
都道府県 店舗名 販売状況
珈琲館　イオン江別店 完売
珈琲館　イオン帯広店 完売
珈琲館　イオン千歳店 完売
珈琲館　利府店 販売中
珈琲館　多賀城店 完売
珈琲館　仙台東口店 完売

福島県 珈琲館　いわき駅前ラトブ店 完売
珈琲館　日立店 完売
珈琲館　鹿島店 完売
珈琲館　イーアスつくば店 完売
珈琲館　アトレ取手店 完売
珈琲館　作新学院前店 完売
珈琲館　足利南店 販売中
珈琲館　宇都宮店 販売中
珈琲館　ＦＫＤインターパーク店 販売中
珈琲館　太田南店 販売中
珈琲館　高崎小鳥町店 販売中
珈琲館　太田北店 販売中
珈琲館　伊勢崎西店 完売
珈琲館　前橋南部大橋店 取り扱い無し
珈琲館　高崎城南大橋店 完売
珈琲館　大泉店 取り扱い無し
珈琲館　渋川店 完売
珈琲館　けやきウォーク前橋店 販売中
珈琲館　蔵　深谷花園店 取り扱い無し
珈琲館　飯能店 完売
珈琲館　川越新富町店 取り扱い無し
珈琲館　久喜イトーヨーカドー店 完売
珈琲館　八潮店 取り扱い無し
珈琲館　大宮西店 完売
珈琲館　宮原店 取り扱い無し
珈琲館　新座店 取り扱い無し
珈琲館　MEGAドン・キホーテUNY本庄店 販売中
珈琲館　川越的場店 取り扱い無し
珈琲館　北本店 取り扱い無し

埼玉県

北海道

宮城県

茨城県

栃木県

群馬県

※記載の販売状況は、2022年10月31日営業開始時点の情報です。
※販売中と記載がある店舗でも、既に売切れとなっている場合がございます
ので予めご了承ください。

※オンラインストアでの販売は行っておりません。



珈琲館　入間店 販売中
珈琲館　西川口並木店 販売中
珈琲館　南浦和店 販売中
珈琲館　川口北園町店 販売中
珈琲館　東浦和店 販売中
珈琲館　春日部武里店 完売
珈琲館　トナリエふじみ野店 完売
珈琲館　ビバモールさいたま新都心店 販売中
珈琲館　ベニバナウォーク桶川店 完売
珈琲館　浦和仲町店 販売中
珈琲館　大宮ステラモール店 完売
珈琲館　熊谷店 販売中
珈琲館　籠原店 販売中
珈琲館　アリオ深谷店 販売中
珈琲館　竹の塚店 完売
珈琲館　小岩南口店 取り扱い無し
珈琲館　小岩北口店 取り扱い無し
珈琲館　足立一ツ家店 完売
珈琲館　豊洲店 完売
珈琲館　新板橋店 取り扱い無し
珈琲館　根津店 取り扱い無し
珈琲館　亀有店 取り扱い無し
珈琲館　三ノ輪店 完売
珈琲館　菊川店 取り扱い無し
珈琲館　北千住東口店 取り扱い無し
珈琲館　荻窪店 完売
珈琲館　下高井戸店 取り扱い無し
珈琲館　大井町店 完売
珈琲館　町屋店 完売
珈琲館　砂町銀座店 取り扱い無し
珈琲館　浜田山店 取り扱い無し
珈琲館　祐天寺店 取り扱い無し
珈琲館　大山店 完売
珈琲館　上北沢店 取り扱い無し
珈琲館　戸越銀座店 取り扱い無し
珈琲館　久米川店 取り扱い無し
CAFE DI ESPRESSO 珈琲館　参宮橋店 取り扱い無し
珈琲館　青砥店 取り扱い無し
珈琲館　王子西口店 取り扱い無し
珈琲館　住吉店 取り扱い無し
珈琲館　旗ノ台店 取り扱い無し
珈琲館　平井店 取り扱い無し
CAFE DI ESPRESSO 珈琲館　いずみ記念病院店 取り扱い無し

