あなたの街の畳屋さん -徳島県有限会社てらおく工房

779-3123 徳島県徳島市国府町観音寺２９－１１

畳技能士資格 品質管理
一級 二級 責任者資格
088-642-0005
○
○

坂東畳店

779-3122 徳島県徳島市国府町府中６９８－３

088-642-0126

有限会社杉本商店

770-0024 徳島県徳島市佐古四番町６－１２

088-652-0882

○

○

小林産業株式会社

770-0934 徳島県徳島市秋田町２－１７－１

088-625-4977

○

○

大原畳商店

770-0815 徳島県徳島市助任橋２－８

088-653-4632

木崎畳工業所

770-0044 徳島県徳島市庄町２－３－３

088-632-0636

栗本畳店

771-4264 徳島県徳島市多家良町中筋７５

088-645-0214

緑畳中川

770-0804 徳島県徳島市中吉野町３－４９－１

088-652-0463

津田畳店

770-0943 徳島県徳島市中昭和町１丁目１１７

088-653-2232

久米畳店

770-8003 徳島県徳島市津田本町１丁目９－２０

088-662-0838

日根野畳店

770-0037 徳島県徳島市南佐古七番町３－１０

088-653-8771

○

○

佐々木たたみ店有限会社

770-0032 徳島県徳島市南佐古二番町５－１４

088-652-5361

○

○

岩田畳工業所

770-0868 徳島県徳島市福島１－１０－６３

088-652-8483

岡田畳商店

770-0003 徳島県徳島市北田宮４丁目６－１４

088-632-0853

○

渡辺畳店

770-0051 徳島県徳島市北島田町２－７

088-631-7736

○

有限会社森吉商店

774-0042 徳島県阿南市横見町長岡１０２

0884-22-0093

○

打樋畳製作所

774-0017 徳島県阿南市見能林町南林２４２

0884-22-2733

山崎畳製造所

774-0044 徳島県阿南市上中町岡２４６

0884-22-2534

○

高見畳店

779-1510 徳島県阿南市新野町西馬７２

0884-36-2170

○

仁木畳店

774-0046 徳島県阿南市長生町上荒井楠ノ前１０－５

0884-22-3374

○

朝田たたみ店

774-0046 徳島県阿南市長生町西方６６の４

0884-22-0645

笠原畳店

774-0046 徳島県阿南市長生町北内７３

0884-22-2654

○

半瀬商店有限会社

774-0046 徳島県阿南市長生町領田２２－４

0884-22-3244

○

萩原畳店

774-0045 徳島県阿南市宝田町今市中ヤシキ３１

0884-22-3104

久保畳店

773-0010 徳島県小松島市日開野町字加々三松４０－２

08853-2-3778

宗国畳店

773-0017 徳島県小松島市立江町南田頭６

08853-7-0767

井内たたみ店

771-4301 徳島県小松島市小松島町字北浜１６６

088-532-1230

岡本畳店

772-0003 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜６７０

088-686-2083

佐川畳店

772-0004 徳島県鳴門市撫養町木津１０７６

088-685-1770

石堂畳店

772-0004 徳島県鳴門市撫養町木津５４１－３

088-686-0229

株式会社ヨシハラ

779-1105 徳島県那賀郡羽ノ浦町大字古庄字大坪原４８－２

0884-44-2321

尾野畳店

779-1121 徳島県那賀郡那賀川町黒地４９６

0884-42-1419

植田畳店

771-1320 徳島県板野郡上板町神宅字喜来９２－３

片岡畳店

771-1509 徳島県板野郡土成町高尾字南原１４０

藍原畳店
佐野畳商会

店名

郵便番号

所在地

電話番号

○
○

○
○
○

○

○

○
○

○
○

○
○
○
○

○

088-694-2585

○

○

088-695-2597

○

○

771-1203 徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前９５－３

088-692-3361

○

○

771-1265 徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵１６０－８

088-692-3032

○

○

高畑畳店

771-1220 徳島県板野郡藍住町東中富字直道傍示３６－３

088-692-2130

○

○

有限会社岸本明商店

771-1231 徳島県板野郡藍住町富吉字富吉３７－１

088-692-2111

桐井畳店

777-0005 徳島県美馬郡穴吹町穴吹字市ノ下２１－２４

0883-52-1892

○

○

紀伊畳店

779-4101 徳島県美馬郡貞光町字西浦４３

0883-62-2751

○

○

本庄畳店

779-4102 徳島県美馬郡貞光町字西山６４－２１

0883-62-2334

坂本畳店

779-4402 徳島県美馬郡半田町字田井３８８

0883-64-2774

○

○

正木畳商店

779-3742 徳島県美馬郡脇町字西赤谷１３８３－５

0883-52-4328

○

○

篠原畳店

779-3602 徳島県美馬郡脇町大字猪尻字八幡神社下南１６

0883-52-2155

○

○

熊谷畳店

776-0001 徳島県麻植郡鴨島町牛島８６４－２

0883-24-7456

有限会社宮本畳店

776-0004 徳島県麻植郡鴨島町中島４５１－１

0883-24-2335

住友畳店

776-0031 徳島県麻植郡鴨島町敷地３０２－４

0883-24-5059

菅本畳店

779-3402 徳島県麻植郡山川町字宮北４２

0883-42-2998

露口畳店

779-3401 徳島県麻植郡山川町字建石２３５－１

0883-42-6973

郡畳店

779-3401 徳島県麻植郡山川町字町４９

0883-42-2064

加藤畳店

779-3403 徳島県麻植郡山川町字堤外２２－８５

0883-42-5810

楠本畳店

779-3402 徳島県麻植郡山川町西久保５５－５

0883-42-4708

中田たたみ店

779-3301 徳島県麻植郡川島町川島桑村６０－１

0883-25-2813

吉田畳店

779-3223 徳島県名西郡石井町高川原字高川原５１－８

088-674-3927

枝沢畳店

771-1702 徳島県阿波郡阿波町早田２２７

0883-35-3888

松永畳店

771-1612 徳島県阿波郡市場町大字上喜来字円定１８７７

0883-36-2525

○

○

○

○

○

○

○

○

有限会社安東畳商店

779-4806 徳島県三好郡井川町西井川６０４－２

0883-78-2287

中川たたみ店

779-4801 徳島県三好郡井川町辻

0883-78-2222

宮畳店

779-4701 徳島県三好郡三加茂町加茂２９７７

0883-82-2227

手塚畳店

779-4703 徳島県三好郡三加茂町中庄１０７６

0883-82-2376

武川畳店

779-5316 徳島県三好郡山城町末貞７７９－２

0883-86-1092
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