
品質管理
一級 二級 責任者資格

有限会社荒木畳店 371-0004 群馬県前橋市亀泉町２６５－７１ 027-269-7069 ○ ○

五十嵐畳店 371-0803 群馬県前橋市天川原町２－１０－９ 027-221-1059 ○

有限会社井上畳店 371-0024 群馬県前橋市表町１－１４－６ 027-221-8923

岩間畳店 379-2113 群馬県前橋市下増田町１６２０ 027-266-1302 ○ ○

有限会社小野関畳店 371-0846 群馬県前橋市元総社町８４０－３ 027-251-2486 ○

久保畳店 371-0104 群馬県前橋市富士見町時沢４２－５ 027-288-2345 ○

桑原畳店 371-0033 群馬県前橋市国領町１－９－４ 027-231-3194 ○

有限会社清水畳店 371-0055 群馬県前橋市北代田町６１４－７ 027-232-2197 ○

住田畳店 371-0027 群馬県前橋市平和町２－５－２４ 027-231-8616 ○ ○

有限会社滝沢畳店 371-0033 群馬県前橋市下細井町３１０－３ 027-231-3778 ○

武田畳店 371-0104 群馬県前橋市富士見町時沢５３０ 027-288-2390 ○ ○

有限会社藤野畳店 379-2154 群馬県前橋市天川大島町１３５７ 027-263-2325 ○

星野畳店 371-0014 群馬県前橋市朝日町１－１８－２７ 027-224-6941

上原畳店 370-0862 群馬県高崎市片岡町２－５－５ 027-323-7419 ○ ○

岡田畳店 370-0069 群馬県高崎市飯塚町９９９ 027-361-1992 ○ ○

小川畳店 370-0845 群馬県高崎市新後閑町１３－９ 027-322-8386 ○

有限会社クローバー畳装 370-1203 群馬県高崎市矢中町４６３－１２ 027-352-1459 ○ ○

タタミイシカワ有限会社 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町２２２８－１ 027-346-3914

桜井畳店 370-0874 群馬県高崎市中豊岡町４８ 027-323-8456 ○

高橋畳店 370-0046 群馬県高崎市江木町２１９ 027-322-8501 ○

竹田畳店 370-0851 群馬県高崎市上中居町５６７－２ 027-322-2867 ○

戸塚畳店 370-0864 群馬県高崎市石原町１１３５ 027-322-0906

中川畳店 370-0883 群馬県高崎市剣崎町１２２２－１０ 027-343-5768 ○

萬治畳店 370-0873 群馬県高崎市下豊岡町８６５－２ 027-323-5651

山田畳店 370-0047 群馬県高崎市高砂町７ 027-323-1103 ○

横尾畳店 370-0081 群馬県高崎市井出町１７４９－１ 027-373-5625 ○ ○

岡村畳店 379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美２０９ 0277-76-2156 ○ ○

佐藤畳工業　　 376-0001 群馬県桐生市菱町３－１９９３－２ 0277-46-3595 ○

星野畳店 376-0013 群馬県桐生市広沢町５－１２２１－７ 0277-54-8669 ○

岡部畳店 373-0007 群馬県太田市石橋町８２５ 0276-37-1079

有限会社高澤畳店 379-2304 群馬県太田市大原町６５２ 0277-78-2416 ○

竹澤畳店 373-0036 群馬県太田市由良町１６８８－８ 0276-31-7787 ○

有限会社對比地畳店 373-0825 群馬県太田市高林東町２５０３－１ 0276-38-0450 ○

阿久津畳店 372-0007 群馬県伊勢崎市安堀町１７１１－３ 0270-25-2465

石橋畳店 372-0006 群馬県伊勢崎市太田町７７４－１ 0270-25-2318 ○

上田屋畳店 372-0043 群馬県伊勢崎市緑町４－１３ 0270-25-4656 ○

小暮畳店 372-0054 群馬県伊勢崎市柳原町２１－２ 0270-25-0255 ○

須藤畳店 372-0031 群馬県伊勢崎市今泉町１－１２４５－２ 0270-25-4796 ○

村岡畳店 372-0031 群馬県伊勢崎市今泉町２－９４０－１ 0270-25-3061 ○ ○

有限会社青木製畳 375-0014 群馬県藤岡市下栗須２５９ 0274-23-7000 ○

大倉畳店 375-0024 群馬県藤岡市藤岡２５４ 0274-23-0291 ○

黒澤畳店　 375-0011 群馬県藤岡市岡之郷１３８９－８  　 0274-42-2981 ○

久保畳店 370-1401 群馬県藤岡市鬼石６１９－１ 0274-52-4496 ○

小島畳店 370-1301 群馬県高崎市新町２４３７－４ 0274-42-1367 ○ ○

榊原畳店 370-2121 群馬県高崎市吉井町下長根３７－３ 027-387-4955 ○ ○

銅谷一郎畳店 370-1301 群馬県高崎市新町１４６８－７ 0274-42-7761

石井畳店 379-0223 群馬県安中市松井田町二軒在家９３５－６ 027-393-0492 ○

遠藤畳店 379-0116 群馬県安中市安中３－１１－２４ 027-382-2134 ○

佐藤畳店　　 379-0116 群馬県安中市安中３５４５－４　 027-381-0317 ○ ○

山田畳店 379-0111 群馬県安中市板鼻２－６－１１ 027-381-0283 ○

岡田畳店 370-3405 群馬県高崎市倉渕町川浦１３８９ 027-378-2548 ○ ○

神宮畳店 370-3342 群馬県高崎市下室田町乙１３７５ 027-374-2327 ○
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https://www.tatamiya-tsuyoshi.com/
https://www.iwamatatami.com/
https://www.sumitatatami-maebashi.com/
http://crowber-tatami.cocolog-nifty.com/
https://www.tatami-mats.jp/
https://www.tatami-ota.com/
https://www.aokitatami.jp/
https://ohkura-tatami.com/
https://xs459303.xsrv.jp/
http://yamada-tatami.com/


乾畳店 370-3344 群馬県高崎市中里見町１３７－１ 027-374-2817

半沢畳店　　　　 377-0423 群馬県吾妻郡中之条町伊勢町８３８－４ 0279-75-7066 ○

高瀬畳店　　　　 374-0123 群馬県邑楽郡板倉町飯野１９４８ 0276-82-2199

高橋畳店 370-0124 群馬県伊勢崎市境９６８－２ 0270-74-2122

有限会社　福島畳店 370-0123 群馬県伊勢崎市境東２２６ 0270-74-0541

みずほ畳店 372-0833 群馬県伊勢崎市富塚町１１５５ 0270-23-0238
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