
　　　　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

しまむら江別店、ツルハドラッ
グ代々木店、産直生鮮市場江
別店

江別市野幌代々木町７７番１、２、
３ しまむら ツルハ、産直 しまむら ツルハ 産直 2016年4月18日 2016年4月19日 2,991

北海道 北海道 ビッグハウス東光店
旭川市東光１０条７丁目１４７番地
１０２ほか 道北アークス 道北アークス

フラワーショッ
プささき プラザクリエイト 2016年5月20日 2017年1月21日 1,960

北海道 北海道
ツルハドラッグ北見とん田西町
店 北見市とん田西町308番１，２ 福原 ツルハ 2016年7月29日 2016年7月30日 1,479

北海道 北海道 プラザいちまる池田店
中川郡池田町字利別南町１７番地
ほか

マックスバリュ北
海道

マックスバリュ北
海道 ネオウェーブ 加藤園芸 2016年7月22日 2016年8月10日 5,056

北海道 北海道
西店・ツルハドラッグ室蘭築地
店 室蘭市築地町８９－３０ほか テーオー小笠原

伊達市農業協同
組合 テーオー小笠原 ツルハ 2016年7月27日 2016年7月28日 3,372

北海道 北海道 ビッグハウス明野店 苫小牧市明野新町５丁目１８－２７ ラルズ ラルズ 2016年8月22日

①2016年8月23日
（開店時刻・閉店時

刻・駐車場利用時間
帯変更）

②2017年4月23日
（店舗面積変更） 2,241 2,732

北海道 北海道 サツドラ幕別札内店 中川郡幕別町札内暁町４番地２ 中道リース
サッポロドラッグ
ストアー 2016年9月2日 2016年9月3日 1,109

北海道 北海道 ケーズデンキ小樽店 小樽市勝納町１００番 デンコードー デンコードー 2016年11月11日 2016年11月12日 2,976

北海道 札幌市 ＴＳＵＴＡＹＡ美しが丘
札幌市清田区美しが丘３条４丁目
３８０－５５ 有限会社廣北

有限会社峰晴キ
タガワ 日光堂升井商店 2016年8月19日 2016年8月20日 2,256

北海道 札幌市 ＤＣＭホーマック手稲前田店 ＤＣＭホーマック手稲前田店 ＤＣＭホーマック ＤＣＭホーマック 2016年10月21日 2016年11月1日 3,662

北海道 札幌市 金市舘ビル
札幌市中央区南２条西２丁目１番
地 金市舘ビル ゲオ 2016年11月17日 2016年11月21日 9,888

東北 青森県 中里ショッピングセンター 中泊町中里字紅葉坂154 スーパーストア ○ スーパーストア 2016年10月14日

①2016年11月18日（開
閉店時刻、駐車場利用
時間、荷さばき場利用時
間の変更）
②2017年6月15日(荷さ
ばき場の位置・面積）

2,999
東北 青森県 ニトリ八戸店 八戸市沼館１丁目１５－１２外 ニトリ ニトリ 2017年3月24日 2017年11月25日 5,472 6,807

東北 岩手県 メガチャンス花巻店 花巻市西大通り一丁目６番18号 マルカン マルカン 2017年1月10日

①2017年1月16日（駐車
場の位置、閉店時刻、駐
車場の利用時間帯、駐
車場の自動車の出入口
の数）
②2017年9月10日（店舗
面積の合計、駐車場の
収容台数、駐輪場の収
容台数、駐車場の自動
車の出入口の数） 1,491 1,506

東北 宮城県 気仙沼モール 気仙沼市字赤岩石兜３８番地 デンコードー ○ デンコードー ツルハ ○ 2017年3月17日 2017年4月1日 4,710 4,667

東北 福島県 ながぬまショッピングパーク 須賀川市志茂字六角６５番地
ながぬまショッピ
ングパーク ○ 青木商店 マルゼン ○ 2016年5月31日 2017年2月1日 1,862 2,789

東北 福島県 フレスコキクチ鹿島店
南相馬市鹿島区寺内字本屋敷７
番１外 キクチ キクチ 2016年9月15日 2017年5月16日 1,023 2,428

東北 仙台市 ショッピングセンター田子
仙台市宮城野区田子二丁目2
番,2,3,4,5,6,7,8,9,10 レクライム ホットマン ミニストップ 2016年6月20日 2016年6月30日 1,526 1,154

