
No. 店舗名称（所在地） 届出日 変更日 変更事項
市町村
意見

住民等
意見

県意見 備考

COOPバリューしおかわ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

喜多方市 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

カワチ薬品湯本店

いわき市 

カワチ薬品湯本店

いわき市  

ケーズデンキ福島南本店

福島市 

エコタウン会津若松　 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

会津若松市 駐車場の収容台数

駐車場の出入口の数及び位置 

駐輪場の収容台数

荷さばき施設の面積

中町再開発ビル

郡山市 

相馬ショッピングセンター 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

相馬市   駐車場の位置

駐車場の出入口の位置  

イオン福島店

福島市  

ドラッグストアマツモトキヨシ笹谷店 荷さばき施設の位置

福島市 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

廃棄物等の保管施設の位置

No. 店舗名称（所在地） 届出日 変更日 変更事項
市町村
意見

住民等
意見

県意見 備考

イオン福島店 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

福島市 来客が駐車場を利用することができる時間帯

イオン西郷ショッピングセンター 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

西郷村 来客が駐車場を利用することができる時間帯

相馬ショッピングセンター 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

相馬市 来客が駐車場を利用することができる時間帯

ショッピングモールフェスタ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

郡山市 来客が駐車場を利用することができる時間帯

片倉フィラチャー 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

いわき市 来客が駐車場を利用することができる時間帯

ザ・ビッグ福島大森店 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

福島市 来客が駐車場を利用することができる時間帯

夢・タウン・飯坂

福島市 

(仮称）ザ・ビッグ福島鎌田店 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

福島市  来客が駐車場を利用することができる時間帯

イオン福島店 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

福島市  来客が駐車場を利用することができる時間帯

荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

イオン西郷ショッピングセンター 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

西郷村  来客が駐車場を利用することができる時間帯

相馬ショッピングセンター 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

相馬市  来客が駐車場を利用することができる時間帯

ショッピングモールフェスタ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

郡山市  来客が駐車場を利用することができる時間帯

片倉フィラチャー 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

いわき市  来客が駐車場を利用することができる時間帯

荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

リオン・ドール喜多方西店 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

喜多方市  駐輪場の位置

荷さばき施設の位置

廃棄物等の保管施設の位置

リオン・ドール坂下中央店 駐車場の収容台数

会津坂下町  駐車場の出入口の位置

ブックエース植田店 大規模小売店舗において小売業を行う者の閉店時刻

いわき市  来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐車場の出入口の数及び位置

イオン福島店

福島市 

No. 店舗名称（所在地） 届出日 変更日 変更事項
市町村
意見

住民等
意見

県意見 備考

ドッポ郡山本店

郡山市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐車場の出入口の数

荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

ラトブ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

いわき市 来客が駐車場を利用することができる時間帯

イオン福島店 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

福島市 来客が駐車場を利用することができる時間帯

片倉フィラチャー 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

いわき市 来客が駐車場を利用することができる時間帯

イオン西郷ショッピングセンター 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

西郷村 来客が駐車場を利用することができる時間帯

大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び
閉店時刻

H23.7.1

平成２５年度　法第６条第２項（変更)

14 H24.12.6 H25.8.7 あり なし  なし 

なし

6 H25.11.12 H25.11.24 駐車場の出入口の数及び位置 あり  なし 

なし  なし

7 H25.12.19 H26.1.19 なし  なし 

8 H26.3.3 H26.3.31 駐車場の出入口の数  なし 

なし

5 H25.10.28 H26.6.29 なし  なし 

H26.2.4  駐車場の収容台数   あり  なし 

4 H25.10.28 H25.11.1  駐車場の出入口の位置  なし  なし 

平成２４年度　法第６条第２項（変更)

1 H25.5.13 H25.7.19 なし  なし  なし 

2 H25.5.17  H25.6.1 駐車場の出入口の位置 なし  なし  なし 

なし 

なし 

なし 

3 H25.6.3 

 なし

15 H25.2.19  H25.10.20 なし  なし  なし 

なし  なし 

16 H25.3.8  H25.3.23 あり  なし 

17 H25.3.19  H25.11.20 駐車場の収容台数   なし 

13 H24.10.15 H24.10.30 あり なし なし

なし

11 H24.10.15 H24.10.16 なし なし  なし 

12

なし  なし 

10 H24.10.15 H24.10.16 なし   なし  なし

 なし  なし 

H24.10.15 H24.10.16 なし なし 

なし 

7 H24.8.29  H24.10.1  駐輪場の位置  なし  なし 

8 H24.10.10 H24.10.26 なし  なし 

9 H24.10.15 H24.10.30 なし 

なし  なし  なし 

なし

2 H24.5.21 H24.6.1 なし  なし  なし

3 H24.5.21 H24.6.1 なし  なし 

4 H24.5.21 H24.6.1 あり   なし

5 H23.6.14

5

1 H24.5.21 H24.6.1

なし

H24.5.21 H24.6.1 あり   なし なし

なし 

6 H24.5.23 H24.6.15 あり 

平成２３年度　法第６条第２項（変更) 

