2022/5/1～5/31 銀座ルノアール nanacoポイント2倍キャンペーン対象店舗
設置先店舗漢字名
東京都
喫茶室ルノアール 金町店
喫茶室ルノアール 品川港南口店
喫茶室ルノアール 品川高輪口店
喫茶室ルノアール 田町三田口駅前店
Ｃａｆｅ Ｒｅｎｏｉｒ 芝大門店
喫茶室ルノアール 新橋汐留口駅前店
喫茶室ルノアール 新橋日比谷口店
喫茶室ルノアール 新橋烏森口店
喫茶室ルノアール 赤坂見附店
喫茶室ルノアール 青山花茂店
喫茶室ルノアール 六本木ラピロス店
喫茶室ルノアール 西日暮里第一店
喫茶室ルノアール 日暮里東口店
Ｃａｆｅ Ｍｉｙａｍａ 渋谷センター街店
喫茶室ルノアール 渋谷東急ハンズ前店
喫茶室ルノアール 渋谷南口店
喫茶室ルノアール 渋谷宮下公園店
Ｃａｆｅ Ｍｉｙａｍａ 渋谷東口駅前店
喫茶室ルノアール 代々木西口駅前店
Ｃａｆｅ Ｍｉｙａｍａ 新宿南口駅前店
喫茶室ルノアール 新宿靖国通り店
喫茶室ルノアール 新宿ＴＯＨＯシネマズ前店
喫茶室ルノアール 西武新宿駅前店
喫茶室ルノアール 新宿区役所横店
ニューヨーカーズ・カフェ 高田馬場１丁目店
喫茶室ルノアール 高田馬場１丁目店
喫茶室ルノアール 高田馬場２丁目店
喫茶室ルノアール 四谷店
喫茶室ルノアール 市ヶ谷外堀通り店
喫茶室ルノアール 新宿３丁目ビッグスビル店
喫茶室ルノアール 新宿明治通り店
喫茶室ルノアール ニュー新宿３丁目店
喫茶室ルノアール 新宿西口駅前店
喫茶室ルノアール 新宿南口ルミネ前店
喫茶室ルノアール 新宿南口甲州街道店
ニューヨーカーズカフェ 新宿エステックビル
喫茶室ルノアール 新宿西口エステックビル店
喫茶室ルノアール 新宿西口１丁目店
喫茶室ルノアール 新宿ハルク横店
喫茶室ルノアール 新宿大ガード店
喫茶室ルノアール 新宿小滝橋通り店
Ｃａｆｅ Ｒｅｎｏｉｒ 早稲田駅前店
喫茶室ルノアール 大久保店
喫茶室ルノアール 新大久保駅前店
喫茶室ルノアール 高円寺北口駅前店
喫茶室ルノアール 秋葉原電気街口
喫茶室ルノアール 市ヶ谷駅前店
喫茶室ルノアール 水道橋西口店
Ｃａｆｅ ルノアール 秋葉原昭和通り口店
ニューヨーカーズ・カフェ 駿河台４丁目店
喫茶室ルノアール 神田南口駅前店
喫茶室ルノアール 飯田橋西口店
喫茶室ルノアール 有楽町駅前店
喫茶室ルノアール 京成上野店
喫茶室ルノアール 御徒町南口駅前店
喫茶室ルノアール 上野しのばず口店
Ｃａｆｅ ルノアール 御徒町春日通り店
喫茶室ルノアール 日暮里谷中店

設置先住所
東京都葛飾区東金町１丁目４２－１１ 金子ビル１階
東京都港区港南２丁目３－２９ シーゲンビル１階
東京都港区高輪３丁目２５－２２ カネオビル１階
東京都港区芝５丁目３４－７ 田町センタービル１階
東京都港区芝大門２丁目３－１ 常泉ビル２階
東京都港区新橋２丁目２１－１ 新橋駅前ビル２号館１階
東京都港区新橋２丁目６－１ さくら新橋ビルＢ１Ｆ
東京都港区新橋４丁目１０－２ 相鉄フレッサイン 新橋烏森口２Ｆ
東京都港区赤坂３丁目１０－２ 赤坂コマースビル２階
東京都港区北青山３丁目１２－９ 花茂ビル２Ｆ
東京都港区六本木６丁目１－２４ ラピロス六本木２階
東京都荒川区西日暮里５丁目２３－６ ホワイトハウス２階
東京都荒川区東日暮里５丁目５１－１１ 静屋ビル２階
東京都渋谷区宇田川町２５－３ プリンスビル２階
東京都渋谷区宇田川町３６－２ ノアビル２階
