
営業時間変更のお知らせ

店舗 カテゴリー 通常営業時間 現在の営業時間 備考

六本木 マーケット 11:00 - 21:00

11:00-20:00

11/18(木)~

11:00-21:00

マーケット 10:00-23:00

エスプレッソバー 7:00-23:00

有楽町 マーケット

[平日･土] 10：00 - 22：00

(ドリンクLO 21:30)

[日祝] 10：00 - 21：00

(ドリンクLO 21:00)

11:00-21:00

アルコールサービスは20:00まで

マーケット

エスプレッソバー

恵比寿 マーケット 10:00-21:00
10:00-21:00

アルコールサービスご利用頂けません。

広尾 マーケット 8:00-21:00
8:00-20:00

アルコールサービスあり

吉祥寺 マーケット 10:00-21:00 10:00-21:00

マーケット
平日･土 8:00 - 22:00

日祝 8:00 - 21:00

平日･土 8:00 - 22:00

日祝 8:00 - 21:00

エスプレッソバー
平日･土 7:00 - 22:00

日祝 7:00 - 21:00

平日･土 7:00 - 22:00

日祝 7:00 - 21:00

マーケット 10:00 - 22:00 10:00-21:00

エスプレッソバー 8:00 - 22:00 8:00-21:00

横浜 マーケット 10:00-20:00 10:00-20:00

マーケット 10:00-21:00 10:00-21:00

エスプレッソバー 8:00-21:00 8:00-21:00

関東　カフェ店舗

店舗 カテゴリー 通常営業時間 現在の営業時間 備考

カフェ 丸の内 カフェ
[平日] 7:00 - 22:00

[土日祝] 10:00 - 19:00

7:00 - 21:00

土日祝  10:00 - 19:00

アルコールサービスあり

カフェ 大手町メトロピア カフェ
平日 7:00 - 21:00

土日祝 9:00 - 18:00

平日 7:00-20:00

土日祝 9:00 - 18:00

※アルコールサービスご利用できません

カフェ 東京ミッドタウン日比谷 カフェ
[平日] 7:00 - 22:00

[土日祝] 8:00 - 21:00

8:00-20:00

※アルコールサービスご利用頂けません。

11/14（日)のみ

12:00-20:00

カフェ 日本橋高島屋S.C. カフェ
平日7:30-20:00

 土日祝10:30-20:00

平日 7:30-20:00

土日祝 10:30-20:00

※アルコールサービスご利用できません

カフェ 有楽町ルミネストリート カフェ
[平日] 8:00 - 21:30

[土日祝] 8:00 - 21:00

8:00-19:00

※アルコールサービスご利用できません

カフェ 東京ガーデンテラス紀尾井町 カフェ
[平日] 7:00 - 21:00

[土日祝] 9:00 - 20:00

10/31(日)をもって閉店いたしました。

ご愛顧いただき誠にありがとうございました。

カフェ慈恵大学病院 カフェ
7:00-18:00

定休日　日祝

7:00-18:00

定休日　日祝

※アルコールサービスご利用できません

祝日につき休業いたします

11/3(水)   11/23(火)

カフェ 虎ノ門ヒルズ カフェ
[平日･土] 7:30 - 19:00

[日祝] 9:00 - 18:00

平日　   7:30-19:00

土日祝　休業

カフェ 赤坂アークヒルズ カフェ
[平日] 7:00 - 22：00

[土日祝] 8：00 - 21：00

平日　   7:00-17:00

土日祝　休業

※アルコールサービスご利用できません

カフェ 麻布十番 カフェ
[平日] 8:00 - 20:00

[土日祝] 8:00 - 19:00

平日8:00～19:00

土日祝　9:00～19:00

※アルコールサービスご利用いただけます

カフェ 六本木 カフェ 7:00 - 23:00

8:00-20:00

11/18(木)~

8:00-21:00

カフェ Echika表参道 カフェ
[平日･土] 8:00 - 22:00

[日祝] 9:00 - 22:00

平日　   8:00-20:00

土日祝　9:00-20:00

※アルコールサービスご利用できません

1/10(火) 9:00～18:00

1/11ー14 工事のため休業いたします

1/15(土) 9:00～20:00

カフェ 渋谷ストリーム カフェ 7:00 - 22:00 7:00-21:00(アルコールサービスあり)

カフェ 新宿NEWoMan カフェ 7:00-22:00 7:00-22:00アルコールサービスあり

シァル横浜

日頃よりDEAN & DELUCAをご愛顧いただきましてありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に罹患された皆様、

