
リリカラ取扱い販売店（全国一覧）
リリカラ株式会社
2023年02月時点

エリア 都道府県 住  所 店舗名 電話番号 ホームページ

北海道 北海道 札幌市北区北27条西4丁目1-15 （有）エピワークス 011-727-0771 -

北海道 北海道 札幌市中央区南1条東6丁目2-30ﾗﾌｫｰﾚ札幌1F （株）i・e・s  リビング倶楽部 011-252-3751 http://www.iesliving.com

北海道 北海道 札幌市豊平区豊平2条13丁目1-16永浜ｸﾛｽ（株）1Fｲﾝﾃﾘｱﾌﾟﾗｻﾞ内 グラン・レーブ 011-818-7722 http://www.grandreve.com/

北海道 北海道 札幌市中央区北1条西22丁目2-21 （株）ユタカ商会  ケンソー部 011-642-6122 http://www.yutaka-kenso.jp

北海道 北海道 札幌市中央区宮の森1条1丁目1‐39 （株）タナカ  ミール・コレクション 011-640-7800 http://www.tanaka-group.jp

北海道 北海道 岩見沢市8条西21丁目3-7 （株）富雅堂 0126-22-6024 -

北海道 北海道 旭川市末広東1条2丁目49-17(国道40号線沿い) （株）タナカ  インテリアハウス窓 0166-52-6025 http://interiorhousemado.com

北海道 北海道 旭川市神楽岡8条2丁目1-5 （有）ディー・ドレープ 0166-68-2281 http://www.d-drape.co.jp

北海道 北海道 帯広市西5条南21丁目4番地 （有）鈴木商会 0155-23-3982 -

北海道 北海道 釧路市昭和中央1丁目7番9号 カーテンショールーム  インプロ 0154-53-5001 http://www.inpro.co.jp/

北海道 北海道 北見市留辺蘂町仲町86番地 ニューマルサカ 0157-42-2304 http://newmarusaka.com/index.html

東北 青森県 青森市田茂木野字阿部野114-71 リビング・ファイン  LIVING  FINE 017-718-5055 http://www.yamamei.co.jp/index.html

東北 青森県 青森市自由が丘2-15-4 エフ・ビヨンド  F-BEYOND 017-765-6565 http://www.f-beyond.com/

東北 青森県 八戸市柏崎4丁目16-4 ガラージュＭ 0178-73-6737 http://www.garage-m.com

東北 青森県 三沢市日の出1-94-496 インテリアハウス  ノガワ 0176-51-1601 http://i-nogawa.com/

東北 青森県 十和田市元町西4丁目6番28号 （有）インテリアヌマタ  カーテン館 0176-22-0351 https://interior-numata.com/

東北 青森県 三戸郡三戸町大字二日町91-1 interior  shop  arakawa  アラカワ内装 0179-22-3235 -

東北 岩手県 盛岡市みたけ3丁目9-38 ホームデコ  アリス 019-641-8321 http://www.arisaz.co.jp/

東北 岩手県 盛岡市本宮5丁目14-5 GOOD  PLUS  盛岡店 019-681-3401 http://www.good-plus.jp/

東北 岩手県 花巻市西大通り1丁目19-10 GOOD  PLUS  花巻店 0198-29-5647 http://www.good-plus.jp/

東北 宮城県 仙台市太白区柳生1-6-4 カーテンホーム21  ふとんスタジオ  南仙台店 022-306-5252 http://www.ch-21.jp/

東北 宮城県 仙台市泉区八乙女1-3-9 カーテンホーム21  ふとんスタジオ  八乙女店 022-372-5252 http://www.ch-21.jp/

東北 宮城県 石巻市大街道東1丁目2番3号 （株）トートインテリア 0225-22-9142 -

東北 宮城県 石巻市門脇青葉東107-7 （有）インテリア丸友 0225-96-5842 -

東北 宮城県 石巻市末広町3-5 カーテンホーム21  ふとんスタジオ  石巻店 0225-23-5011 http://www.ch-21.jp/

東北 宮城県 気仙沼市松崎中瀬291-3 （有）三晃リビング 0226-24-0199 -

東北 宮城県 大崎市古川大宮3丁目2-16 （株）三塚内装 0229-24-0550 http://mitsuzuka-naisou.com/

東北 秋田県 秋田市仁井田本町3丁目6-37 インテリア館・美鶴  （（有）インテリア桜庭）
018-839-7227
0120-940-320

http://www.interiorkan-mitsuru.com

東北 秋田県 大仙市東川字佐戸19-3 インテリア館  優彩 0187-62-5550 http://www.yuusai.co.jp

東北 山形県 山形市馬見ヶ崎1-18-10 カーテンホーム21  ふとんスタジオ  山形店 023-666-8333 http://www.ch-21.jp/

東北 山形県 山形市蔵王半郷563-1 カーテン夢屋 023-688-8229 http://www.curtain-yumeya.com/

東北 山形県 山形市成沢西2丁目8-15 フロム・アール 023-688-1036 -

東北 山形県 寒河江市元町4丁目5-11 （株）インテリ屋 0237-86-6171 http://www.interiya.net

東北 山形県 米沢市中田町323-1 カーテンホーム21  ふとんスタジオ  米沢店 0238-37-2299 http://www.ch-21.jp/

東北 山形県 酒田市こあら1丁目1番地の22 （株）荘内インテリア 0234-22-9237 https://www.shonai-interior.co.jp/

東北 福島県 福島市吉倉字吉田51-1 福貨商事（株） 024-546-1291 http://www.fukuka.jp
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関東 茨城県 土浦市宍塚1351 (株)クルス 029-824-6961 http://www.kurusu.jp

