もふねこチーズケーキ取り扱い店舗
店舗

住所

電話番号

ピネード 有明ガーデン店

東京都江東区有明 2丁目1-8

03-6457-1772

ピネード 伊勢原店

神奈川県伊勢原市石田 682 ウメハラビル 1F

0463-93-1170

ピネード イオンモール木曽川店

愛知県一宮市木曽川町黒田字南ハツケ池 25−１ イオンモール木曽川１ F

0586-64-6357

ピネード 稲沢店

愛知県稲沢市正明寺 2丁目16-10

0587-81-4008

ピネード 社台店

愛知県名古屋市名東区社台 1-261-1 アリエス社台 1階

052-777-5605

ピネード 豊田店

愛知県豊田市上原町一丁田 64-1

0565-85-1181

ピネード 岡崎店

愛知県岡崎市洞町字西五位原 1-1

0564-73-6770

ピネード プライムツリー赤池店

愛知県日進市赤池町箕ノ手 1 プライムツリー赤池 1F

052-846-8565

ピネード イオンモール長久手店

愛知県長久手市中央 土地区画整理事業地内 5・10・11街区 イオンモール長久手 1F

0561-76-7565

ピネード 春日井店

愛知県春日井市如意申町 5-12-10パークサイド広田 1F

0568-29-7330

ピネード 津店

三重県津市栄町 2-301

059-246-6985

ピネード イオン津店

三重県津市桜橋 3-446 イオン津ショッピングセンター１ F

059-228-0881

ピネード イオンモール津南店

三重県津市高茶屋小森町 145番地1F

059-253-2381

ピネード 四日市店

三重県四日市市松本 3-12-19

059-351-8685

ピネード 鈴鹿店

三重県鈴鹿市西条 4-18

059-384-7001

ピネード 近鉄四日市店

三重県四日市市諏訪栄町 7-34 近鉄百貨店四日市店２ F

059-356-2552

ピネード イオンモール桑名店

三重県桑名市新西方 1-22 イオンモール桑名店 1階

0594-84-7050

ピネード イオンモールりんくう泉南店

大阪府泉南市りんくう南浜 3-12 1F

072-479-8857

ピネード 青葉台店

神奈川県横浜市青葉区桜台 44‐10 Third planet 桜台 1階

045-982-0555

パステル イオンモール新利府南館店

宮城県宮城郡利府町新中道 3-1-1 イオンモール新利府南館 1F

022-290-7822

パステル セブンパークアリオ柏店

千葉県柏市大島田１丁目 6番地1

04-7186-7990

パステル イオンモール柏店

千葉県柏市豊町２丁目５ −２５

04-7168-0166

パステル モラージュ柏店

千葉県柏市大山台 2-3 モラージュ柏 1F

047-197-1279

パステル イオンモール八千代緑ヶ丘店

千葉県八千代市緑が丘２丁目１ −３

047-458-5380

パステル イオンモール千葉ニュータウン店

千葉県印西市中央北３丁目２

0476-85-4802

パステル イオン市川妙典店

千葉県市川市妙典５丁目３−１

047-321-4646

パステル アリオ蘇我店

千葉県千葉市中央区川崎町５２−７

043-309-4446

パステル 新浦安店

千葉県浦安市入船1-1 JR新浦安駅構内

047-305-6560

パステル 浦和パルコ店

埼玉県さいたま市浦和区東高砂町１１ −１

048-826-6625

パステル エキア志木店

埼玉県新座市東北 2-38-10エキア志木 2F

048-424-8757

パステル イトーヨーカドー赤羽店

東京都北区赤羽西 1-7-1 イトーヨーカドー赤羽 1F

03-5948-6740

パステル ときわ台店

東京都板橋区前野町３丁目１５ −１５

03-5970-4612

パステル グランデュオ蒲田店

東京都大田区蒲田 5-13-1グランデュオ蒲田 東館1F

03-6424-8116

パステル ルミネ北千住店

東京都足立区千住旭町 42-2 ルミネ北千住 1F

03-5284-8477

パステル 京王府中店

東京都府中市宮町１丁目１０−１

042-352-5339

パステル セレオ八王子店

東京都八王子市旭町１−１ セレオ八王子北館 1F

042-686-3199

パステル イオンモールむさし村山店

東京都武蔵村山市榎１丁目１−３

042-843-6669

パステル 南町田グランベリーパーク店

東京都町田市鶴間3-4-1 南町田グランベリーパーク セントラルコート1F

042-850-7768

パステル 港南台バーズ店

神奈川県横浜市港南区港南台 3-1-3 港南台バーズ 1F

045-349-3466

