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地域 お取扱店舗様（敬称略） ご住所 お電話番号 取扱ブランド アイテム・種類 備考

快眠・ギフトショップ　みぞぐち 青森県十和田市稲生町１５－１７ 0176-23-5777 京和晒綿紗 全般 常設

ROOM DESIGN 岩手県盛岡市本宮６丁目２３－２７ 019-656-4101 tetra 常設　ビッグ・レギュラー

(有)カラーズ　3days（スリーデイズ） 宮城県仙台市青葉区本町2丁目9-17 022-211-6588 tetra 常設　帆布　レギュラー・ミニ

松屋銀座 東京都中央区銀座３－６－１ 03-3567-1211 京和晒綿紗 全般 取り寄せ

そごう西武　池袋本店 東京都豊島区南池袋１－２８－１ 03-5949-2536 京和晒綿紗 全般 取り寄せ

渋谷ロフト 東京都渋谷区宇田川町２１－１ 03-3462-3841 tetra 常設　レギュラーのみ

カリモク家具 お台場ショールーム 東京都江東区青海1丁目1-20　ダイバーシティー東京オフィスタワー5
階

03-3599-7071 京和晒綿紗 パジャマ・ベッドリネン 常設

葉山家具・葉山眠具 アクアシティお台場店 東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場4F 03-6457-1037 京和晒綿紗

Giving Store ルミネ新宿店 東京都新宿区西新宿１－１－５ルミネ新宿店ルミネ１　６Ｆ 03-6279-4779 京和晒綿紗 ベビー 常設

Giving Store 渋谷ヒカリエ店 東京都渋谷区渋谷2-21-1　ShinQs SHIBUYAヒカリエ　５Ｆ 03-6434-1728 京和晒綿紗 ベビー 常設

FIQ自由が丘店 東京都目黒区自由が丘３－１－１５－１Ｆ 03-3718-4111 tetra FIQ様オリジナル 常設　レギュラーのみ

THE COVER NIPPON 東京都港区赤坂9-7-3 東京ミッドタウンガレリア3階E-0305 03-5413-0658 京和晒綿紗 パジャマ・ベビーギフト 常設　パジャマ（白・黒染）

そごう横浜 神奈川県横浜市西区高島２－１８－１ 045-465-5612 京和晒綿紗 全般 取り寄せ

Santa 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北1-7-21 0467-38-8009 京和晒綿紗・睡楽上布 パジャマ・タオル 常設　パジャマ（さんご・柿渋・睡楽）

葉山眠具 神奈川県三浦郡葉山町上山口1267 046-879-2340 京和晒綿紗 全般（ベビーはお取り寄
せ）

常設（ベビーはお取り寄せ）

たなカ島 埼玉県熊谷市広瀬４９０－１ 048-599-0777 京和晒綿紗 取り寄せ

秩父ファニチャー本店 埼玉県秩父市中宮地町４１－３７ 0494-23-4494 tetra シェニール・8号帆布 常設　ビッグ（インディゴ）・レギュラー
（カーキ）

秩父ファニチャー家具マート山崎 埼玉県深谷市荒川１７６－２ 048-584-0688 tetra シェニール・8号帆布 常設　ビッグ（インディゴ）・レギュラー
（カーキ）

三島家具店 群馬県伊勢崎市日乃出町３９９ 0270-25-2819 tetra 8号帆布 常設　ビッグ（カーキ）・レギュラー（青紫）

（株）トミオ　CLASSICA 千葉県千葉市若葉区高品町２５０－１ 043-309-5657 tetra 8号帆布 常設　ビッグ・レギュラー

朝倉家具 新潟市南区茨曽根２５７４ 025-375-3500 京和晒綿紗 ベッドリネン 取り寄せ

山下家具 新潟古町店 新潟市中央区古町通五番町６１５番地 025-223-6111 tetra シェニール・8号帆布 常設　ビッグ（8号帆布）・レギュラー、ミニ
(シェニール）

ジェイアール名古屋タカシマヤ 名古屋市中村区名駅一丁目１番４号 052-566-8458 京和晒綿紗・tetra 取り寄せ

ロフト名古屋 名古屋市中区栄３－１８－１ 052-219-3035 tetra シェニール・8号帆布 常設　ビッグ（シェニール）・レギュラー、ミ
ニ（8号帆布）

Bo STYLE 名古屋市緑区鳴海町宇母呂後７５ 052-613-7587 tetra 8号帆布 常設　ミニ・レギュラー

ヤマトヤワイズカーサ 愛知県北名古屋市徳重大日１ 0568-21-0211 京和晒綿紗・tetra 8号帆布 常設　ミニ・レギュラー・ビッグ

大和屋家具店 愛知県半田市更生町2丁目151-8 0569-21-1012 tetra 8号帆布・デニム 常設　ビッグ（カーキ）・レギュラー（デニ
ム）

雑貨屋 HYGGE（ヒュッゲ） 愛知県みよし市明知町宝栄11 0561-34-8523 京和晒綿紗 タオル・ハンカチ 常設　フェイス、ハンドタオル（白・柿渋）・
ハンカチセット