関東 茨城県 牛久市栄町6-376 Be-Style  （（株）バンビック） 029-871-1823 http://be-style-2001.com

関東 茨城県 鹿嶋市宮中307-1 ルームビズ  鹿嶋店 0299-84-1317 http://www.s-soushoku.com/

関東 栃木県 宇都宮市岩曽町164-6 （有）カタロギア 028-625-2665 https://catalogia.hp.gogo.jp/pc/index.html

関東 栃木県 真岡市並木町1-8-6 （株）インテリアプラザ福田 0285-84-7311 http://www.p-fukuda.jp/

関東 栃木県 小山市花垣町2-10-10 オーダーカーテン中川 0285-35-1785 http://curtain-nakagawa.jp

関東 栃木県 足利市旭町553板通本社ﾋﾞﾙ1F インテリア＆キルトショップ  れんが 0284-41-0500 http://renga-quiltshop.jp/

関東 栃木県 下野市下古山2888-18 アークスペース 0285-53-0489 http://www.ark-space.net/

関東 群馬県 高崎市上大類町1029-2 カーテン  トレド 027-350-1688 http://c-toledo.com

関東 群馬県 高崎市筑縄町49-8 （株）アールプラン 0120-64-1223 http://www.r-plan1975.co.jp/

関東 群馬県 太田市下浜田町140-1 （株）アートプランタジマ 0276-55-8011 https://www.artplan-tajima.com/

関東 群馬県 高崎市上佐野町641-2 （有）ホンダリビング 027-326-7833 https://w-provence.com/

関東 群馬県 高崎市新町2489-6 （有）すみれ 0274-42-0223 http://www.sumire1952.co.jp

関東 群馬県 伊勢崎市寿町133-1 （有）インテリアコイケヤ 0270-24-8033 -

関東 群馬県 伊勢崎市連取町1554-1 家具のホンダ  伊勢崎店 0270-21-5800 http://seneso.jp

関東 群馬県 渋川市渋川下郷1272-1 （株）マルフク家具店 0279-22-0114 -

関東 埼玉県 さいたま市見沼区風渡野293-1 インテリア三藤 048-684-2140 -

関東 埼玉県 さいたま市浦和区仲町4-1-1 （株）白不二 048-864-4116 http://www.white-one.jp/

関東 埼玉県 さいたま市中央区鈴谷8-7-13 富士インテリア
048-840-5561
0120-160-620

http://www.fuji-interior.co.jp/

関東 埼玉県 坂戸市緑町6-2 ヴェスタ・ショップ 049-280-3338 https://vesta-shop.jp/

関東 埼玉県 川越市新宿町4-4-71 （株）市毛インテリアサービス  川越ショールーム 049-244-2048 http://www.kawagoe.com/ichige/

関東 埼玉県 狭山市入間川3-29-1 丸安家具インテリア館 04-2954-3428 http://www.maruyasu-scale.jp

関東 埼玉県 鶴ヶ島市上広谷176-13 デコール・コム  鶴ヶ島ショールーム 049-286-2530 http://www.kawagoe.com/ichige/

関東 埼玉県 朝霞市西弁財2-3-9 MZA  INTERIOR  エムザインテリア館 0120-557-863 http://www.mza-interior.co.jp

関東 埼玉県 東松山市材木町14-2 株式会社家具インテリア岡本 0493-22-0348 https://www.joyworld-okamoto.jp/

関東 埼玉県 東松山市材木町6-17 （有）ウチヤマ 0493-22-0354 http://www.uchiyama-net.com

関東 埼玉県 東松山市箭弓町3-4-13 インテリア  チクマ 0493-22-0635 http://interior-chikuma.com/

関東 埼玉県 所沢市上安松576-3 うちのカーテン 04-2995-6370 https://www.curtain-uchino.com

関東 埼玉県 所沢市けやき台2-6-1 (株)イケダ照明  所沢ショールーム 04-2925-2509 http://www.ikeda-shomei.co.jp

関東 埼玉県 所沢市日吉町9-22 (株)いせき 04-2922-1355 http://www.iseki-tokorozawa.jp

関東 埼玉県 所沢市山口1207 （有）なかむら 04-2922-8889 http://www.curtain-nakamura.co.jp/

関東
埼玉県 上尾市仲町1丁目5番10号 （有）京屋商店

048-771-0179
0120-161-979

http://kyoya-h.com

関東 埼玉県 北本市1丁目28番地 （有）ホンダ建装 048-593-5454 -

関東 千葉県 千葉市美浜区打瀬2-11-105ﾊﾟﾃｨｵｽ6番街 （株）エルドラード 043-296-5560 http://www.eldorado.co.jp

関東 千葉県 千葉市中央区南町1-12-17 カーテン＆住まいのリフォーム  サンアイ 043-264-4091 http://www.31-interior.com

関東 千葉県 千葉市若葉区西都賀3-20-3 （有）インテリア・スニー 043-255-1258 http://www.interior-suny.com

関東 千葉県 千葉市若葉区谷当町1080-5 （有）興和インテリア 043-239-1555 https://www.kowainterior.com

関東 千葉県 松戸市小金きよしヶ丘2-21-3 （有）インテリア・ヒタチ 047-341-9549 http://www.in-hitachi.com/

関東 千葉県 船橋市夏見1-1-18 カーテン専門店feel  船橋店
047-423-8322
0120-33-2251

http://www.feelchiba.jp

関東 千葉県 松戸市新松戸5丁目149 オーダーカーテンショップ  アプラ  新松戸本店
047-348-5070
0120-48-5070

http://www.aplu.jp/

関東 千葉県 習志野市袖ヶ浦4-12-24 フジホーム(株) 047-455-0111 http://fuji-b.jp/index.html

関東 千葉県 市原市五井西6-37-8 （有）ロングヒル 0436-23-9697 https://longhill-1.jimdo.com/
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関東 千葉県 市原市ちはら台東4-12-2 （有）サザン 0436-50-5550 http://www.sazn.co.jp