東北 仙台市 仙台泉中央駅ビル
仙台市泉区泉中央一丁目7番地
1、7番地3 ヒューモス 藤崎 11 2017年1月27日 2017年1月31日 2,496

東北 仙台市 ビバホーム荒巻店
仙台市青葉区荒巻本沢二丁目
701-1 東海林興産 LIXILビバ 2017年1月31日 2017年10月2日 1,858
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関東 群馬県
ホームマートセキチュー桐生南
店

桐生市広沢町５丁目字天神１４３８
－１ セキチュー セキチュー 2016年4月25日 2016年4月26日 3,921

関東 群馬県 花木流通センター 前橋市亀里町１３０７番１
全国農業協同組
合連合会

全国農業協同組
合連合会 2017年3月30日 2017年9月1日 5,448 5,229

関東 群馬県 有賀園ゴルフ太田西矢島店 太田市西矢島６２２－１　外 イーエスティー 有賀園ゴルフ 2017年3月31日 2017年4月14日 3,778 3,384

関東 埼玉県
入間リバーサイド・ショッピング
センター 入間市春日町１丁目824―1　外 繁田醬油 スーパーバリュー 2016年4月18日 2016年5月1日 6,299

関東 埼玉県 アズ熊谷 熊谷市筑波二丁目115番地 東日本旅客鉄道 山崎製パン 41 2016年12月16日 2016年12月16日 6,322

関東 千葉県 ザ・ブロック
習志野市谷津七丁目１４４８番地１
ほか

三菱ＵＦＪ信託銀
行 ユザワヤ商事 5 2016年9月30日 2016年10月31日 18,871

関東 千葉県
ノジマ市原店・ヤックスドラッグ
市原八幡店

市原市八幡字笊沼３３６番地１ほ
か うめたに ノジマ 1 2017年2月13日 2017年3月1日 2,529

関東 東京都 フロム中武 立川市曙町二丁目１１番２号 中武ビルディング フロム中武 マルエツ 2016年5月25日 2016年5月26日 9,985
関東 東京都 三善ビルディング 渋谷区宇田川町２８番２号 三善 ドン・キホーテ 2016年9月1日 2017年5月2日 1,454 5,522
関東 東京都 東急スクエアガーデンサイト 大田区田園調布二丁目６２番４号 東京急行電鉄 東急ストア 10 2016年9月26日 2016年10月31日 2,362
関東 神奈川県 （仮称）ドン・キホーテ下鶴間店 大和市下鶴間２－2,816の３ほか 谷口運送 ドン・キホーテ 2016年4月7日 2016年6月23日 2,652

関東 神奈川県 コピオ愛川 愛川町角田字小沢下原580 スーパーアルプス
スーパーアルプ
ス 15 2017年3月2日

①2017年11月3日
（駐車場の収容台
数、駐輪場の位置
及び収容台数の変

更）
②2017年5月3日（開
店時刻、閉店時刻、
駐車場利用可能時
間帯、荷さばき可能

時間帯の変更） 10,313

関東 新潟県
新発田トップカルチャーショッピ
ングモール

新発田市新栄町3丁目1番31号
外 新栄地所 トップカルチャー 2016年5月25日

①2016/1/26（店舗
面積の変更）

②2016/5/26（小売
業をおこなう者の開
店時刻及び閉店時
刻・駐車場を利用で
きる時間帯・駐車場
出入口の数及び位

置） 3,262 3,840

関東 新潟県 アークプラザ上越東 上越市下門前388番地
アークランドサカ
モト ウエルシア薬局

エービーシー・
マート 2017年1月18日 2017年1月19日

関東 長野県
綿半ホームエイドアップルロー
ド店 飯田市鼎名古熊2084－１ほか

綿半ホールディン
グス 綿半ホームエイド 2016年4月12日 2016年6月20日

関東 長野県 ダイレックス平田店 松本市平田東2-631-1ほか ダイレックス ダイレックス 2016年4月18日

①2016年7月7日（小
売業者の開店時刻
及び閉店時刻、駐

車場利用可能時間
帯）

②2016年12月19日
（駐輪場の位置及び
収容台数、荷さばき
施設の位置及び面
積、廃棄物等の保
管施設の位置及び

容量） 2,705 2,206
関東 長野県 カインズホーム上田店 上田市秋和五里堂152－２ほか カインズ カインズ 2017年3月23日 2017年3月27日

関東 山梨県 オギノ河口湖店
富士河口湖町船津字下土足戸545
番3外 オギノ オギノ 2016年11月25日 2017年7月26日 1,866 2,721

関東 山梨県 市川大門ショッピングセンター
市川三郷町市川大門字坂本233番
地外 岡島 ウエルシア薬局 2016年12月27日 2017年1月16日 1,564

