
品質管理
一級 二級 責任者資格

株式会社泉 畳店    010-0062 秋田県秋田市牛島東三丁目１－３４ 018-832-7865

有限会社磯崎 畳店    010-0021 秋田県秋田市 楢山登町５－２１ 018-832-6385 ○

伊藤 畳店    010-0921 秋田県秋田市大町四丁目５－２４ 018-862-5805

伊藤 畳店    011-0945 秋田県秋田市土崎港西三丁目１０－３０ 018-845-3506

小幡谷 畳店    011-0946 秋田県秋田市土崎港中央一丁目１０－５ 018-845-1028

片岡 畳店    010-0002 秋田県秋田市東通仲町９－８ 018-834-2683 ○

門松 畳店    010-1633 秋田県秋田市新屋鳥木町４－３７ 018-828-6709

鎌田 畳店    010-0825 秋田県秋田市柳田字川崎86-1 018-834-7522

古村 畳製作所 011-0946 秋田県秋田市土崎港中央一丁目３－１６ 018-845-1512 ○

金 畳店    010-0948 秋田県秋田市川尻新川町６－４ 018-823-3458 ○

株式会社根田 畳店    010-0873 秋田県秋田市千秋城下町７－５０ 018-833-2639 ○

斎藤 畳店    011-0942 秋田県秋田市土崎港東二丁目４－２５ 018-845-2043

桜庭 畳店    011-0917 秋田県秋田市飯島道東二丁目１５－２０ 018-845-3677 ○

有限会社庄司 畳店    010-0802 秋田県秋田市外旭川字堂ノ前４６－１５ 018-863-5435 ○

髙田 畳店    010-0921 秋田県秋田市大町二丁目５－２６ 018-862-6418

高福 畳商店 010-0921 秋田県秋田市大町四丁目４－４０ 018-862-4735

田口 畳店    010-0862 秋田県秋田市手形田中４－１ 018-833-6286 ○

千種 畳店    010-1616 秋田県秋田市新屋松美が丘南町３－１８ 018-864-6577

豊嶋 畳店    010-0062 秋田県秋田市牛島東三丁目１－４４ 018-833-2413 ○

永田 畳店    010-0062 秋田県秋田市牛島東二丁目１－２３ 018-832-3176 ○

早坂 畳店    010-0816 秋田県秋田市泉中央五丁目１４－２４ 018-823-6428

藤田 畳店    010-0921 秋田県秋田市大町五丁目７－１５ 018-823-2319

合資会社藤原 畳店    011-0946 秋田県秋田市土崎港中央七丁目１２－５２ 018-846-3559 ○

本間 畳店    010-1424 秋田県秋田市御野場一丁目８－６ 018-839-6517

武藤 畳店    010-0921 秋田県秋田市大町三丁目５－５７ 018-823-1349

村上 畳店 010-0925 秋田県秋田市旭南二丁目４-2 018-862-6228

村田 畳店    010-0963 秋田県秋田市八橋大沼町６－１４ 018-864-5813 ○

大山 畳店    019-2613 秋田県秋田市河辺松渕字街道北下段２７－１ 018-882-3076

斎藤 畳店    010-1341 秋田県秋田市雄和新波字本屋敷８８－１ 018-887-2150 ○

明石 畳店    018-5701 秋田県大館市比内町扇田字白砂１５１ 0186-55-0352 ○

阿仁屋 畳店 018-5334 秋田県鹿角市十和田毛馬内字下陣場１９－３ 0186-35-2077 ○

有限会社阿仁谷畳内装店 017-0202 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字渡ノ羽７４－１５ 0186-29-2131 ○

