
鹿児島県畳工業組合 2015年12月現在

地区 事業所名 〒 所在地 ＴＥＬ

鹿児島 ㈲園田タタミ店 890-0003 鹿児島市伊敷5-11-1 099-229-2021

鹿児島 ㈲平峯畳商会 890-0046 鹿児島市西田2-10-15 099-254-4443

鹿児島 ㈱木村畳店 890-0051 鹿児島市高麗町9-1 099-254-2208

鹿児島 ㈲東畳商会 890-0055 鹿児島市上荒田町7-2 099-254-1269

鹿児島 ㈲江並タタミ商会 890-0056 鹿児島市下荒田4-14-29 099-254-6847

鹿児島 ㈱安藤タタミ商店 890-0065 鹿児島市郡元2-15-32 099-252-1539

鹿児島 ㈲田中忠重畳店 890-0066 鹿児島市真砂町78-6 099-254-6221

鹿児島 ㈲並松タタミ店 890-0073 鹿児島市宇宿1-37-11 099-254-4350

鹿児島 ㈲竹原タタミ店 891-0113 鹿児島市東谷山2-35-15 099-267-1577

鹿児島 ㈲福島畳店 891-0116 鹿児島市上福元町6243 099-268-3842

鹿児島 鳥越タタミ店 891-0116 鹿児島市上福元町5828 099-268-4761

鹿児島 ㈲フォーユーシラオタタミ 891-0131 鹿児島市谷山港1-3-45 099-262-2062

鹿児島 釡付畳店 891-0202 鹿児島市喜入中名町2947 0993-45-0355

鹿児島 山下タタミ店 891-1304 鹿児島市本名町1748-3 099-294-4311

鹿児島 ㈲野呂畳店 892-0807 鹿児島市皷川町1-5 099-247-1774

鹿児島 ㈲川路畳店 892-0815 鹿児島市易居町6-3 099-222-7900

鹿児島 ㈱小田畳商会 892-0838 鹿児島市新屋敷町5-17 099-222-3224

鹿児島 ㈲木下畳商会 892-0852 鹿児島市下竜尾町5-16 099-222-4088

鹿児島 ㈲増田畳店 892-0862 鹿児島市坂元町2978-5 099-247-1693

鹿児島 原田畳店 899-2101 いちき串木野市湊町4-23 0996-36-2317

鹿児島 奥精肉畳店 899-2202 日置市東市来町長里11-5 099-274-2953

鹿児島 奥タタミ店 899-2203 日置市東市来町伊作田2007 099-274-2144

鹿児島 ㈲福留畳店 899-2504 日置市伊集院町郡1-70 099-272-3240

南薩 今林畳店 891-0311 指宿市西方2930-16 0993-25-4057

南薩 米倉畳店 891-0403 指宿市十二町2292-1 0993-22-3734

南薩 浜崎タタミ店 891-0405 指宿市湊4-7-15 0993-22-2953

南薩 下柳田タタミ店 891-0406 指宿市湯の浜5-4-16 0993-22-2024

南薩 八代タタミ店 891-0602 指宿市開聞川尻5553-3 0993-32-2196

南薩 祝迫重徳タタミ店 891-0702 南九州市頴娃町牧之内7578 0993-36-2381

南薩 岡村畳店 891-0704 南九州市頴娃町別府4963 0993-38-0318

南薩 方違畳店 897-0211 南九州市川辺町両添1984-1 0993-56-5250

南薩 川原畳店 897-0215 南九州市川辺町平山3210-4 0993-56-0527

南薩 北薗タタミ店 897-0222 南九州市川辺町永田1517 0993-56-0374

南薩 ㈲大江畳店 897-1121 南さつま市加世田唐仁原6103 0993-52-2768

南薩 上畠畳店 898-0014 枕崎市東本町167 0993-72-2647

南薩 神園幸夫畳店 898-0023 枕崎市若葉町198 0993-72-1817

南薩 田畑タタミ店 898-0041 枕崎市塩屋北町617 0993-72-3855

北薩 畳のたなべや 895-0021 薩摩川内市向田本町2-1 0996-22-4653

北薩 ㈲福永喜之商店 895-0027 薩摩川内市西向田町9-21 0996-20-1553

北薩 ㈲千畳屋 895-0061 薩摩川内市御陵下町2-64 0996-22-4322

北薩 中間畳店 895-1106 薩摩川内市東郷町斧渕424-2 0996-42-0188

北薩 ㈲山下製畳 895-1402 薩摩川内市入来町浦之名7568 0996-44-2149

北薩 ㈲豊倉畳工業 895-1402 薩摩川内市入来町浦之名7556-1 0996-44-2370
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北薩 ㈲宮畳工場 895-1812 薩摩郡さつま町虎居町10-17 0996-53-0653