関東 横浜市 ショッピングタウンあいたい 都筑区中川中央一丁目１番３号 横浜都市みらい 東急ストア ポンパドウル 13 2017年3月23日 2017年7月1日 5,384
関東 浜松市 エブリィビッグデー姫街道店 浜松市中区葵西1丁目1-1 ビッグ富士 ビッグ富士 2016年9月21日 2017年5月22日 1,852 1,537
関東 浜松市 杏林堂薬局白羽店 浜松市南区白羽737 川嶋 杏林堂薬局 2017年2月10日 2017年2月11日 1,353

中部 愛知県 稲沢ハーモニーランド 稲沢市稲島五丁目2番外2筆
フィールホール
ディングス

フィールコーポ
レーション セリア 4 2017年1月31日 2017年10月1日 15,724

中部 岐阜県
協同組合下呂ショッピングセン
ター　ライフアップタウン　ピア

下呂市小川字清水1236番地の1
外

下呂ショッピング
センター ピアヤマシゲ 2016年11月25日 2017年6月20日 3,591 3,347



中部 岐阜県 神戸ショッピングセンター 安八郡神戸町西浦１７３４　外 日電精密工業 トミダヤ 4 2017年2月24日 2017年10月25日 1,622

中部 岐阜県 トミダヤ大野店
揖斐郡大野町大字黒野字大堀
1250-1 トミダヤ トミダヤ 1 2017年2月24日 2017年10月25日 1,400

中部 岐阜県 トミダヤ笠松店
羽島郡笠松町長池字西流1221番1
外 トミダヤ トミダヤ 1 2017年2月24日 2017年10月25日 2,900

中部 岐阜県 トミダヤ結店
安八郡安八町東結芝原北1100
外 トミダヤ トミダヤ 2017年3月14日 2017年11月15日 1,424

中部 岐阜県 本巣ショッピングプラザ 本巣市曽井中島宮前1018　外 トミダヤ トミダヤ 1 2017年3月21日 2017年11月22日 1,400
中部 三重県 ジュンテンドー名張店 名張市蔵持町原出505ほか ジュンテンドー ジュンテンドー 2016年6月24日 2016年6月25日 2,800

中部 三重県 岡本総本店津店 津市南丸之内17-29 岡本総本店 岡本総本店
マックスバリュ
中部 2016年8月30日

2016年10月15日
2017年5月1日 6,954

中部 三重県 コメリホームセンター伊勢店 伊勢市御薗町王中島758 コメリ コメリ 2017年1月16日 2017年3月1日 5,120
中部 三重県 桜橋ショッピングタウン　ノバ 津市桜橋3丁目67-1ほか27筆 ピー・アンド・エス ドン・キホーテ 大創産業 4 2017年3月14日 2017年4月10日
近畿 福井県 ハニーＢｉｇＭａｒｔ春江店 坂井市春江町江留下高道113-3 ながすぎ ながすぎ ビッグエル 2016年6月30日 2016年10月1日 2,414 1,398

近畿 京都府 ライフ寺田店 城陽市寺田樋尻32番地 カネジョー
ライフコーポ
レーション 2016年9月6日 2016年9月29日 1,322

近畿 大阪府 高槻デポマート 高槻市上牧南駅前町125番ほか 三機工業 コーナン商事 3 2016年6月29日 2016年7月20日 12,436

近畿 大阪府
京阪枚方ステーションモール
Ｄブロック 枚方市岡東町60番２他

京阪ホールディン
グス 京阪ザ・ストア 2017年3月31日 2017年4月1日 1,734

近畿 兵庫県 ジュンテンドー和田山店
朝来市和田山町牧田岡字四ツ辻
721番地２ほか ジュンテンドー ジュンテンドー 2016年6月24日 2016年6月25日 1,799

近畿 兵庫県 コメリホームセンター明石店 明石市硯町一丁目９番19号 コメリ コメリ 2016年8月4日 2016年9月30日 3,060
近畿 奈良県 ヒルステップ生駒 生駒市小明町235ほか 大和リース ユニクロ キリン堂 2 2016年6月13日 2017年2月14日 1,751 2,086

近畿 和歌山県 和歌山ミオ北館 和歌山市友田町５丁目１８番地
和歌山ターミナル
ビル 帽子屋Kizuna プラスワン 13 2016年5月18日 2016年3月18日 1,512 1,500