関東 千葉県 茂原市茂原1593-37 （株）日恵装飾 0475-24-6263 http://www.nikkeisousyoku.co.jp/index.html

関東 東京都 中央区日本橋小伝馬町2-3 川島（株）  サンケーアートイン 03-3663-3371 http://www.3k-kawashima.co.jp

関東 東京都 中央区日本橋大伝馬町17-4 （株）吉悦商店 03-3661-9289 https://www.yoshietsu.jp/

関東 東京都 中央区日本橋小舟町11-13NYビル6F オーダーカーテンショップ  アプラ  東京ショールーム
03-6810-8332
0800-800-1007

http://www.aplu.jp/

関東 東京都 中央区八重洲2-6-6ﾚｵﾊﾟﾚｽFlat八重洲1F 松装（株）  東京支店  東京ショールーム 03-5204-2223 https://www.matusou.co.jp/showroom/tokyo/

関東 東京都 港区南青山1-15-37 Prime  etoffe  （（有）ホームデコア） 03-5413-5463 http://www.e-windy.com/

関東 東京都 台東区入谷2-37-4 （株）インテリアヨシオカ 03-3874-4872 http://www.interior-yoshioka.jp

関東 東京都 台東区台東4-24-7佐竹ｱｰｹｰﾄﾞ街 インテリア・オノ 03-3831-4704 http://www.tctv.ne.jp/satake/ono/

関東 東京都 台東区台東4-31-3 カーテン専門店feel  御徒町店
03-3837-2066
0120-11-2274

http://www.feelin.jp/

関東 東京都 足立区宮城1-11-15 （株）鈴岩 03-3919-6011 -

関東 東京都 墨田区緑4-34-8 カーテン工房M  （（有）ミュー） 03-5600-8537 http://www.interia-m.com

関東 東京都 江戸川区東小岩1-31-5 中川インテリア（株） 03-3650-6111 http://www.nakagawa-in.co.jp

関東 東京都 江戸川区中葛西3-2-5村岡ﾋﾞﾙ1F （株）ウィズ  ショールームADDENDA 03-5605-2521 http://www.with-japan.com

関東 東京都 江戸川区中葛西3-30-2 Livin-a-Dainin  リヴィナ・ダイニン 03-3675-3675 http://www.livin-a-dainin.com

関東 東京都 江東区平野2-4-1 ANYFROOM（エニーフルーム) 0120-821-205 http://www.anyfroom.com

関東 東京都 江東区清澄3-1-13 ラ・ヴィータ（株） 03-5646-7123 http://www.lavita-web.jp

関東 東京都 品川区戸越2-5-5 アルピノ 03-3781-0647 -

関東 東京都 大田区西蒲田6-36-3 （株）インテリア山田  蒲田本店 03-3731-0275 http://interioryamada.d.dooo.jp/index.html

関東 東京都 大田区西蒲田7-48-13 蒲田室内装飾織物店 03-3731-6767 http://www.interior-kamata.com/index.html

関東 東京都 目黒区八雲1-8-10 （株）インテリア山田  八雲店 03-3724-2233 http://yamadastyle.la.coocan.jp/

関東 東京都 世田谷区三軒茶屋2-11-24 （有）湖東堂小森表具店 03-3421-5040 http://www.komori-jp.com

関東 東京都 世田谷区代田1-40-2 （株）リブ・ラブ・ラブ 03-3422-6520 http://www.livlovlov.com

関東 東京都 世田谷区用賀4-15-3 トータルインテリア  ヤマダ 03-3700-9810 http://www.interior-yamada.jp

関東 東京都 新宿区下落合3-16-10大同ビル1F JOY  HOME（ジョイホーム）  （厚和（株）） 03-6908-3456 http://www.kowa-joyhome.co.jp

関東 東京都 新宿区新宿3-26-11新宿高野本店ビル4F スタイリクス  新宿店 03-5366-1550 http://www.stylics.com

関東 東京都 中野区上高田5-43-2 （有）栄寿堂 03-3386-0629 -

関東 東京都 中野区東中野1-4-4ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ東中野1F 誠屋ハウジング 03-3361-8651 -

関東 東京都 中野区南台2-29-3 インテリアポピー 03-3381-6792 http://www.interior-poppy.com/index.html

関東 東京都 中野区松ヶ丘1-8-4 東京土建なかの住宅センター 03-3388-5449 https://www.doken23.jp/

関東 東京都 杉並区梅里1-19-11ｼｬﾝﾎﾞｰﾙ南高円寺1F 出張サービスカーテンショップTOKO 0120-50-1050 http://www.e-toko.to/

関東 東京都 杉並区西荻北4-32-12 （株）バウハウス 03-3399-7672 http://bauhaus-deco.co.jp/

関東 東京都 新宿区高田馬場2-14-29 エースインテリア 03-3204-8888 http://ace-interior.com/

関東 東京都 豊島区南大塚2-26-9ｷｸｴｲﾋﾞﾙ1F （有）大塚インテリア 03-3946-8538 http://g427549.bizloop.jp/s1/

関東 東京都 練馬区関町東1-28-9 日本エヌティアール（株） 03-3928-3525 http://www.jntr.co.jp/index.html

関東 東京都 練馬区大泉町1-42-10 大和工芸（株） 03-3978-1811 http://www.yamatokougei.co.jp

関東 東京都 練馬区西大泉1-15-4 （株）アリスコーポレーション 03-3867-3411 -

関東 東京都 練馬区田柄5-21-4 interior  styling  of  bright 03-5971-2456 http://www.bright-style.com/

関東 東京都 国立市富士見台1-12-13 （株）ユアーズ 042-575-4711 http://www.your-s.co.jp/

関東 東京都 国立市富士見台3-9-20 ファブリックス  スタジオ  コルティナ
042-501-0652
0120-664-674

http://www.cs-style.co.jp

関東 東京都 東村山市諏訪町1-21-9 （有）インテリアVAN 042-398-3720 http://www.interior-van.co.jp/

関東 東京都 立川市柏町4-56-2 （有）ムサシ 042-561-0634 http://www.interior634.com
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関東 東京都 立川市富士見町4-9-8 （株）アイアイ 042-522-5972 -