東京都

埼玉県



珈琲館　内神田店 取り扱い無し
珈琲館　神田北口店 取り扱い無し
珈琲館　根津駅前店 取り扱い無し
珈琲館　大岡山店 完売
珈琲館　神田店 取り扱い無し
珈琲館　大島店 取り扱い無し
珈琲館　イトーヨーカドー四つ木店 取り扱い無し
珈琲館　初台オペラ通り店 完売
珈琲館　アリオ葛西店 取り扱い無し
珈琲館　専大前本店 販売中
珈琲館　飯田橋店 完売
珈琲館　神楽坂店 販売中
珈琲館　渋谷店 完売
珈琲館　浅草店 販売中
CAFE DI ESPRESSO 珈琲館　成増店 販売中
珈琲館　門前仲町店 完売
珈琲館　仙川店 販売中
珈琲館　志村坂上店 販売中
珈琲館　グランデュオ蒲田店 販売中
珈琲館　祖師ヶ谷大蔵店 販売中
珈琲館　アトレ竹芝店 販売中
珈琲館　トーセイホテルココネ浅草蔵前店 完売
珈琲館　トーセイホテルココネ上野御徒町店 完売
珈琲館　セレオ八王子店 完売
珈琲館　用賀駅ビル店 完売
珈琲館 下北沢店 販売中
珈琲館　千歳烏山店 販売中
珈琲館　調布店 完売
珈琲館　池袋東口グリーン大通り店 完売
珈琲館　千代田区一番町店 販売中
珈琲館　立川南口店 販売中
珈琲館　イオン西新井店 完売
珈琲館　蔵　おゆみ野店 完売
珈琲館　蔵　南柏店 完売
珈琲館　蔵　松戸松飛台店 完売
珈琲館　蔵　新松戸店 完売
珈琲館　君津店 販売中
珈琲館　ユーカリが丘店 取り扱い無し
珈琲館　行徳店 取り扱い無し
珈琲館　五香店 取り扱い無し
珈琲館　木更津店 完売
珈琲館　モラージュ柏店 完売
珈琲館　イオンモール八千代緑が丘店 完売

東京都

千葉県



珈琲館　南行徳店 完売
珈琲館　イオンモール津田沼店 完売
珈琲館　阪東橋店 取り扱い無し
珈琲館　鶴ヶ峰店 取り扱い無し
珈琲館　戸塚西口店 取り扱い無し
珈琲館　アピタ金沢文庫店 完売
珈琲館　アピタ戸塚店 販売中
珈琲館　辻堂店 完売
珈琲館　伊勢佐木町店 完売
珈琲館　二子新地駅店 完売
珈琲館　ダイナシティ小田原店 販売中
珈琲館　茅ヶ崎今宿店 販売中
珈琲館　イオンスタイル新百合ヶ丘店 販売中
珈琲館　鶴見店 販売中
珈琲館　伊那店 完売
珈琲館　アピタ飯田店 完売
珈琲館　南松本店 完売

富山県 珈琲館　小杉店 取り扱い無し
珈琲館　浜松アクトプラザ店 完売
珈琲館　ららぽーと磐田店 完売
珈琲館　静岡パルシェ店 完売
珈琲館　イオンタウン伊賀上野店 完売
珈琲館　名張店 販売中
CAFE DI ESPRESSO 珈琲館　エルティ草津店 販売中
珈琲館　南草津店 取り扱い無し
珈琲館　草津近鉄店 完売
珈琲館　南彦根店 完売
珈琲館　近江八幡店 販売中
珈琲館　長浜店 販売中
珈琲館　エコール・マミ店 販売中
珈琲館　奈良三条店 販売中
珈琲館　京都東本願寺前店 完売
珈琲館　イオン久御山店 販売中
珈琲館　フレスト松井山手店 販売中
珈琲館　千林店 取り扱い無し
珈琲館　エトレ豊中店 完売
珈琲館　玉造店 取り扱い無し
珈琲館　イオン茨木店 取り扱い無し
珈琲館　関目店 販売中
珈琲館　心斎橋店 販売中
珈琲館　大和田店 取り扱い無し
珈琲館　茶屋町アプローズ店 取り扱い無し
珈琲館　御池台店 販売中

