
門市(2020.8現在) 營業時間 地址 聯絡電話

白木屋 知立站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県知立市栄2-10CHIRYU CROSS GATE 4階 +81566815588

白木屋 豐川西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県豊川市豊川元町1石黒ビル 1階 +81533862588

白木屋 名古屋太閤通口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県名古屋市中村区椿町15-28サン名駅西口ビル 2階3階 +81524516588

白木屋 岩塚站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 愛知県名古屋市中村区畑江通9-27-1メゾン中川 2階 +81524867688

白木屋 那覇國際通店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 沖縄縣那覇市牧志2-1-1 プランタビル 5階 +81988675188

白木屋 仙台東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-1イーストンビル 2階 +81222567888

白木屋 仙台站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 宮城県仙台市青葉区中央1-8-26ラ・サーミビル 5階 +81222256388

白木屋 名取店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 宮城県名取市飯野坂土城堀57-1セッツウイングス 1階 +81223833988

白木屋 京都中央口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 京都府京都市下京区東洞院通塩小路下ル東塩小路町849番地セレマビル 4階 +81753410688

白木屋 山科站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 京都府京都市山科区安朱桟敷町23ラクトA棟 2階 +81755824188

白木屋 丹波橋北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 京都府京都市伏見区桃山井伊掃部西町14-7エコー丹波橋ビル 1階 +81756022988

白木屋 人吉站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 熊本県人吉市上青井町1231階 +81966220788

白木屋 館林東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 群馬県館林市本町2-1-1館林駅前ビル ２階 +81276732788

白木屋 前橋南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 群馬県前橋市南町3-10-4カーリーグ前橋駅南ビル 1階 +81272244088

白木屋 太田南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 群馬県太田市飯田町1389-2武藤ビル　2階 +81276459688

白木屋 廣島流川店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 広島県広島市中区堀川町1-15ざくろビル 3階 +81825413588

白木屋 廣島南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 広島県広島市南区松原町10-32宏和14　4階 +81822626488

白木屋 坂出站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 香川県坂出市元町1-1-1坂出駅高架下 1階 +81877442688

白木屋 高知追手筋１丁目店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 高知県高知市追手筋1-3-1ベルエポックビル 2階 +81888755188

白木屋 唐津駅店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 佐賀縣唐津市新興町2935-1 えきマチ1丁目唐津 1階 +81955747388

白木屋 大宮東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1ムサシビル　3階、4階 +81486439588

白木屋 春日部西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 埼玉県春日部市中央1-9-2斉藤ビル 2階 +81487547388

白木屋 桑名站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 三重県桑名市大字桑名476-652階 +81594214388

白木屋 松阪南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 三重県松阪市日野町740-337.モンテローザ松阪ビル 4階 +81598266988

白木屋 山形站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 山形県山形市幸町1-2駅南ビル 1階 +81236241088

白木屋 新山口北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 山口県山口市小郡下郷1292第1石田屋ビル 2階3階 +81839728188

白木屋 南草津東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 滋賀県草津市野路1-15-5フェリエ南草津 3階 +81775678588

白木屋 膳所站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 滋賀県大津市馬場2-8-9あかねやビル 地下1階 +81775214888

白木屋 川內西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 鹿児島縣薩摩川內市鳥追町5-12 松元ビル 1階 +81996201488

白木屋 鹿兒島文化通り店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 鹿児島縣鹿児島市山之口町12-16 福徳ビル 2階 +81992392588

白木屋 秋田西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 秋田県秋田市千秋久保田町3-3612.モンテローザ秋田ビル　2階 +81188361688

白木屋 大曲西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 秋田県大仙市大曲通町3-16藤しゅんビル 1階 +81187628788

白木屋 羽後本荘店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 秋田県由利本荘市桜小路58番地キシマビル １階 +81184225688

白木屋 新潟站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 新潟県新潟市中央区花園1-2-1フォーサイト花園ビル 4階 +81252456088

