
畳は今から1000年以上前より、日本の四季と共に日本人に愛されてきた床材です。 
程良いクッションで、家庭内での転倒等の衝撃軽減や、香りによるリラクゼーション
効果、青い畳から黄金色へと移ろいゆく、視覚に訴える癒しなど、日本人の暮らしの中で
活かされてきました。 
しかし、近年ライフスタイルの変化や、住宅の構造の変化により、これまでの
天然藺草では、対応出来ない所が出て参りました。 
そこで、藺草に撥水効果を持たせる事で、天然の藺草で織った畳表で作られた
畳の良さはそのままに、問題視されている短所をカバーできる、お手入れが
簡単で、カビの発生を抑制した新しい畳を作る事に成功致しました。
是非、一度お試し下さい。 
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No. 店名 住所

1 有限会社たかぎ 岐阜県不破郡垂井町綾戸496-1

2 佐藤畳店 静岡県湖西市鷲津690-1

3 藤井畳店 愛知県田原市神戸町大坪40番地4

4 乗本畳店 愛知県豊川市1-81

5 石黒畳店 愛知県春日井市八事町2-158-4

6 有限会社北島畳店 富山県富山市布布320-2

7 有限会社備後屋商店 三重県桑名市泉518

8

9 関西畳工業株式会社 京都府城陽市奈島下ノ畔20-2

10 橋本畳店 愛知県名古屋市中川区南脇町1-13

11 大嶋畳商店 福井県福井市徳光町44-27

12 阿部たたみ店 岩手県紫波郡紫波町大巻字船場60

13 ㈱草新舎 宮城県石巻市桃生町神取字屋敷69　

14 畳工房のぐち 岐阜県揖斐郡揖斐川町清水1605-2

15 大﨑たたみ店 長崎県南松浦郡新上五島町奈良尾郷1017

16 有限会社中川正人商店 熊本市中央区九品寺2-4-26

17 有限会社成島畳店 千葉県我孫子市寿1-17-12

18 有限会社OO.TAKE 東京都江東区塩浜2-11-5

19 青柳畳店 千葉県銚子市長崎町10744-3

20 野上畳店 神奈川県川崎市中原区小杉町3-261

21 八木畳店 山口県岩国市今津町4丁目7-8

22 有限会社オサダ 千葉県館山市正木787-27

23 蘆田畳店 京都府福知山市今安1004-3

24 株式会社イマムラ 宮崎市高岡町高浜2401-1

25 坪井畳工房株式会社 福岡県太宰府市水城1-21-24

26 有限会社上田畳店 岩手県宮古市板屋4丁目5-23

27 小平畳店 宮城県仙台市泉区南光台1-37-12

28 有限会社関畳店 北海道北見市大通西5丁目10番地

29 竹澤畳店 群馬県太田市由良町1688-8

30 有限会社高田畳店 栃木県芳賀郡市貝町市塙1632-2

31 有限会社新関畳店 埼玉県川口市並木2丁目40番17号

32 有限会社築山畳店 愛知県安城市北山崎町大土塚43-1

33 村松畳店 長野県松本市梓川倭953-3

34 スギセイ畳商店 愛知県高浜市呉竹町4-2-5神谷ビル１F

35 株式会社金井畳店 東京都台東区浅草橋2-13-9

36 有限会社高野畳店 栃木県宇都宮市駒生町1293-5

37 青木畳店 東京都立川市富士見町4-13-14

38 株式会社塚本畳商店 奈良市法華本町1123

39 横山畳店 滋賀県長浜市木之本町木之本1141

40 石井製畳 京都府木津川市加茂町河原ヲサ87

41 寺見たたみ店 岡山市北区北長瀬表町3-10-13

42 有限会社浜尾畳商店 福島県須賀川市仁井田字日向窪34
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43 今間畳店 山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝3298

44 本間金六畳店 山形県東置賜郡川西町大字上小松3329-2

45 有限会社只見工業所 宮城県栗原市若柳字川北片町54

46 有限会社磯崎畳店

47 畳工房大和 広島県福山市引野町4-9-40

48 浅倉畳店 山形県東村山郡中山町大字221-21

49 有限会社星野 栃木県足利市五十部町248-1

50 大嶋畳店 長野県下伊那郡阿智村伍和707-2

51 株式会社田村製畳 滋賀県甲賀市甲南町杉谷292

52 因たたみ店

53 佐々木畳工業 宮城県加美郡加美町字西町47

54 畳屋清兵衛 山形県尾花沢市大字萩袋750

55 小川畳店 東京都足立区東和3-6-7

56 軒村政春畳店 静岡県富士市大渕2080-166　希望ヶ丘

57 岸畳店 北海道苫小牧市汐見町3-16-16

58 宮崎畳寝具店 北海道河東郡音更町木野大通東8-9

59 株式会社金井畳店 東京都台東区浅草橋2-13-9

60 ヒラマ畳工業 千葉県富津市絹115

61 加藤畳店 大分県大分市中判田1887-1

62 有限会社杉浦ホームサービス 千葉県松戸市下矢切1257-3

63 三宅畳店 岐阜県恵那市明智町1802-1-1-3

64 柳林製畳店 栃木県日光市川室13

65 株式会社わらしべ工房 東松島市矢本関の内62-7

66 畳のヤマノ 愛知県岡崎市西本郷町宮地26-1

67 有限会社丸職建創 埼玉県川越市中台南3-9-12

68 （資）菱源畳店 愛知県名古屋市昭和区川名本町1-10

69 畳の落合商店 愛知県名古屋市東区東大曽根町1-14

70 斉木畳店 神奈川県横須賀市金谷2-1-28

71 伊藤畳店 神奈川県横浜市港南区上永谷6-1-7

72 小薮畳店 大阪府泉佐野市羽倉崎1-6-35

73 菅沼畳店 愛知県津島市百島町彦田丸15

74 赤木製畳 岡山県総社市久米432-5

75 石川畳店 栃木県宇都宮市中央2-9-5

76 有限会社村上商店 神奈川県相模原市南区上鶴間3-5-9

77 久田畳店 滋賀県東近江市上羽田町平岩1399

78 萩原畳店 千葉県山武郡横芝光町宮川5324

79 株式会社松永畳店 静岡県静岡市葵区北沼上877-2

80 菅野畳店 福島県伊達郡川俣町新中町81

81 角谷畳店 愛知県碧南市石橋町4-82

82 岡村畳店 高知県高知市鵜来巣9-8

83 しんえつ製畳 長野県上水内郡信濃町古間97-5

84 小林たたみ 長野県大町市神栄町2633


