
大塚家具
ヤマダ電機のLABI ４店舗同時リニューアルにコラボレート

2020年2月7日（金）リニューアルオープン
同日より大塚家具店舗にて家具と家電のトータル提案のトライアルも

総合インテリア販売の株式会社大塚家具（本社:東京都江東区、代表取締役社長:大塚久美子、以下当社）
は株式会社ヤマダ電機（本社：群馬県高崎市、代表取締役社長：三嶋 恒夫、以下ヤマダ電機)との業務・資
本提携に基づき、2020年２月７日(金)に４店舗同時リニューアルオープンするLABI４店舗のリニューアル
にコラボレートいたします。

今回、ヤマダ電機がリニューアルを行うのは、LABI1 日本総本店 池袋、LABI 品川大井町、LABI1 なん
ば、LABI LIFE SELECT 千里の４店舗です。

うち、LABI1 日本総本店 池袋とLABI LIFE SELECT 千里は、あらたに家具・インテリアのフロアが設け
られました。暮らしをイメージしたリビングやダイニングのルームシーンをはじめ、それらを構成するソ
ファやダイニングテーブル、ダイニングボード、書斎関連家具、ベッド・マットレスといったアイテムを取
り揃えました。

LABI 品川大井町、LABI1なんばでは、これまでも家具・インテリアのフロアがあり、大塚家具の商品と
しては、ソファやダイニングセット数点程を展示・販売しておりましたが、このたびのリニューアルでダイ
ニングボードやベッド・マットレスなどまでバリエーションを拡大するとともに、暮らしをイメージしたリ
ビングやダイニングのルームシーンの展示でより暮らし全体を提案できる構成となりました。

本LABI４店舗のリニューアルの他、2019年12月の資本提携後、ヤマダ電機の家電住まいる館への当社商
品の導入が進んでおり、当社商品の展示店舗数は18店舗（2019年12月12日時点）から34店舗（2020年2
月7日段階）に増えています。

また、当社店舗での家具と家電のトータル提案のトライアルとして、同日、インテリアにあわせてセレク
トしたテレビや冷蔵庫、電子レンジなどの家電を取り入れたルームシーンを有明本社ショールーム、新宿
ショールーム、大阪南港ショールームの入り口付近に設け、家電販売を開始します。
さらに、２月末から３月上旬を目処に、有明本社ショールームのリビング・ダイニングのフロアを中心に

家具と家電のトータル提案のできる売場展開のトライアルを始める予定です。

当社は、ヤマダ電機のLABIおよび家電住まいる館での商品取り扱いを進めることでその店舗網を活かし、
より広く、より多くのお客様に当社商品をご提供してまいるとともに、これまで扱いのなかった家電製品の
当社店舗での取り扱いにより、住まいのトータル提案のより一層の向上を進めてまいります。
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■大塚家具 商品展示店舗 (34店舗 2020年2月7日段階）

●印店舗：当社商品多数取り扱い店舗
下線店舗：2020年1月～2月上旬 商品展示開始店舗

＜岩手＞
家電住まいる館YAMADA 盛岡本店

＜福島＞
家電住まいる館YAMADA 福島店

＜東京＞
LABI 新宿東口館

●LABI 品川大井町
●LABI1 日本総本店 池袋

LABI吉祥寺
＜神奈川＞
家電住まいる館YAMADA 港北センター店
家電住まいる館YAMADA 横浜泉店
家電住まいる館YAMADA 横浜金沢店
家電住まいる館YAMADA 新山下店
家電住まいる館YAMADA 戸塚店
家電住まいる館YAMADA クロスガーデン川崎幸店

＜千葉＞
家電住まいる館YAMADA 千葉本店
家電住まいる館YAMADA 幕張店
家電住まいる館YAMADA 松戸本店
家電住まいる館YAMADA 柏店

■リニューアル店舗概要

LABI1 日本総本店 池袋
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-5-7
営業時間: 10:00～22:00
電話番号: 03-5958-7770

フロア構成 B2F～7F、うち当社商品展示フロアB1F、3F、4F

LABI 品川大井町
〒140-0011 東京都品川区東大井5-20-1
営業時間: 10:00～22:00
電話番号: 03-5479-7600

フロア構成 2F～６F、うち当社商品展示フロア2F～4F

LABI1なんば
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-11-35
営業時間: 10:00～22:00
電話番号: 06-6649-8171

フロア構成 B1F～4F、うち当社商品展示フロア1F、3F

LABI LIFE SELECT 千里
〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-2-20
営業時間: 10:00～22:00
電話番号: 06-6155-1031

フロア構成 1F～4F、うち当社商品展示フロア2F、3F

＜埼玉＞
家電住まいる館YAMADA 大宮宮前本店
家電住まいる館YAMADA 川越店
家電住まいる館YAMADA 春日部本店
家電住まいる館YAMADA 入間店
家電住まいる館YAMADA 新座野火止店
家電住まいる館YAMADA 三郷店
家電住まいる館YAMADA 坂戸店