白木屋 戸塚東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川縣横濱市戸塚區戸塚町8番地 ラピス戸塚2 4階 +81458654588

白木屋 櫻木町站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 神奈川縣横濱市中區花咲町1-36 14.モンテローザ桜木町ビル 5階 +81452624588

白木屋 御殿場站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 静岡県御殿場市新橋1990-10シティープラザBE-ONEビル　2階 +81550824788

白木屋 ＪＲ三島南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 静岡県三島市一番町9-37三島サンメイトビル ２階 +81559812088

白木屋 沼津南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 静岡県沼津市大手町3-1-3エイブルコア 地下1階 +81559627288

白木屋 菊川站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 静岡縣菊川市堀之內242-6 レクセル菊川　1階 +81537355988

白木屋 濱松北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 静岡縣濱松市中區板屋町110-5 濱松第一生命日通ビル　1階 +81534571588

白木屋 和倉温泉店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 石川縣七尾市和倉町ワ部23-2 +81767621588

白木屋 京成成田站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉県成田市花崎町818信水舎ビル 1階 +81476229388

美食廚房白木屋  船橋南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 千葉縣船橋市本町4-41-25 4.モンテローザ船橋ビル 6階 +81474230988

白木屋 南海堺站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府堺市堺区熊野町西3丁2-6大和第2ビル 1階 +81722294788

白木屋  三國丘北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府堺市堺區向陵中町2-5-12 はりまや三國ヶ丘ビル 2階 +81722547488

白木屋 鳳東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府堺市西区鳳東町4丁307番6星和CITY B.L.D鳳 2階 +81722734688

白木屋 千里丘東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府摂津市千里丘東1-11-9ナンノビル 地下1階 +81726216088

白木屋 泉佐野東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府泉佐野市上町3-10-11泉佐野ビル 2階 +81724610488

白木屋 泉大津西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府泉大津市田中町3-19雅苑ビル 1階 +81725214688

白木屋 忠岡東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-132-6ショップ南海忠岡 1階 +81725205988

白木屋 阿倍野站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-29AITビル　2階 +81643990188

白木屋 谷町四丁目站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府大阪市中央区谷町4-4-15谷四プラザ 1階 +81669449088

白木屋 道頓堀店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府大阪市中央区道頓堀1-6-15コムラード・ドウトンビル 4階 +81662141488

白木屋 南船場心斎橋筋店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府大阪市中央区南船場3-12-3心斎橋セントビル　地下1階 +81662517588

白木屋 南海難波北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府大阪市中央区難波千日前12-28大阪難波ビル　5階 +81643960388

白木屋 上本町站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府大阪市天王寺区上本町6-7-2上六三和会館 3階 +81667744088

白木屋 上新庄南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府大阪市東淀川区瑞光1-2-5グルメプラザGRAN・NOR 3階 +81663705388

白木屋 淡路西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府大阪市東淀川区淡路4-11-11MINO FIRST　BUILD　1階、2階 +81663269388

白木屋 大阪梅田茶屋町口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府大阪市北區茶屋町3-2 チロル茶屋町ビル 5階 +81663745688



白木屋 通天閣本通店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府大阪市浪速区恵美須東1-17-14松重ビル 1階 +81666322488

白木屋 大國町站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府大阪市浪速区敷津西2-1-5アリタハイツ大国 2階 +81666491988

白木屋 四條畷東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府大東市学園町1-45女庵奈ビル 2階 +81728779488

白木屋 住道北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府大東市浜町9-10住道駅前ビル 2階 +81728758988

白木屋 河內花園北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府東大阪市稲葉3-11-10 ピアザ花園 1階 +81729672488

白木屋 布施北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府東大阪市長堂1-2-17東振興業ビル　4階 +81667837988

白木屋 長瀬站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府東大阪市菱屋西1-17-17 長瀬ドマーニ駅前ビル 1階 +81667207588