関東 東京都 町田市森野6-82-1 カーテンショップ  森の風 042-722-2214 http://www.daydreamers.co.jp/

関東 東京都 町田市金井町2480-7 トムズハウス 042-735-0118 http://www.tomshouse.jp

関東 東京都 青梅市勝沼1-31 アイデアルいとう 0428-22-3547 -

関東 東京都 多摩市関戸4-23-1 （株）インテリアタマ  聖蹟桜ヶ丘店 0120-017-593 http://www.interior-tama.com

関東 東京都 稲城市向陽台3-6-5 インテリアスペース彩 042-378-6634 http://interioraya.seesaa.net/

関東 東京都 東大和市中央2-873-1 インテリ家REGALO  日生社 042-565-7471 -

関東 神奈川県 川崎市多摩区登戸1890 カーテンギャラリーハンザム 0120-8036-12 http://www.hanzam.net

関東 神奈川県 横浜市神奈川区神大寺1-12-15 カーテン＆壁装館  ルーミスト 045-482-0063 http://www.roomist.jp

関東 神奈川県 横浜市港北区新横浜3-7-18日総第18ﾋﾞﾙ1F 松装（株）  横浜支店  横浜ショールーム 045-478-6911 https://www.matusou.co.jp/showroom/yokohama/

関東 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区岩間町2-175 （株）タカオインテリアデコレーティング 045-332-4111 http://www.takao-interior.com/

関東 神奈川県 横浜市青葉区市ヶ尾町1055-21 リビングジョイ（大希企画(株)） 045-972-2111 http://www.livingjoy.jp/

関東 神奈川県 横浜市緑区十日市場町901-1ﾐﾖｼﾋﾞﾙ1･2F （有）トータルインテリアミヨシ 045-985-3759 -

関東 神奈川県 相模原市東林間4-1-1 （株）パリー工芸 042-745-0070 http://www.parisinc.co.jp/index.html

関東 神奈川県 横浜市南区中島町1-13-101 カーテンスタジオBREEZE（ブリーズ）  （株）東洋商会
045-713-3001
0120-713871

-

関東 神奈川県 横浜市港南区港南台3-1-3港南台ﾊﾞｰｽﾞ2F （有）コットンハリウッド  港南台バーズ店 045-831-7195 http://www.cotton-hollywood.com/

関東 神奈川県 横須賀市東逸見町1丁目51番地 総合室内装飾  （株）鈴直  本社 046－822－1255 http://www.suzunao.co.jp/

関東 神奈川県 横須賀市根岸町5丁目21番40号 総合室内装飾  （株）鈴直  北久里浜店 046－852－3355 http://www.suzunao.co.jp/

関東 神奈川県 大和市西鶴間1-8-18 ミツワインテリア 046-275-2424 http://www.mitsuwa-i.com/

関東 神奈川県 大和市渋谷8-13-6ｳｨﾝｸﾞｼﾃｨ渋谷1階 カーテンミュージアム  高座渋谷ショールーム 046-267-9600 http://www.curtainmuseum.com

関東 神奈川県 厚木市三田2574-3 （株）シグマ 046-241-7851 http://www.sigma-home.co.jp

関東 神奈川県 厚木市林1-25-3 カーテンショップ  ＋PLAN 046-259-6569 http://plusplan-mado.com/

関東 神奈川県 横浜市戸塚区名瀬町767-38 （株）プリンスホーム 045-813-8600 -

関東 神奈川県 横浜市栄区犬山町59-9 中村商会 045-891-8214 -

関東 神奈川県 逗子市桜山5-8-2 （株）サイドインテリア 046-873-4932 -

関東 神奈川県 小田原市寿町5-9-23 （株）美装 0465-34-0608 http://www.odawara-biso.com/

関東 神奈川県 小田原市荻窪439-1 アキヤマインテリアデコレーション 0465-66-4000 http://hwsa7.gyao.ne.jp/curtain-akiyama/

関東 神奈川県 藤沢市大庭5061-2ｲｵﾝ藤沢専門店街2F (株)ミックインテリア  ライフピア店 0466-88-3255 https://rooke.work/

関東 神奈川県 相模原市中央区相模原6-25-10 （株）タナカインテリア 042-752-0457 http://www.tanakainterior.co.jp/

関東 神奈川県 相模原市中央区田名8568-1 （株）TABATA 042-760-7550 http://www.i-tabata.co.jp/

関東 神奈川県 高座郡寒川町一之宮1-23-23 カーテンワークス  カナリヤ 0467-74-4111 https://kanariya-shonan.com/index.html

関東 神奈川県 平塚市錦町3-12 （株）アスカ 0463-21-6083 http://www.e-co.jp

関東 神奈川県 平塚市見附町3-8 （有）グリーンアート 0463-25-1601 http://www.naisou-greenart.co.jp

関東 神奈川県 平塚市北豊田649 インテリアライフワーク 0463-37-3778 -

関東 神奈川県 平塚市徳延573-1 オーダーカーテンポピー 0120-87-9091 https://curtain-poppy.com/shop.html
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中部 新潟県 長岡市喜多町416 （株）ハイラート 0258-27-6341 http://www.heirat.jp