東京都渋谷区桜丘町１５－１５ ＮＫＧ東京第二ビル２階
東京都渋谷区渋谷１丁目１６－１４ 渋谷地下鉄ビル２階
東京都渋谷区渋谷３丁目１９－１ オミビル地下１階
東京都渋谷区代々木１丁目３０－６ 第一ＵＩビル１階
東京都渋谷区代々木２丁目８－５ 新宿南口ビル地下１階
東京都新宿区歌舞伎町１丁目１－１９ 同栄新宿ビル１階
東京都新宿区歌舞伎町１丁目１４－４ 川新ビル２階
東京都新宿区歌舞伎町１丁目２６－６ 灯ビル２階
東京都新宿区歌舞伎町１丁目３－５ 相模ビル１階及び２階
東京都新宿区高田馬場１丁目３３－１３ 千年ビル１階
東京都新宿区高田馬場１丁目３４－１２ 竹内ビル１階
東京都新宿区高田馬場２丁目１８－６ 柳屋ビル１階
東京都新宿区四谷１丁目３－２２
東京都新宿区市谷田町１丁目３ 片倉ビル２階
東京都新宿区新宿２丁目１９－１ ビッグスビル地下２階
東京都新宿区新宿３丁目１３－５ クリハシビル２Ｆ
東京都新宿区新宿３丁目４－１ 東新宿ビル地下２階
東京都新宿区西新宿１丁目１７－１ 日本生命西新宿ビル２階
東京都新宿区西新宿１丁目１８－１ 小川ビルＢ１階
東京都新宿区西新宿１丁目１９－５ 新宿幸容ビルＢ１
東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ エステック情報ビル１階
東京都新宿区西新宿１丁目２４－１ エステック情報ビル地下１階
東京都新宿区西新宿１丁目４－１ 西新宿プリンスビルＢ１Ｆ
東京都新宿区西新宿１丁目５－１１ 三葉ビル地下１階
東京都新宿区西新宿７丁目１－１ 新宿カレイドビル２階
東京都新宿区西新宿７丁目９－７ 新宿ニッカビル１階
東京都新宿区馬場下町６２ 芝田ビル２Ｆ
東京都新宿区百人町１丁目１８－８ 大久保角ビル２階
東京都新宿区百人町２丁目１１－２５ 新戸山ビル２階
東京都杉並区高円寺北２丁目４－４ 一栄ビル２階
東京都千代田区外神田１丁目１８－１９ 新秋葉原ビル Ｂ１Ｆ
東京都千代田区五番町４－２ 東プレビル１階
東京都千代田区三崎町３－６－１３ 山京中央ビル１階
東京都千代田区神田佐久間町１丁目１８ 信交ビル２階
東京都千代田区神田駿河台４丁目１－１ ウエルトンビル１階
東京都千代田区鍛冶町２丁目１－４ 東和ビル２階
東京都千代田区富士見２丁目２－６ 今井ビル２階
東京都千代田区有楽町２丁目８－２ ジョイパックビル２階
東京都台東区上野２丁目１４－３１ 上野レイクサイドビル２階
東京都台東区上野３丁目２７－１ ２階
東京都台東区上野４丁目１０－７ タツミビル地下１階
東京都台東区上野６丁目１－１ 小西本店ビル２階
東京都台東区谷中７丁目２０－６ 谷中ホ－ムズ１階

喫茶室ルノアール 蒲田西口店
喫茶室ルノアール 銀座マロニエ通り店
喫茶室ルノアール 銀座松屋通り店
喫茶室ルノアール 歌舞伎座前店
喫茶室ルノアール 銀座６丁目店
瑠之亜珈琲〔ルノアコーヒー〕銀座インズ店
喫茶室ルノアール 日本橋高島屋前店
喫茶室ルノアール 八重洲１丁目店
喫茶室ルノアール 中野南口駅前店
ＣａｆｅＭｉｙａｍａ 中野ブロードウェイ店
喫茶室ルノアール 中野北口店
ニューヨーカーズ・カフェ 調布北口店
喫茶室ルノアール 八王子北口駅前店
Ｃａｆｅ Ｒｅｎｏｉｒ 目黒東口駅前店
Ｃａｆｅ Ｒｅｎｏｉｒ 吉祥寺北口店
喫茶室ルノアール 三鷹北口駅前店
ニューヨ－カーズ・カフェ 水道橋東口店
喫茶室ルノアール 池袋西口店