株式会社加藤 畳店 018-5201 秋田県鹿角市花輪字上花輪６７ 0186-23-2597

木村 畳店 018-4282 秋田県北秋田市李岱字李岱９ 0186-78-2025 ○

工藤 畳店 018-5421 秋田県鹿角市十和田大湯字荒瀬６－１ 0186-37-2188

小坂 畳敷物店 017-0044 秋田県大館市御成町二丁目７－３５ 0186-42-1022 ○

合名会社 成松 017-0847 秋田県大館市幸町４－１ 0186-42-0214

庄司 畳店 018-4613 秋田県北秋田市阿仁銀山字上新町６１－１ 0186-82-2066 ○

畳屋 明石 018-3454 秋田県北秋田市脇神字平崎川戸沼１０－３ 0186-63-2963 ○

中島 畳店 018-3343 秋田県北秋田市今泉３５ 0186-67-2555 ○

萩野 たたみ店 018-4301 秋田県北秋田市米内沢字中島２２－５ 0186-72-3307 ○

米田 畳店 018-5201 秋田県鹿角市花輪字下夕町１２７－３ 0186-23-4254

有限会社村田 建装 018-4401 秋田県北秋田郡上阿仁村沖田面字屋布４６ 0186-77-2645 ○

山城 たたみ店 018-3452 秋田県北秋田市七日市山の上 0186-66-2149 ○

山田 たたみ店 018-3333 秋田県北秋田市坊沢字深関街道下３８－７１ 0186-63-1382 ○

相沢 畳店 018-3103 秋田県能代市二ツ井町荷上場字鍋良子出口６８ 0185-73-2239 ○

鵜木 製畳店 016-0121 秋田県能代氏鰔淵中島３５ 0185-58-4136

大高 畳店 016-0014 秋田県能代市落合字中大野１１５－４５ 0185-52-4723

加賀谷 畳店 016-0116 秋田県能代市機織轌ノ目６７－４ 0185-58-2227 ○

工藤 畳店 016-0821 秋田県能代市畠町１３－８ 0185-52-2434

近藤 畳店 018-2302 秋田県山本郡三種町下岩川字白鳥２－２２ 0185-84-2361

佐々木 製畳所 016-0816 秋田県能代市富町１０－６ 0185-52-2820 ○

佐藤 畳店 016-0811 秋田県能代市日吉町４－１ 0185-52-5859

佐藤 畳店 018-2104 秋田県山本郡三種町鹿渡字勢奈尻７－３ 0185-87-2837

茂内 畳店 018-2641 秋田県山本郡八峰町字中浜１３６－１６ 0185-77-2131 ○
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豊沢 畳店 018-3155 秋田県能代市二ツ井町比井野１２８ 0185-73-2558 ○

畠山 畳店 018-2303 秋田県山本郡三種町森岳字寒城野１－２８ 0185-83-2481

ヒモロ タタミ 018-2400 秋田県山本郡三種町鵜川字帆出山の上５４ 0185-85-3039 ○

ふると 畳店 018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字東鵜川５９ 0185-85-3563 ○

