
 

                   
 

2022年 12月 1日 

                               C-United株式会社 
 
 

 
 
 
 

 
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』

にて、12月 26日（月）より「2023年福袋」発売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年の福袋は、年末年始をコーヒーとともにゆっくりと過ごしてほしいという気持ちを込めて、オリジ

ナルトートバッグにコーヒー豆やドリップバッグ、焼き菓子やホットケーキミックス、店舗で使用できるコ

ーヒーチケットなどを詰めました。 

トートバッグは片面には珈琲館のロゴ、もう片面には 2023年の干支（うさぎ）をモチーフにしたイラスト

を入れたオリジナルです。 

とってもお得な年末年始のスペシャルセットです。 

 

■2023福袋販売概要 

店頭販売期間：2022年 12月 26日（月）～ 2023年 1月 9日（月・祝） 

予約受付開始 ：2022年 12月 1日（木）～ ※一部店舗のみ 

※販売開始日が一部異なる店舗がございます。 

※ご予約の受付は店舗のみとなります。お電話での予約はできません。 

※一部取扱いのない店舗がございます。販売店舗一覧をご確認ください。 

 

■商品名、価格 

■Aコース ￥3,500（税込） 

・オリジナルトートバッグ 

 

 

『珈琲館』と『珈琲館 蔵』で、 

 2023年福袋を 12月 26日（月）より発売︕ 
～ 一部店舗にて 12月 1日より事前予約開始︕～ 

 
 



・コーヒーチケット 6枚 

・焼き菓子 4種 各 1個 

・珈琲館ブレンド（コーヒー豆）200g 1袋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Bコース ￥4,000（税込） 

・オリジナルトートバッグ 

・コーヒーチケット 6枚 

・焼き菓子 4種 各 1個 

・ドリップバッグ（珈琲館ブレンド・炭火珈琲・完熟珈琲）各 1箱（15杯分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Cコース ￥4,800（税込） 

・オリジナルトートバッグ 

・コーヒーチケット 6枚 

・珈琲館ホットケーキミックス 375g（125g×3） 1個 

・珈琲館ホットケーキ用シロップ 500g 1本 

・ドリップバッグ（珈琲館ブレンド・炭火珈琲）各 1箱（1０杯分） 

 

 

 

 

 

 



 

■コーヒーチケットについて 

・全国の『珈琲館』、『珈琲館 蔵』、『CAFÉ DI ESPRESSO 珈琲館』でご利用いただけます。 

・コーヒーチケットは以下に記載のドリンク 1杯と交換できます。 

 ■『珈琲館』・『珈琲館 蔵』 

  炭火珈琲、完熟珈琲、蔭干し珈琲、炭火アイスコーヒー、珈琲館ブレンド、アメリカン、 

紅茶（ダージリン）、アイスティー、オレンジジュース 

   ■『CAFÉ DI ESPRESSO珈琲館』 

  クラシックカフェラテ、ブレンドコーヒー、エスプレッソ、アメリカンコーヒー、 

  アイスコーヒー、ダージリンティー、アイスティー、ミルク、オレンジジュース 

※Mサイズでの提供となります。 

・有効期限は 2023年 3月 31日（金）までです。 

以上 

 

【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 

 

＜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 

https://c-united.co.jp/
https://c-united.co.jp/coffeekan/
https://onlinestore-coffeekan.com/
https://www.youtube.com/channel/UCs17zWyzmWCb0_mh-V0aUpw
mailto:public_relations@chatnoir-inc.com


都道府県 店舗名 販売有無

珈琲館　イオン江別店 販売
珈琲館　イオン帯広店 販売
珈琲館　イオン千歳店 販売
珈琲館　利府店 販売
珈琲館　多賀城店 販売
珈琲館　仙台東口店 取り扱い無し

福島県 珈琲館　いわき駅前ラトブ店 販売
珈琲館　日立店 販売
珈琲館　鹿島店 販売
珈琲館　イーアスつくば店 販売
珈琲館　アトレ取手店 販売
珈琲館　作新学院前店 販売
珈琲館　足利南店 販売
珈琲館　宇都宮店 販売
珈琲館　ＦＫＤインターパーク店 販売
珈琲館　太田南店 販売
珈琲館　高崎小鳥町店 販売
珈琲館　太田北店 販売
珈琲館　伊勢崎西店 販売
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 販売
珈琲館　大泉店 取り扱い無し
珈琲館　渋川店 取り扱い無し
珈琲館　けやきウォーク前橋店 販売
珈琲館　蔵　深谷花園店 取り扱い無し
珈琲館　飯能店 取り扱い無し
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 取り扱い無し
珈琲館　大宮西店 販売
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
珈琲館　川越的場店 取り扱い無し
珈琲館　北本店 販売
珈琲館　花蔵ビルANNEX行田店 販売

