
セキスイ床暖房用畳『小春』　取扱い店一覧
R5.4.21 現在

　　　　　積水成型工業株式会社

　 http://www.sekisuimigusa.jp/

【北海道・東北】

都道府県 地域 地区 「小春」取扱い店 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ

北海道 道東・道北・道南 （株）双葉屋商店 078-8211 旭川市一条通18丁目左6 0166-31-5031 0166-35-0345

北海道 函館市内（市外） 及能（株） 040-0065 函館市豊川町22番18号 0138-22-0740 0138-27-4332

青森県 全域 ケンテック畳資材販売（株） 038-1211 青森県南津軽郡藤崎福島村元105-7 0172-88-7261 0172-88-7264

岩手県 全域 ケンテック畳資材販売（株） 038-1211 青森県南津軽郡藤崎福島村元105-7 0172-88-7261 0172-88-7264

宮城県 全域 （株）畳のほりごめ 980-0004 仙台市青葉区宮町1丁目4番28号 022-222-5705 022-263-5904

秋田県 全域 （有）横手製畳 013-0064 横手市赤坂字山崎21-2 0182-36-2017 0182-36-2022

山形県 全域 大和産業（有） 992-0265 山形県東置賜郡高畠町大字佐沢682 0238-56-2020 0238-56-2267

福島県 全域 （株）創成 963-8033 郡山市亀田2-1-25 0249-32-5485 0249-22-5042

【関東】

都道府県 地域 地区 「小春」取扱い店 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ

東京都 全域 （有）関口十一畳店 181-0012 三鷹市上連雀2-2-6 0422-43-7247 0422-43-4547

神奈川県 東神奈川 川崎・横浜 （有）遠藤畳店 210-0833 川崎市川崎区桜本2-40-10 044-288-2808 044-266-4468

神奈川県 西神奈川 厚木・平塚・小田原 （有）佐久間畳店 194-0014 町田市高ヶ坂1771番地 042-722-7382 042-721-8750

埼玉県 全域 （有）吉田畳店 332-0023 川口市飯塚2-6-16 048-251-5923 048-256-8271

埼玉県 全域 大里畳店 343-0804 埼玉県越谷市南萩島４１０４－５ 048-975-3465 048-975-3465

千葉県 全域 （株）丸備 274-0063 船橋市習志野台2-57-17 0474-62-9048 0474-62-9400

茨城県 北茨城 水戸・日立 澤畑畳店 310-0063 水戸市五軒町2-3-33 0292-25-2944 0292-33-6119

茨城県 南茨城 土浦・下館 （株）宮本製畳店 311-1517 茨城県鉾田市鉾田1520 0291-32-2364 0291-33-3866

栃木県 全域 宇都宮畳工業（株） 325-0055 宇都宮市二番町1-31 0286-33-4819 0286-32-6245

群馬県 全域 樺沢畳店 371-0042 前橋市日輪寺町356-1 027-232-7688 027-232-7688

山梨県 全域 （有）長谷川畳店 400-0306 南アルプス市小笠原379-6 055-282-0224 055-284-4421

【信越・北陸】

都道府県 地域 地区 「小春」取扱い店 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ

新潟県 上越・中越地区 十日町・長岡 （株）アサヒテック 943-0171 上越市藤野新田1210 025-522-6308 025-522-6241

新潟県 上越・中越地区 十日町・長岡 （有）笹岡畳工業所 947-0004 新潟県小千谷市東栄2-5-17 025-882-3009 025-882-3007

新潟県 下越地区 新潟市内 （株）丸七畳商会 950-0075 新潟市沼垂東4-14-6 025-244-7377 025-247-2811

長野県 全域 （株）インテック左右田 381-0024 長野市南長池351 026-243-5347 026-243-2640

長野県 全域 (有)タタミ流通センター田中商店 381-0006 長野市富竹1115-2 026-296-5859 026-296-0888

長野県 中南信地区 富士見製畳(有) 399-0214 諏訪郡富士見町落合富里9991 026-662-3831 026-662-2671

富山県 全域 （株）タカシキ 920-0004 石川県金沢市疋田町3-38 076-251-0516 076-251-0722

石川県 全域 （株）タカシキ 920-0005 石川県金沢市疋田町3-38 076-251-0516 076-251-0722

福井県 全域 （株）タカシキ 920-0006 石川県金沢市疋田町3-38 076-251-0516 076-251-0722

【東海】

都道府県 地域 地区 「小春」取扱い店 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ

愛知県 全域 国際加工有限会社 486-0911 愛知県春日井市西高山町３丁目４番地の１ 056-831-2937 056-833-3961

