
品質管理
一級 二級 責任者資格

鈴木畳店 263-0016 千葉県千葉市稲毛区天台２－１６－５ 043-257-3752 ○

市川畳店 262-0023 千葉県千葉市花見川区検見川町５－２３１６ 043-271-3382 ○ ○

藤村畳工業有限会社 264-0024 千葉県千葉市若葉区高品町９８６－５ 043-231-8292

有限会社月川畳店 264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町９２７－１ 043-234-3432 ○ ○

有限会社香取畳工業 275-0002 千葉県習志野市実籾４－２１－１０ 047-473-1516

有限会社越川畳店 260-0808 千葉県千葉市中央区星久喜町９４２－１３ 043-266-6600

安藤畳店 260-0814 千葉県千葉市中央区南生実町８６－３ 043-264-5962 ○

長谷部畳店 260-0851 千葉県千葉市中央区矢作町１６ 043-227-7840 ○ ○

有限会社堀江畳店 261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂５－５－１１ 043-277-5411 ○

鈴木畳店 273-0853 千葉県船橋市金杉９－１４－１３ 047-448-3415

有限会社宇田興畳店 274-0065 千葉県船橋市高根台７－３０－１７ 047-465-1770 ○

有限会社宇田畳店 274-0812 千葉県船橋市三咲３－４－７ 047-447-1327 ○ ○

タチバナ畳店 274-0064 千葉県船橋市松ヶ丘３－５６－２６ 047-463-8807 ○

鎌形畳店 274-0824 千葉県船橋市前原東３－３１－８ 047-472-6069 ○ ○

有限会社佐久間畳店 273-0004 千葉県船橋市南本町８－２５ 047-431-3415 ○

岩瀬畳店 274-0806 千葉県船橋市二和西３－５－１５ 047-447-9116 ○

鈴木畳店 273-0005 千葉県船橋市本町３－８－１９ 047-422-4431

株式会社杉山畳店 273-0005 千葉県船橋市本町４－３９－１４ 047-422-3065

岡本畳店 274-0077 千葉県船橋市薬円台４－３－１９ 047-466-5304 ○

新井畳店 299-0255 千葉県袖ヶ浦市下新田９５１－２ 0438-62-1017

米井畳店 270-1327 千葉県印西市大森２３２８－６ 0476-42-2774 ○ ○

海老原畳店 270-1137 千葉県我孫子市岡発戸８４７－５ 04-7182-4824 ○ ○

篠原畳店 270-1132 千葉県我孫子市湖北台９－１－５ 04-7188-6912 ○

有限会社成島畳店 270-1152 千葉県我孫子市寿１－１７－１２ 04-7182-1515

根本たたみ店 270-1112 千葉県我孫子市新木３０６８ 04-7188-0121 ○ ○

鈴木畳店 270-1158 千葉県我孫子市船戸２－２０－１８ 04-7182-0428

永村畳店 270-1154 千葉県我孫子市白山１－１７－３ 04-7182-3808 ○ ○

有限会社我孫子畳店 270-1166 千葉県我孫子市我孫子１－２４－１ 04-7182-0764 ○

貴俵畳店 273-0105 千葉県鎌ヶ谷市鎌ヶ谷３－２－１８ 047-443-6255

有限会社後関畳店 273-0122 千葉県鎌ヶ谷市東初富６－９－５０ 047-443-4353 ○

勝又畳店 273-0115 千葉県鎌ヶ谷市東道野辺４－１８－２４ 047-443-6371 ○

中村畳店 273-0123 千葉県鎌ヶ谷市南初富４－１３－２６ 047-443-3710 ○

有限会社オサダ 294-0051 千葉県館山市正木７８７－２７ 0470-20-5280 ○ ○

平野畳店 292-0502 千葉県君津市平山１４０３－１ 0439-29-3253 ○

前田製畳所 292-0515 千葉県君津市柳城３０２ 0439-29-2226

加藤畳店 290-0154 千葉県市原市下野１６－２ 0436-74-0430

大塚畳店 290-0162 千葉県市原市金剛地１５５７－３ 0436-52-0605 ○

有限会社冨松畳店 290-0205 千葉県市原市山田５５１ 0436-36-0391 ○ ○

有限会社村田畳店 290-0205 千葉県市原市山田６３６ 0436-36-0152 ○ ○

長谷川畳店 290-0529 千葉県市原市小谷田３５６ 0436-98-1540 ○

株式会社吉田畳店 299-0117 千葉県市原市青葉台６－３０－２ 0436-61-3055 ○

永野畳店 299-0118 千葉県市原市椎津１４４ 0436-61-0422 ○ ○

有限会社鎗田畳店 290-0011 千葉県市原市能満３２７ 0436-41-2547 ○

坂口畳店 290-0051 千葉県市原市君塚５－２－１０ 0436-21-3768

