2018年9月

株式会社私の部屋リビング 会社案内
【会社名】

株式会社 私の部屋リビング
【設立】

【代表者】

1973年5月23日

代表取締役社長 前川 睦夫

【本部オフィス所在地】

【本部オフィス 事業部 ・チーム】

〒152-8905
東京都目黒区自由が丘1丁目24番17号
アルテリーベビル2Ｆ
代表電話番号 03-3724-8053

私の部屋 本部
ショップチーム
TEL 03-6858-8200 / FAX 03-3724-8025
商品チーム
TEL 03-3724-8288 / FAX 03-3724-8025
キャトル・セゾン 本部
ショップチーム
TEL 03-6858-8200 / FAX 03-3724-8025
商品チーム
TEL 03-3724-8288 / FAX 03-3724-8025
事業推進部
商品支援チーム
TEL 03-3724-8023 / FAX 03-3724-8025
営業支援チーム
TEL 03-3724-8024 / FAX 03-3724-8025
経理チーム
TEL 03-3724-8053 / FAX 03-3724-8055
【物流センター】
〒221-0036 神奈川県横浜市神奈川区千若町3-1
ケイヒン配送株式会社 横浜商品センター内
株式会社私の部屋リビング 物流センター
TEL 045-441-3001/FAX 045-441-3039

【基本理念】

私たちは、その地域の生活者の日々の暮らしをより豊かな喜びで満たします。

【行動規範】

私たちは、生活者を基点として、お客様の視点で行動します。
私たちは、現状に満足することなく、自己改革します。
私たちは、主体的に行動して、お客様の思いに応えます。
私たちは、仕事の結果に責任を持ちます。
私たちは、失敗を恐れずに挑戦します。
私たちは、仲間の可能性を信じて、お互いに高め合います。

【ハンドブック「お客様との約束」】
「お客様との約束」とは当社の基本理念、社員の行
動規範、ブランドコンセプト等が記載されたハンド
ブックです。
社員全員が自分たちの業務の目的や目標や方向
性をしっかりと理解し基本理念の実現への指針と
して活用しています。

【運営ブランド 店舗 】
◆ファミリーブティック 私の部屋
コンセプト 「日本の生活文化と新鮮なアイデアが融合した美しい豊かな暮らし」
直営店 （16店舗） フランチャイズ店 （19店舗）

◆キャトル・セゾン
コンセプト 「自然を感じながら豊かに住まうパリの暮らし」
直営店 （19店舗）
オンラインストア（2店舗）

◆カフェ・キャトル
コンセプト 「パリの暮らしを味わうキャトル・セゾンのカフェ」
直営店 （1店舗）

※店舗計55店舗 ※オンラインストア計2店舗
（2018年9月現在）
【沿革 】
1972年3月 婦人生活社より雑誌「私の部屋」創刊 （現在休刊）
10月 雑誌「私の部屋」で誌上販売を開始すると同時に店舗化案を進める
11月 「私の部屋新潟店」（1号店） 新潟市・大和百貨店3Ｆにオープン
1973年5月 (株）私の部屋を設立し、チェーン展開を始める
1976年5月 (株）私の部屋リビングに社名を変更する
1982年1月 キーショップ「私の部屋 自由が丘店」 東京都目黒区自由が丘にオープン
1987年9月 「キャトル・セゾン・トキオ」（日本1号店） 自由が丘（私の部屋自由が丘店隣）にオープン
2001年11月 「カフェ・キャトル」 （1号店）神戸市中央区「キャトル・セゾン神戸」2Ｆにオープン
2015年8月 「キャトル・セゾン オンラインストア」楽天市場、Amazonにオープン