＜栃木＞
家電住まいる館YAMADA 駒生店
家電住まいる館YAMADA 足利店

＜群馬＞
テックランド New 前橋本店

●インテリアリフォームYAMADA 前橋店
●LABI1 LIFE SELECT 高崎
家電住まいる館YAMADA みどり店

＜山梨＞
家電住まいる館YAMADA 山梨本店

＜愛知＞
家電住まいる館YAMADA 名古屋星が丘店

＜静岡＞
家電住まいる館YAMADA 静岡店

＜大阪＞
● LABI1なんば
● LABI LIFE SELECT 千里



■当社店舗形態と位置づけ

大塚家具では、(1)ジャンル（ソファ・ダイニングテーブル・チェア・ベッド・デスク・収納・カーテ
ン・照明、絨毯など）、(2)デザインカテゴリー、(3)価格帯、において幅広くインテリアアイテムを取
り扱っています。

＜直営店＞
旗艦店・その他各店
主要都市に構える直営店では、店舗規模・エリアによる役割分担もありますが、
ジャンル、デザインカテゴリー、価格帯において広く全般に当社取り扱い品を扱います。

特化型専門店（小型店）
首都圏大都市部においては、特定のブランド等に特化した専門性の高い小型店を展開します。
当社の持つ様々な要素をわかりやすく抜き出すことでより特定したニーズにお応えしています。

＜提携店＞
百貨店・住宅事業者との提携店（小型店）
初出店地域においては、地元に根ざした百貨店や住宅事業者との提携による小型店で販売拠点を
拡大します。

ヤマダ電機とのコラボ店舗
アフォーダブルからアフォーダブル・プレミアムの商品を中心とした当社商品の提供によりヤマダ
電機の商品群を補完するとともに、百貨店等を中心としていた提携店舗事業は、ヤマダ電機との提
携で急速に拡大し、コラボ店舗展開により、大塚家具の商品を全国にお届けできるようになります。

各店舗間では送客を行うなど、相互に補完しています。

Luxury
ラグジュアリー

価格帯イメージ：
ソファ 70万円超
100万円、200万円超

Premium
プレミアム

価格帯イメージ：
ソファ
30～70万円

Affordable
Premium
アフォーダブル・
プレミアム

価格帯イメージ：
ソファ 10～30万円

Affordable
アフォーダブル

価格帯イメージ：
ソファ 10万円未満

ROLF BENZ
TOKYO

Poltrona Frau
Tokyo Aoyama

提携店
（百貨店・
住宅事業者）

価格帯

補完

補完

提携店
YAMADA×IDC OTSUKA
ヤマダ電機とのコラボ店

直営店 特化型専門店

大塚家具が
商品を供給

ヤマダ電機の
商品群

直営店



2. 世界でも類のない品揃え。あらゆるインテリアをワ
ンストップでお求めいただけます。

大塚家具では、50年間で培った海外23カ国129社、国内
249社もの優れたブランドネットワークを活かし、ラグ
ジュアリーブランドから、リーズナブルなオリジナル商
品まで、幅広くご提供いたします。

約65,000点の家具・インテリアを一堂にご覧いただける
日本最大級の大型ショールームから、ラグジュアリーブ
ランドの世界観を存分にご堪能いただけるモノブランド
ショップまで、様々な店舗スタイルでお楽しみいただけ
ます。
つくり手との親密な取引関係と流通の仕組みにより、価
値あるものを、どこよりも魅力的な価格でご提供いたし
ます。

【大塚家具の特徴】

1. お客さまのご要望や課題に対して、プロセスも大切
にしながら、専門家が最適なソリューションを提供い
たします。

大塚家具には、インテリアコーディネーター92人、イン
テリアスタイリスト104人、スリープアドバイザー541人、
整理収納アドバイザー228人など専門家が在籍しており、
インテリアのトータルプランニングから照明やカーテン、
睡眠環境づくりのご相談まで、お客さまのご要望や課題に
お応えしています。

また、工房には家具の修理やリフォームの高度な技術を持
つ職人を擁し、メンテナンスや修理、家具のリフォームま
で、購入後も万全のサポート体制でお応えします。

3.高い評価を得るホテルや商業施設を手掛けるコント
ラクト事業。ヤマダ電機との提携により広がる法人事
業。

大塚家具は、家庭用家具だけでなく、ホテルやレストラ
ン、オフィスに至るまで家具・インテリアの企画提案か
らデザイン、製作・納入までを行うコントラクト事業に
おいて30年以上の実績があり、高い評価を得ています。
また、百貨店等を中心としていた提携店舗事業は、ヤマ
ダ電機との提携で急速に拡大し、コラボ店舗展開により、
大塚家具の商品を全国にお届けできるようになります。

《本件に関する報道関係者お問い合わせ先》

株式会社 大塚家具 広報室
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