パステル ラスカ茅ヶ崎店

神奈川県茅ヶ崎市元町 1-1 ラスカ茅ヶ崎 3F

0467-40-5006

パステル 京急上大岡店

神奈川県横浜市港南区上大岡西１丁目６ −１ 京急百貨店上大岡店 1F

045-848-7157

パステル 新横浜店

神奈川県横浜市港北区岸根町607-1

045-444-3855

パステル シァル鶴見店

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１丁目１−２

045-642-8345

パステル アリオ橋本店

神奈川県相模原市緑区大山町１−２２

042-703-3117

パステル 本厚木ミロード店

神奈川県厚木市泉町1-1 本厚木ミロード館1F

046-230-3231

パステル 名鉄百貨店サンロード店

愛知県名古屋市中村区名駅１丁目２ −１

052-585-7911

パステル イオン八事店

愛知県名古屋市昭和区広路町石坂 2-1 イオン八事 1F

052-846-5808

パステル ファクトリーショップ千音寺店

愛知県名古屋市中川区新家２丁目１４０７

052-433-3700

パステル イオンナゴヤドーム前店

愛知県名古屋市東区矢田南 4-102-3 イオンナゴヤドーム前 1Ｆ銘店

052-725-6433

パステル オアシス２１店

愛知県名古屋市東区東桜 1-11-1 地下1階

052-212-7160

パステル μPLAT一宮店

愛知県一宮市新生 1-1-1

0586-52-2087

パステル イオンモール岡崎店

愛知県岡崎市戸崎町字外山 38-5 イオンモール岡崎 1F

0564-73-8315

パステル イオンモール草津店

滋賀県草津市新浜町３００

077-585-9687

パステル イオン洛南店

京都府京都市南区吉祥院御池町３１

075-748-6973

パステル 洛北阪急スクエア店

京都府京都市左京区高野西開町３６

075-354-5105

パステル イオンモール大阪ドームシティ店

大阪府大阪市西区千代崎３丁目北２ 北２ １３番1

06-4393-8170

パステル THE OUTLETS HIROSHIMA店

広島県広島市佐伯区石内東 4丁目1-1 よりみちMARCHE内

082-942-2125

※以下の店舗は2021年8月22日から販売開始いたします。
ハートブレッドアンティーク イオンモール津田沼店

千葉県習志野市津田沼 1-23-1 イオンモール津田沼 1F

047-409-1881

ハートブレッドアンティーク アリオ市原店

千葉県市原市更級 4-3-2 アリオ市原 1F

0436-37-3288

ハートブレッドアンティーク イトーヨーカドー大森店

東京都大田区大森北 2-13-1 イトーヨーカドー大森 1F

03-6459-6058

ハートブレッドアンティーク アリオ北砂店

東京都江東区北砂 2-17-1 アリオ北砂 1F

03-6666-2027

ハートブレッドアンティーク イオンモール日の出店

東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木 237-3 イオンモール日の出 1F

042-588-4040

ハートブレッドアンティーク イーアス高尾店

東京都八王子市東浅川町 550-1

042-673-7740

ハートブレッドアンティーク イトーヨカドー大和鶴間店

神奈川県大和市下鶴間 1-3-1

046-244-6647

ハートブレッドアンティーク イオンモール北戸田店

埼玉県戸田市美女木東 1-3-1 イオンモール北戸田内 1F

048-423-2137

ハートブレッドアンティーク イオンモール上尾店

埼玉県上尾市愛宕 3-8-1 イオンモール上尾 1F

048-782-8135

ハートブレッドアンティーク イオンモール春日部店

埼玉県春日部市下柳 420-1 イオンモール春日部 1F

048-884-8850

ハートブレッドアンティーク イオンレイクタウンkaze店

埼玉県越谷市レイクタウン 4-2-2 イオンレイクタウン kaze2F

048-971-8158

ハートブレッドアンティーク 鶴ヶ島店

埼玉県鶴ヶ島市脚折町 1-36-2

049-298-8810

ハートブレッドアンティーク イオンモール白山店

石川県白山市横江町土地区画整理事業施行地区内 1街区

076-287-5774

ハートブレッドアンティーク 静岡パルシェ店

静岡県静岡市葵区黒金町 49 JR静岡駅ビル 1F

054-204-2077

ハートブレッドアンティーク 松本パルコ店

長野県松本市中央 1-10-30 松本パルコ店内 1F

0263-38-2320

アンドアンティーク 栄店

