ホームファニシング・家具／北海道
〒007-0834 北海道札幌市東区北34条東23-1-25
❶昭和55年9月 ∩平成26年10月17日

〒053-0053 北海道苫小牧市柳町4-5-41
❶昭和56年6月 ∪平成23年4月22日（旧屋内：
1,744坪）

3）
ニトリ美園店

18）
ニトリ滝川店

〒062-0003 北 海 道 札 幌 市 豊 平 区 美 園 三 条

〒073-0013 北海道滝川市南滝の川115-4アク
ロスプラザたきかわ
❶昭和63年4月 ❼898坪 ♤1,400台 ∪平成22
年6月4日（旧屋内：630.3坪）

2）
ニトリ新道店

ホームファニシング・
家 具

3-2-10
❶平成21年10月9日 ❼1,975坪 ♤219台

＊店舗の配列は都道府県順

4）
ニトリ川沿店
〒005-0805 北海道札幌市南区川沿五条1-1-80
❶平成18年1月27日 ❼1,962坪 ♤129台

㈱ニトリホールディングス
（ホームファニシング・家具）
【代表者】似鳥 昭雄
（代表取締役社長）
【本社】〒001-0907 北海道札幌市北区新琴似七
条1-2-39

TEL.011-330-6200
【本部】〒115-0043 東京都北区神谷3-6-20

TEL.03-6741-1235
【URL】
http://www.nitorihd.co.jp/
【広報・連絡責任者】
（広報部担当）

TEL.03-6741-1213 FAX.03-6741-1263
【設立】昭和47年3月
【資本金】133億7,000万円

ＨＦ・家具

【出身業種】家具店
【取引銀行】北洋銀行, みずほ銀行, 三菱東京
UFJ銀行, 三井住友銀行, 三井住友信託銀行
【関係会社／フランチャイズ】㈱ニトリ, ㈱
ホ ー ム ロ ジ ス テ ィ ク ス, ㈱ ニ ト リ フ ァ ニ
チャー , ㈱ニトリパブリック
【年商高】
（平成27年2月
（連結）
決算）
全体：4,172億8,500万円
（107.7%）
【経常利益】
（平成27年2月
（連結）決算）
（107%）
全体：679億2,900万円
【社員数】全体：社員9,215名 ❹9,877名
【店舗数】全体：379店
ホームファニシング・家具：379店
【役員】1）
代表取締役社長：似鳥 昭雄
2）代表取締役副社長：白井 俊之
3）専務取締役（海外出店計画ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ）：
古宮 小進
4）専務取締役：池田 匡紀
5）専務取締役（店舗開発部ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ）：須
藤 文弘
6）取締役：安藤 隆春
7）取締役：竹島 一彦
8）常勤監査役：久保 隆男
9）監査役：井本 省吾
10）監査役：小澤 正明
11）監査役：鈴木 和宏
【店舗所在県名】47都道府県
【本部公休日】日曜日
※2010年8月21日、会社分割により設立した㈱
ニトリ及び㈱ホームロジスティクスに、家具・
インテリア用品の販売事業及びグループの物
流機能に係る事業を承継し、持株会社体制へ
移行。
同日、㈱ニトリから商号変更。
【店舗概要】
ホームファニシング・家具

1）
ニトリ麻生店
〒001-0907 北 海 道 札 幌 市 北 区 新 琴 似 七 条

1-2-39
❶ 昭 和48年6月 ❺1,713坪 ❻1,800.1坪 ❼
1,307坪 ♤119台 ∩平成24年8月22日 ※店舗
配列は都道府県順
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19）
ニトリ釧路店

〒088-0615 北海道釧路郡釧路町睦1-1-1
❶平成2年3月 ❸9名 ❹7名 ❺2,229.4坪 ❻
5）
ニトリ厚別店
2,030坪 ❼1,664坪 ♤93台 ∪ 平 成11年8月
〒004-0053 北海道札幌市厚別区厚別中央三条
（旧屋内：1,728坪）