喫茶室ルノアール 池袋北口駅前店
喫茶室ルノアール 巣鴨駅前店
喫茶室ルノアール 池袋サンシャイン６０通り
喫茶室ルノアール 東池袋１丁目店
喫茶室ルノアール 池袋東口店
喫茶室ルノアール 池袋パルコ横店
喫茶室ルノアール 立川南口店
ミヤマ珈琲 練馬春日町店
埼玉県
ＢＡＫＥＲＹ ＨＩＮＡＴＡ 大宮大成町店
ミヤマ珈琲 草加清門町店
ミヤマ珈琲 朝霞本町店
神奈川県
喫茶室ルノアール 新横浜駅前店
喫茶室ルノアール 横浜西口北幸店
Ｃａｆｅ Ｒｅｎｏｉｒ 横浜元町店
喫茶室ルノアール 横浜関内駅前店
喫茶室ルノアール 鎌倉駅前店
ミヤマ珈琲 大船店
喫茶室ルノアール 大船店
ＢＡＫＥＲＹ ＨＩＮＡＴＡ 相武台店
喫茶室ルノアール 川崎東口店
喫茶室ルノアール 川崎銀柳街店
喫茶室ルノアール 箱根湯本駅前店

東京都大田区西蒲田８丁目１－７ グランタウンビル２階
東京都中央区銀座２丁目８－１２ ユニデン銀座ビル２階
東京都中央区銀座３丁目３－１１ 稲垣ビル２階
東京都中央区銀座５丁目１５－１ 南海東京ビル２階
東京都中央区銀座６丁目１２－１０ 旭ビル１階及び２階
東京都中央区銀座西１－２ 銀座インズ３内１階
東京都中央区日本橋２丁目３－６ 日本土地ビル地下１階
東京都中央区八重洲１丁目４－１８ 八重洲ヒロセビル１階
東京都中野区中野３丁目３６－１５ ニュークリアビルＢ１Ｆ
東京都中野区中野５丁目５２－１５－１５３ 中野ブロードウェイ１階
東京都中野区中野５丁目６１－２ 立見ビル２階
東京都調布市布田１丁目４１－２ 原政ビル１階
東京都八王子市旭町７－１ 豊栄第一ビル地下１階
東京都品川区上大崎２丁目１２－１ 野田ビル１階
東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目８－３ 三松ビル地下１階
東京都武蔵野市中町１丁目６－７ 朝日生命ビル１階及び２階
東京都文京区本郷１丁目４－１ 全水道会館１階
東京都豊島区西池袋１丁目１７－７ 池袋ルミエールビル２Ｆ
東京都豊島区西池袋１丁目２８－１ 第二西池ビル２階
東京都豊島区巣鴨１丁目１５－１ 宮田ビル２階
東京都豊島区東池袋１丁目１１－４ 大和ビル２階
東京都豊島区東池袋１丁目１５－２ 音羽ビル１Ｆ
東京都豊島区東池袋１丁目４０－２ 池袋旗ビル２階
東京都豊島区東池袋１丁目４２－８ 第一イン池袋ビル地下１階
東京都立川市柴崎町３丁目４－１４ ベルトリーサビル２階
東京都練馬区春日町６丁目５－２９
埼玉県さいたま市北区大成町４丁目４００－２
埼玉県草加市清門１丁目３５４
埼玉県朝霞市青葉台１丁目２－２
神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目６－２ 新横浜西武ビル２Ｆ
神奈川県横浜市西区北幸１丁目８－６ 三栄ビル１階
神奈川県横浜市中区元町１丁目１８ 石川ビル１階
神奈川県横浜市中区港町２丁目６ 横浜関内ビル２階
神奈川県鎌倉市小町１丁目６－１９ アラビル２階
神奈川県鎌倉市大船１丁目２５－３５ ＯＦ－ＷＡＶＥ２階
神奈川県鎌倉市大船１丁目７－１ サザンウインズ大船ビル２階
神奈川県座間市相武台１丁目３０－１０
神奈川県川崎市川崎区駅前本町１１－１ パシフィックマークス川崎２Ｆ
神奈川県川崎市川崎区駅前本町３－３ ムラタビル２階
神奈川県足柄下郡箱根町湯本白石下７０６－３５ 箱根登山鉄道湯本駅前ビル２階