愛知県 西地区 （有）谷口製畳 510-0954 四日市市采女町2997-118 059-345-5045 059-346-4131

愛知県 東地区 太田畳商店 444-0116 額田郡幸田町芦谷字仲田２４ 0564-62-1608 0564-63-2590

岐阜県 全域 （有）恩田商店 502-0916 岐阜市西中島3丁目12-20 058-296-0260 058-296-0262

静岡県 全域 （株）タカ 437-1203 静岡県磐田市福田770-2 0538-55-0770 0538-55-0780

三重県 全域 （有）谷口製畳 510-0954 四日市市采女町2997-118 059-345-5045 059-346-4131

【近畿】

都道府県 地域 地区 「小春」取扱い店 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ

大阪府 北地区 （株）前田畳製作所 663-8035 西宮市北口町18-5 0798-31-2091 0798-64-3174

大阪府 南地区 （株）中屋商店 599-8243 大阪府堺市中区見野山４３ 072-230-0555 072-230-0558

兵庫県 阪神地区 （株）前田畳製作所 663-8035 西宮市北口町18-5 0798-31-2091 0798-64-3174

兵庫県 西播地区 （株）吉野畳店 670-0853 姫路市大黒壱丁目51番 0792-23-3693 0792-24-0489

京都府 福知山市内 ハセガワ製畳 669-6500 兵庫県城崎郡日高町祢布381 0796-42-2185 0796-42-4578

京都府 京都市内 （株）田村製畳 520-3314 滋賀県甲賀市甲南町杉谷２９２ 0748-86-3128 0748-86-2347

滋賀県 全域 （株）田村製畳 520-3314 滋賀県甲賀市甲南町杉谷２９２ 0748-86-3128 0748-86-2347

奈良県 全域 （有）岩本商店 635-0000 奈良県大和高田市神楽2-10-1 0745-22-5438 0722-23-1765

和歌山県 全域 平野製畳（株） 649-6234 岩出市高瀬91 0736-62-3110 0736-62-5410

和歌山県 全域 （有）井戸畳店 649-2200 和歌山県西牟婁郡白浜町2512-17 0739-42-2412 0739-42-2448

【中国・四国】

都道府県 地域 地区 「小春」取扱い店 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ

鳥取県 全域 （株）備中屋本店 683-0802 鳥取県米子市東福原3-9-9 0859-32-2255 0859-32-2191

島根県 全域 坂根畳店 694-0063 島根県大田市大田町吉永大坪1598 0854-84-7255 0854-84-7255

岡山県 全域 （有）坪井畳店 714-1201　 岡山県小田郡矢掛町矢掛2606-6番地 0866-82-0264 0866-82-0626

広島県 全域 （株）内藤畳店 733-0022 広島市西区天満町11-23 082-292-7110 082-291-7177

山口県 西地区 村田畳店 742-1107 熊毛郡平生町曽根古万屋1926-29 0820-56-5090 0820-56-6330

山口県 東地区 東洋興業（株） 757-0001 厚狭郡山陽町厚狭20番地 0836-72-0172 0836-72-0314

徳島県 全域 （株）きしもとホーム・ワーク 771-1231 徳島県板野郡藍住町富吉37-1 088-637-3737  088-692-2031

香川県 全域 （株）きしもとホーム・ワーク 771-1231 徳島県板野郡藍住町富吉37-1 088-637-3737  088-692-2031

愛媛県 全域 （株）きしもとホーム・ワーク 771-1231 徳島県板野郡藍住町富吉37-1 088-637-3737  088-692-2031

高知県 全域 （株）きしもとホーム・ワーク 771-1231 徳島県板野郡藍住町富吉37-1 088-637-3737  088-692-2031

【九州・沖縄】

都道府県 地域 地区 「小春」取扱い店 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ

福岡県 全域 三栄畳材(有) 811-2207 糟屋郡志免町南里441-1 092-935-3724 092-935-5772

佐賀県 全域 （有）野田竹次商店 840-0036 佐賀県佐賀市西与賀町高太郎１８５ 0952-26-9289 0952-26-3974

長崎県 全域 橋本嘉太郎商店 854-0022 諌早市幸町45-14 0957-23-2223 0957-23-0395

熊本県 全域 （有）野田竹次商店 840-0036 佐賀県佐賀市西与賀町高太郎１８５ 0952-26-9289 0952-26-3974

大分県 全域 （有）橋本畳材店 870-0928 大分市南下郡15組 0975-69-1060 0975-69-1060

宮崎県 全域 （株）田中たたみ屋 885-0076 都城市西町3475 0986-22-4055 0986-22-4056

鹿児島県 全域 （株）小田畳商会 892-0838 鹿児島市新屋敷町5-17 099-222-3224 099-222-3233

沖縄県 全域 （株）沖縄敷物商会 900-0031 那覇市若狭3丁目42番1号 098-868-3809 098-868-2563

以上


