
店舗様名 店名 電話番号 所在地 展示

株式会社　神島リビング 富山店 076-422-7000 富山県 有

仲村家具　有限会社 0776-66-2198 福井県 有

安井家具株式会社 ファニチャードーム岐阜柳津店 058-218-2621 岐阜県 有

安井家具株式会社 ファニチャードーム大垣店 0584-77-7001 岐阜県 有

安井家具株式会社 ファニチャードーム本店 052-383-5555 愛知県 有

安井家具株式会社 ファニチャードーム新稲沢店 0587-21-1411 愛知県 有

安井家具株式会社 ファニチャードーム有松店 052-626-1680 愛知県 有

安井家具株式会社 ファニチャードーム小牧店 0568-42-2525 愛知県 有

安井家具株式会社 ファニチャードーム新岡崎店 0564-24-7181 愛知県 有

安井家具株式会社 ファニチャードーム新豊橋店 0532-47-6001 愛知県 有

安井家具株式会社 ファニチャードーム津河芸店 059-244-2001 三重県 有

リビンズ（株）リビンズ京都片山家具 リビンズ京都栗東店 0775-52-5800 滋賀県 有

株式会社 京タンス店 075-392-4111 京都府 有

株式会社 川上 川上本店 075-222-1055 京都府 有

株式会社 大丸松坂屋百貨店 大丸　京都店 075-211-8111 京都府 無

株式会社 高島屋 京都店 075-221-8811 京都府 無

株式会社 西川ローズ販売 西川ローズ寝装館 075-712-7861 京都府 有

株式会社 インテルナモリイ モリイ綾部 0773-42-7501 京都府 有

株式会社 大塚家具 大阪南港ｼｮｰﾙｰﾑ 06-6612-4321 大阪府 有

株式会社　大丸松坂屋百貨店 松坂屋　高槻店 072-682-1111 大阪府 有

八尾木材工芸 ベッド館 0729-22-4172 大阪府 有

株式会社岸タンス店 06-6531-0347 大阪府 有

株式会社 萬栄 マンエイ2号館 06-6251-5555 大阪府 有

株式会社 藤光家具 072-286-4425 大阪府 有

株式会社 ナフコ 和泉店 0725-51-1611 大阪府 有

株式会社 ナフコ 豊中店 06-6335-2191 大阪府 有

株式会社 ナフコ 泉北店 072-284-1161 大阪府 有

株式会社 ナフコ 伊丹店 072-773-7471 大阪府 有

株式会社 島忠 ホームズ南津守店 06-4960-4587 大阪府 有

株式会社 島忠 ホームズ寝屋川店 072-826-8328 大阪府 有

株式会社 島忠 ホームズ鶴見店 06-6786-1521 大阪府 有

株式会社 大丸松坂屋百貨店 大丸　心斎橋店 06-6721-1231 大阪府 無

株式会社 大丸松坂屋百貨店 松坂屋　高槻店 072-682-1111 大阪府 無

株式会社 高島屋 大坂店 06-6631-9888 大阪府 無

株式会社 阪急ホームスタイリング コンフォートＱ 06-6361-1381 大阪府 無

ダイヤファニュチャー 072-939-7777 大阪府 有

生活協同組合コープ神戸 コープリビング甲南 078-412-2001 兵庫県 有
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株式会社板文 家具の板文 0120-339-031 兵庫県 有

株式会社 ヤマソロ インテルナヤマモト 0794-63-1681 兵庫県 有

株式会社 ナフコ 南加古川店 079-456-6302 兵庫県 有

株式会社 島忠 ホームズ尼崎店 06-4960-4587 兵庫県 有

株式会社 大丸松坂屋百貨店 大丸　神戸店　インテリア館　ル・スティル 078-331-8121 兵庫県 有

株式会社 大丸松坂屋百貨店 大丸　インテリア館　「ミュゼエール」 078-846-5017 兵庫県 無

リビンズ（株）リビンズ京都片山家具 リビンズ京都登美が丘店 0742-53-2000 奈良県 有

廣見家具株式会社 インテリアひろみ 073-431-2356 和歌山県 有

株式会社 近鉄百貨店 和歌山店 073-433-1122 和歌山県 有

株式会社 加納 0857-23-5611 鳥取県 有

株式会社　一畑百貨店 0852-55-2500 島根県 有

株式会社　ナフコ 松江店 0852-38-9261 島根県 有

株式会社　ナフコ 北出雲店 0853-20-1880 島根県 有

カイタック 086-241-2422 岡山県 有

天満屋 岡山本店 086-231-7111 岡山県 無

村上タンス店 0897- 33-3600 岡山県 有

ＭＩカーサ 平井店 086-270-2255 岡山県 有

株式会社　ナフコ 岡山店 086-261-0146 岡山県 有

株式会社　新藤栄商店 082-277-2005 広島県 有

株式会社　広島三越 082-242-3111 広島県 有

株式会社　ナフコ 西風新都店 082-849-2811 広島県 有

株式会社　ナフコ 広島ベイサイド店 082-820-7206 広島県 有

株式会社　ナフコ 東広島店 0824-31-5172 広島県 有

株式会社 そごう・西武 そごう広島店 082-512-7691 広島県 無

株式会社 福屋 八丁堀本店 082-246-6111 広島県 無

株式会社 福屋 駅前店 082-568-3111 広島県 無

株式会社 天満屋 広島アルパーク店 082-501-1111 広島県 無

株式会社　ナフコ 長府店 0832-48-4100 山口県 有

株式会社　ナフコ 山口店 082-924-0213 山口県 有

高松三越 087-825-0792 香川県 有

株式会社　旭木工 088-664-6611 徳島県 有

株式会社　博多大丸 福岡天神店 092-712-8181 福岡県 有

株式会社　岩田屋三越 福岡三越 092-724-3111 福岡県 有

株式会社　井筒屋 小倉店 093-522-3111 福岡県 無

株式会社　ナフコ 福岡空港店 092-611-0312 福岡県 有

株式会社　ナフコ 春日フォレスト店 092-589-1061 福岡県 有

株式会社　ナフコ 宗像店 0940-34-8011 福岡県 有

仲村家具　有限会社　 福岡店 福岡県 有

寝具インテリアやない 092-924-2241 福岡県 有



株式会社　佐世保玉屋　 リビングミュージアム　リム 0956-22-3366 長崎県 有

株式会社　鶴屋百貨店 096-356-2111 熊本県 有

株式会社　ナフコ 江津店 096-363-7442 熊本県 有

株式会社　ナフコ 富合店 096-311-3712 熊本県 有

株式会社　ナフコ 宮崎店 0985-89-0166 宮崎県 有

株式会社　山形屋 099-227-6138 鹿児島県 有

有限会社　井上家具 0995-62-1890 鹿児島県 有