4-1-1

❶平成19年3月9日 ❼1,997坪 ♤152台

6）
ニトリ宮の沢店
〒006-0004 北海道札幌市手稲区西宮の沢四条

2-1-8

20）
ニトリ青森西バイパス店
〒038-0003 青森県青森市石江三好114-1
❶平成12年6月 ∪平成25年11月29日（旧屋内：
1,738坪）

❶平成19年12月7日 ❼1,899坪 ♤262台

21）
ニトリ弘前店

7）
ニトリ平岡店

〒036-8085 青森県弘前市末広2-1-4
❶平成16年10月 ❼2,041坪 ♤187台

〒004-0871 北海道札幌市清田区平岡1条6-1-1
❶昭和61年5月 ❸6名 ❹4名 ❺1,745.5坪 ❻
1,149.7坪 ❼1,484坪 ♤107台 ⊆平成21年11
月27日
（旧屋内：973.3坪）

8）
ニトリ函館店
〒041-0806 北海道函館市美原2-13-26
❶昭和58年3月 ❸15名 ❹20名 ❺2,316.4坪
❻2,071.8坪 ❼1,951坪 ♤122台 ∩平成22年9
月23日

9）
ニトリウイングベイ小樽店
〒047-0008 北海道小樽市築港11-1ウイングベ
イ小樽2番街3F
❶平成20年7月11日 ❼1,457坪 ♤5,000台

10）
ニトリ旭川四条店

22）
ニトリ八戸店
〒031-0071 青森県八戸市沼館1-18-34
❶ 平 成 10 年 10 月 ❸ 10 名 ❺ 1,966.1 坪
2,011.8坪 ❼1,589坪 ♤120台

❻

23）
ニトリ五所川原エルム店
〒037-0004 青森県五所川原市唐笠柳字藤巻

509-1
❶平成19年5月25日 ❼401坪 ♤2,500台 ※大
型家具の取扱いなし

24）
ニトリむつマエダ店
〒035-0071 青森県むつ市小川町2-4-8マエダ本
店3F
❶平成27年4月10日

〒078-8214 北海道旭川市四条通25-297-2
❶昭和56年12月 ❼1,568坪 ♤105台 ∪平成
26年11月14日（旧屋内：884坪）

25）
ニトリ盛岡店

11）
ニトリ旭川春光店

26）
ニトリ北上店

〒020-0125 岩手県盛岡市上堂3-1-10
❶平成18年12月8日 ❼1,991坪 ♤161台

〒070-0901 北海道旭川市花咲町5-2272
❶平成3年4月 ❸12名 ❹8名 ❺4,106.1坪 ❻
4,855.2坪 ❼1,859坪 ♤341台 ∩平成25年11
月15日

〒024-0004 岩手県北上市村崎野14地割476-1
❶平成20年11月28日 ❼986坪 ♤249台

12）
ニトリ室蘭店

15-1

〒050-0083 北海道室蘭市東町1-4-6弥生SC内
❶昭和61年4月 ❸7名 ❹19名 ❺1,600坪 ❻
881坪 ❼1,396坪 ♤203台 ⊆平成12年10月
（旧屋内：608.5坪）

27）
ニトリ水沢店
〒023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河字沼田
❶平成23年4月1日 ❼1,059坪

28）
ニトリ仙台港店
〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字出花

195

13）
ニトリ帯広稲田店

❶平成22年10月29日 ❼2,052坪

〒080-0831 北海道帯広市稲田町南9線西9-1
❶平成16年9月17日 ❼1,855坪 ♤1,889台

29）
ニトリ仙台西多賀店

14）
ニトリ帯広店
〒080-0027 北海道帯広市西十七条南3-23
❶昭和63年6月 ❸8名 ❹7名 ❺2,576.4坪 ❻
1,374.5坪 ❼1,120坪 ♤75台

15）
ニトリ北見店

〒982-0034 宮城県仙台市太白区西多賀1-24-18
❶平成12年10月 ❼1,934坪 ♤144台

30）
ニトリ仙台松森店
〒981-3111 宮城県仙台市泉区松森字太子堂38
❶平成16年3月 ❼2,551坪 ♤512台 ∩平成25
年11月15日

31）
ニトリ石巻店
〒090-0837 北海道北見市中央三輪8-1-1
❶平成2年6月 ∪平成23年4月29日（旧屋内： 〒986-0861 宮城県石巻市蛇田字新金沼440-1
685坪）
❶平成22年12月3日 ❼1,608坪
16）
ニトリ岩見沢店

