mabe製品展示先
エリア

関東

北海道

関東

会社名

吉岡電気工業株式会社
東京支社

住所

展示機種

電話番号

東京都千代田区神田錦町3-23
錦町MKビル1F

03-3292-2461

URL

MSMS2LGSS

MC550カラー[ブラック]

MSM25GGWW

MC550カラー[特別色]

MSM23HSSS

MC350ステンレス

MNM20KGWW

MWS04FL

ITV120

CIM603N0

MC550カラー[ピンク]

CIM603N0

http://www.yddesign.jp/mabe

ニッポー・コーポレーション株式会社

北海道札幌市白石区
南郷通14丁目北2-33

011-846-7430

株式会社カンディハウス札幌

北海道札幌市中央区
双子山4-1-10

011-511-0303

株式会社キッチンハウス札幌

北海道札幌市中央区
北1条東2丁目5-3

011-200-2737

タニコー株式会社 宇都宮営業所

栃木県宇都宮市鶴田町1611-1

028-647-1431

CIM603N0

株式会社三越伊勢丹 日本橋本店

東京都中央区日本橋室町1-4-1
本館5F 電器売場

03-3274-8519

MSM23HSSS

ビックカメラ赤坂見附店

東京都港区赤坂3-1-6
５F冷蔵庫売り場内

03-6230-1111

MSMF2LGWW

ユーロモービル東京

東京都渋谷区代々木3-36-8

03-6300-5361

CIM603N0

http://www.fujiyas.co.jp/

株式会社松岡製作所
東京ショールーム

東京都世田谷区奥沢7-1-3
自由が丘ランディックスビルⅡ1F

03-5726-8622

CIM603N0

http://www.matsuokapro.com/

住友不動産シスコン株式会社

東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル

03-3346-5301

MWS04FL

http://www.sumitomosyscon.com/

ミサワホーム
板橋高島平ハウジングステージ

東京都板橋区高島平7-2

0120-684-330

CIM603N0

http://www.misawa.co.j
p/

ミサワホーム
みなとみらい展示場

神奈川県横浜市西区
みなとみらい3-3

0120-684-330

CIM603N0

http://www.misawa.co.j
p/

株式会社サンワカンパニー
東京ショールーム

東京都港区南青山2-26-1
南青山ブライトスクエア1Ｆ

03-5775-4763

MC550ステンレス

https://www.sanwacom
pany.co.jp/shop/showro
om/
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http://www.condehouse
.co.jp/shop/sapporo/

MWS04FL
MSM23HSSS

http://www.nippocorp.c
om/

MWS04FL

http://www.khsapporo.jp/
http://www.tanico.co.jp
/index.html
http://mitsukoshi.mistor
e.jp/store/nihombashi/i
ndex.html
http://www.biccamera.c
o.jp/shoplist/shop117.html

mabe製品展示先
エリア

関東

会社名

住所

電話番号

展示機種

URL

ACTUS 新宿店

東京都新宿区新宿2-19-1
BYGSビル２F

03-3350-6011

MWS04FL

http://poggenpohl.actus
-interior.com/

株式会社リネアタラーラ
東京ショールーム

東京都世田谷区用賀3丁目12番19号
マドビル3F

03-3708-8555

MWS04FL

http://linea-talara.com/

株式会社ＴＳＪ ショールーム

東京都港区芝浦4-12-39

03-3456-0353

MWS04FL

http://tsjcontract.co.jp/

二子玉川 蔦屋家電

東京都世田谷区玉川1-14-1
二子玉川ライズS.Cテラスマーケット

03-5491-8550

株式会社インターテック
東京ショールーム

東京都目黒区大橋1丁目7-2
オリエンタル青葉台2F

MSMS2LGSS

MWS04FL

MSMS2LGSS

MWS04FL

http://real.tsite.jp/futak
otamagawa/

http://www.intertech.jp/

03-6868-5279
CIM603N0

甲信越

EcoSmart Fire コントラクトショールーム

東京都港区青山4-18-11
FOREST HILLS EAST WING 4F

03-6721-0160

MSMS2LGSS

みすずホールディングス株式会社
長野ヤナセ

長野県長野市若宮1-2-1

026-241-2113

CIM603N0

グローブマート

愛知県名古屋市千種区春岡通7-6

052-732-8131

中部

http://www.ecosmartfire.jp/showroom.html
http://www.misuzuhd.co
m/

MSMF2LGWW

ITV120

MSM25GGWW

MC550カラー[レッド]