北薩 ㈲シオタ 896-1101 薩摩川内市里町里3454 09969-3-2602

北薩 井川畳店 899-0137 出水市今釜町74 0996-67-0330

北薩 西タタミ店 899-0211 出水市知識町114-1 0996-62-5823

北薩 田中タタミ店 899-0214 出水市五万石町443 0996-62-2144

北薩 ㈲坂元畳工業 899-0404 出水市高尾野町下高尾野331-1 0996-82-0351

北薩 阿多畳店 899-1212 出水郡長島町川床1114 0996-87-0629

北薩 飯尾畳店 899-1304 出水郡長島町城川内668-1 0996-88-5634

姶良伊佐 ㈲富森タタミ店 899-4322 霧島市国分福島3-1-30 0995-45-1244

姶良伊佐 ㈲西薗タタミ店 899-4332 霧島市国分中央1-7-10 0995-45-0101

姶良伊佐 長友タタミ店 899-5421 姶良市東餠田576-1 0995-65-3015

伊佐 ㈲野口製茶タタミ 895-2511 伊佐市大口里2936-9 0995-22-1394

大隅 森永畳店 891-2116 垂水市柊原1357-1 0994-35-2627

大隅 尾迫畳店 891-2122 垂水市上町124 0994-32-0086

大隅 旭たたみ工業 891-2311 鹿屋市白水町136-2 0994-43-9399

大隅 前田畳店 891-2321 鹿屋市古江町646-1 0994-46-2059

大隅 永田畳店 893-0006 鹿屋市向江町22-6 0994-42-2709

大隅 安楽タタミ店 893-0013 鹿屋市札元1-11-24 0994-42-4354

大隅 久留米畳店 893-0022 鹿屋市旭原町3625-3 0994-43-3021

大隅 ㈲田中畳商店 893-0025 鹿屋市西祓川町1068 0994-42-4462

大隅 ㈲水口畳産業 893-0056 鹿屋市上野町4932-7 0994-42-4494

大隅 中鳥畳店 893-0062 鹿屋市新生町3-26 0994-43-3594

大隅 ㈲原口畳店 893-0064 鹿屋市西原1-38-43 0994-43-3477

大隅 豊倉畳店 893-1103 鹿屋市吾平町麓3435-3 0994-58-6206

大隅 松元畳店 893-1207 肝属郡肝付町新富361 0994-65-2350

大隅 長瀬畳店 893-2301 肝属郡錦江町神川3480 0994-22-0038

大隅 ㈲田原タタミ店 899-7102 志布志市志布志町帖4803-8 0994-72-0448

大隅 竹下タタミ・ふすま店 899-7104 志布志市志布志町安楽121-11 0994-72-2525

大隅 五反田畳店 899-7602 志布志市松山町泰野3406-1 0994-87-8354

大隅 二之宮畳企業組合 899-8102 曽於市大隅町岩川6524 0994-82-0117

大隅 中野たたみ店 899-8604 曽於市末吉町諏訪方8247-3 0986-76-2012

大隅 中野たたみ店 899-8608 曽於市末吉町南之郷4710-4 0986-76-1691

熊毛 長瀬畳店 891-3101 西之表市西之表18000-1 0997-22-0312

熊毛 立山畳店 891-3604 熊毛郡中種子町野間5313-2 0997-27-0403

熊毛 河野タタミ店 891-3701 熊毛郡南種子町中之上2839 0997-26-1504

熊毛 山田畳店 891-3702 熊毛郡南種子町平山1579-1 0997-26-7025

屋久島 中島タタミ店 891-4205 熊毛郡屋久島町宮之浦2447-126 0997-42-1152

屋久島 野崎畳店 891-4311 熊毛郡屋久島町安房144 0997-46-3748

大島 中村建設㈲ 891-6202 大島郡喜界町湾313 0997-65-0257

大島 港崎製畳店 891-9111 大島郡和泊町手々知名522-1 0997-92-0123

大島 南山畳店 891-9214 大島郡知名町知名484-8 0997-93-3496

大島 ㈲クリンテック美佐 894-0034 奄美市名瀬入舟町1-1 0997-52-0390

徳之島 ㈲丸正建設 891-7101 大島郡徳之島町亀津3337-2 0997-83-1144

徳之島 盛タタミ店 891-7101 大島郡徳之島町亀津3012 0997-83-3133
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