32）
ニトリ岩沼店

〒068-0029 北海道岩見沢市九条西17-2
❶昭和63年8月 ❺987.3坪 ❻932.1坪 ❼736
坪 ♤30台 ∩平成24年4月13日

〒989-2434 宮城県岩沼市藤浪2-3-15
❶平成9年8月 ❸7名 ❹9名 ❺1,594.5坪 ❻
1,613.6坪 ❼1,317坪 ♤134台

17）
ニトリ苫小牧店

33）
ニトリ大崎店

ѸѸ

ホームファニシング・家具／北海道
〒989-6223 宮城県大崎市古川青塚165-1
❶平成21年11月20日 ❼1,040坪 ♤124台

34）
ニトリ秋田店
〒010-0061 秋田県秋田市卸町1-1-9
❶平成10年10月 ❸9名 ❺3,622.1坪 ❻2,048.2
坪 ❼1,985坪 ♤180台

51）
ニトリ結城店

68）
ニトリ太田店

〒307-0001 茨城県結城市結城字公達9781-7
❶平成17年2月25日 ❼1,504坪 ♤214台

〒373-0861 群馬県太田市南矢島町891-1
❶平成8年6月 ∪平成25年12月20日（旧屋内：
1,084坪）

52）
ニトリ牛久店
〒300-1234 茨城県牛久市中央4-11-4
❶平成8年4月 ❸8名 ❹9名 ❺1,743.3坪 ❻
1,590.3坪 ❼1,326坪 ♤70台

69）
ニトリみどり店

53）
ニトリつくば店

70）
ニトリ大宮バイパス店

36）
ニトリメルシティ潟上店

〒305-0818 茨城県つくば市学園南E110街区1
❶平成22年3月19日 ❼1,494坪 ♤151台

〒331-0046 埼玉県さいたま市西区宮前町1-1
❶平成15年3月 ❼1,842坪 ♤252台

〒018-1504 秋田県潟上市飯田川飯塚字上堤敷

54）
ニトリ勝田店

71）
ニトリ武蔵浦和店

35）
ニトリ大館店
〒017-0033 秋田県大館市下綱341
❶平成23年2月18日

69-11
❶平成24年12月7日

37）
ニトリ大仙店
〒014-0032 秋田県大仙市東川字屋敷後167
❶平成21年12月4日 ❼1,008坪 ♤132台

38）
ニトリ山形北店
〒990-0001 山形県山形市穂積75-1
❶平成23年12月16日

39）
ニトリ山形南店

〒312-0033 茨城県ひたちなか市市毛890
❶平成5年3月 ❸9名 ❹10名 ❺1,915.8坪 ❻
1,670.6坪 ❼1,307坪 ♤111台 ⊆平成9年7月
（旧屋内：756坪）