中部 新潟県 新潟市中央区万代3丁目5-36 トレド 025-255-5502 http://c-toledo.jp

中部 新潟県 新潟市中央区長潟12-8 カーテン専門館  デコ・ワールド
025-286-2217
0120-2217-33

http://www.decoworld.co.jp

中部 新潟県 新潟市中央区堀之内南1丁目32番16号 （株）インテリア山下 025-241-3421 http://www.re-shop02.com/

中部 新潟県 三条市北新保2丁目4-1 アサマ家具店  三条本店 0256-34-1377 http://www.asamakagu.jp

中部 新潟県 新潟市西蒲区旗屋534 （株）インテリア安藤 0256-88-2578 -

中部 富山県 中新川郡上市町三日市47-17 （有）インテリア・ホソカワタタミ 076-472-0853 http://www.tam.ne.jp/seil/

中部 富山県 砺波市宮沢町2-21 インテリアあゆみ 0763-33-2550 -

中部 石川県 金沢市大豆田本町甲555 （株）かあてんや金沢本店 076-234-2244 http://www.curtain-ya.com

中部 石川県 金沢市東蚊爪町ﾑ32-1 カーテンのウィンドウ 0120-07-0760 -

中部 石川県 金沢市保古3丁目154-2 アートハウス 076-240-4808 http://www.interior-arthouse.com/

中部 石川県 加賀市別所町1-80 株式会社北陸インテリア 0761-77-2234 https://hokuriku-interior.com/

中部 石川県 小松市白嶺町1丁目16-1 合同会社Ｐファブリック 0761-24-4187 http://www.p-fabric.jp/

中部 福井県 坂井市丸岡町松川1-15 仲村の家具 0776-66-2198 http://www.nakamurakagu.jp/

中部 福井県 あわら市温泉5丁目1301 インテリアカネコ 0776-77-1023 http://www.interiakaneko.com/

中部 福井県 福井市飯塚町第8号130-1 ルイ・シノン 0120-78-6410 http://www.nissou.net/

中部 福井県 福井市問屋町1-46 インテリア＆カーテン工房  JOY 0776-23-5414 http://www2.gol.com/users/usamishing/reform.htm

中部 福井県 福井市下河北町38-3-1 （株）いわほり 0776-41-0698 http://www.iwahori.net/

中部 長野県 長野市高田582 リメイクハウス  カモン 026-266-8177 http://www.comeon-jp.com/

中部 長野県 長野市広田88番地 インテリアハウス  ミヤザワ 0120-83-7448 http://www.i-miyazawa.com/

中部 長野県 岡谷市長地権現町1-1-50 （株）小林インテリア  カーテン館 0266-28-6131 http://www.kobayashi-interior.co.jp

中部 長野県 飯田市鼎名古熊2104-1 カーテンハウス  ウィン 0265-52-3461 -

中部 長野県 伊那市境1622-1 フジ装飾 0265-72-6502 -

中部 長野県 松本市野溝木工1-7-14 プラスヴィータ 0263-27-5111 http://www.plus-vita.co.jp/

中部 長野県 塩尻市大門泉町13-10 ミナトヤ 0263-52-3131 -

中部 岐阜県 岐阜市徹明通5丁目15-2 カーテン・コルティナ 058-251-0451 -

中部 岐阜県 岐阜市鏡島西2丁目16-26 カーテンバザー  CURTAIN  BAZZAR 058-253-1728 http://www.c-bazzar.com/

中部 静岡県 牧之原市堀野新田462-8 カーテンすぎやま 0548-58-0447 -

中部 静岡県 静岡市駿河区宮竹1-18-15105号 壁紙専門店YS-ワイエス 054-204-0090 http://ys-kabegami.net/

中部 静岡県 静岡市駿河区南八幡町25-18 カーテンハウス（R） 054-284-7800 http://www.curtainhouse.co.jp/

中部 静岡県 島田市東町2083-2 室内装飾  大石商店 0547-35-3617 http://oishisyoten.sakura.ne.jp/

中部 静岡県 浜松市中区中央3-7-1ﾊｰﾓﾆｱ新町1F 松装（株）  浜松ショールーム 053-522-9107 https://www.matusou.co.jp/showroom/hamamatsu/

中部 静岡県 浜松市東区原島町444-1 （株）ルーム 053-464-9336 http://www.room-idg.co.jp

中部 愛知県 豊川市御津町下佐脇佐脇原15-47 カーテン工房マルナ  豊川本店 0533-76-3500 http://www.maruna-aichi.co.jp/

中部 愛知県 岡崎市南明大寺町5－6 （株）サンエン 0564-54-3609 http://www.sanen.co.jp/

中部 愛知県 刈谷市末広町2丁目1-1 カーテン工房マルナ  刈谷店 0566-62-8512 http://www.maruna-aichi.co.jp/

中部 愛知県 名古屋市西区那古野2丁目12-21-1 ANYFROOM 0120-821-205 http://www.anyfroom.com

中部 愛知県 名古屋市緑区大高町殿山２０－１５９ 有限会社インテリアヤマカワ 052-623-6627 http://www.bisyamon.co.jp

中部 愛知県 名古屋市名東区一社3-96ﾙｰﾌﾞﾙﾋﾞﾙ202 BELLEZZA（ベレッツァ） 052-704-3377 http://www.aca.co.jp

中部 愛知県 豊田市逢妻町4-5-5 カーテン工房マルナ豊田店 0565-32-3888 http://www.maruna-aichi.co.jp/

中部 愛知県 春日井市篠木町7-20-9 松装（株）  春日井ショールーム 0568-84-1005 https://www.matusou.co.jp/showroom/kasugai/

中部 愛知県 一宮市萩原町西御堂字馬場46-1 カーテンハウスカントリー 0586-69-0532 http://www.curtain-country.com/

中部 愛知県 津島市愛宕町4-97-1 カーテン広場 0567-26-6599 http://www.k31.jp/
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近畿 三重県 鈴鹿市南江島町12-8 （株）MADOIRO 059-380-3880 http://madoiro.net/

