
　　　　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。
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店舗面積 店舗面積

北海道 北海道
サッポロドラッグストアー栗山
朝日店 栗山町朝日4丁目10番地 ホクレン商事

サッポロドラッグ
ストアー 2015年4月30日 2015年5月1日 1,255

北海道 北海道 コープさっぽろいしかり店 石狩市花川北3条3丁目9-2 コープさっぽろ コープさっぽろ 2015年6月30日 2015年7月1日 7,163

北海道 北海道
ペルすみよし店(コープさっぽろ
パセオすみよし店) 千歳市住吉4丁目189-15 マルタ商会 コープさっぽろ 大創産業 3 2015年6月30日 2015年7月1日 4,904

北海道 北海道 コープさっぽろ桔梗店 函館市桔梗4丁目35-25 コープさっぽろ コープさっぽろ 2015年9月16日 2015年9月17日 1,284

北海道 北海道 コープさっぽろ深川店 深川市1条5丁目30 コープさっぽろ コープさっぽろ
BOOKJAM　K&
S 1 2015年9月16日 2015年9月17日 2,459

北海道 北海道 コープさっぽろ富良野店 富良野市若葉町13番地1 アラタ工業 コープさっぽろ 大創産業 3 2015年9月17日 2015年9月18日 3,722

北海道 北海道 コープさっぽろ春光店 旭川市末広4条1丁目452
京阪神ビルディン
グ コープさっぽろ サンドラッグ 3 2015年9月17日 2015年9月18日 4,607

北海道 北海道
コープさっぽろ神楽店・DCMホ
ーマック神楽店 旭川市神楽4条5丁目419-１ほか コープさっぽろ コープさっぽろ DCMホーマック 2 2015年9月17日 2015年9月18日 6,330

北海道 北海道 コープさっぽろみどり店 小樽市富岡1丁目12-1 コープさっぽろ コープさっぽろ
北海道サンジェ
ルマン 2015年9月24日 2015年9月25日 1,618

北海道 北海道 コープさっぽろ小樽南店 小樽市入船1丁目7-7 コープさっぽろ コープさっぽろ 北海道三喜 5 2015年9月24日 2015年9月25日 3,877

北海道 北海道
コープさっぽろ余市店・DCMホ
ーマック余市店 余市町黒川町10丁目3-32

巴コーポレーショ
ン コープさっぽろ コープさっぽろ DCMホーマック 2015年9月24日 2015年9月25日 4,702

北海道 北海道 コープさっぽろ静内店
新ひだか町静内ときわ町2丁目7番
5号

シーズ協同不動
産 コープさっぽろ 花よし 2015年10月2日 2015年10月3日 1,530

北海道 北海道 コープさっぽろ桜ヶ岡店 釧路市桜ヶ岡4丁目2-22 コープさっぽろ コープさっぽろ 北海道三喜 6 2015年10月9日 2015年10月10日 4,040
北海道 北海道 コープさっぽろパセオ堺町 浦河町堺町東6丁目493番地ほか シーズ協同不動 コープさっぽろ DCMホーマック 3 2015年10月9日 2015年10月10日 4,377
北海道 北海道 コープさっぽろパセオむかわ店 むかわ町松風3丁目12 シーズ協同不動 コープさっぽろ 北海道三喜 2 2015年10月21日 2015年10月22日 2,684