55）
ニトリ鹿嶋店
〒314-0022 茨城県鹿嶋市長栖字蒲地2288-159
❶平成21年12月4日 ❼993坪 ♤87台

56）
ニトリ西友楽市守谷店

〒990-2451 山形県山形市吉原3-13-28
❶平成12年11月 ❼1,565坪 ♤123台

〒302-0128 茨城県守谷市けやき台4-1-6西友楽
市守谷SC内
❶平成15年4月 ❼984坪 ♤892台

40）
ニトリ米沢店

57）
ニトリ宇都宮鶴田店

〒992-0057 山形県米沢市成島町2-1-36
❶平成21年4月29日 ❼1,290坪 ♤90台

41）
ニトリ庄内三川店
〒997-1316 山形県東田川郡三川町猪子字大堰
端326-1
❶平成17年11月23日 ❼1,500坪 ♤172台

42）
ニトリ福島店
〒960-8152 福島県福島市鳥谷野字宮畑95-1
❶平成26年2月14日

43）
ニトリ会津若松店
〒965-0053 福島県会津若松市町北町上荒久田
字村北70
❶平成21年4月24日 ❼1,522坪 ♤168台

44）
ニトリ郡山店
〒963-0115 福島県郡山市南1-8
❶平成20年12月12日 ❼1,527坪 ♤144台

45）
ニトリいわき店
〒971-8141 福島県いわき市鹿島町走熊小神山

11-1
❶平成11年4月 ❸10名 ❻2,016.4坪 ❼1,730
坪 ♤78台

46）
ニトリ白河店
〒961-0981 福島県白河市北真舟172-1とぴあ

104 2F
❶平成26年10月24日

47）
ニトリ水戸店

48）
ニトリ日立店
〒317-0077 茨城県日立市城南町3-4-3
❶平成20年4月18日 ❼1,172坪 ♤227台

58）
ニトリ宇都宮平出店
〒321-0901 栃木県宇都宮市平出町3562
❶平成15年12月12日 ❼1,959坪 ♤224台

59）
ニトリ足利店
〒326-0831 栃木県足利市堀込町2485-1
❶平成7年2月 ❸7名 ❹6名 ❻1,302.4坪 ❼
1,039坪 ♤49台

60）
ニトリ佐野店
〒327-0821 栃木県佐野市高萩町1343-5
❶平成27年2月11日

61）
ニトリ今市店
〒321-2414 栃木県日光市豊田25-1
❶平成27年12月18日

62）
ニトリ小山店
〒323-0014 栃木県小山市喜沢字海道西1369
❶平成25年2月8日

63）
ニトリイオンタウン真岡店
〒321-4306 栃木県真岡市台町2668イオンタウ
ン真岡内
❶平成27年6月5日

64）
ニトリ那須塩原店
〒329-2751 栃木県那須塩原市東三島2-81-10
❶平成21年10月23日 ❼1,002坪 ♤62台

65）
ニトリ前橋店
〒371-0044 群馬県前橋市荒牧町2-1-1
❶平成11年10月 ❸10名 ❺2,770坪 ❻2,044.8
坪 ❼1,731坪 ♤157台

66）
ニトリ高崎店

〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所7-3-1
❶平成17年11月1日 ❼1,484坪 ♤349台

72）
ニトリ浦和中尾店
〒336-0932 埼玉県さいたま市緑区中尾3720ク
イズゲート浦和2F
❶平成20年3月27日 ❼1,349坪 ♤338台

73）
ニトリ岩槻店
〒339-0047 埼玉県さいたま市岩槻区原町14-1
❶平成25年7月26日 ❼1,557坪 ♤134台

74）
ニトリ川越店
〒350-1110 埼玉県川越市豊田町3-13-1
❶平成23年11月18日 ❼2,000坪

75）
デコホーム川越モディ店
〒350-1122 埼 玉 県 川 越 市 脇 田 町4-2川 越 モ
ディ2F
❶平成26年6月20日

76）
ニトリ熊谷店
〒360-0816 埼玉県熊谷市石原1-102-3
❶平成23年11月25日 ❼1,592坪 ♤129台

77）
デコホームララガーデン川口店
〒332-0028 埼玉県川口市宮町18-9ララガーデ
ン川口2Ｆ
❶平成23年2月11日 ❼307坪 ♤1,250台

78）
ニトリ鳩ヶ谷店
〒334-0003 埼玉県川口市坂下町4-6-14
❶平成27年2月6日

79）
ニトリベスタ本庄店
〒367-0023 埼玉県本庄市寿3-5-20
❶平成24年7月27日

80）
ニトリ鴻巣店
〒365-0073 埼玉県鴻巣市八幡田474
❶平成15年11月 ❼1,481坪 ♤153台

81）
ニトリ草加店
〒340-0051 埼玉県草加市長栄町581-1
❶平成12年4月 ❼2,015坪 ♤215台 ∩平成26
年10月10日

82）
デコホームセブンタウンせんげん台店
〒343-0042 埼玉県越谷市千間台東2-707
❶平成25年9月27日

83）
ニトリ入間店
〒358-0026 埼玉県入間市小谷田1-12-43
❶平成18年12月15日 ❼1,929坪 ♤215台

84）
ニトリ新座店

〒300-0811 茨城県土浦市上高津360
❶平成27年12月25日

〒370-0069 群馬県高崎市飯塚町28-1
❶平成6年5月 ❸11名 ❹9名 ❻1,883.3坪 ❼
1,616坪 ♤152台 ⊆ 平 成10年9月（ 旧 屋 内：
817坪）