近畿 三重県 鈴鹿市道伯町2329-36 ワタナベインテリア 0593-83-2811 http://www.watanabeinterior.com/

近畿 三重県 津市北丸之内74 インテリアハウスマツダ 0120-28-2970 http://www.0120282970.com/

近畿 滋賀県 栗東市小柿9丁目1番12号 （株）湖睦電気 077-554-3080 -

近畿 滋賀県 草津市大路3丁目1-19 カーテンDepo 077-567-8833 http://www.outlet-ism.jp/depo/

近畿 京都府 京都市中京区夷川通高倉西入山中町546-1 島田装飾夷川店 075-231-2429 http://www.curtain-shimada.com

近畿 京都府 宇治市槙島町一丁田13番地 カーテン工房きんき 0774-24-6877 http://www.k-kinki.com

近畿 京都府 京都市伏見区表町574-1 Room・Deco 075-634-9088 http://www.room-deco.jp

近畿 京都府 京都市西京区上桂森下町1-96 （株）平安 075-382-0615 http://www.kyoto-heian.com/interior/index.html

近畿 京都府 長岡京市長岡2丁目1-39小森ﾋﾞﾙ1F ジョイリビング  イトオ 075-955-1291 http://www.joylivingito.jp

近畿 大阪府 大阪市北区西天満4-11-23満電ﾋﾞﾙ1F 松装（株）  大阪支店  大阪ショールーム 06-6366-3003 https://www.matusou.co.jp/showroom/osaka/

近畿 大阪市 中央区北久宝寺町3-4-14(せんば心斎橋筋商店街) せんば心斎橋  マルクラ  カーテン卸館 06-6251-1615 http://www.ordercurtain.co.jp/

近畿 大阪府 箕面市西宿三丁目17-31 インテリア館ミズタニ  （（株）インテリア館リノプラス） 072-729-1351 http://www.mizutanikou.com/

近畿 大阪府 茨木市水尾1-16-3 （有）吉田装飾 072-633-1943 http://alpha21.jp/

近畿 大阪府 枚方市長尾家具町2-12-14 インテリアプラザ  トキワカーテンのブルーウィンドウ 072-864-2351 http://www.tokiwa-mfg.co.jp

近畿 大阪府 東大阪市御幸町2-3 （株）  インテルナ  くるみ 072-981-4083 -

近畿 大阪府 柏原市国分本町1-1-303 インテリアみやざき 0729-77-6457 -

近畿 大阪府 河内長野市木戸東町1138-3 リリオ（株）河内長野店 0721-56-5777 -

近畿 大阪府 堺市西区鳳西町1-77-18 maisto（マイスト） 072-266-2543 http://www.order-curtain.com/

近畿 大阪府 泉大津市田中町5-26西端第一ﾋﾞﾙ4階 （株）西端 0725-23-1151 -

近畿 大阪府 貝塚市堤428-1 インテリアオプション館  プレセラ 072-433-4556 https://presera.net

近畿 大阪府 泉佐野市高松北1-8-9 Interior＆Fabric  SHIMONAKA  （下中装飾） 072-462-3748 http://shimonaka-soushoku.com/

近畿 大阪府 堺市東区八下町1丁129 リリオ（株）堺店 072-253-2333 -

近畿 大阪府 堺市中区東山345 リリオ  東山店 072-239-5050 -

近畿 兵庫県 神戸市東灘区御影3-1-4 インテリアササキ 078-821-6689 http://www.kobe-sasaki.co.jp

近畿 兵庫県 西宮市南越木岩町10-5ｱｸｼｽ苦楽園｢千鳥屋｣2F インテリアレガーロ  苦楽園店 0798-75-0703 http://www.interior-regalo.com/

近畿 兵庫県 西宮市高木東町11-37ﾌﾟﾗｲﾑﾊｰﾂ201 アドゥ  インテリア 0798-66-3167 http://ado-interior.com/

近畿 兵庫県 川西市中央町13-19<川西市役所向かい> カーテンベール
072-740-2227
0120-402-257

http://www.curtain-ver.com

近畿 兵庫県 豊岡市九日市中町244-2 メルサ  Total  Interior  Decoration  Merusa
0796-23-2338
0120-39-2338

http://www.merusa.net

近畿 兵庫県 西宮市生瀬東町18-1 インテリアトーショク 0797-84-2438 -

近畿 奈良県 生駒市辻町399-11 （株）インテリアート  アフロス東生駒本店 0743-74-8463 http://www.aphros.jp/

近畿 奈良県 生駒市東生駒1-535 （株）三陽ホーミング 0743-72-2080 http://sanyo-homing.co.jp/

近畿 奈良県 生駒市新生駒台4-18 （株）ハウジングインテリア 0743-74-0063 http://housing-interior.com

近畿 奈良県 奈良市尼辻西町7番30号 （株）ベターリビング奈良 0742-48-1111 http://www.betanara.jp/

近畿 奈良県 香芝市瓦口2150番地 （株）ウエストハウス
0745-71-3210
0120-88-2183

http://west-house.net/

近畿 和歌山県 和歌山市神前156-2 インテルナ・モデルノ 073-476-0800 http://www.internamoderno.com/

近畿 和歌山県 和歌山市小雑賀770-5(国体道路ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ向い) インテリアにしやま 0120-68-2480 http://www.8080-2480.com/
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中国 鳥取県 鳥取市元魚町4-101 （株）インテリアフクタ 0857-23-6501 http://www.if-101.com

中国 島根県 出雲市渡橋町315‐4 インテリアたなか 0853-21-9532 http://interior-tanaka.com/index.html

中国 島根県 出雲市大津新崎町5-60 （有）アイディーワーク 0853-21-3673 http://idwork.net

中国 島根県 出雲市荻杼町13-2 （株）CoCoインテリア 0853-22-7712 http://www.sonoyama-runa.jp/

中国 島根県 出雲市平野町699-1 （株）インテリアアサオ 0853-23-8822 http://www.interior-asao.com/

中国 島根県 益田市乙吉町ｲ336-6 （有）インテリアウイング 0856-23-7388 -

中国 島根県 益田市あけぼの東町12-5 長尾装飾工業（株） 0856-23-7337 -

中国 岡山県 岡山市北区田中635-1 （有）須澤インテリアサービス 086-241-7149 http://www.e-suzawa.co.jp

中国 岡山県 岡山市北区今8丁目1番24号 （株）あすなろコーポレーション 086-245-5471 http://www.asunaro-interior-stage.co.jp