北海道 北海道
コープさっぽろ白糠店･ホーマッ
クニコット白糠店 白糠町西1条南3丁目1番地4ほか

シーズ協同不動
産

ホーマックニコッ
ト コープさっぽろ

ホーマックニコ
ット 2 2015年10月27日

①2016年6月28日
②2015年10月28日 2,102 3,058

北海道 北海道

ツルハドラッグ苫小牧桜木店・
コープさっぽろ桜木店・カフェテ
ラス三星桜木店 苫小牧市桜木町3丁目18-4ほか 桜木宏産

シーズ協働不動
産 ツルハ コープさっぽろ 2015年11月30日 2015年12月1日 1,908

北海道 北海道
サッポロドラッグストアー富良
野店 富良野市若葉町12番1号 サンエー

サッポロドラッグ
ストアー 2015年12月2日 2015年12月3日 1,157

北海道 札幌市 コープさっぽろ元町店 札幌市東区北21条東16丁目2－12 シーズ協同不動 コープさっぽろ 青五 2015年6月12日 2015年6月13日 2,822
北海道 札幌市 コープさっぽろ西岡店 札幌市南区澄川6条4丁目1－1 コープさっぽろ コープさっぽろ 大創産業 1 2015年6月22日 2015年6月23日 4,606
北海道 札幌市 コープさっぽろ新琴似南店 札幌市北区新琴似2条7丁目1－50 シーズ協同不動 コープさっぽろ ツルハ 2015年6月22日 2015年6月23日 2,150

東北 岩手県 南三陸ショッピングセンター 大船渡市盛町字町10番地11
南三陸ショッピン
グセンター ジョイス ジョイス みなとや書店 2015年9月16日 2015年11月1日 5,330 5,314

東北 宮城県 びっくり市岩沼店 岩沼市吹上一丁目１０番１３号 片倉工業
野川食肉センタ
ー 未定 2015年10月9日 2015年10月23日 2,246

東北 秋田県 ハードオフ秋田広面店 秋田市広面字樋ノ沖４６番地　外 デンコードー エコプラス 2015年5月28日 2016年1月29日 1,494 1,906 
東北 秋田県 フレスポ本荘 由利本荘市石脇字田中7番地1 外 大和リース 大和リース 昭和興業 6 2015年8月6日 2015年4月1日 5,048 4,949
東北 秋田県 フレスポ本荘 由利本荘市石脇字田中7番地1 外 大和リース ツルハ 大和リース 6 2015年8月6日 2015年8月7日 5,048 4,949

東北 山形県 マリーン５清水屋 酒田市中町二丁目５番１号 マリーン５清水屋
清水屋外販サー
ビス キャンドゥ ○ 2015年12月22日 2015年12月23日

東北 山形県 山形県観光物産会館 山形市表蔵王６８番地
山形県観光物産
会館

山形県観光物産
会館 ファームドゥ 2016年3月4日 2016年11月5日 1,457 1,864

東北 福島県 ツルハドラッグ白河西店 白河市字和尚壇山2-157外 デンコードー ツルハ 2016年2月9日 2016年2月25日 1,498

東北 仙台市 （仮称）仙台一番町ビル
仙台市青葉区一番町三丁目5番地
19、5番地11

NKプランニング仙
台 ザラ・ジャパン 2016年3月29日 2016年3月29日 1,385 1,500

関東 茨城県 マルヤ総和店 古河市下辺見字長町2439番地　 オカヤス マルヤ 2015年5月26日 2015年12月15日 1,566 2,107

関東 茨城県 山新結城店
結城市大字結城字新福寺8184番
地１　外 山新 山新 2015年6月29日 2015年7月31日 7,000

関東 茨城県 山新佐原東店 稲敷市西代字東田1457番　外 山新 山新 2016年2月24日 2016年10月25日 11,828 11,814

関東 栃木県 マルヤ小山店 小山市西城南四丁目１番地26　外
オリーブハウジン
グ 1 マルヤ 2015年4月17日 2015年12月18日 1,297 1,896
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関東 栃木県 コープ栃木店 栃木市今泉町1-5-11
とちぎコープ生活
協同組合

とちぎコープ生
活協同組合 2 2015年5月27日 2015年7月1日

関東 栃木県 越戸ショッピングセンター 宇都宮市越戸三丁目12番9号 亀仁 3
とちぎコープ生
活協同組合 7 2015年7月3日 2015年7月27日 9,429