50）
ニトリ石岡店

67）
ニトリ伊勢崎店

85）
ニトリ桶川店

〒315-0031 茨城県石岡市東大橋1977-1ウェル
サイト石岡内
❶平成20年9月5日 ❼1,017坪 ♤1,157台

〒372-0812 群馬県伊勢崎市連取町3345-6
❶平成18年12月1日 ❺2,303坪 ❼1,524坪 ♤
157台

86）
ニトリ久喜店

49）
ニトリ土浦店

ѸѸ

ＨＦ・家具

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町188-1
❶平成19年4月13日 ❼1,512坪 ♤420台 ∩平
成27年2月27日

〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1235-1
❶平成22年11月26日 ❼2,072坪

〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1271
❶平成23年12月23日

〒352-0011 埼玉県新座市野火止4-4-43
❶ 平 成 10 年 10 月 ❸ 18 名 ❺ 2,487.3 坪
2,025.2坪 ❼1,694坪 ♤273台

❻

〒363-0008 埼玉県桶川市坂田細谷1550-1
❶平成19年10月19日 ❼1,435坪 ♤147台
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ホームファニシング・家具／千葉県
TEL.0144-55-7741
❶平成26年3月8日

TEL.048-810-1788 FAX.048-810-1602

♤2,500台

4）
大川家具所沢店

6）
IKEA福岡新宮

11）
スイートデコレーション室蘭中央店

〒359-1142 埼玉県所沢市上新井5-2-2

〒811-0120 福岡県糟屋郡新宮町中央駅前2-9-1

〒051-0011 北海道室蘭市中央町3-1-8スーパー
アークス室蘭中央店2F

TEL.04-2923-1381 FAX.04-2922-9234
∪平成21年9月5日

❶平成24年4月11日 ❺19,021坪 ❼960坪

TEL.0143-24-1200

5）
大川家具草加店

7）
IKEA立川

〒340-0011 埼玉県草加市栄町1-7-18-2F

〒190-0014 東京都立川市緑町6

❶平成26年10月4日

12）
スイートデコレーションメガアウトレット西岡店
〒062-0034 北 海 道 札 幌 市 豊 平 区 西 岡 四 条

3-1-45
TEL.011-859-1717
❶平成26年10月18日

13）
スイートデコレーション東神楽店
〒071-1523 北海道上川郡東神楽町ひじり野南
一条6-1-1アルティモール1F

TEL.0166-83-771 FAX.0166-83-7702
❶平成27年3月13日 ♢なし ♡郊外テナント
閉店・業態転換等

1）スイートデコレーション旭川店

㈱大川ホールディングス

TEL.048-932-5111 FAX.048-932-2733

TEL.0570-01-3900

6）
大川家具戸田店
〒335-0025 埼玉県戸田市南町9-29-2F

❶平成26年4月10日 ❺7,887坪 ❻6,304坪 ❼
7,189坪 ♤1,364台

TEL.048-434-4951 FAX.048-434-4952

8）
IKEA仙台

7）
大川家具鶴ヶ島店

〒982-0007 宮城県仙台市太白区あすと長町

〒350-2219 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町2-8-3

TEL.049-287-8011 FAX.049-272-4128

イケア・ジャパン㈱

【URL】http://www.ikea.com/jp/ja/
【設立】平成14年7月1日
【資本金】1億1,000万円
【年商高】
（平成26年8月期決算）
TEL.048-685-9888 FAX.048-685-7588
（105.9%）
全体：771億円
【URL】
http://www.oh-kawa.co.jp/
【店舗数】全体：8店
【設立】昭和37年7月
ホームファニシング・家具：8店
【資本金】3億8,674万円
【 標 準 店 の 商 圏 人 口・ ア イ テ ム 数 】家 具・
【関係会社／フランチャイズ】㈱大川, ㈱アッ HF(12,121坪) 10,000アイテム
トイーズ, ㈲エコパーク, ㈱スーパーバリュー 【主力部門】家具, インテリア, 生活雑貨, ホー
【年商高】
（平成27年7月決算）
ム･ファニシング
全体：48億4,600万円
【店舗所在県名】宮城県, 埼玉県, 千葉県, 東京
【社員数】全体：社員255名
都, 神奈川県, 大阪府, 兵庫県, 福岡県
【店舗数】全体：25店
【店舗概要】
ホームファニシング・家具：2店
ホームファニシング・家具
家具専門店：7店
1）
IKEA船橋
その他：16店
〒273-0012 千葉県船橋市浜町2-3-30
【店舗所在県名】栃木県, 埼玉県, 東京都
ホームファニシング・家具