中国 岡山県 岡山市北区問屋町1-103ｶｲﾀｯｸﾌｪｽﾀ館2F （株）カイタックトレーディング  カイタックリビング ameni-Ca 086-241-2422 http://www.ameni-ca.jp

中国 岡山県 倉敷市児島上の町1-9-57 インテリア岡田（有） 086-472-3478 -

中国 岡山県 倉敷市水島北瑞穂町3-26 カーテン＆リフォーム  サンサン
086-448-0023
0120-3790-33

http://www.sunsun.co.jp

中国 岡山県 笠岡市五番町5-78 （株）ナカツカ寝装
0865-63-5585
0120-41-2025

https://nakatsukashinso.com/

中国 広島県 福山市御幸町中津原1765-2 カーテン＆インテリア  SALA 084-970-0570 http://sala-group.jp

中国 広島県 福山市南手城町3丁目12-11 （有）カーテン工房  福山店 084-961-3002 http://www.curtainkobo.jp/

中国 広島県 福山市東深津町3-13-31 カーテンプラザ 084-932-6750 http://curtain-plaza.com

中国 広島県 三原市本郷南2丁目8-22 mihara  village 0848-60-6625 https://mihara-village.net/

中国 広島県 広島市中区西川口町7番7号 （株）クラージュプラス 082-234-5333 http://www.courageplus.com/

中国 広島県 広島市安佐南区西原5-11-11F カーテン＆インテリアＳＡＬＡ  広島祇園店 082-875-7900 http://sala-hiroshima.com/

中国 広島県 広島市安佐南区相田2丁目5-18 （有）カーテン工房  安佐南店
082-832-6610
0120-36-5066

http://www.curtainkobo.jp/

中国 広島県 安芸高田市吉田町吉田693-1 ㈱山本家具 0826-42-0003 http://www.aki-yoshida.co.jp/yamamoto/index.html

中国 広島県 広島市佐伯区八幡1-6-28 （有）インテリア  ワ光 0120-280-198 http://wakou-remodel.co.jp

中国 広島県 広島市東区戸坂山崎町5番22 竹内装飾（株） 082-229-0006 -

中国 広島県 広島市東区牛田中2-1-10 Aria  Interiors 082-555-0700 -

中国 広島県 広島市東区牛田本町1-3ｼﾝﾃｯｸﾘﾗﾋﾞﾙ （株）シンテックコーポレーション 082-211-3704 http://www.sintex.jp

中国 広島県 広島市東区牛田本町4丁目2-1 リフォーム  インテリア  KAGEI 082-228-6115 http://www.kageikensou.com/

中国 広島県 広島市西区上天満町7-13 （株）井口家具百貨店 082-232-6315 http://www.inokuchikagu.co.jp/

中国 広島県 広島市西区商工ｾﾝﾀｰ5丁目11-1 青山装飾（株） 082-278-2323 https://aoso.co.jp/

中国 広島県 広島市西区井口明神2-1-17 （有）カーテン工房  井口店 082-501-3845 http://www.curtainkobo.jp/

中国 広島県 広島市南区出汐1丁目2-25 カーテン工房  出汐店 0120-27-5590 http://www.curtainkobo.jp

中国 広島県 廿日市市宮内993-2 （有）カーテン工房  廿日市店 0829-20-2345 http://www.curtainkobo.jp/

中国 広島県 広島市安佐北区口田4-8-8 インテリア丸装（株） 082-842-3741 http://www.marusoh.com

中国 山口県 防府市栄町1-10-30 いんてりあ蒼樹舘 0835-22-1532 http://www.soujukan.jp

中国 山口県 宇部市東本町1丁目2-24-1 （有）装和 0836-35-0992 http://japan-sowa.com

中国 山口県 宇部市大字中山字新堀1138-1 カーテンショップ  エトハウス（et  House） 0120-233-680 http://www.interior-koyo.com/

四国 香川県 高松市木太町4区2173番地 ラ・ヴィータ  高松店（※完全予約制ショールーム） 087-834-1181 http://la-vita.co.jp

四国 香川県 高松市高松町2350-1 （株）インテリアボックス 087-841-0600 -

四国 愛媛県 松山市南堀端町6番地12 ラ・ヴィータ  松山店（※完全予約制ショールーム） 089-921-1603 http://la-vita.co.jp

四国 愛媛県 松山市土居田町740-2 4.Saison（フォーセゾン） 089-994-6228 http://www.shop4saison.com

四国 愛媛県 松山市東野1丁目5‐5 （有）u.style 089‐914-5181 http://www.ustyle.co.jp

四国 愛媛県 松山市畑寺3丁目11-28 コーエキ（株）KISS 089-946-1142 http://www.kissjp.com

四国 愛媛県 新居浜市東雲町3丁目1-54 窓花工房 0897-36-3396 -

四国 高知県 高知市本町3-3-1 ラ・ヴィータ  高知店 088-871-1135 http://la-vita.co.jp
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九州 福岡県 糟屋郡宇美町ゆりが丘5丁目5-25 グリンハウス 092-932-4642 -

九州 福岡県 福岡市博多区博多駅東1-9-11大成博多駅東ﾋﾞﾙ1F 松装（株）  福岡支店  福岡ショールーム 092-412-1001 https://www.matusou.co.jp/showroom/fukuoka/