静岡県

大阪府

三重県

滋賀県

奈良県

京都府

神奈川県

長野県

千葉県



珈琲館　寺田町店 販売中
珈琲館　アルプラザ茨木店 販売中
珈琲館　イオンタウン平野店 完売
珈琲館　二色の浜店 販売中
珈琲館　箕面店 取り扱い無し
CAFE DI ESPRESSO 珈琲館　靭本町店 取り扱い無し
珈琲館　天満橋店 取り扱い無し
CAFE DI ESPRESSO 珈琲館　フレンドマート岸辺店 取り扱い無し
珈琲館　藤阪駅前店 販売中
CAFE DI ESPRESSO 珈琲館　桃山学院大学店 取り扱い無し
珈琲館　萱島店 完売
珈琲館　北巽店 取り扱い無し
CAFE DI ESPRESSO 珈琲館　大阪天満宮店 取り扱い無し
珈琲館　森ノ宮店 完売
珈琲館　阪急三国駅店 完売
珈琲館　枚方けやき通り店 販売中
珈琲館　大阪本店 販売中
珈琲館　あべのベルタ店 販売中
珈琲館　天王寺店 販売中
珈琲館　岸和田店 販売中
珈琲館　熊取店 販売中
珈琲館　河内長野店 販売中
CAFE DI ESPRESSO 珈琲館　イオン喜連瓜破店 販売中
珈琲館　天下茶屋店 販売中
珈琲館　なんばＣＩＴＹ店 販売中
珈琲館　堂島ビルヂング店 販売中
珈琲館　堺筋本町店 販売中
珈琲館　あびこ店 販売中
珈琲館　アクタ西宮北口店 取り扱い無し
珈琲館　春日野道店 取り扱い無し
珈琲館　甲子園口店 完売
珈琲館　伊丹店 完売
CAFE DI ESPRESSO 珈琲館　イトーヨーカドー明石店 取り扱い無し
珈琲館　イオン尼崎店 取り扱い無し
珈琲館　明石店 販売中
CAFE DI ESPRESSO 珈琲館　紀ノ川ＳＡ店 取り扱い無し
珈琲館　紀の川打田店 販売中
珈琲館　岡南店 販売中
珈琲館　原尾島店 完売
珈琲館　総社店 販売中
珈琲館　新倉敷店 完売
珈琲館　ＴＳＵＴＡＹＡ山陽店 取り扱い無し
珈琲館　イオンタウン水島店 完売

兵庫県

和歌山県

岡山県

大阪府



珈琲館　西大寺グリーンテラス店 販売中
珈琲館　プラッツ雄町店 完売
珈琲館　広島本通中央店 販売中
珈琲館　東広島店 販売中
珈琲館　八丁堀店 取り扱い無し
CAFE DI ESPRESSO 珈琲館　三井ガーデンホテル広島店 取り扱い無し

香川県 珈琲館　ゆめタウン高松店 販売中
愛媛県 珈琲館　まつちか店 販売中

珈琲館　ＪＲ博多駅店 完売
珈琲館　永犬丸店 販売中
珈琲館　大橋店 販売中
珈琲館　次郎丸店 完売
珈琲館　ゆめタウン博多店 取り扱い無し
珈琲館　ゆめタウン行橋店 完売
珈琲館　イオンモール三光店 完売
珈琲館　ゆめタウン中津店 販売中
珈琲館　フレスポ春日浦店 完売

大分県

広島県

福岡県

岡山県



 

                   

 

2022 年 6 月 27 日 
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C-United 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：友成勇樹）は、全国の『珈琲館』・『珈琲館 蔵』・

『CAFE DI ESPRESSO 珈琲館』にて、世界中で愛される癒しのキャラクター「ムーミン」と初のコラボレ

ーションを実施し、「ムーミン」のオリジナルグッズやコーヒーチケットなど、4 つのアイテムが付いた期

間限定のオリジナルセットを、2022 年 7 月 1 日（金）より数量限定で発売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世代を越えて多くの人々を魅了する「ムーミン」。癒しや、やすらぎ、くつろぎが感じられる「ムーミン」

の世界観が、”くつろぎのひとときや楽しい語らいの場を提供したい”という『珈琲館』の想いとリンクする

ことや、物語の中で描かれる、ムーミン一家とその仲間たちが珈琲やホットケーキを楽しむ日常のシーン

が、珈琲館のお店での光景と重なること等から、今回の「ムーミン」とのコラボレーションが実現しました。 

愛らしい姿のムーミンたちや、コーヒーカップ、ホットケーキなどのモチーフがあしらわれた、 

可愛いオリジナルデザインのグッズが、おうち時間やちょっとしたお出かけシーンを楽しく盛り上げます。 

 

◆オリジナルセットは、ムーミン、スナフキン、リトルミイの選べる 3 種類！ 

トートバッグやマグカップなど、うれしい 4 アイテムがセットに！ 

 

 

ムーミン × 珈琲館が初コラボ！ 
 

数量限定オリジナルセットを 7/1（金）より発売開始！ 
トートバッグやマグカップなど 4 つのアイテムがセットに 

 
 

～ ムーミン、スナフキン、リトルミイの選べる 3種類 ～ 

 
 

～国産果汁の贅沢シェイク「北海道メロン」と「瀬戸内レモン」の 2 種～ 
 



オリジナルセットは、ムーミン谷の人気者、ムーミン、スナフキン、リトルミイの 3 種類をラインアップ。

人気の 3 キャラクターと珈琲カップやホットケーキなどのアイテムで彩られた、ちょっとしたお出かけに

も便利なオリジナルのトートバッグや、それぞれのキャラクターが描かれたオリジナルのマグカップのほ

か、2 種類のオリジナルメッセージカード、お店でご利用いただける 5 枚分のコーヒーチケットをセットに

して販売いたします。 

 
 