長谷川畳店 272-0812 千葉県市川市若宮３－５－１３ 047-336-1188

有限会社金子畳店 277-0005 千葉県柏市柏１－４－２２ 04-7163-2059 ○

佐合畳店 286-0014 千葉県成田市郷部１００２ 0476-22-2345 ○ ○

広田畳店 283-0802 千葉県東金市東金９６４ 0475-54-1007

有限会社鶴崎 277-0841 千葉県柏市あけぼの１－６－１１ 04-7145-0674 ○ ○

石崎畳店 277-0051 千葉県柏市加賀２－１７－２ 04-7172-1523 ○ ○

平久畳店 277-0802 千葉県柏市船戸１－１９－１ 04-7131-0526 ○

有限会社大渕商店 277-0872 千葉県柏市十余二２４８－８０ 04-7145-7404 ○
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成島畳店 277-0825 千葉県柏市布施６４１－１ 04-7131-6366 ○

有限会社大一畳装 277-0863 千葉県柏市豊四季１６７－１２１ 04-7145-7524

石田畳店 276-0035 千葉県八千代市高津８５０－８４ 047-459-1380

有限会社菅野畳店 276-0031 千葉県八千代市八千代台北６－７－５ 047-482-3520 ○

有限会社佐久間畳店 292-0016 千葉県木更津市高砂１－１－３０ 0438-41-2063

小倉畳店 292-0212 千葉県木更津市真理６４ 0438-53-3573 ○

岩崎畳店 292-0067 千葉県木更津市中央２－５－１３ 0438-22-6885 ○ ○

有限会社大森商店 292-0831 千葉県木更津市富士見２－５－５４ 0438-22-2389 ○ ○

有限会社鈴木商店 278-0043 千葉県野田市清水７３ 04-7122-2079 ○

成田畳店 278-0041 千葉県野田市蕃昌７７－２８ 04-7129-2012 ○ ○

戸辺畳店 278-0035 千葉県野田市中野台１６３ 04-7122-3852 ○

佐藤畳店 270-0115 千葉県流山市江戸川台西１－３７－２ 04-7154-8706

渡辺畳装 270-0141 千葉県流山市松ヶ丘２－３２０－１１５ 04-7145-0215 ○

加藤畳店 270-0121 千葉県流山市西初石２－１７－９ 04-7152-3718 ○

富田畳店 270-0114 千葉県流山市東初石３－１２６－２６ 04-7154-8773

村田畳店 270-0164 千葉県流山市流山１－２７２ 04-7158-1271

菅生畳店 270-0164 千葉県流山市流山３－３６４－７ 04-7158-3508 ○

鶴岡敷物産業 297-0121 千葉県長生郡長南町長南２４７７ 0475-46-0071 ○ ○

ニブヤ畳店 277-0941 千葉県柏市高柳１７９１－１６ 04-7191-0929 ○ ○

渡辺畳店 299-2223 千葉県南房総市高崎１２７３ 0470-57-2170 ○

石井製畳 299-2226 千葉県南房総市市部１１２ 0470-57-2767 ○ ○

池田畳店 298-0021 千葉県いすみ市高谷５ 0470-66-1510 ○ ○

山口畳店 298-0004 千葉県いすみ市大原１５００－１１ 0470-62-2234

山口畳店 298-0004 千葉県いすみ市大原９６８４ 0470-62-0283 ○ ○

渡辺畳店 298-0002 千葉県いすみ市日在１３１８ 0470-62-2272 ○

有限会社岩瀬 298-0206 千葉県夷隅郡大多喜町横山１１２９ 0470-82-2346 ○ ○

岩上畳店 299-5102 千葉県夷隅郡御宿町久保８８８－２ 0470-68-2348

鈴木畳店 299-5102 千葉県夷隅郡御宿町久保２６４－４ 0470-68-2395

株式会社ふじよし 286-0221 千葉県冨里市七栄１３７－１ 0476-93-0072

大木広畳店 289-1512 千葉県山武市松尾町八田２５３ 0479-82-1230 ○ ○

富永畳店 289-2146 千葉県匝瑳市氏八日市場ホ２０２０ 0479-72-2986 ○

有限会社渡辺一三畳店 270-2224 千葉県松戸市大橋２７－２ 047-391-4847 ○

武内畳店 273-0003 千葉県船橋市宮本６－２８－１４ 047-422-4772

吉野畳店 274-0807 千葉県船橋市咲が丘４－２４－１５ 047-448-3894

株式会社青山畳店 276-0023 千葉県八千代市勝田台３－３－１２ 047-485-1515 ○

青山畳店 284-0012 千葉県四街道市物井１７７８ 043-422-9168 ○

青のインテリア 289-0108 千葉県成田市高岡１１１３－１ 0476-96-0324 ○

備後屋畳店 284-0012 千葉県匝瑳市八日市場口１４２ 0479-72-0819 ○
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