4 H23.6.14 H23.7.1 なし なし なし

 なし  なし  なし

なし なし

3 H23.6.14 H23.7.1 なし なし

2 H23.6.1

あり  なし  なし9 H26.3.13 H26.4.14

1 H23.4.5 H23.4.15 あり なし なし

なし

H23.5.24 あり



ザ・ビッグ福島大森店

福島市

エコス棚倉店・セキショウ棚倉店 H23.7.31 駐車場の出入口の数

棚倉町 荷さばき施設の位置

廃棄物等の保管施設の位置

アティ郡山 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

郡山市 廃棄物等の保管施設の位置

中町再開発ビル

郡山市

白河市

エコス棚倉店・セキショウ棚倉店

棚倉町

来客が駐車場を利用することができる時間帯

荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

駐輪場の位置

荷さばき施設の位置

廃棄物等の保管施設の位置

ＪＲ郡山市民市場　

郡山市

メガステージ須賀川 Bエリア 荷さばき施設の位置

須賀川市 廃棄物等の保管施設の位置

No. 店舗名称（所在地） 届出日 変更日 変更事項
市町村
意見

住民等
意見

県意見 備考

イオンタウン郡山ショッピングセンター

郡山市

ヴィアフレスコ

南相馬市

会津若松ショッピングセンター

会津若松市
いわきニュータウンショッピングセン
ター
いわき市

ヨークベニマル門田町店

会津若松市

白河市 H23.10.4 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

ジャスト黒岩店 H23.4.4 駐車場の出入口の位置

福島市 H23.11.5 駐車場の位置及び収容台数

福島南モール

福島市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

駐輪場の位置

荷さばき施設の位置

廃棄物等の保管施設の位置

No. 店舗名称（所在地） 届出日 変更日 変更事項
市町村
意見

住民等
意見

県意見 備考

ヨークベニマル一箕町店 駐車場の収容台数

会津若松市 駐車場の出入口の位置

相馬ショッピングパーク 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

相馬市 駐車場の出入口の数

駐車場の収容台数

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

（仮称）ケーズデンキ福島南店

福島市

中町再開発ビル

郡山市

エイトタウン相馬 駐輪場の位置

相馬市 荷さばき施設の位置

廃棄物等の保管施設の位置

福島サティ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

福島市 来客が駐車場を利用することができる時間帯

ヨークベニマル原町西店 駐車場の収容台数

南相馬市 駐車場の出入口の数及び位置

駐輪場の位置及び収容台数

廃棄物等の保管施設の位置

福島サティ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

福島市 来客が駐車場を利用することができる時間帯

福島駅西口ショッピングセンター

福島市

（仮称）福島市松山町複合店舗

福島市

大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び
閉店時刻

H23.2.16 駐車場の出入口の位置

H24.2.21

H24.8.6

H23.12.20

H23.11.12

H21.7.30

H22.11.17 廃棄物等の保管施設の位置

駐車場の出入口の数及び位置

なし - なし-

13 H24.1.26 H24.3.14 あり

10 H23.10.14 H23.10.22 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻 なし なし- なし

7 H23.6.20 なし なし なし

11 H23.12.5 なし なし- なし

8 H23.8.11 H23.9.22 あり なし なし

9 H23.10.4 H24.6.5 あり

12 H24.1.25 H24.9.26 駐車場の位置及び収容台数 あり

6 H23.6.16 H23.6.18 来客が駐車場を利用することができる時間帯 なし なし なし

7 H23.3.4  なし  なし  なし

8 H23.3.11  なし  なし なし

H23.3.23

大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び
閉店時刻

8 H21.9.25 H21.10.23 なし なし

なし なし

6 H21.8.10 H21.8.11 なし なし なし

なし

7 H21.8.31 H22.5.1 なし なし なし

5 H21.8.17 H21.9.18 なし

なし なし なし

なし なし なし

6 H23.2.3  なし  なし  なし

5 H22.11.12 H22.12.1 駐車場の出入口の数及び位置

H22.6.21 H23.2.22 駐輪場の位置 あり なし なし

2 H22.8.9 H22.10.9 荷さばき施設の位置及び面積 なし なし なし

1

なし なし

9 H22.3.3 H22.11.4 駐車場の位置及び収容台数 なし

10 H22.3.26 H22.4.10 駐車場の出入口の位置及び数 なし

なし なし

なし

2 H21.6.30 なし なし なし

なし なし

4 H21.7.31 H21.8.1 なし なし

3 H21.7.27 H21.8.6 あり

H22.3.1

駐車場の出入口の数及び位置

駐車場の出入口の数及び位置

カワチ薬品白河店トレンドプラザトレン
ドビル

なし - なし

なし- なし-

1 H21.4.1 H21.12.2 なし なし なし

平成２１年度　法第６条第２項（変更)

駐車場の出入口の数及び位置

カワチ薬品白河店　トレンドプラザ　トレ
ンドビル

なし なし なし

平成２２年度　法第６条第２項（変更)

3 H22.8.24 H22.9.9

4 H22.11.9