関東 栃木県 ホームマートセキチュー鹿沼店 鹿沼市緑町一丁目135-1外 セキチュー セキチュー 2016年3月14日 2016年3月15日 2,800
関東 群馬県 ベイシアワールドスポーツ安中店安中市中宿２１４０　外 ベイシア電器 ベイシア 2015年8月27日 2016年4月28日 2,578
関東 埼玉県 コモディイイダ春日部店 春日部市粕壁東五丁目1479番地3 染谷重明 1 コモディイイダ 2015年4月8日 2015年4月21日
関東 埼玉県 ビッグダウン本庄西富田店 本庄市西富田431-1　他 大塚隆延 ツルハ 2015年5月28日 2015年6月25日
関東 埼玉県 志木東口駅ビル 新座市東北二丁目38番10号 東武鉄道 東京旭屋書店 18 2015年9月4日 2015年10月1日 2,876 2,383

関東 埼玉県 サンドラッグ朝霞三原店
埼玉県朝霞市三原二丁目３２２番
地５ 清興産業 サンドラッグ 2015年10月23日 2015年11月1日 1,450

関東 埼玉県 スーパーマルサン吉川店 吉川市中野57番地1 齋昭 3 マルサン 2016年3月11日 2016年3月31日 1,716
関東 千葉県 ツルハ茂原東部台店 茂原市東部台三丁目６番地２ほか 善栄商事 0 ツルハ 0 2015年5月25日 2016年1月26日

関東 千葉県 ヤックスドラッグ酒々井店
印旛郡酒々井町上岩橋字中川６３
番地ほか 小島雅子 1 千葉薬品 0 2015年6月24日 2015年7月1日 1,200

関東 千葉県 プラザ中山 船橋市本中山二丁目３２０番地２ トーセイ 0 斉光 9 2015年10月13日 2015年10月15日 1,766
関東 千葉県 （仮称）ドン・キホーテ八千代店 八千代市大和田新田字壱本松前１ ヤマザワ 0 ドン・キホーテ 0 2015年10月30日 2015年11月20日 2,878
関東 千葉県 岩田ビル 市川市相之川四丁目１４番２ほか 岩田  悟 2 マルエツ 0 2015年11月6日 2016年7月7日 1,419

関東 千葉県 コーナンPRO柏松ケ崎店
柏市松ケ崎字町田台１１８１番地１
ほか タイム二十二 0 コーナン商事 0 2015年11月30日 2016年7月1日 3,753

関東 東京都 カワタケビル
調布市仙川町一丁目４８番地４ほ
か カワタケ

三越伊勢丹フー
ドサービス 2015年5月27日 2016年1月28日

関東 東京都 コモディイイダ町屋店 荒川区町屋三丁目１８番１１号 コモディイイダ コモディイイダ 2015年6月18日 2015年7月1日 2,261
関東 東京都 コモディイイダ幸町店 板橋区幸町２２番１号 コモディイイダ コモディイイダ 2015年8月13日 2015年8月31日 1,697

関東 新潟県 柏崎ショッピングモール 柏崎市東本町一丁目３１５番１外
柏崎ショッピング
モール スポット 石川薬局 12 2015年4月30日 2016年1月1日 5,766 5,755

関東 神奈川県 パシオス藤沢 藤沢市藤沢字大道東399 田原屋 田原屋 2015年5月28日 2015年6月21日
関東 神奈川県 梅屋中沢ビル・駅前共同ビル 平塚市紅谷町５の７ほか 三和産業 1 相鉄ローゼン 28 2015年11月2日 2015年11月25日 10,732 ×
関東 神奈川県 梅屋中沢ビル・駅前共同ビル 平塚市紅谷町５の７ほか 三和産業 1 相鉄ローゼン 28 2015年11月12日 2015年11月25日 10,732
関東 長野県 カワチ薬品飯山店 飯山市静間本木2147－１ カワチ薬品 カワチ薬品 2015年5月28日 2015年9月25日 2,657 2,120
関東 静岡県 ゴルフ５富士中央店 富士市青葉町10 花﨑貞子 1 アルペン 2015年10月29日 2016年6月30日 1,725