白木屋 螢池東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府豊中市蛍池東町1-6-5空港センタービル 1階 +81668559388

白木屋 千里中央南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府豊中市新千里東町1-3-302せんちゅうパル 3階 +81668725988

白木屋 和泉府中站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府和泉市府中町1-6-19伸光ビル 2階 +81725464588

白木屋 綠地公園站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大阪府豐中市寺內2-13-1 緑地ステーションビル 2階 +81668649188

白木屋 大分都町店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大分県大分市都町2-1-4東石ビル 1階 +81975384788

白木屋 別府東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 大分県別府市駅前本町1-4PLAZA一番街 3階 +81977233088

白木屋 長崎站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長崎県長崎市大黒町9-28田中ビル 2階 +81958284688

白木屋 長野站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長野県長野市大字南長野南石堂町1971エーワンシティ・ジ・アゴラ 3階 +81262235188

白木屋 松本東口駅店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 長野縣松本市深志1-1-1 ステーションMIDORI　1階 +81263363588

白木屋 松江南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 島根県松江市朝日町469-2駅南ビル 2階 +81852251388

白木屋 龜有北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都葛飾区亀有5-35-3くさまビル 2階 +81336057088

白木屋 南砂町站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都江東区新砂3-3-53アルカナール南砂 1階 +81336487588

白木屋 東大島站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都江東区大島8-42-11東照第2ビル 2階 +81336389288

白木屋 新橋烏森口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都港区新橋3-12-3アスティル新橋ビル 6階 +81364024388

白木屋 花小金井北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都小平市花小金井1-9-18花小金井第一ビル ２階 +81424628388

白木屋 歌舞伎町輝大廈店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都新宿区歌舞伎町1-15-3歌舞伎町輝ビル 5階 +81352722388

白木屋 歌舞伎町總本店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都新宿區歌舞伎町1-21-1 第二東亜会館 5階 +81332096788

白木屋 曙橋通店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都新宿區住吉町8-20 四谷ヂンゴビル 地下1階 +81332269488

白木屋 神保町站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都千代田区神田神保町3-12-3神保町スリービル 2階 +81352113088

白木屋 麹町站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都千代田區麹町3-4-7 ビルディング啓 2階 +81352267388

白木屋 三之輪站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都台東区三ノ輪1-28-12プラザM 2階 +81338746288

白木屋 中野坂上站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都中野区中央1-37-5中野坂上ビル 2階 +81333643888

白木屋 中野北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都中野区中野5-59-9澤仙第二ビル 1階2階 +81353432988

白木屋 八王子北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都八王子市旭町2-5八王子ツインタワーA館 8階 +81426238988

白木屋 三鷹北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都武蔵野市中町1-17-36.モンテローザ三鷹本社ビル 1階 +81422367188

白木屋 池袋SUNSHINE60通店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都豊島区東池袋1-21-4池袋グローブ 地下1階 +81339859688

美食廚房白木屋  曳舟站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 東京都墨田區東向島2-16-14 ナンカイビル3 1階 +81336185988

白木屋 小山西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 栃木県小山市中央町3-6-12田中屋ビル 2階 +81285244988

白木屋 大和八木北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 奈良県橿原市内膳町5-2-38やまとビル 2階 +81744257988

白木屋 大和西大寺北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 奈良県奈良市西大寺東町2-1-53藤村ビル 1階 +81742359188

白木屋 櫻井南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 奈良縣桜井市大字桜井1259番地 エルト桜井　1階 +81744461788

白木屋 近鐵高田市站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 奈良縣大和高田市片塩町17-7 高田市駅北建物1-2階 +81745220288

白木屋 富山南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 富山県富山市新富町1-2-3CIC 地下1階 +81764316188

白木屋 小倉南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福岡県北九州市小倉北区京町2-2-16ビクトリアビル 2階、3階 +81935214188

