
　　　　注１）　本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものである。
 　　　　注２）　データが複数ある項目（小売業者名等）については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合がある。

局名 自治体名 大規模小売店舗名 所在地 届出日 変更する日
取下げ
（×）

他 核店舗１ 核店舗２ 他 届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

北海道 北海道 スーパーチェーンシガ長橋店 小樽市長橋2丁目24番地3ほか ラルズ ラルズ 2017年7月21日 2017年7月22日 1,447 15,683

北海道 北海道 DCMホーマック千代の浦店 釧路市千代の浦2番15号 DCMホーマック DCMホーマック 2017年7月25日 2017年7月26日 1,546

北海道 北海道 DCMホーマック江別店 江別市野幌松並町26番地 DCMホーマック DCMホーマック 2017年8月7日 2018年4月8日 1,477

北海道 北海道 ララプラザ 稚内市潮見1丁目11-2、3 ラルズ 稚内農協 ラルズ
サッポロドラッ
グストアー 2017年8月25日 2017年8月26日 2,576

北海道 北海道
旭川ショッピングセンターパ
ワーズ 旭川市永山11条4丁目120-36 富士管財

ＡＯＫＩホールディ
ングス 2 2017年11月1日 2017年11月2日 4,222 1,102

北海道 北海道 DCMサンワ上磯店 北斗市七重浜７丁目164-1ほか
大和情報サービ
ス DCMサンワ 2 2017年12月22日 2018年8月22日 6,298 6,798

東北 岩手県 ハードオフ一関店 一関市上日照36番地 デンコードー エコプラス 2017年8月25日 2018年4月26日 1,658 1,929

東北 岩手県
ダイソー・ドラッグストアマツモト
キヨシ一関店 一関市山ノ目字寺前20番地 伊藤 紫穂 ダイソー

ドラッグストアマ
ツモトキヨシ 2017年9月22日 2018年10月30日 1,475 1,447

東北 福島県 辰巳屋ビル 福島市栄町5番1号 エスケーワン 中合 2017年4月17日 2017年8月31日 26,383 15,683

東北 福島県 鹿島ショッピングセンター
いわき市鹿島町米田字日渡5番地
外121筆

平南ディベロップ
メント

ゼビオホールディ
ングス ヨークベニマル 81 2018年1月18日 2018年9月20日 29,186 31,297

関東 栃木県 ヤオハンおもちゃのまち店
下都賀郡壬生町幸町3丁目3390-
104外 ヤオハン ヤオハン 2017年12月13日 2017年12月14日 1,554

関東 埼玉県 西武本川越ステーションビル 川越市新富町一丁目２２番地外 西武鉄道 いなげや 37 2018年1月11日 2018年9月12日 13,050

関東 埼玉県 ドイトプロ川越店 川越市福田１０１５番１外 片岡物産 ドイト 2018年1月15日

①2018年9月1日(店
舗面積）

②2018年4月1日（営
業時間、駐車場の
利用時間、駐車場

の出入口） 3,057 2,892

関東 千葉県 マルヤ野田山崎店
野田市山崎字東新田２３７２番地１
ほか 中村  敏夫 マルヤ 2017年7月31日 2017年8月1日 1,190

関東 東京都 マルエツ新糀谷店 大田区萩中二丁目１２番５号
全国共済農業協
同組合連合会 マルエツ 4 2017年4月12日 2017年5月3日 8,620

関東 東京都 Tip's町田ビル 町田市原町田六丁目７番８号 みずほ信託銀行 ビックアウトレット 3 2017年7月31日 2017年9月6日 1,488

関東 東京都 品川プリンスホテル 港区高輪四丁目１０番３０号 プリンスホテル
セブンイレブン
ジャパン 22 2017年8月24日

①2017年8月28日
（開店時刻及び閉店

時刻、駐車場利用
時間帯）

②2018年4月25日
（荷さばき施設の位
置及び面積、廃棄

物保管施設の位置
及び容量、荷さばき

可能時間帯） 4,154

関東 神奈川 住ＤＥＰＯＴ厚木店 厚木市林１－2,015の10ほか 杉田商事
アークランドサカ
モト 2017年11月21日 2018年7月22日 1,185
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関東 神奈川 PAT綾瀬
綾瀬市寺尾中一丁目1451番地1ほ
か マルシン ワットマン 2018年3月30日 2018年4月1日 2,841

関東 長野県
カインズホーム上田店ガーデン
センター 上田市秋和宿在家145－１ほか カインズ カインズ 2017年6月15日 2018年2月16日 1,256 2,050