≪運営ブランド 店舗 - 住所・電話番号≫
私の部屋
直営店
1

自由が丘

2

札 幌

3

柏

4

吉祥寺

5

国立

6

池 袋

7

東京ソラマチ

8

郵便番号

住所

電話番号

152-0035 東京都目黒区自由が丘2-9-4 吉田ビル1F

03-3724-8021

060-0042 北海道札幌市中央区大通西3-4-1 地下街オーロラタウン

011-218-2878

277-8550 千葉県柏市末広町1-1柏髙島屋ステーションモール新館専門店8F

04-7148-2383

180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺2F

0422-22-2086

186-0001 東京都国立市北1-14-1 nonowa国立

042-576-3520

171-0021 東京都豊島区西池袋1－11－1 ルミネ池袋店7Ｆ

03-5954-8183

131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 1F

03-5610-5658

丸の内

100-6504 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング4F

03-3211-6131

9

横 浜

220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 相鉄ジョイナス 1F

045-313-4728

10

新 潟

950-8589 新潟県新潟市中央区八千代1-6-1新潟伊勢丹 5F

025-364-5815

11

名古屋

460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-16-1 松坂屋本館6F

052-264-2978

12

ルクア大阪店

530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 7F

06-6151-1444

13 近鉄あべのハルカス

545-8545 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店タワー館9Ｆ06-6625-2390

14

熊本

860-8586 熊本市中央区手取本町6番1号 鶴屋百貨店 東館地下１階

15

広島三越

730-8545

16 ウィング上大岡

広島県広島市中区胡町 5-1 広島三越６階

233-8555 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 ウィング上大岡2F

096-355-0558
082-241-1600
045-848-0056

北見店／花巻店／前橋店／水戸京成店／大宮店／新所沢店／松本店／伊那店／甲府店／静岡店／
豊田店／安城店／西尾店／伊賀上野店／イオンモール岡山店／天満屋広島アルパーク店／徳山店／
佐賀店／那覇メインプレイス店 計19

ＦＣ店

※広島三越：2018年8月29日移転リニューアルオープン
※ウィング上大岡：2018年9月13日オープン
キャトル・セゾン
直営店

郵便番号

住所

電話番号

1

トキオ

152-0035 東京都目黒区自由が丘2-9-3

03-3725-8590

2

札 幌

060-0042 北海道札幌市中央区大通西3-4-1地下街オーロラタウン

011-200-3936

3

仙 台

980-8484 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3仙台パルコ1F

022-774-8129

4

さいたま新都心

330-9559 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目263-1 コクーンシティ コクーン2 2F

048-643-5613

5

四 谷

160‐0004 東京都新宿区四谷1‐5‐25JR四ツ谷駅 アトレ四谷2Ｆ

03-3226-6202

6

吉祥寺パルコ

180-8520 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコ2F

0422-21-0360

7

町 田

194-0013 東京都町田市原町田6-1-11ルミネ町田店5F

042-739-3231

8

イクスピアリ

279-8529 千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ 2F

047-305-5771

9

たまプラーザ

225-8535 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-1-2たまプラーザテラスゲートプラザ1F

045-904-3872

10

横浜

220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 ジョイナス B1F

045-313-9022

11

名古屋

460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-16-1 松坂屋本館6Ｆ

052-264-2985

12 ﾀｶｼﾏﾔ ｹﾞｰﾄﾀﾜｰﾓｰﾙ 450-6607 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール ７F

052-566-6724

13

06-6345-0419

大 阪

530-8224 大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神百貨店7F

14 キャトル・セゾン・テラス 530-8350 大阪市北区角田町8-7阪急うめだ本店10F

06-6313-9670

15

西 宮

663-8204 兵庫県西宮市高松町14-1 西宮阪急1F

0798-62-7422

16

神 戸

650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町3-1-4 永田良介商店1F

078-333-7812

17

小 倉

802-8511 福岡県北九州市小倉北区船場町1-1 小倉井筒屋本館6F

093-522-2282

18

福 岡

810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-1-1 福岡三越B1Ｆ

092-726-6172

19

広島三越

730-8545

広島県広島市中区胡町 5-1 広島三越６階

082-242-3199

※広島三越：2018年8月29日移転リニューアルオープン
カフェ・キャトル
1

神 戸

650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町3-1-4 永田良介商店2F

オンラインストア
1

楽天市場

2

Amazon

※店舗計55店舗

http://www.rakuten.co.jp/quatresaisons-online/
http://www.amazon.co.jp/shops/A1FG5DV0DQ3LFB/ref=aag_m_ss
※オンラインストア計2店舗

（2018年9月現在）

078-333-7812