九州 福岡県 福岡市早良区昭代2丁目1-2 ライフファーレン（Life  Fahren） 092-823-0440 http://lifefahren.net

九州 福岡県 福岡市城南区七隈8丁目6-30ﾗｲﾄﾋﾞﾙ1F ココデリフォーム  福岡城南店 0120-534-260 http://refo-deco.com

九州 福岡県 福岡市城南区片江2-25-18 ロイヤルインテリア 092-407-0771
0120-969-774

http://www.k-craft-web.jp

九州 福岡県 福岡市早良区田隈2-9-1 インテリアルック 092-862-7775 http://look330.com

九州 福岡県 筑紫野市二日市中央3-7-3 寝具・インテリアのやない 092-924-2241 http://yanaishingu.com/

九州 福岡県 太宰府市大佐野3-19-20 （有）インテリア・ウインド 092-928-0385 -

九州 福岡県 飯塚市小正25-12 （有）インテリア  コクマイ 0948-25-0841 -

九州 福岡県 田川市大字伊田4143-1ｶ-ﾃﾝ道の駅201 （株）インテリア  ながしま 0947-42-1503 http://www.interior-nagashima.com

九州 福岡県 三潴郡大木町上八院1759番20 （有）大木装美 0944-32-2565 http://okisoubi.com

九州 佐賀県 鳥栖市本町2丁目1442-3 ai＆ai鳥栖本店 0120-85-4653 http://www.i-aiai.co.jp

九州 長崎県 長崎市元船町1-14 （有）さんち家具 095-826-4111 http://sanchikagu.com/

九州 長崎県 長崎市田中町376-3 （有）インテリアサービス長崎  ショールームｉDハウス 095-838-2278 https://is-nagasaki.co.jp/

九州 長崎県 長崎市葉山1-28-9 （有）ホームズ 095-857-5566 -

九州 長崎県 諫早市久山町1263-1 テキスタイル資料館  （有）富士装飾 0957-26-2414 http://www.fuji-soushoku.co.jp

九州 長崎県 諫早市栄田町21番地2号 HALC Design  ㈱クロダ 0957-25-8692 http://e-halc.com/

九州 熊本県 熊本市南区江越1-19-6 モーリス 096-326-3132 -

九州 熊本県 熊本市東区花立4丁目2-5 カーテンショールーム  FICS 096-360-2883 http://www.fics-shop.co.jp

九州 熊本県 熊本市東区尾ﾉ上1-39-10 （有）さとざき 096-384-4313 -

九州 熊本県 熊本市中央区白山1-3-31 ホームインテリア・プラスワン 096-288-1872 -

九州 熊本県 菊池郡菊陽町光の森2丁目15-4 インテリアヒルズ  （ツルタ装飾） 096-233-2003 http://www.interior-hills.com/

九州 大分県 大分市賀来北1丁目3番43号 （有）リビックス 097-549-6657 http://www.livix.net

九州 大分県 大分市上田町1-2 （有）銀装  サクラヤ 097-543-5452 http://ginsou-sakuraya.sunsun-net.com/

九州 大分県 大分市高城西町7-17 （株）ナルヨシ装研 097-558-7211 https://www.interior-naruyoshi.co.jp/

九州 大分県 中津市新博多町1723－1 かーてんはうす 0979-27-0337 http://curtain-house.jp/

九州 大分県 別府市石垣東6丁目1-3 カーテンショップBE-TEN 0977-21-0311 http://www.betten.co.jp/

九州 宮崎県 都城市安久町6883 カーテンDECO 0986-39-2737 http://www.house-deco.jp

九州 鹿児島県 鹿児島市草牟田2-1-8 昭和室内装備（株）  草牟田店 099-224-4524 https://showa-ss.com/

九州 鹿児島県 鹿児島市紫原5丁目14-17 カーテンルーム  ラヴィ（フクソウ） 099-254-9798 https://www.fukusou-k.com/

九州 鹿児島県 市東開町3番地120 （株）つきの 099-266-2330 http://www.tsukino.co.jp

九州 鹿児島県 鹿児島市小松原1-36-22 インテリアハウス  ニノミヤ 099-268-3055 -

九州 鹿児島県 鹿屋市新川町539番地 Interior.com  （ミヨシ建装（株）） 0994-45-5842 http://www.miyoshikensou.jp/interior.com/

九州 鹿児島県 鹿屋市旭原町3591‐4 Interior  Design  Studio 0994-35-1166 http://www.design-taniguchi.jp

九州 沖縄県 豊見城市字根差部727ｴｸｾﾙﾋﾞﾙ2F 那覇縫製センター 098-856-6404 http://at-ml.jp/71956

九州 沖縄県 豊見城市字名嘉地313-2 TOTAL  INTERIOR  ファブリック３３１ 098-850-5530 https://www.fabric331.com/

九州 沖縄県 豊見城市高安409-5 トミシロ建装 098-850-2749 -

九州 沖縄県 浦添市西洲2丁目7番地1 幸地ドレープ 098-875-3820 -

九州 沖縄県 浦添市宮城1丁目35-9 カーテンの店マルシゲ 098-943-5874 http://marushigesyokai.ti-da.net/

九州 沖縄県 沖縄市美里1537 （有）ワールドルーム 098-939-8032 http://wrm.ti-da.net/
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http://www.i-aiai.co.jp/
http://sanchikagu.com/
http://www.fuji-soushoku.co.jp/
http://e-halc.com/
http://www.fics-shop.co.jp/
http://www.interior-hills.com/
http://www.livix.net/
http://ginsou-sakuraya.sunsun-net.com/
http://www.interior-naruyoshi.co.jp/
http://curtain-house.jp/
http://www.betten.co.jp/
http://www.house-deco.jp/
http://www.fukusou-k.com/
http://www.tsukino.co.jp/
http://www.miyoshikensou.jp/interior.com/
http://www.design-taniguchi.jp/
http://at-ml.jp/71956
http://www.fabric331.com/
http://marushigesyokai.ti-da.net/
http://wrm.ti-da.net/