白木屋 博多站前通店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福岡縣福岡市博多區博多駅前2-3-14 マルイト博多ビル 4階 +81924739388

白木屋 折尾站前学園大通店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福岡縣北九州市八幡西區折尾4-2-19 門司ビル 2階 +81936919688

白木屋 西鐵柳川站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福岡縣柳川市三橋町下百町31-3 松本ビル 1階 +81944726488

白木屋 會津若松站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福島県会津若松市白虎町230会津駅前五井ビル 1階、2階 +81242225488

白木屋 郡山站前大通店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 福島県郡山市駅前1-4-8さとうやビル 地下1階 +81249215988

白木屋 阪急伊丹站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県伊丹市西台3-9-22西台駅前ビル 1階 +81727859688

白木屋 西神中央站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県神戸市西区糀台5-3-11西神ボウルプラザ 1階 +81789979488

白木屋 三之宮站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県神戸市中央区雲井通6-1-5コスモビル 地下1階 +81782716488

白木屋 三宮北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県神戸市中央区加納町4-3-3さくら三神ビル　地下1階 +81783931388

白木屋 新長田站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県神戸市長田区松野通1-5-16国際ビル　地下１階 +81786427088

白木屋 御影南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県神戸市東灘区御影本町2-16-3宝盛ビルディング 1階 +81788423588

白木屋 阪神尼崎西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県尼崎市御園町54番地カーム尼崎 1階 +81664180288

白木屋 ＪＲ尼崎北口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県尼崎市潮江1-4-5アミング潮江プラストいきいき 2階 +81664926788

白木屋 寶塚花道店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県宝塚市栄町1-1-20ビル名無し 2階 +81797814288

白木屋 西明石站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫県明石市和坂14-7竹中ビル 2階 +81789251088

白木屋 新神戸站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 兵庫縣神戸市中央區生田町1-4-1 ショダリ21 地下1階 +81782424088

白木屋 旭川3條通店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道旭川市3条通7丁目左10号蜂屋時計店ビル 1階 +81166227188

白木屋 釧路末廣町店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道釧路市末広町3-1-1パステルパーク 1階 +81154313788

白木屋 惠野東口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道恵庭市恵み野西2-2-2第2灘商ビル 1階2階 +81123376188

白木屋 手稻南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道札幌市手稲区手稲本町1条3丁目3-10千葉ビル 2階 +81116947788



白木屋 薄野站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道札幌市中央区南5条西3-11五条ビル 3階 +81115310288

白木屋 月寒中央站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道札幌市豊平区月寒中央通7-2-12月寒カンダビル 1階 +81118559788

白木屋 篠路店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道札幌市北区篠路3条4-1-1ビル名無し 1階 +81117742988

白木屋 東室蘭堂吉軻德前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道室蘭市中島町1-21-4 グリンデパート 2階 +81143470688

白木屋 千歳西口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道千歳市千代田町7-101-2 J-PLAT 1階 +81123427088

白木屋 稚內店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道稚內市大黒1-7-10 伊藤ビル 1階 +81162220588

白木屋 中標津店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道標津郡中標津町西１条北2-1マルエービル １階 +81153731688

白木屋 北見北4條西3丁目店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道北見市北4条西3丁目3-1すずや第2ビル 1階 +81157615188

白木屋 名寄店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道名寄市西4条南2-6-1- 1階 +81165429388

白木屋 網走南4條西1丁目店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道網走市南4条西1-5第一セゾンビル　1階 +81152442088

白木屋 紋別店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 北海道紋別市本町4-1－35旭川第一興商紋別ビル 1階 +81158231988

白木屋 和歌山市站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 和歌山県和歌山市東蔵前丁4番地ファーストビル 1階 +81734249588

白木屋 横川南口站前店 營業時間請上官網或向店鋪詢問 廣島縣廣島市西區横川新町１番1号 トータスビルディング 2階 +81822951488