保坂 畳店 016-0811 秋田県能代市日吉町６－２８ 0185-52-7697

渡辺 製畳所 016-0824 秋田県能代市住吉町９－２６ 0185-52-5719 ○

大高 畳店    010-0665 秋田県男鹿市男鹿中山町下芋の沢６４－４ 0185-33-2724

小林 畳店    018-1401 秋田県潟上市昭和大久保字町後２０ 018-877-2507 ○

有限会社佐藤 畳製作所 010-0342 秋田県男鹿市脇本字上野１１３－１ 0185-25-2255 ○

菅原 畳店    010-0342 秋田県男鹿市五里合神谷字下石１１５－２ 0185-34-2146 ○

高桑 畳店    010-0342 秋田県男鹿市脇本脇本字尼池１２３ 0185-25-2538

武田 たたみ店 010-0201 秋田県潟上市天王字宮ノ後１３ 018-878-3891 ○

吉田 畳店    018-1622 秋田県八郎潟町字一日市１６５－２６ 018-875-2608 ○

有限会社渡部 畳店    018-1401 秋田県潟上市昭和大久保字堤の上９１－１１５ 018-877-3207 ○

渡部 畳敷物店 010-0341 秋田県男鹿市船越字船越１－１ 0185-35-2242

有限会社阿部 畳店    015-0075 秋田県由利本荘市花畑町四丁目５２ 0184-22-5040 ○

金子 製畳所    015-0072 秋田県由利本荘市裏尾崎町４７－２ 0184-22-4285 ○

斉藤 畳店    015-0341 秋田県由利本荘市前郷字前郷２６１－１ 0184-53-2293

佐藤 畳店    015-0403 秋田県由利本荘市矢島町館町１ 0184-55-2041 ○

佐藤 製畳工場 015-0011 秋田県由利本荘市石脇字石脇２９５－１ 0184-22-5089 ○

杉山 畳商店 015-0075 秋田県由利本荘市花畑町三丁目１１ 0184-22-3096 ○

マル周 畳内装 015-0011 秋田県由利本荘市石脇字石脇２５ 0184-22-2629 ○

三浦 畳店    018-0106 秋田県にかほ市象潟町五丁目塩越５３ 0184-43-3338 ○

尾形 畳店    014-0314 秋田県仙北市角館町岩瀬字岩瀬１６４ 0187-53-2556 ○

金谷 畳店    014-0314 秋田県仙北市角館町岩瀬字岩瀬１８２－１ 0187-53-2838 ○

栗林 畳店    014-0047 秋田県大仙市大曲須和町二丁目１－３ 0187-62-3718 ○

小松 畳店    019-1400 秋田県仙北郡美郷町字馬場１７４ 0187-84-0848 ○

今野 畳屋   　 019-2112 秋田県大仙市刈和野字上ノ台２２７ 0187-75-1279 ○

佐々木 畳店    019-2334 秋田県大仙市木原田字笹山６９ 0187-77-2523 ○

佐藤 畳店    014-0513 秋田県仙北市西木村町小渕野字稲荷田５３ 0187-47-2483

佐藤 畳店    019-1906 秋田県大仙市南外村字金屋８８ 0187-74-2553 ○

佐藤 畳製作所 014-1201 秋田県仙北市田沢湖生保内字武蔵野１１９ 0187-43-0419 ○

進藤 畳店    014-0068 秋田県大仙市大曲飯田町１９－３ 0187-62-1680

高野 畳店    014-0068 秋田県大仙市大曲飯田町２１－１６ 0187-62-3883

田口 畳店    014-0047 秋田県大仙市大曲須和町一丁目４－１６ 0187-62-1056 ○

富樫 畳店    014-0063 秋田県大仙市大曲日の出町一丁目３５－２０ 0187-62-1882

畠山 タタミ店 014-0013 秋田県大仙市大曲朝日町１４－１５ 0187-63-4813 ○

樋口 畳店    014-1201 秋田県仙北市田沢湖生保内字男坂９９ 0187-43-0313 ○

まるせん 畳製作所 019-1401 秋田県仙北郡美郷町鑓田字庚塚３４ 0187-84-0362

山崎 製畳工場 014-0072 秋田県大仙市大曲西根字下太夫塚５１ 0187-68-3535 ○

渡辺 畳店    014-0314 秋田県仙北市角館町岩瀬字岩瀬１６５－２ 0187-53-2725 ○

渡部 畳店    019-1701 秋田県大仙市神宮寺字家後４３ 0187-72-3160 ○

大坂 畳店    013-0105 秋田県横手市平鹿町浅舞字浅舞２８９ 0182-24-0296

菊池 畳店    013-0561 秋田県横手市大森町八沢木太田４－５ 0182-26-4001 ○

木村 畳店    012-0121 秋田県湯沢市川連町字大館下山王８２－５ 0183-42-4315 ○

熊谷 畳店    013-0031 秋田県横手市鍛冶町４－８ 0182-32-3754

小菅生 畳店    013-0218 秋田県横手市雄物川町大沢字大沢９３ 0182-22-2487 ○

佐々木 畳店    019-1100 秋田県横手市山内北相野々９４ 0182-53-2448 ○

佐々木 畳店    019-0700 秋田県横手市増田町伊勢堂１１－３ 0182-45-2804 ○

佐藤 畳店    019-1226 秋田県横手市黒川字上和野７７－６ 0182-38-2328 ○

佐藤 畳店    013-0532 秋田県横手市大森町字久保４７－１ 0182-26-4112 ○

高田 畳店    013-0502 秋田県横手市大森町川西袴形字北越前林１０８ 0182-26-2072 ○

高橋 畳店    013-0005 秋田県横手市幸町１－２ 0182-32-1838 ○

高橋 畳店    012-0166 秋田県湯沢市稲川町稲庭字梺７－５ 0183-43-2534

鶴川 畳店    013-0038 秋田県横手市前郷一番町６－１２ 0182-32-1596 ○

山中 畳店    019-0700 秋田県横手市増田町増田字月山西２５－７ 0182-45-2738

新山 畳店    012-0169 秋田県湯沢市稲川町稲庭１５３ 0183-43-2157



八面 畳店    012-0112 秋田県湯沢市駒形町八面村尻２１８－１ 0183-42-2815 ○

福田 畳店    019-0704 秋田県横手市増田町湯野沢字水尻２ 0182-45-5079 ○

藤原 畳店    019-0700 秋田県横手市増田町増田字中町４８－９ 0182-45-2674 ○

松渕 畳製造    013-0531 秋田県横手市大森町字佐渡１０１－２ 0182-26-3039 ○

有限会社横手製畳 013-0064 秋田県横手市赤坂字山崎２１－１ 0182-36-2017 ○

渡部 畳店    013-0018 秋田県横手市本町３－２２ 0182-32-3969 ○

小田原 畳店    019-0205 秋田県湯沢市小野字西堺１３１－４ 0183-52-2523 ○

合名会社小田原 畳本店 012-0826 秋田県湯沢市柳町一丁目３－１２ 0183-73-0177 ○

木村 畳店    019-0205 秋田県湯沢市小野字小野１７５ 0183-52-2976 ○

木村 畳工業 012-0801 秋田県湯沢市岩崎字千年１６ 0183-73-0826

佐藤 畳店    012-0804 秋田県湯沢市杉沢森道下４８ 0183-73-5404

佐藤 畳店    012-0169 秋田県湯沢市稲川町字稲庭１５３ 0183-43-2523

高橋 畳店    012-1123 秋田県羽後町貝沢字拾三本塚８７－２ 0183-62-0715 ○

山脇 製畳販売所 012-0055 秋田県湯沢市山田字上二井田７３ 0183-73-3055 ○

和賀 製畳店 012-1131 秋田県羽後町西馬音内字上川原２ 0183-62-5150 ○