近畿 京都市 京都タワービル
京都市下京区烏丸通七条下ル東
塩小路町721-1 京都タワー 大創産業 20 2016年6月30日 2016年7月1日 2,934

近畿 京都市 近商ストア向島店
京都市伏見区向島四ツ谷池１４番
地１０号他 近商ストア 近商ストア

パーティーハウ
ス キャンドゥ 2016年8月31日 2016年9月28日 3,684

近畿 京都市 河原町共同ビル
京都市中京区裏寺町６０９番地ほ
か

三井住友信託銀
行 ２者

ブックオフコーポ
レーション タワーレコード 65 2017年2月28日 2017年3月15日 9,784

近畿 京都市 グルメシティ九条東寺店
京都市南区西九条島町５４番地の
１ ダイエー ダイエー 2017年2月28日 2017年4月1日 1,325

近畿 大阪市 Ｙ．Ｅ．Ｓ．ＮＡＭＢＡビル
大阪市中央区難波千日前1512番
３

イエスビルディン
グ ドン・キホーテ 2016年6月20日 2016年7月27日 3,591

近畿 大阪市 阪急グランドビル 大阪市北区角田町８番47号 阪急不動産 紀伊國屋書店 2016年10月14日 2016年10月15日 2,450
近畿 神戸市 星和台ショッピングセンター 神戸市北区西山１丁目16番１他 高山興産 ウエルシア薬局 やまや 2016年5月25日 2016年5月26日 1,747
中国 鳥取県 ジュンテンドー駅南店 鳥取市南吉方二丁目30ほか 林　喜朗 ジュンテンドー 2016年6月24日 2016年6月25日 2,023
中国 鳥取県 ジュンテンドー安倍店 米子市安倍字清水尻中171ほか ジュンテンドー ジュンテンドー 2016年6月24日 2016年6月25日 1,695

中国 広島県 ジュンテンドー黒瀬店
東広島市黒瀬町楢原字上田中137
番地1ほか ジュンテンドー ジュンテンドー 2016年4月28日 2016年4月29日 1,666

中国 広島県 ジュンテンドー大野店 大野二丁目8710番65外 小沼興産 ジュンテンドー 2016年4月28日 2016年4月29日 1,713

中国 広島県 マックスバリュ佐伯店 廿日市市友田５６３番地
マックスバリュ西
日本㈱ （有）ちから 2016年10月27日 2016年10月27日

中国 山口県 ジュンテンドー滝部店 下関市豊北町大字滝部902 ジュンテンドー ジュンテンドー 2016年4月28日 2016年4月29日
中国 山口県 エスワイショッピングセンター 山口市赤妻町253－1 エスワイ ジュンテンドー 丸久 2016年4月28日 2016年4月29日

中国 広島市 洋服の青山広島緑井店
広島市安佐南区緑井六丁目2018
番地 青山商事 青山商事 ゲオ 2016年4月6日 2016年4月16日 1,796

中国 広島市
エディオン可部店・（仮称）ドラッ
グコスモス亀山店 広島市安佐北区亀山二丁目10-17 エディオン コスモス薬品 エディオン コスモス薬品 2016年4月28日 2016年12月29日 2,055 3,842

四国 徳島県 ＤＣＭダイキ阿南店 阿南市日開野町筒路２－１ 阿南開発 ＤＣＭダイキ 2016年9月15日 2017年6月15日 2,899 4,411

四国 徳島県 ショッピングプラザアワーズ 阿波市阿波町伊沢田８８番地

アワーズクリエイ
ト・マルヨシセン
ター

ヨコタコーポレー
ション

マルヨシセン
ター 2016年10月26日

2017/6/27
(店舗面積･施設の

配置の変更）
2016/12/15

(施設の運営方法の
変更） 4,947 5,595

四国 愛媛県 ＤＣＭダイキ福音寺店 松山市福音寺町55番地1　外 ＤＣＭダイキ ＤＣＭダイキ 2017年3月31日 2017年12月1日 2,103

四国 高知県 ｍａｃ中村店
四万十市具同字西大内町5390番
地ほか 大屋 大屋 2016年7月14日 2016年7月15日 3,785

四国 高知県 ｍａｃ須崎店 須崎市西崎町6番15号 松田不動産 大屋 2016年10月13日 2016年10月14日 2,877 1,919
九州 福岡県 グッデイ太宰府店 太宰府市高雄一丁目3671番1　外 木村武志 嘉穂無線 2016年8月31日 2016年9月1日 3,000



