
LIXIL ショールーム 休館日変更のお知らせ 

2019 年 12 月 17 日 

LIXIL ショールームの休館日変更に伴うご連絡になります。 

LIXIL ショールームは現在(12 月 17 日時点)、全国で 92 拠点があり、63 拠点のショールームが水曜

日、27 拠点のショールームが水曜日・木曜日、2 拠点のショールームが火曜日・水曜日に休館を頂いて 

おります。 

今後、水曜日に休館を頂いているショールームが水曜日・木曜日の休館に変更を予定しておりますので、 

ご来館の際には、ご不便をおかけしますが、事前にホームページでご確認いただきますようお願い申し上げま

す。随時、ショールームのホームページにて情報を更新してまいります。 

また、本年の年末は、水曜日・木曜日休館のショールームでは、12 月 25 日(水)から年末年始のお休み

を頂きますので、ご注意頂けますようお願い申し上げます。 

それ以外のショールームでは、12 月 27 日(金)からお休みを頂きます。 

皆さまのご来館を心よりお待ちしております。 

（ショールーム休館日一覧：2020 年 3 月 30 日現在） 

支社エリア ショールーム名 
現在の

休館日 
実施開始予定日と休館日 

北海道 LIXIL ショールーム札幌 水   

北海道 LIXIL 函館ショールーム 水・木   

北海道 LIXIL 北見ショールーム 水・木   

北海道 LIXIL 旭川ショールーム 水・木   

北海道 LIXIL 釧路ショールーム 水・木   

北海道 LIXIL ショールーム帯広 水・木   

東北 LIXIL ショールーム青森 水・木   

東北 LIXIL 八戸ショールーム 水・木   

東北 LIXIL 盛岡ショールーム 水・木   

東北 LIXIL 秋田ショールーム 水・木   



支社エリア ショールーム名 
現在の

休館日 
実施開始予定日と休館日 

東北 LIXIL ショールーム仙台 水   

東北 LIXIL 山形ショールーム 水・木   

東北 LIXIL 郡山ショールーム 水   

北関東 LIXIL つくばショールーム 水   

北関東 LIXIL 水戸ショールーム 水・木   

北関東 LIXIL ショールーム宇都宮 水   

北関東 LIXIL 小山ショールーム 水・木   

北関東 LIXIL 太田ショールーム 水・木   

北関東 LIXIL 高崎ショールーム 水   

北関東 LIXIL 長岡ショールーム 水   

北関東 LIXIL 上越ショールーム 火・水 2020 年 4 月 25 日～火・水・木休館 

北関東 LIXIL 新潟ショールーム 水   

北関東 LIXIL 長野ショールーム 水・木   

北関東 
LIXIL 上田水まわりショールー

ム 
火・水   

北関東 LIXIL 松本ショールーム 水・木   

北関東 LIXIL ショールーム甲府 水・木   

関東 LIXIL 千葉ショールーム 水   

関東 
LIXIL 成田水まわりショールー

ム 
水・木   

関東 LIXIL 柏ショールーム 水   

関東 LIXIL ショールーム船橋 水   

関東 LIXIL ショールーム木更津 水・木   

関東 LIXIL ショールーム東京 水   

関東 
LIXIL 世田谷水まわりショー

ルーム 
水   

関東 
LIXIL 葛西水まわりショールー

ム 
水   

関東 
LIXIL 足立水まわりショールー

ム 
水   

関東 LIXIL ショールーム立川 水   

関東 
LIXIL 東京エクステリアショー

ルーム 
水   

関東 LIXIL ショールームさいたま 水   

関東 
LIXIL 越谷水まわりショールー

ム 
水・木   

関東 LIXIL 川越ショールーム 水   

関東 LIXIL 熊谷ショールーム 水   



支社エリア ショールーム名 
現在の

休館日 
実施開始予定日と休館日 

関東 LIXIL ショールーム横浜 水   

関東 
LIXIL 藤沢水まわりショールー

ム 
水   

関東 LIXIL 相模原ショールーム 水   

関東 LIXIL 厚木ショールーム 水・木   

中部 LIXIL ショールーム名古屋 水   

中部 名古屋エクステリアショールーム 水・木 2020 年 3 月 27 日オープン 

中部 LIXIL ショールーム津 水・木   

中部 LIXIL 岐阜ショールーム 水   

中部 LIXIL 岡崎ショールーム 水   

中部 LIXIL 豊橋ショールーム 水・木   

中部 LIXIL ショールーム静岡 水   

中部 LIXIL 沼津ショールーム 水・木   

中部 LIXIL ショールーム浜松 水   

中部 LIXIL ショールーム金沢 水   

中部 LIXIL 福井ショールーム 水・木   

中部 LIXIL 富山ショールーム 水・木   

関西 LIXIL ショールーム大阪 水   

関西 LIXIL ショールーム南港 水   

関西 
LIXIL 枚方リフォームショール

ーム 
水・木   

関西 LIXIL 京都ショールーム 水   

関西 
LIXIL 福知山水まわりショー

ルーム 
水・木   

関西 LIXIL 滋賀ショールーム 水   

関西 LIXIL ショールーム箕面 水   

関西 
LIXIL 神戸エクステリアショー

ルーム 
水・木   

関西 LIXIL 堺水まわりショールーム 水   

関西 LIXIL 和歌山ショールーム 水  

関西 LIXIL 奈良ショールーム 水   

関西 LIXIL 神戸ショールーム 水   

関西 LIXIL 姫路ショールーム 水   

中四国 LIXIL ショールーム岡山 水   

中四国 LIXIL 福山ショールーム 水・木   

中四国 LIXIL 広島ショールーム 水   

中四国 LIXIL 米子ショールーム 水・木   

中四国 LIXIL 山口ショールーム 水 2020 年 4 月 1 日(水)～ 水・木休館 



支社エリア ショールーム名 
現在の

休館日 
実施開始予定日と休館日 

中四国 LIXIL ショールーム高松 水   

中四国 LIXIL ショールーム松山 水   

中四国 LIXIL 徳島ショールーム 水・木   

中四国 LIXIL 高知ショールーム 水・木   

九州 LIXIL 小倉ショールーム 水   

九州 LIXIL 八幡ショールーム 水・木   

九州 LIXIL ショールーム福岡 水   

九州 LIXIL ショールーム久留米 水・木   

九州 
LIXIL 佐賀水まわりショールー

ム 
水・木   

九州 LIXIL 長崎ショールーム 水   

九州 LIXIL ショールーム熊本 水   

九州 LIXIL 大分ショールーム 水・木   

九州 LIXIL 都城ショールーム 水・木   

九州 LIXIL ショールーム宮崎 水・木   

九州 LIXIL ショールーム鹿児島 水   

九州 LIXIL ショールーム沖縄 水   

 