MSM23HSSS

MWS04FL

MNM20KGWW

CIM603N0

http://www.globemart.c
o.jp/mart/

MNM20KSSS
フロートダイドコーロ

静岡県静岡市駿河区小黒3丁目9-11

054-202-7870

MSMF2LGWW

株式会社システムキッチン八翔

愛知県名古屋市中村区岩塚本通5-28

052-413-0840

CIM603N0
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http://969001.net/
http://www.hassyo.co.jp
/

mabe製品展示先
エリア

中部

北陸

関西

会社名

住所

電話番号

展示機種
CIM603N0

URL
http://www.intertech.jp/

株式会社インターテック

愛知県名古屋市名東区文教台1-1421

052-777-0066

株式会社アイシーエー・アソシエィツ

愛知県名古屋市千種区田代本通5-3

052-752-7400

山田商会 リベナスエネドゥ岐阜

岐阜県岐阜市加納愛宕町38

058-271-6352

MSMS2LGSS

http://www.ymax.co.jp/i
ndex.html

ユーロモービル 岐阜ショールーム

岐阜市東金宝町1丁目16番地
メゾンドクマダ1F

0800-111-0840

MWS04FL

http://www.hassyo.co.jp
/

株式会社サンワカンパニー
名古屋ショールーム

愛知県名古屋市東区泉1-21-27
泉ファーストスクエア1F

052-955-5560

MC550ステンレス

https://www.sanwacom
pany.co.jp/shop/showro
om/

株式会社モーリショップ
名古屋支店

愛知県名古屋市中区大須２－１－７

052-209-9191

Ｃａｒｒａｒａ（カララ）

愛知県津島市金柳町南脇 187-2

0567-31-6330

MSMS2LGSS

http://ks-carrara.jp/

有限会社システムアップ

石川県野々市市御経塚2-37

076-269-3811

MSMF2LGWW

http://www.systemup.co.jp/

株式会社モーリショップ

大阪府大阪市西区南堀江1-7-1

06-6533-3461

MSMS2LGSS

MWS04FL

http://cucinastyle.jp/

ＡＴＣ輸入住宅促進センター

大阪市住之江区南港北2-1-10
ATCビルITM棟9F

06-6615-5432

MSM23HSSS

MWS04FL

https://www.atcihpc.com/

株式会社KOBESTYLE

兵庫県神戸市東灘区向洋町6-9
神戸ファッションマート 10F

078-857-8424

株式会社サンワカンパニー
大阪ショールーム

株式会社グローブ ショールーム

大阪市北区大深町3-1
グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル5F

大阪府大阪市中央区南船場3-9-15
御堂筋武田ビル４Ｆ

06-6359-2930

MNM20KSSS

MSMS2LGSS

CIM603N0

MC350ステンレス

CIM603N0
MSMS2LGSS

MC550ステンレス

MSMS2LGSS

MSMF2LGWW

http://www.icaa.jp/

http://cucinastyle.jp/

http://www.kobestyle.co.jp/
https://www.sanwacom
pany.co.jp/shop/showro
om/
http://www.globeinc.co.j
p/showroom.html

06-6252-0102
MWS04FL

EcoSmart Fire 大阪ショールーム

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-10-11
敬和ビル 6F
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06-6258-0177

MSMS2LGSS

http://www.ecosmartfire.jp/showroom.html

mabe製品展示先
エリア

会社名

住所

電話番号

展示機種

URL

株式会社松岡製作所
広島ショールーム

広島市西区商工センター8-9-33

082-277-2571

CIM603N0

http://www.matsuokapro.com/

株式会社藤和

岡山県玉野市田井4-10-37

0863-31-2528

MWS04FL

http://towakk.tumblr.co
m/

有限会社テサック

愛媛県松山市土手内169

089-989-6227

株式会社ハウゼックコーポレーション

福岡県福岡市南区大楠3-12-27

092-524-0033

MC350ステンレス

http://www.hauzex.jp/

株式会社サンワカンパニー
福岡ショールーム

福岡市博多区 博多駅前2-17-1
博多プレステージ本館１Ｆ

092-432-8112

MC550ステンレス

https://www.sanwacom
pany.co.jp/shop/showro
om/

有限会社テサック
鳥栖ショールーム

佐賀県鳥栖市宿町1430-2

0942-50-8168

MSMS2LGSS

http://www.etessac.com/

MIX-life-style
（ミックスライフスタイル）

沖縄県宜野湾市新城2-39-8

098-896-1993

MSMF2LGWW

http://www.mixlifestyle.
com/

チューイチョークホームセンター

沖縄県那覇市泉崎1-4-10
喜納ビル3F

098-866-8707

MSMF2LGWW

https://chewi-choakhomecenter.com/

中国

四国

九州

MSMS2LGSS

MWS04FL

http://www.etessac.com/

沖縄
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