関東 静岡市 バロー丸子新田店
静岡市駿河区丸子新田字久能道
下東227-1　外２筆

邦コーポレーショ
ン バロー 2015年11月18日 2016年1月28日 2,119

関東 静岡市 ジャンボエンチョー静岡店
静岡市駿河区大和二丁目５-
10　外20筆 エンチョー 1 エンチョー 2016年2月9日 2016年10月9日 3,217 4,675

関東 新潟市 ドラッグトップスとやの店 新潟市中央区堀之内1丁目15番15号渡辺隆信商事 星光堂薬局 2015年12月24日 2016年8月25日 1,907 1,530

中部 愛知県
ＬＡＰＩＡＳ万代家具　一宮本店
南館 一宮市緑二丁目14番13号 万代家具 万代家具 2015年4月10日 2015年12月11日

中部 愛知県 ピアゴ菱野店 瀬戸市緑町一丁目106番地 井上地所 ユニー 8 2015年12月4日 2016年8月5日 11,552

中部 岐阜県 フードタウン池田店
揖斐郡池田町池野字下田山道下4
15－1外 ヤナゲン トミダヤ 2015年10月29日 2015年11月21日

中部 岐阜県 平和堂ノースウエスト店 大垣市熊野町字石橋285番地1　 ヤナゲン 平和堂 7 2015年11月17日 2015年12月5日

中部 岐阜県
平和書店ＴＳＵＴＡＹＡノースウ
エスト店 大垣市熊野町字石橋312番地　外 ヤナゲン

ダイレクトショッ
プ 1 2015年11月17日 2015年12月5日

中部 岐阜県 スギ薬局島店 岐阜市北島七丁目3番地8　外 木村千世子 2 スギ薬局 2016年3月31日
2016年11月30日、2

016年4月28日 1,375 1,659

中部 三重県
スーパーセンタートライアル鈴
鹿店 鈴鹿市南玉垣町7074番ほか25筆 インベス

トライアルカンパ
ニー 2015年7月3日 2015年7月29日 4,321

中部 名古屋市 ピアゴ守山店
名古屋市守山区東山町1203番地
　ほか5筆 ユニー ユニー 2015年4月15日 2015年12月16日 5,332 3,992 

近畿 福井県
カーマホームセンター社北店、
ハニー食彩館社店

福井市若杉４丁目１０２１番地　ほ
か３１筆 DCMカーマ キムラフーズ DCMカーマ キムラフーズ 2015年8月28日 2016年3月31日 2,649 4,429 ×

近畿 福井県
ＤＣＭカーマ福井社北店、ハニ
ー食彩館社店

福井市若杉４丁目１０２１番地　ほ
か３１筆 DCMカーマ キムラフーズ DCMカーマ キムラフーズ 2015年10月20日 2016年5月31日 2,649 4,429

近畿 滋賀県 アヤハディオ堅田店 大津市衣川一丁目３６－７ アヤハディオ アヤハディオ 2015年4月15日 2015年12月10日 2,640 4,176 
近畿 滋賀県 アヤハディオ堅田店 大津市衣川一丁目３６－７ アヤハディオ アヤハディオ 2016年2月18日 2016年10月14日 2,640 3,849
近畿 滋賀県 Joshin東近江店 東近江市宮荘町65 オオカド オオカド 2016年3月4日 2014年2月10日 1,900

近畿 京都府 ジャパン野田川店
与謝野郡与謝野町字石川小字浜
倉704ほか 山政 ジャパン 2015年7月14日 2016年3月15日 1,270 1,495

近畿 京都府 ジュンテンドーマイン峰山店 京丹後市峰山町新町１７０１番地 峰山商業開発 ジュンテンドー 2015年9月4日 2015年10月1日 4,000
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近畿 京都府 サンドラッグ福知山店 福知山市字土小字論所1の2番地
NTT西日本アセッ
ト・プランニング サンドラッグ 2015年10月27日 2015年11月17日 1,241