・商品名：ムーミン×珈琲館 オリジナルセット（計 3 種） 

（A セット：ムーミン、B セット：スナフキン、C セット：リトルミイ）  

・価格：各種 4,000 円（税込み） 

・内容：①オリジナルトートバッグ：縦 24cm×横 36cm×マチ 12cm（A4 サイズ収納可能） 

②オリジナルマグカップ ：直径 8cm×高さ 10cm（容量約 300ml） 

③オリジナルメッセージカード（計 2 種）：縦 14.8cm×横 10cm 

④コーヒーチケット 5 枚   ※有効期限は、2022 年 11 月 30 日（水）までとなります。 

・販売開始日：2022 年 7 月 1 日（金）～数量限定のため、各セット在庫が無くなり次第終了 

・販売店舗：『珈琲館』、『珈琲館 蔵』、『CAFE DI ESPRESSO 珈琲館』  

※一部取り扱いのない店舗がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上 

 

 

＜ムーミン×珈琲館 オリジナルセット概要＞ 



【C-United 株式会社について】 

“珈琲文化の創造と発展を通して人を幸せにすること”という経営理念の下、珈琲

館、カフェ・ベローチェ、カフェ・ド・クリエなどを中心に、お客様の日常に寄

り添える様々なスタイルのカフェブランドを運営しています。C-United グルー

プ全体で、12 ブランド約 600 店舗を全国で展開しています。 

 

商号    ：C-United 株式会社 

代表者   ：代表取締役社長 友成 勇樹 

所在地   ：〒105-0012 東京都港区芝大門 2 丁目 10 番 12 号 KDX 芝大門ビル 1F・9F 

事業内容  ：カフェチェーンの経営（直営店及びフランチャイズ店舗）／物販事業／食材卸売事業 

従業員数  ：5,238 名（うち社員数 484 名）  

展開ブランド  : カフェ・ベローチェ、THE SMOKIST COFFEE、CAFE DI ESPRESSO 珈琲館 

珈琲館、珈琲館 蔵、コーヒーハウス・シャノアール 

グループ会社  ：株式会社ポッカクリエイト 

 

【珈琲館について】 

『珈琲館』は、1970 年に東京神田神保町に１号店をオープンし、創業以来、”一杯

のコーヒーに心をこめて。“という経営ポリシーの下、オーダーを受けてから一杯ず

つハンドドリップで丁寧に淹れる本格派の珈琲をご提供してまいりました。こだわ

りの珈琲をはじめ、トラディショナル・ホットケーキ、ナポリタン、フルーツ牛乳ミ

ックスなど、「喫茶店」ならではの昔懐かしい味わいのメニューを取り揃え、ほっと

一息おくつろぎいただける空間をお届けしております。 

 

＜カフェ満足度調査 2 部門で 1 位を獲得！＞ 

・珈琲好きが選ぶ 珈琲の品質満足度 No.1 

 ・珈琲好きが選ぶ 美味しい喫茶店 No.1 

 

※2021 年 9 月「日本トレンドリサーチ」調べ 

 

コーポレートサイト：https://c-united.co.jp/ 

珈琲館 HP：https://c-united.co.jp/coffeekan/ 

珈琲館オンラインストア：https://onlinestore-coffeekan.com/ 

珈琲館 公式 YouTube チャンネル： 

https://www.youtube.com/channel/UCs17zWyzmWCb0_mh-V0aUpw 

 

■ムーミンとは 

ムーミンは、スウェーデン語系フィンランド人のトーベ・ヤンソン（1914̶2001）によって 

生み出されました。小説、コミックス、絵本として描かれ、それをもとにたくさんの 

アニメ作品、キャラクターグッズ、スポットが作られて、いまも世界中で愛されています。 

https://c-united.co.jp/
https://c-united.co.jp/coffeekan/
https://onlinestore-coffeekan.com/
https://www.youtube.com/channel/UCs17zWyzmWCb0_mh-V0aUpw


ムーミンをはじめとしたムーミン一家､スナフキンやリトルミイ､ニョロニョロなど 

数多くの人気キャラクターがいます｡ 

 

 

公式サイト・公式 SNS 

「ムーミン」公式サイト https://www.moomin.co.jp/ 

「ムーミン」公式 Twitter https://twitter.com/moomin_jp 

「ムーミン」公式 Instagram  https://www.instagram.com/moominofficial_jp/ 

 

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞ 

TEL 03-6432-0797 FAX 03-6432-0236   

Mail: public_relations@c-united.co.jp 

mailto:public_relations@chatnoir-inc.com
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