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株式会社 ニトリホールディングス 

 

台湾 33 店舗目出店に関するお知らせ 

 

    株式会社 ニトリホールディングス（札幌市北区、代表取締役社長 白井俊之）は、2020年 10月 23日(金)に 

台湾 33店舗目となる「台中中友百貨店」をオープンさせていただく運びとなりましたので、下記のとおりお知

らせいたします。ニトリグループの店舗としては 624店舗目の出店となります。 

 

   「世界の人々の暮らしを豊かにする」という弊社のロマンを実現するため、今後とも積極的に海外出店を

推進してまいります。  

 

【店舗概要】 

■NITORI 台中中友百貨店（たいちゅうちゅうゆうひゃっかてん） 

・所 在 地 ：台中市北区三民路三段 161 号A棟 7階(中友百貨店) 

・店舗面積 ： 約 248 坪 

・開 店 日 ： 2020年 10月 23 日(金) 

・営業時間 ： 平日 11:00～22:00 土日祝 10:30～22:00 

 

※ 現地お問い合わせ先 

宜得利家居股份有限公司 広告宣伝部 担当：沈 宛霖 (02-2370-8866)  

※ 取材等のご協力のお問い合わせ先 

株式会社 ニトリホールディングス 広報部  担当：大江 (03-6741-1213) 



 
【台湾店舗一覧】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

番号 住所 開店日

- 高雄夢時代店 たかおゆめじだいてん 2007年5月

1 台南頂美店 たいなんちょうびてん 台南市中西區中華西路二段685號 2008年11月

2 中壢店 ちゅうれきてん 桃園縣中壢市中華路一段480號 2008年12月

3 中和環球店 ちゅうわかんきゅうてん 新北市中和區中山路三段122號B2（環球購物中心B2） 2009年1月

- 台中台糖店 たいちゅうたいとうてん 台中市台中港路三段118之68號2樓（台中台糖量販店2F） 2009年11月

4 台北敦北店 たいぺいとんぺいてん 台北市松山區敦化北路100號B1（原環亞百貨旁） 2010年3月

5 高雄大樂店 たかおだいらくてん 高雄市三民區民族一路463號B1（大樂購物中心B1F） 2010年4月

6 台北內湖店 たいぺいないこてん 台北市內湖區民善街88號4F（內湖家樂福4F） 2010年10月

7 台中新時代店 たいちゅうしんじだいてん 台中市東區復興路四段186號7F（新時代購物中心7F） 2011年5月

- 楠梓台糖店 なんずたいとうてん 2011年11月

- 台北西門店 たいぺいにしもんてん 2011年12月

8 新竹巨城店 しんちくきょじょうてん 新竹市東區中央路229號B1（Big City購物中心B1） 2012年4月

9 林口店 りんこうてん 新北市林口區文化三路二段16號B1（家樂福B1） 2012年6月

10 台中大買家北屯店 たいちゅうだぁまいじゃーぺいとんてん 台中市北屯區北屯路370號B1（大買家量販店B1） 2012年8月

11 新莊店 しんそうてん 新北市新莊區幸福路763號B1（佳瑪百貨B1） 2012年12月

- 台中文心店 たいちゅうぶんしんてん 2013年4月

12 淡水店 たんすいてん 新北市淡水區中山北路二段383號3F（家樂福淡新店3F） 2013年4月

- 高雄和平店 たかおわへいてん 2013年10月

- 台北景美店 たいぺいじんめいてん 2014年6月

- 台北京華城店 たいぺいきょうかじょうてん 台北市松山區八德路四段 138號3F（京華城mira 3F） 2014年9月

13 嘉義店 かぎてん 嘉義市西區博愛路2段281號B1F 2015年1月

- 頭份尚順店 とうふんしょうじゅんてん 苗栗縣頭份鎮中央路105號3F 2015年5月

14 台中廣三SOGO店 たいちゅうこうさんそごうてん 台中西區台湾大道二段459號台中廣三SOGO12F 2015年9月

- 台南徳安店 たいなんとくやすてん 2015年9月

15 汐止遠雄店 しおどめえんゆうてん 新北市汐止區新台五路一段99號2F 2015年10月

16 台北明曜店 たいぺいみんようてん 台北市忠孝東路四段200號 明曜百貨8F 2016年10月

店舗名



 

2007年 5 月に開店した台湾 1店舗目高雄夢時代店は 2010年 2 月、2013 年 4月に開店した台中文心店は 

2017 年 3 月に、2011 年 12 月に開店した台北西門店は 2017 年 12 月に、2014 年 6 月開店した台北景美店は

2019 年 6 月に、2009 年 11 月に開店した台中台糖店は 2019 年 6 月に、2011 年 11 月開店した楠梓台糖店は

2019年 6 月に、2015 年 5月開店した頭份尚順店は 2019 年 11月に、2014年に開店した台北京華城店は 2019

年 11月に、2013年 10月開店した高雄和平店は 2020年 3 月に、2015 年 9月開店した台南徳安店は 2020年

9 月にそれぞれ閉店しております。 

 

- 高雄成功店 たかおせいこうてん 2016年11月

17 高雄夢時代店 たかおゆめじだいてん 高雄市前鎮區中華五路789號7F 2016年12月

18 桃園JC PARK店 とうえんじぇいしーぱーくてん 桃園市桃園區春日路618-1號B1F 2017年4月

19 台南仁德店 たいなん じんとくてん 台南市仁德區中山路777號2F 2018年1月

20 樹林秀泰店 すうりんしょうたいてん 新北市樹林區樹新路40-6號5F 2018年5月

21 新竹大魯閣湳雅店 しんちくたろこなんやてん 新竹市北區湳雅街91-2號1F 2018年5月

22 重新家樂福店 じゅうしんちゃらーふてん 新北市三重區重新路五段654號B1F 2018年7月

23 台中國光大買家店 たいちゅうこっこうだぁまいじゃーてん 台中市大里區國光路二段710號B1F 2019年1月

24 台中文心秀泰店 たいちゅうぶんしんしょうたいてん 台中市南屯區文心南路289號B1F 2019年4月

25 屏東環球店 ぴんどんかんきゅうてん 屏東縣屏東市仁愛路90號4F 2019年4月

26 台中西屯家楽福店 たいちゅうしーとんちゃらふてん 台中市西屯區台灣大道四段1086號2F(家樂福西屯店2F) 2019年11月

27 高雄新楠家楽福店 たかおしんなんちゃらーふてん 高雄市土庫一路60號1樓 2019年12月

28 桃園台茂店 とうえんたいまおてん 桃園市蘆竹区南崁路一段112号B2階(台茂購物中心B2階) 2020年1月

29 高雄漢神百貨店 たかおかんしんひゃっかてん 高雄市前金区成功一路266-1号B2階 2020年4月

30 苗栗大潤発店 みゃうりーとうふんだいじゅんぱつてん 苗栗県頭份市自強路230号（大潤発頭份店B1階） 2020年5月

31 高雄左営新光三越店 たかおさえいしんこうみつこしてん 高雄左営区高鉄路123号（新光三越左営店4階） 2020年6月

32 台中水湳愛買店 たいちゅうすいなんあいまいてん 台中市北屯区中清路二段1199號3階(愛買水湳店) 2020年8月

33 台中中友百貨店 たいちゅうちゅうゆうひゃっかてん 台中市北区三民路三段161号A棟7階 2020年10月