近畿 大阪府
（仮称）阪急オアシス吹田穂波
店 吹田市穂波町５番30号 寺西　信貴 阪食 2015年7月8日 2016年3月9日 1,459

近畿 大阪府
ホームセンターコーナン門真殿
島店 門真市殿島町10番３号ほか コーナン商事 コーナン商事 2015年9月18日 2015年11月18日 3,917 5,738 

近畿 大阪府
ロイヤルホームセンター河内長
野 河内長野市本多町４－３３ ニチノーサービス

ロイヤルホーム
センター トマトランド 2016年3月17日 2016年4月1日 4,400

近畿 兵庫県 山陽マルナカ広畑店
姫路市広畑区吾妻町三丁目29番2
号 山陽マルナカ 山陽マルナカ 1 2015年8月24日 2015年8月25日 7,499

近畿 兵庫県 関西スーパー中央店 伊丹市中央五丁目３番38号
関西スーパーマ
ーケット

関西スーパーマ
ーケット 2015年12月4日 2016年8月5日 2,117 1,539

近畿 京都市 桂東阪急ビル 京都市西京区川島北裏町８１－２ 阪急電鉄 ハートフレンド マツモトキヨシ 10 2015年7月31日 2015年9月1日 2,733

近畿 大阪市 ブルータスビル 大阪市中央区西心斎橋2丁目33-5 大阪タクシー
ヒューマンフォー
ラム 2 2015年4月16日 2015年4月28日 1,357 1,313 

近畿 大阪市
ホームセンターコーナン御幣島
店

大阪市西淀川区御幣島2丁目38-
4，39，40-4 コーナン商事 コーナン商事 2015年11月13日 2016年7月14日 3,886 4,955

近畿 大阪市 千島ガーデンモール 大阪市大正区千島１丁目１番　他 千島土地 マルハチ 9 2016年2月3日 2016年3月18日 8,543
中国 島根県 ジュンテンドー出雲南店 出雲市塩冶町字善行寺1196-1外 ジュンテンドー ジュンテンドー 2015年6月30日 2015年7月1日
中国 島根県 ジュンテンドー浜田店 浜田市高田町55番1外 ジュンテンドー ジュンテンドー 2015年6月30日 2015年7月1日
中国 島根県 ホームプラザナフコ平田店 出雲市平田町1610番地外 ナフコ ナフコ 2015年12月21日 2016年8月22日 3,707 4,677
中国 広島県 ジュンテンドー安芸府中店 府中町茂陰１丁目１３番４５号 ジュンテンドー ジュンテンドー 2015年6月30日 2015年7月1日

中国 広島県 ジュンテンドー甲山店
世羅町大字西上原字鎌倉880番3
外 ジュンテンドー ジュンテンドー 2015年6月30日 2015年7月1日 2,735

中国 山口県 ホームプラザナフコ山口店新館 山口市朝田７５３の３ ナフコ ナフコ 2015年6月10日 2016年2月11日 3,500 4,786

中国 広島市 ジュンテンドー庚午店
広島市西区庚午中一丁目２５番１
ほか ジュンテンドー ジュンテンドー 2015年6月30日 2015年7月1日

中国 広島市 ジュンテンドー古市店
広島市安佐南区大町東一丁目７７
番地ほか アクティオ ジュンテンドー 2015年6月30日 2015年7月1日

中国 広島市 ジュンテンドー沼田店
広島市安佐南区伴東七丁目５０５
２番１ほか ジュンテンドー ジュンテンドー 2015年6月30日 2015年7月1日

中国 広島市 ジュンテンドー可部南店
広島市安佐北区可部南二丁目１３
６０－１ほか ジュンテンドー ジュンテンドー 2015年6月30日 2015年7月1日

中国 広島市 ジュンテンドー五日市店
広島市佐伯区八幡東三丁目２７４
番２ほか ジュンテンドー ジュンテンドー 2015年6月30日 2015年7月1日

中国 広島市 ラ・ムー八木店
広島市安佐南区八木一丁目１０２
８番４ほか

アイコーポレーシ
ョン 大黒天物産 2015年10月7日 2016年3月15日

中国 岡山市 山陽マルナカ庭瀬店
岡山市北区平野字小池859番1　
ほか マルナカ 山陽マルナカ 2015年7月31日 2016年2月28日 1,474 3,035