関東 長野県 綿半ホームエイド若里店 長野市大字若里382ほか 綿半ホームエイド 綿半ホームエイド 2017年8月29日 2017年10月1日 2,658

関東 静岡県
ウエルシアグランリバー焼津大
井川店 焼津市下江留1444-1外 ウエルシア薬局 ウエルシア薬局 2017年9月22日 2017年11月1日 1,457

関東 静岡県 （仮称）ナガヤ川奈店 伊東市川奈1258外 丸元 ナガヤ 2017年11月9日 2018年7月10日 2,583 1,770

関東 千葉市 千葉ポートスクエア 千葉市中央区問屋町１１３番地５
三菱ＵＦＪ信託銀
行株式会社 1 ラオックス 2017年9月27日 2017年9月29日 7,976

関東 相模原市 相模原ＴＳビル
相模原市中央区相模原一丁目３４
３０番地２５

ライフホールディ
ングス くまざわ書店 ファイテン 4 2017年12月26日 2018年4月1日 4,507

中部 愛知県 綿半ホームエイド江南店 江南市上奈良町緑13ほか エコー 綿半ホームエイド 2017年4月11日 2017年6月1日 2,702

中部 愛知県 ショッピングモール・レスパ
岡崎市若松町字横手８番地１ほか
９２筆 岡崎商業開発 ドミー セリア 6 2017年6月6日 2018年2月7日 11,242 7,285

中部 愛知県 コノミヤ中切店 春日井市中切町一丁目2番7 コノミヤ コノミヤ 2017年6月26日 2017年7月20日 1,400

中部 愛知県 （仮称）豊橋牧野商業施設 豊橋市牧野町字牧野24-1ほか
大和情報サービ
ス サンドラッグ

カメラのキタム
ラ 2018年1月26日 2018年9月27日 1,254 1,537

中部 岐阜県 羽島Wing151 羽島市小熊町島1丁目46　他51筆 トミダヤ トミダヤ 8 2017年4月19日 2017年12月20日 10,220 9,186

中部 岐阜県 バラエティストア　サンビックス
土岐市泉町定林寺仲田113番地1
号　ほか 主婦の店土岐店 コメリ

サカツコーポ
レーション 2017年8月4日

2017年11月1日
2018年4月5日 3,462 4,326

中部 岐阜県 じぶんまくら可児店 可児市下恵土字古川1954-1　他
タナカふとんサー
ビス

タナカふとんサー
ビス 2017年9月15日 2018年5月16日 1,294 1,210

中部 岐阜県 ピアゴ長良店 岐阜市福光東一丁目26番12　外 ユニー ユニー 4 2017年9月26日 2017年10月1日 5,566

中部 岐阜県 笠原ショッピングプラザ・マイン 多治見市笠原町向島2469-1　外
笠原商業開発協
同組合 玉野屋 6 2018年1月19日 2018年1月20日 2,714

中部 三重県
（仮称）ベイスクエア　ザ・ビッグ
津藤方店、トイザらス津店

津市大字藤方字中興985番1　他
23筆 三交不動産 イオンビッグ 日本トイザらス 2017年8月10日 2017年9月29日 6,296

中部 富山県
福野ショッピングゾーン（ア・
ミュー）

南砺市寺屋新屋敷366番１　ほか
95筆 福野商業開発 コメリ 三喜有 コメリ 22 2017年8月4日 2017年8月5日 8,092

中部 富山県
ダイソー＆アオヤマ　100YEN
PLAZA　富山田中町店 富山市西新庄2011番地　ほか 大三企画 青五 2017年8月9日 2006年8月21日 1,180

中部 名古屋市 ウオダイプラス
名古屋市緑区鹿山一丁目52番
ほか4筆 加藤　準一 5 魚代 2017年12月18日 2018年2月2日 1,550

中部 名古屋市
スポーツデポ山王・ゴルフ5山
王店

名古屋市中川区山王二丁目305番
1　ほか23筆 アルペン アルペン 2017年12月26日 2018年8月27日 4,950

近畿 福井県 ハニーＢｉｇＭａｒｔ芦原店 あわら市舟津４６－３０－１ ながすぎ ながすぎ 富山産業 2017年9月12日 2017年9月13日 4,294 2,667

近畿 大阪府 ゆめニティまつばら 松原市上田3丁目６－１ 松原都市開発 近商ストア 2017年5月2日 2017年6月1日 7,159

近畿 京都府 バザールタウン
京都府舞鶴市字伊佐津小字深田
２００－５ 村田興産 さとう 太陽堂 6 2017年5月12日 2017年6月10日 10,750

近畿 大阪市 オーク200
大阪市港区弁天１丁目２番１　ほ
か 新生信託銀行 ファミリーマート 山崎製パン 7 2017年4月28日 2017年5月1日 3,041