1）
アットイーズ・プラス東浦和店
〒336-0932 埼 玉 県 さ い た ま 市 緑 区 中 尾333-

3-1F
TEL.048-810-1733 FAX.048-810-1601
∩平成24年5月19日 ※カフェを併設

2）
アットイーズインテリアモール鶴ヶ島店
〒350-2219 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町2-8-3大
川インテリアモール内

TEL.049-272-5022 FAX.049-272-4113
❶平成16年6月10日 ※カフェを併設※㈱アッ
ＨＦ・家具

トイーズの経営
家具専門店

1）
大川家具宇都宮店
〒321-0925 栃木県宇都宮市東簗瀬1-6-1

TEL.028-634-0500 FAX.028-634-3576

2）
大川家具大宮店
〒331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町

1-644
TEL.048-665-5501 FAX.048-667-4917

3）
大川家具東浦和店
〒336-0932 埼 玉 県 さ い た ま 市 緑 区 中 尾333-

3-2F

HCI ホームセンター名鑑 2016

2-1-1
TEL.0570-01-3900
❶平成26年7月17日 ❺8,986坪 ❼5,068坪 ♤
700台

（ホームファニシング・家具）
㈱インテリア計画
【代表者】ピーター・リスト（代表取締役社長）
（家具専門店）
【 本 社 】〒273-0012 千 葉 県 船 橋 市 浜 町2-3【代表者】川脇 秀夫
（代表取締役社長）
30IKEA船橋5F
【本社】〒277-0023 千葉県柏市中央2-1-4
TEL.047-436-1111

（家具専門店）
（代表取締役）
【代表者】川畑 賢治
【本社】〒337-0017 埼玉県さいたま市見沼区風
渡野267-1

【店舗概要】

TEL.0570-01-3900

TEL.047-436-1111
❶ 平 成18年4月24日 ❺12,879坪
♤2,200台 ∩平成23年12月17日

❼7,121坪

TEL.04-7164-3515 FAX.04-7164-6920

【URL】http://www.kagu.co.jp/
【Email】
kashiwa@kagu.co.jp
【設立】昭和38年
【資本金】1,505万円
【店舗数】全体：3店
家具専門店：3店
【店舗所在県名】千葉県, 神奈川県
【店舗概要】
家具専門店

1）
メガマックス千葉ＮＴ店
〒270-1334 千葉県印西市西の原5-1

TEL.0476-48-5255 FAX.0476-48-5355
❶ 平 成16年12月25日 ❺7,637坪 ❻3,034坪
❼2,727坪 ♤250台 ※大型アウトレット家
具店

2）
インテリアカーサ柏店
〒277-0023 千葉県柏市中央2-1-4

TEL.04-7167-0166 FAX.04-7167-1414
∩平成17年6月11日

2）
IKEA港北

2）
メガマックス厚木店

〒224-0043 神 奈 川 県 横 浜 市 都 筑 区 折 本 町

〒243-0031 神奈川県厚木市戸室5-31-1アツギ
トレリス1F

201-1
TEL.045-470-7500
❶ 平 成18年9月15日
❼7,583坪 ♤2,000台

TEL.046-225-7255 FAX.046-225-8455
❺14,736坪

❻9,665坪

3）
IKEA神戸

❶ 平 成18年3月21日 ❼11,549坪
※大型アウトレット家具店

♤1,500台

閉店・業態転換等

〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町8-7-1
神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ内

TEL.078-304-7000
❶ 平 成20年4月14日
❼7,242坪 ♤2,042台

❺13,264坪

❻8,292坪

4）
IKEA鶴浜
〒551-0023 大阪府大阪市大正区鶴町2-24-55

1）インテリアカーサ八千代店

㈱かねたや家具店
（家具専門店）
【代表者】萩原 徹雄
（代表取締役）
【本部】〒264-0025 千葉県千葉市若葉区都賀

4-3-1
TEL.043-233-2561 FAX.043-233-3621
❺13,636坪 ❼12,121坪 【URL】http://www.kanetaya.com/
【設立】昭和29年11月
5）
IKEA新三郷
【資本金】1,000万円
〒341-0009 埼玉県三郷市新三郷ららシティ 【店舗数】全体：15店
2-2-2
ホームファニシング・家具：15店
TEL.048-950-0300
【店舗所在県名】茨城県, 埼玉県, 千葉県
❶平成20年11月19日 ❺17,273坪 ❼12,121坪 【店舗概要】
TEL.06-6556-2700
❶ 平 成20年8月1日
♤2,150台