中国 岡山市 ロイヤルホームセンター築港 岡山市南区築港元町5番地76ほか 三井製糖
ロイヤルホーム
センター 2016年1月26日 2016年3月1日 4,756

中国 岡山市
（仮称）第一セントラルビル2号
館 岡山市北区本町６番１１９　外 天満屋 ドン・キホーテ 2016年3月14日 2016年3月18日 3,706

四国 徳島県 キョーエイ共進店 美馬市脇町西赤谷４７ アクサス キョーエイ アクサス 2015年4月27日 2015年12月28日 1,460 1,842

九州 福岡県 にしてつストア牛頸店
大野城市若草三丁目１番１号　外
１筆 西鉄ストア 西鉄ストア ○ 2015年5月25日 2015年6月1日

九州 福岡県 フレッシュ８エブリィ岡垣店 岡垣町百合ヶ丘二丁目１番１６号 スーパー大栄 スーパー大栄 ○ 2015年6月30日 2015年7月1日
九州 福岡県 ホームプラザナフコ南宗像店 宗像市大字光岡字立浦１０５番　 ナフコ ナフコ 2015年10月9日 2015年10月10日
九州 福岡県 にしてつストア中間店 中間市東中間一丁目８番８号 筑豊電気鉄道 西鉄ストア 2016年1月28日 2016年2月1日

九州 福岡県 ホームプラザナフコ田川店
田川市大字川宮字盗人迫１７２０
－１　外 ナフコ ナフコ 2016年3月31日 2016年12月1日 2,447 3,724

九州 長崎県
ベスト電器佐世保本店・ゲオ佐
世保大塔店 佐世保市大塔町１８５７番地２　外 西部産業 ベスト電器

ゲオホールディ
ングス 2015年10月23日 2015年10月24日 4,216

九州 長崎県 サン住吉ビル 長崎市住吉町３番１号 サン住吉
トーホーキャッシ
ュアンドキャリー

ＪＲ九州ドラッ
グイレブン 4 2015年12月16日 2008年5月31日　外 1,413 1,505

九州 熊本県 ホームプラザナフコ鹿本店
山鹿市鹿本町御宇田字三十六623
番9 ナフコ ナフコ 2016年2月29日 2016年10月30日 3,698 4,462

九州 大分県 D&D中津店 中津市大字永添６０３ スーパー大栄 スーパー大栄 セリア ○ 2015年9月9日 2015年9月10日 4,221 4,034
九州 宮崎県 ホームプラザナフコ南宮崎店 宮崎市大字田吉字山内１０５－１ ナフコ ナフコ 2015年5月22日 2016年1月23日 3,534 4,077 
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九州 宮崎県
サピア日南ショッピングセンタ
ー 日南市材木町１番　外

協同組合日南ショ
ッピングセンター ダイレックス ○ 2015年7月21日 2015年7月24日 11,147 7,726

九州 鹿児島県 ザ・ダイソーＡコープいしき店 鹿児島市伊敷町882番地外
鹿児島県くみあい
開発

エーコープ鹿児
島 2015年8月6日 2016年4月7日 1,464 1,326

九州 福岡市 グッデイ長尾店 福岡市城南区長尾二丁目8番11号
嘉穂無線ホール
ディングス

嘉穂無線ホール
ディングス 2016年1月8日 2016年2月1日 2,270 2,189

九州 北九州市 相生ショッピングセンター 北九州市八幡西区相生町8番 アイコー興産 スーパー大栄 ひつじや 他３ 2015年9月14日 2015年9月15日 3,450

九州 北九州市 フレッシュ８浅川店
北九州市八幡西区浅川日の峯二
丁目27番22号 スーパー大栄 スーパー大栄 九州大和 柏葉食健 2015年9月14日 2015年9月15日 1,323
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