ご関係の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

DEAN & DELUCAでは、すべてのお客様に安心してご利用いただける店舗衛生の維持と、メンバー（従業員）が健康に働ける労働環境の整備など、

感染拡大の抑制と予防の観点から様々な対策に日々取り組んでおります。このたびの首都圏における緊急事態宣言の発令と行政機関からの要請による、

店舗営業時間の変更やオペレーションの変更など、以下にお知らせいたします。

∗更新日時　1/15 22:15

∗営業時間・営業時間変更の実施期間は国や都、県からの新たな発令などにより変更される可能性がございます。

品川

新宿

八重洲

マーケット　10:00-22:00

エスプレッソバー　平日7:00-22:00　/　土日祝8:00-22:00

※ラストオーダー21:45

8:00 - 23:00

アトレ川崎

平日：10:00-21:30

土日祝：10:00-21:00



関東　カフェ店舗

店舗 カテゴリー 通常営業時間 現在の営業時間 備考

カフェ 東京音楽大学

中目黒・代官山
カフェ

[平日] 8:00 - 18:00

[土日祝] 9:00 - 18:00

(不定休)

通常営業いたします

※アルコールサービスご利用できません

カフェ 成城 カフェ 8:00-22:00 8:00-22:00

カフェ たまプラーザテラス カフェ 8:00-22:00
8:00-22:00

(LO 21:30)
通常営業いたします

カフェ 新百合丘OPA カフェ 8:00-21:00 8:00-21:00

カフェ パルコヤ上野 カフェ  8:00 - 22:00
8:00-21:00

※アルコールサービス 20:00まで

カフェ 羽田空港 カフェ 7:00 - 21:00
7:00-19:00

※アルコールサービスご利用できません

カフェ 三井アウトレットパーク木更津 カフェ 9:30-21:00
9:30-21:00

20:30ラストオーダー

カフェ成田空港第1ターミナル カフェ 休業 休業 引き続き休業をさせていただきます

カフェ成田空港第2ターミナル カフェ 休業 休業 引き続き休業をさせていただきます

カフェ テラスモール湘南 カフェ 7:30-22:00
7:30-22:00

アルコールサービスご利用いただけます
通常営業いたします

カフェ ODAKYU 湘南 GATE カフェ 8:00-21:00 8:00-21:00

カフェ コレットマーレみなとみらい カフェ
平日　8:00-21:00

土日祝　9:00-21:00

平日　8:00-22:00

土日祝　9:00-22:00

ベーカリーカフェ 碑文谷 カフェ
7:30-17:00

定休日  月・火

7:30-17:00

定休日  月・火

店舗 カテゴリー 通常営業時間 現在の営業時間 備考

名古屋 マーケット 10:00-21:30
10:00-21:00

アルコールサービスを終日ご利用いただけます

栄 マーケット 10:00-20:00 平日：10：00～20：00（通常営業）

店舗 カテゴリー 通常営業時間 現在の営業時間 備考

マーケット 10:00 - 21:00 10:00-21:00

エスプレッソバー 8:00 - 21:00
10:00-21:00

アルコールサービスは11:00~20:30

マーケット 10:00 - 22:00 10:00-22:00

レストラン 10:00 - 22:00 (LO21:30)

11:00-22:00

LO21:00

アルコールサービスをご利用いただけます

店舗 カテゴリー 通常営業時間 現在の営業時間 備考

マーケット 10:00-22:00 10:00-22:00（通常営業）

レストラン 11:00-22:00
11:00-22:00（FOODLO 21:00／DRINKLO 21:30)

アルコールサービスあり

マーケット 9:00-22:00 9:00-22:00（通常営業）

エスプレッソバー 8:00-22:00
8:00-22:00（LO21:45)

アルコールサービスあり

東海・関西　カフェ店舗

店舗 カテゴリー 通常営業時間 現在の営業時間 備考

カフェ 広小路本町 カフェ
平日  11:00-19:00

土日祝  11:00-18:00

平日11:00～19:00、土日祝11:00～18:00

※アルコールサービスを終日ご利用いただけます

2022/ 1/23（日）

休館日

ベーカリーカフェ 名城公園 カフェ 8:00-18:00
8:00～18:00

※アルコールサービス11:00から

星ヶ丘三越 カフェ 10:00-20:00 10:00-20:00

店舗 カテゴリー 通常営業時間 現在の営業時間 備考

カフェ クリスタ長堀 カフェ 7:00 - 22:00
8:00-21:00

※アルコールのサービスはご利用頂けません

カフェ 伊丹空港 カフェ 6:30 - 21:30
7:00-20:00

※アルコールサービスご利用頂けません。

アミュプラザ博多

東海・関西・九州　マーケット店舗

京都

大阪

福岡