近畿 神戸市 神鉄ビル 神戸市兵庫区大開通１丁目１番１ 神戸電鉄
神鉄エンタープラ
イズ 松原書店 2 2017年5月19日 2017年5月20日 1,904

中国 鳥取県 米子髙島屋 米子市角盤町一丁目30 米子髙島屋 1 米子髙島屋 2017年12月27日 2018年8月28日 14,980 14,821

中国 広島県 ハローズ東尾道店 尾道市高須町4779番地9 ハローズ ハローズ 2017年5月2日 2017年10月15日 1,049 1,338

中国 岡山県 山陽マルナカチボリ店 倉敷市宮前城ノ内364番5ほか 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2017年5月26日 2017年6月1日 5,000

中国 岡山県 山陽マルナカ老松店
倉敷市老松町五丁目６２１番地１
ほか 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2017年6月27日

①2018年2月28日（廃
棄物の位置）

②2017年10月1日 1,800
×



四国 香川県 西村ジョイ志度店
香川県さぬき市志度字堂林1226番
1、1226番3、1228番1、1228番3 西村ジョイ 西村ジョイ 2017年5月31日 2018年2月1日 4,391 5,535

四国 愛媛県 ゲオ・セカンドストリート大洲店 大洲市東大洲1057番地外3筆 ベスト電器 ゲオ 2017年6月20日 2017年7月8日 1,970

四国 高知県
サンプラザホームセンターリッ
チ佐川店

高岡郡佐川町字榎田甲1079番１
ほか サンプラザ サンプラザ 2017年6月22日 2018年2月23日 1,525 1,899

四国 高知県 ホームセンターハマート朝倉店 高知市朝倉甲496番地１ ハマート ハマート 2017年11月22日 2018年7月23日 2,500 2,866

九州 熊本県 菊池ショッピングプラザ夢空間 菊池市隈府北原６０９番地１
菊池ショッピング
プラザ夢空間 ケイディエス サニー菊池店 11 2017年6月9日 2017年6月15日 12,358

九州 福岡県 ドン・キホーテ八女店 八女市大字納楚652　外 ベスト電器 ドン・キホーテ 2017年8月4日 2017年10月27日 3,257

九州 佐賀県 ホームセンターユートク有田店
佐賀県西松浦郡有田町南原字新
南川良原甲８３番地　外８筆

祐徳自動車株式
会社

祐徳自動車株式
会社 2018年2月1日 2018年10月20日 2,810 2,849

九州 大分県 ジュンク堂書店　大分店 大分市中央町２丁目５２番 松が丘電器
丸善ジュンク堂書
店 2017年4月27日 2018年4月28日 1,119

九州 大分県 サンリブ杵築
杵築市大字杵築字北浜６６５番５４
４　外 サンリブ サンリブ 2017年9月28日 2017年10月1日 6,581

×

九州 宮崎県 ニシムタ串間店
串間市大字西方仮屋下5590番
外 ニシムタ ニシムタ 6 2017年5月1日

①2017年5月2日(開
店時刻・閉店時刻、

駐車場利用時間
帯、荷さばき時間帯

の変更)
②2018年1月2日(荷
さばき施設の位置の

変更) 8,165

九州 宮崎県 ニシムタ串間店
串間市大字西方仮屋下5590番
外 ニシムタ ニシムタ 6 2017年5月22日

①2017年5月23日
(開店時刻・閉店時
刻、駐車場利用時

間帯、荷さばき時間
帯の変更)

②2018/1/23(荷さ
ばき施設の位置の

変更) 8,165

九州 宮崎県 エル一万城
北諸県郡三股町大字宮村字一万
城2855番14　他 サンリブ サンリブ 5 2017年10月31日 2017年11月1日 2,999

九州 福岡市 博多せんしょう 福岡市博多区千代三丁目19番地1 福岡市
G-7スーパーマー
ト 13 2017年12月8日 2017年12月9日 2,887

九州 北九州市 マルショク白銀店
北九州市小倉北区白銀一丁目4番
12号 サンリブ マルショク 2017年9月20日 2017年9月21日 1,368

九州 北九州市 三ヶ森ショッピングセンター 八幡西区大字下上津役1291外 サンリブ サンリブ 2017年10月16日 2017年10月17日 9,847
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