山田染織工芸 福井県越前市余田町４－３－１ 0778-23-2841 京和晒綿紗・tetra 全般 取り寄せ

クリア家具 富山県射水市戸破３０９３－２２ 076-655-2453 tetra シェニール 常設　レギュラー

株式会社米三 富山県富山市新庄銀座３－５－８　ファニチャーパークケースリー 076-452-3300 京和晒綿紗 パジャマ・ベッドリネン 常設

Natural Sleep NELS 富山県富山市七軒町3ー5 076-443-3515 京和晒綿紗 全般 ベビー製品は除く

京都高島屋 京都市下京区四条通河原町西入真町５２　6階リビングフロア 075-221-8811 京和晒綿紗・tetra 全般 取り寄せ

JR京都伊勢丹 京都市下京区東塩小路町　8階寝具フロア 075-342-5715 京和晒綿紗・tetra 全般 取り寄せ

井澤屋　本店 京都市東山区中之町２１１－２ 075-525-0130 京和晒綿紗 パジャマ・ベビー 常設　パジャマ（白・柿渋）・ビブ、湯上げタ
オル

有限会社アリアソシエイツA RI A 京都府福知山市末広町３－２５ 0773-22-0332 tetra 取り寄せ

SOU・SOU 京都市中京区中之町５６５－７２ 075-229-6751 tetra SOU・SOU様オリジナル

阪急阪神百貨店　阪急うめだ本店 大阪市北区角田町８番７号　7階リビングフロア 06-6313-8906 京和晒綿紗 全般 取り寄せ

あべのハルカス　暮らしのデザインKITAS 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43　タワー館9Ｆ 06-6654-6029 京和晒綿紗・tetra パジャマ 常設　パジャマ（2重・3重、白・柿渋）

MIIHIN 大阪府大阪市東成区大今里１－２２－２ 06-6976-0405 京和晒綿紗・tetra パジャマ・ギフト オンラインストアのみ

ウィッシュ 神戸市東灘区住吉本町２－２０－２６ 078-856-2123 京和晒綿紗 パジャマ 取り寄せ

そごう広島 広島県広島市中区基町６－２７ 082-225-2111 京和晒綿紗 全般 取り寄せ

タネダ家具　下松店 山口県下松市望町１－４－１ 0833-48-4777 tetra 常設

タネダ家具　山口店 山口県山口市大字黒川４６４ 083-921-8555 tetra 常設

KAGULAS 高知県高知市大津乙1949-4 088-866-6009 tetra 常設

まつおか寝具店 高知県高知市旭町３－５０ 088-872-2783 京和晒綿紗 全般 取り寄せ

THE BEDROOM SHOP sanbun_no_ichi 愛媛県松山市天山3-10-31 第二くつなビル1Ｆ 089-993-6431 京和晒綿紗 パジャマ・ベビー 常設　パジャマ（白・柿渋）　傾斜寝姿勢サ
ポート枕

井上家具店 愛媛県伊予市中山町出渕4-1608-1 089-967-1109 tetra シェニール・grande 常設　レギュラー（マンダリン・KOKE)

ミゾブチ家具店 香川県高松市香川町浅野1306-5 087-879-7111 京和晒綿紗・tetra 8号帆布・デニム・御黒染 常設　ビッグ（こげ茶）、レギュラー（デニ
ム･御黒染）、敷パット・ボックスシーツ

DEMI 1/2 香川県三豊市詫間町詫間８９０－１ 090-4504-8630 tetra シェニール 常設

everyday/homestore 福岡市博多区那珂6丁目23番1号　ららぽーと福岡　1F 092-558-6464 京和晒綿紗 ベビー 常設

ウィークス　B･B･B POTTERS 福岡市中央区薬院１－８－８　１Ｆ・２Ｆ 092-739-2080 京和晒綿紗 ベビー 常設

暮らし　日と月 福岡市中央区大手門３－９－１ 092-753-7977 京和晒綿紗 パジャマ 常設

和のギャラリー　こう泥草 宮崎県宮崎市昭和町９７番地 0985-65-7787 京和晒綿紗 パジャマ 取り寄せ

アートスペース　Siggi (シッギ） 佐賀県佐賀市天神１丁目３－４ 080-1726-6659 京和晒綿紗 パジャマ・タオル 常設
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