ѸѸ

ホームファニシング・家具／東京都
1）
ROOM DECO かねたや 龍ヶ崎店

14）
ROOM DECO かねたや 柏本店

TEL.03-5771-3591
❶平成24年7月21日 ❼210坪

〒301-0034 茨城県龍ケ崎市小通幸谷町288ク
イズモール2F

〒277-0005 千葉県柏市柏586-2

7）
アクタス新宿店

TEL.04-7163-2581 FAX.04-7163-3166
♠10:00〜19:00 ♢年中無休

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1BYGSビル
1･2F

ホームファニシング・家具

TEL.0297-85-5311
❶ 平 成27年5月2日 ♠10:00〜20:00 ♢ 年 中

♠10:00〜20:00 ♢年中無休

15）
ROOM DECO かねたや 五井店

TEL.03-3350-6011 FAX.03-3350-6017

〒290-0056 千葉県市原市五井2339

❼606坪

2）
ROOM DECO かねたや 守谷店

TEL.0436-20-1611 FAX.0436-20-1640

8）
アクタス豊洲店

〒302-0127 茨城県守谷市松ヶ丘6-6-1アクロス
モール2F

♠10:00〜19:00 ♢年中無休

〒135-0061 東京都江東区豊洲2-4-9ｱｰﾊﾞﾝﾄﾞｯｸ
ららぽーと豊洲2F

無休

TEL.0297-21-0511
♠10:00〜19:00 ♢年中無休

閉店・業態転換等
1）ROOM DECO かねたや イオンレイクタウ
ROOM DECO かねたや 四街道店
ン店, 2）

3）
ROOM DECO かねたや 入間店

9）
スローハウス

〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-6-12まるひろ
入間店4F

㈱アクタス

（家具専門店）
TEL.04-2960-2711
（代表取締役社長）
❶平成24年10月13日 ❼909坪 ♠10:00〜19:30 【代表者】休山 昭
【 本 社 】〒160-0022 東 京 都 新 宿 区 新 宿2-19♢年中無休
1BYGSビル12F

4）
ROOM DECO かねたや 都賀本店
〒264-0025 千葉県千葉市若葉区都賀4-3-1

TEL.043-232-2511 FAX.043-233-1281
♠10:00〜19:00 ♢年中無休

5）
ROOM DECO かねたや 幕張新都心店
〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-7

TEL.03-5269-3201 FAX.03-5269-3215
【URL】
http://www.actus-interior.com/
【設立】昭和47年7月
【資本金】12億6,800万円
【取引銀行】三井住友銀行, 商工中金, 三菱東京
UFJ銀行

TEL.043-296-1211 FAX.043-296-2800
【関係会社／フランチャイズ】コクヨファニ
❶平成17年4月15日 ❼4,207坪 ♤273台 ♠ チャー㈱
10:30〜20:00 ♢年中無休
【年商高】
（平成26年11月決算）
（112.6%）
全体：155億2,100万円
6）
ROOM DECO かねたや 市川店
〒272-0015 千葉県市川市鬼高3-28-16SHOPS 【社員数】全体：社員372名
【店舗数】全体：27店
市川店3Ｆ
家具専門店：27店
TEL.047-314-6811 FAX.047-314-6671
※2006年2月14日、コクヨファニチャー㈱が子
♠10:00〜20:00 ♢年中無休
7）
ROOM DECO かねたや TOKYO-BAY船橋店 会社化。
〒273-0012 千葉県船橋市浜町2-2-7ビビットス 【店舗概要】
クエア2F
TEL.047-495-1311
♠10:00〜20:00 ♢年中無休

TEL.03-3533-8660 FAX.03-3533-8661
❶平成18年10月5日 ❼286坪

家具専門店

〒140-0002 東京都品川区東品川2-1-3
TEL.03-5495-9471
❶平成26年4月25日 ❼230坪

10）
アクタス二子玉川店
〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-14-1二子玉
川ライズSCテラスマーケット2F

TEL.03-5717-9191
❶平成27年4月24日

11）
スローハウス二子玉川
〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-27-5玉川高
島屋SCマロニエコート2F