九州 福岡県 グッデイ大牟田店
大牟田市大字三池字竹原444番4
外 嘉穂無線 嘉穂無線 2016年8月31日 2016年9月1日 3,500

九州 福岡県 グッデイ中間店 中間市蓮花寺二丁目1番1号 嘉穂無線 嘉穂無線 2016年9月29日 2016年9月30日 2,500

九州 福岡県 グッデイ遠賀店
遠賀郡遠賀町今古賀６２３番地１
外 嘉穂無線 嘉穂無線 2016年10月14日 2016年10月15日 2,750

九州 福岡県 ゆめマート豊前 豊前市大字岸井３９４番地 スーパー大栄 スーパー大栄 2016年12月7日 2016年12月8日 2,657

九州 福岡県 ゆめマート田川大任
田川郡大任町大字今任原字有次
３０７７番地 スーパー大栄 スーパー大栄 ○ 2016年12月13日 2016年12月14日 5,170

九州 福岡県 ゆめマート大刀洗
三井郡大刀洗町大字下高橋字十
の江６０６番地１ スーパー大栄 スーパー大栄 ○ 2016年12月13日 2016年12月14日 2,820

九州 佐賀県 ホームプラザナフコ伊万里店
伊万里市二里町大里乙３５６２番
外 ナフコ ナフコ 2016年6月15日 2017年2月16日 5,000 6,992

九州 佐賀県
ホームセンターユートク伊万里
店 伊万里市二里町大里乙２１３外 祐徳自動車 ユートク 2016年7月22日 2017年3月23日 2,106 2,845

九州 佐賀県 ベスト電器佐賀本庄店 佐賀市本庄町本庄253番10 ベスト電器 ベスト電器 2016年11月7日 2016年11月30日 1,654

九州 佐賀県
ショッピングセンタ－ぷらっと塩
田店

嬉野市塩田町大字馬場下甲１７４
８番地４

塩田リバ－サイド
ショッピングセンタ
－協同組合

塩田リバ－サイド
ショッピングセン
タ－協同組合 2017年2月23日 2017年3月1日 1,453

九州 熊本県 ショッピングタウン阿蘇
阿蘇市大字蔵原字向田832番1
外 イオン九州 イオン九州 大創 3 2016年5月12日 2016年5月13日 5,641

九州 大分県 ホームワイド臼杵店 臼杵市大字市浜字中山田1216-1 イオン九州 イオン九州 2016年6月20日 2016年6月21日 4,210

九州 大分県 HIヒロセ大在店
大分市大字横田字辻７２番地１
外

ホームインプルー
ブメントひろせ

ホームインプルー
ブメントひろせ 2016年9月30日 2017年5月29日 2,478 6,000

九州 宮崎県 ホームプラザナフコ佐土原店 宮崎市佐土原町下田島9922番3外 ナフコ 永野 ナフコ 永野 1 2016年5月16日 2017年1月17日 7,024 7,806

九州 宮崎県 アタックス川南店
児湯郡川南町大字川南字岩河
16396番地13 ロンフレ アタックスマート 2016年5月27日 2016年5月28日 1,758

九州 福岡市 グッデイ南福岡店
福岡市博多区西月隈一丁目11番
26号 グッデイ グッデイ 2016年12月28日 2016年12月29日 2,520

九州 福岡市 グッデイ姪浜店
福岡市西区姪の浜二丁目22番25
号 グッデイ グッデイ 2016年12月28日 2016年12月29日 3,500

九州 北九州市 グッデイ小倉南店
北九州市小倉南区守恒本町一丁
目13番1号 グッデイ グッデイ 2016年9月20日 2016年9月21日 2,200

九州 北九州市
グッデイ若松店・ポイント若松
響灘店 北九州市若松区大字安瀬64番69 グッデイ グッデイ タカミヤ 2016年9月20日 2016年9月21日 4,374

九州 熊本市 ホームプラザナフコ城南店
熊本市南区城南町大字東阿高
1485番地 ナフコ ナフコ 2016年8月22日 2017年4月23日 6,000 7,222

九州 熊本市 ショッピングプラザ ウェッキー 熊本市北区植木町舞尾620番地
植木ショッピング
プラザ 三河屋スーパー 15 2017年2月27日 2017年3月1日 5,405

沖縄 沖縄県 ＲＪ西原ビル
西原町字小那覇1596番地ほか３
筆 一秀 ビッグワン 2016年8月24日 2016年9月1日 1,460
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