埼玉県

宮城県

茨城県

栃木県

群馬県

北海道

2023福袋販売店舗一覧
※珈琲館オンラインストアでの販売はございません。
※事前予約の実施有無は店舗によって異なりますので、店舗へお問い合わせ願います。



珈琲館　入間店 販売
珈琲館　西川口並木店 販売
珈琲館　南浦和店 販売
珈琲館　川口北園町店 販売
珈琲館　東浦和店 販売
珈琲館　春日部武里店 販売
珈琲館　トナリエふじみ野店 販売
珈琲館　ビバモールさいたま新都心店 販売
珈琲館　ベニバナウォーク桶川店 販売
珈琲館　浦和仲町店 販売
珈琲館　大宮ステラモール店 販売
珈琲館　熊谷店 販売
珈琲館　籠原店 販売
珈琲館　アリオ深谷店 販売
珈琲館　竹の塚店 販売
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 取り扱い無し
珈琲館　豊洲店 販売
珈琲館　新板橋店 販売
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 取り扱い無し
珈琲館　菊川店 取り扱い無し
珈琲館　北千住東口店 販売
珈琲館　荻窪店 取り扱い無し
珈琲館　下高井戸店 取り扱い無し
珈琲館　大井町店 販売
珈琲館　町屋店 取り扱い無し
珈琲館　砂町銀座店 販売
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 販売
珈琲館　上北沢店 取り扱い無し
珈琲館　戸越銀座店 販売
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 販売
珈琲館　大岡山店 販売
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 販売
珈琲館　アリオ葛西店 販売
珈琲館　専大前本店 販売
珈琲館　飯田橋店 取り扱い無し
珈琲館　神楽坂店 取り扱い無し
珈琲館　渋谷店 取り扱い無し
珈琲館　浅草店 販売
CAFE DI ESPRESSO 珈琲館　成増店 取り扱い無し
珈琲館　門前仲町店 販売
珈琲館　仙川店 販売
珈琲館　志村坂上店 販売
珈琲館　グランデュオ蒲田店 販売
珈琲館　祖師ヶ谷大蔵店 販売
珈琲館　アトレ竹芝店 販売
珈琲館　トーセイホテルココネ浅草蔵前店 販売
珈琲館　トーセイホテルココネ上野御徒町店 販売
珈琲館　セレオ八王子店 販売
珈琲館　用賀駅ビル店 販売
珈琲館 下北沢店 販売
珈琲館　千歳烏山店 販売
珈琲館　調布店 販売
珈琲館　池袋東口グリーン大通り店 販売
珈琲館　千代田区一番町店 取り扱い無し
珈琲館　立川南口店 販売
珈琲館　イオン西新井店 販売
珈琲館　蔵　おゆみ野店 販売
珈琲館　蔵　南柏店 販売
珈琲館　蔵　松戸松飛台店 販売
珈琲館　蔵　新松戸店 販売
珈琲館　君津店 販売
珈琲館　ユーカリが丘店 販売
珈琲館　行徳店 取り扱い無し
珈琲館　五香店 販売
珈琲館　木更津店 販売
珈琲館　モラージュ柏店 販売
珈琲館　イオンモール八千代緑が丘店 販売

東京都

千葉県



珈琲館　南行徳店 販売
珈琲館　イオンモール津田沼店 販売
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 販売
珈琲館　アピタ金沢文庫店 販売
珈琲館　アピタ戸塚店 販売
珈琲館　伊勢佐木町店 販売
珈琲館　二子新地駅店 販売
珈琲館　ダイナシティ小田原店 販売
珈琲館　茅ヶ崎今宿店 販売
珈琲館　イオンスタイル新百合ヶ丘店 販売
珈琲館　鶴見店 販売
珈琲館　伊那店 取り扱い無し
珈琲館　アピタ飯田店 販売
珈琲館　南松本店 取り扱い無し
珈琲館　浜松アクトプラザ店 販売
珈琲館　ららぽーと磐田店 販売
珈琲館　静岡パルシェ店 販売
珈琲館　イオンタウン伊賀上野店 販売
珈琲館　名張店 販売
CAFE DI ESPRESSO 珈琲館　エルティ草津店 販売
珈琲館　南草津店 取り扱い無し
珈琲館　草津近鉄店 販売
珈琲館　南彦根店 販売
珈琲館　近江八幡店 販売
珈琲館　長浜店 販売
珈琲館　エコール・マミ店 販売
珈琲館　奈良三条店 販売
珈琲館　京都東本願寺前店 販売
珈琲館　イオン久御山店 販売
珈琲館　フレスト松井山手店 販売
珈琲館　エトレ豊中店 販売
珈琲館　玉造店 販売
珈琲館　イオン茨木店 販売
珈琲館　関目店 販売
珈琲館　心斎橋店 販売
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

静岡県

三重県

滋賀県

奈良県

京都府

大阪府

千葉県

神奈川県

長野県



珈琲館　寺田町店 販売
珈琲館　アルプラザ茨木店 取り扱い無し
珈琲館　イオンタウン平野店 販売
珈琲館　二色の浜店 取り扱い無し
珈琲館　箕面店 販売
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 取り扱い無し
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 販売
珈琲館　北巽店 販売
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 販売
珈琲館　阪急三国駅店 販売
珈琲館　枚方けやき通り店 販売
珈琲館　大阪本店 販売
珈琲館　あべのベルタ店 販売
珈琲館　天王寺店 販売
珈琲館　岸和田店 販売
珈琲館　熊取店 販売
珈琲館　河内長野店 販売
CAFE DI ESPRESSO 珈琲館　イオン喜連瓜破店 販売
珈琲館　天下茶屋店 販売
珈琲館　なんばＣＩＴＹ店 販売
珈琲館　堂島ビルヂング店 取り扱い無し
珈琲館　堺筋本町店 販売
珈琲館　あびこ店 販売
珈琲館　アクタ西宮北口店 販売
珈琲館　春日野道店 取り扱い無し
珈琲館　甲子園口店 販売
珈琲館　伊丹店 販売
珈琲館　明石店 販売
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
珈琲館　岡南店 販売
珈琲館　原尾島店 販売
珈琲館　総社店 販売
珈琲館　新倉敷店 販売
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 販売

大阪府

兵庫県

和歌山県

岡山県



珈琲館　西大寺グリーンテラス店 販売
珈琲館　プラッツ雄町店 販売
珈琲館　広島本通中央店 販売
珈琲館　東広島店 販売
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
愛媛県 珈琲館　まつちか店 販売

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

福岡県

大分県

岡山県

広島県
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