TEL.03-3708-9515
❶平成27年9月8日

12）
アクタス立川店
〒190-0015 東京都立川市泉町935-1ららぽー
と立川立飛2F

TEL.042-540-7621
❶平成27年12月10日

13）
アクタス横浜店
〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町
1-10横浜ベイクウォター5F

TEL.045-440-5100 FAX.045-440-5122

1）
アクタス仙台店

❶平成18年8月24日 ❼243坪

〒981-3205 宮城県仙台市泉区紫山1-1-4紫山プ
ラザ

14）
アクタスみなとみらい店

8）
ROOM DECO かねたや イオンモール木更津店
〒292-0835 千 葉 県 木 更 津 市 築 地1-4イ オ ン
モール木更津店2F

TEL.022-342-6822
❶平成26年10月10日 ❼479坪

TEL.0438-36-3311
❶平成26年10月10日 ♠9:00〜22:00 ♢年中

2）
アクタス富士見店

❶平成25年6月21日 ❼266坪

〒354-0022 埼 玉 県 富 士 見 市 山 室1-1313ら ら
ぽーと富士見1F

15）
アクタス港北店

無休

9）
ROOM DECO かねたや 木更津店
〒292-0805 千葉県木更津市大和2-21-17

TEL.0438-25-2111 FAX.0438-25-1701
♠10:00〜19:00 ♢年中無休

10）
ROOM DECO かねたや 八柱店
〒270-2265 千葉県松戸市常盤平陣屋前1-2

11）
ROOM DECO かねたや 成田店
〒286-0044 千葉県成田市不動ヶ岡2163

3）
アクタス幕張店
〒261-0024 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1イオ
ンモール幕張新都心グランモール2Ｆ

TEL.043-299-2621
❶平成25年12月20日 ❼218坪

4）
アクタスおおたかの森店
〒270-0121 千葉県流山市西初石6-185-2流山お
おたかの森SC2F

TEL.045-650-8781

〒224-0053 神 奈 川 県 横 浜 市 都 筑 区 池 辺 町
4035-1ららぽーと横浜1F

TEL.045-929-2288
❶平成19年3月15日 ❼103坪

16）
アクタス湘南店
〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1テラ
スモール湘南ヴィレッジゾーン内

TEL.0466-38-1800
❶平成23年11月11日 ❼108坪

17）
アクタス名古屋店
〒450-0003 愛 知 県 名 古 屋 市 中 村 区 名 駅 南
1-27-2日本生命笹島ビル1Ｆ

12）
ROOM DECO かねたや 佐倉店

TEL.04-7178-5671
❶平成18年11月22日 ❼112坪 ∪平成25年3
月7日 ※柏の葉店が移転

〒285-0837 千葉県佐倉市王子台4-28-11

5）
アクタスコンテナ酒々井店

18）
アクタス京都店

TEL.043-489-2121 FAX.043-463-1859
♠10:30〜19:30 ♢年中無休

〒285-0912 千葉県印旛郡酒々井町飯積2-4-1
酒々井プレミアムアウトレット内

〒600-8411 京都府京都市下京区烏丸通四条下
ル水銀屋町620COCON烏丸1･2F

13）
ROOM DECO かねたや サンモール旭店

TEL.043-496-6491
❶平成27年4月17日

TEL.0476-23-5211 FAX.0476-23-5217
♠10:30〜19:30 ♢年中無休

〒289-2511 千 葉 県 旭 市 イ2676-1サ ン モ ー ル
ショッピング街2F

TEL.0479-62-5581 FAX.0479-62-5585

TEL.052-533-6616 FAX.052-533-6615
❶平成16年 ❼201坪 ∪平成23年3月5日

TEL.075-354-0011 FAX.075-354-0022

6）
アクタス青山店

❶平成16年12月4日 ❼591坪 ※カフェ＋ダ
イニング併設

〒107-0061 東京都港区北青山2-12-28-1F

19）
アクタスあべの店

ѸѸ

HCI ホームセンター名鑑 2016

ＨＦ・家具

TEL.047-384-4621 FAX.047-386-2575
♠10:00〜19:00 ♢水曜

TEL.049-275-1461
❶平成27年4月10日

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい
3-5-1MARK IS みなとみらい1F