愛知県名古屋市中区栄 2-4-18 岡谷鋼機ビルディング 1F

052-218-4809

アンドアンティーク メイカーズピア店

愛知県名古屋市港区金城ふ頭 2-7-1 メイカーズピア内

052-387-5523

ハートブレッドアンティーク イオンモール熱田店

愛知県名古屋市熱田区六野 1-2-11 イオンモール熱田 1F

052-613-8806

ハートブレッドアンティーク 北岡崎店

愛知県岡崎市百々西町 6-1

0564‐64-2400

ハートブレッドアンティーク 春日井店

愛知県春日井市六軒屋町東丘 13-25

0568-29-6762

ハートブレッドアンティーク イオンモール常滑店

愛知県常滑市りんくう町 2-20-3 イオンモール常滑 1F

0569-35-6270

ハートブレッドアンティーク モレラ岐阜店

岐阜県本巣市三橋 1100 モレラ岐阜 1F

058-201-7217

ハートブレッドアンティーク オアシスパーク店

岐阜県各務原市川島笠田町 1564-1 オアシスパーク内

0586-59-7003

ハートブレッドアンティーク 四日市店

三重県四日市市東坂部町字東河原 772-1

059-329-6700

ハートブレッドアンティーク イオンモール大日店

大阪府守口市大日東町 1-18 イオンモール大日 1F

06-4397‐7715

ハートブレッドアンティーク あべのキューズモール店

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-6-1 あべのキューズモール内

06-6556-7255

ハートブレッドアンティーク イオンモール堺鉄砲町店

大阪府堺市堺区鉄砲町 1 イオンモール堺鉄砲町 1F

072-275-6552

ハートブレッドアンティーク イオンモール四條畷店

大阪府四條畷市砂 4-3-2 イオンモール四條畷 1F

072-800-6291

ハートブレッドアンティーク イオンモール伊丹店

兵庫県伊丹市藤ノ木 1-1-1 イオンモール伊丹 1F

072-767-7067

ハートブレッドアンティーク イオンモール和歌山店

和歌山県和歌山市中字楠谷 573 イオンモール和歌山 1F

073-454-0033

ハートブレッドアンティーク ピエリ守山店

滋賀県守山市今浜町 2620-5 ピエリ守山 1F

077-596-3017

ハートブレッドアンティーク ゆめタウン広島店

広島県広島市南区皆実町 2-8-17 ゆめタウン広島 1F

082-207-2627

ハートブレッドアンティーク ゆめタウン徳島店

徳島県板野郡藍住町奥野字東中須 88-1 ゆめタウン徳島 1F

088-676-4507

ハートブレッドアンティーク イオンモール徳島店

徳島県徳島市南末広町 4-1 イオンモール徳島 1F

088-678-7858

ハートブレッドアンティーク イオンモール高知店

高知県高知市秦南町 1丁目4-8 イオンモール高知 1F

088-855-8266

ハートブレッドアンティーク エミフルMASAKI店

愛媛県伊予郡松前町筒井 850番 1F

089-995-8867

ハートブレッドアンティーク 福岡天神店

福岡県福岡市中央区天神 3-16-24 ハーツ天神

092-406-8500

ハートブレッドアンティーク 博多マルイ店

福岡県福岡市博多区博多駅中央街 9-1 博多マルイ

092-577-1601

ハートブレッドアンティーク VIERRA小倉店

福岡県北九州市小倉北区浅野 1-1

093-967-3500

ねこねこ食パン 表参道店

東京都渋谷区神宮前 4-8-2

03-6721-0417

ねこねこ食パン 岐阜鏡島店

岐阜県岐阜市西荘4-1-7

058-333-1666

ねこねこ食パン 栄広小路店

愛知県名古屋市中区栄3-1-8 名古屋栄東急REIホテル1F

080-4055-1148

ねこねこファクトリー ららぽーと名古屋みなとアクルス店

愛知県名古屋市港区港明 2-3−2

052-655-6286

ねこねこファクトリー 神の倉店

愛知県名古屋市緑区藤塚 2-101

052-879-3480

ねこねこファクトリー 東浦店

愛知県知多郡東浦町森岡田面 160-1

0562-84-1332

グランディール 北白川店

京都府京都市左京区北白川上終町 5

075-702-8056

バゲットラビット 自由が丘店

東京都目黒区自由が丘 1-16-14

03-6421-1208

バゲットラビット アスナル金山店

愛知県名古屋市中区金山 1-17-1 アスナル金山内

052-228-0118

ベンケイ カラフルタウン岐阜店

岐阜県岐阜市柳津町丸野 3-3-6

058-201-7774
※2021年8月18日現在

