
年
度

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

スーパースポーツゼビオ福島南バイパス店 大規模小売店舗において小売業を行う者

福島市 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

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

株式会社カワチ薬品泉店

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

いわきニュータウンショッピングセンター

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

H21.11.6 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

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

蓬莱ショッピングセンター 大規模小売店舗の所在地

福島市 大規模小売店舗において小売業を行う者

大規模小売店舗内の店舗面積の合計

来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐車場の位置及び収容台数

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

荷さばき施設の位置及び面積

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及び容量

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

中町再開発ビル 駐車場の位置及び収容台数

郡山市 駐車場の出入口の数及び位置

いわきお宝館 大規模小売店舗において小売業を行う者

いわき市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

みどり書房桑野店

郡山市

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

大規模小売店舗内の店舗面積の合計

駐輪場の位置

ニュー福ビル 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

福島市 大規模小売店舗において小売業を行う者の閉店時刻

来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐車場の位置及び収容台数

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

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

カワチ薬品湯本店

いわき市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐輪場の位置

H18.1.28 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

富岡ショッピングプラザ 大規模小売店舗において小売業を行う者の閉店時刻

富岡町 来客が駐車場を利用することができる時間帯

高橋ビル 大規模小売店舗において小売業を行う者の閉店時刻

郡山市 来客が駐車場を利用することができる時間帯

リオン・ドール猪苗代店 大規模小売店舗において小売業を行う者の閉店時刻

猪苗代町 来客が駐車場を利用することができる時間帯

大規模小売店舗内の店舗面積の合計

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

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

H19.4.6 H19.12.7

H18.4.15

H18.11.10

4 H19.2.19 H19.10.20

3

なし

なし4 H18.3.8

平成１７年度　法附則第５条第１項（変更）

なし3 H17.12.26 H18.2.1

平成２０年度　法附則第５条第１項（変更）

なし

平成１９年度　法附則第５条第１項（変更）

1 H20.4.4 H20.12.5

なし

2 H20.5.29 H20.7.1 なし

3 H21.3.5

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

H21.3.27

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

－ －

－ －

－ －

なし

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

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

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

H17.9.30 H17.10.20 なし

H18.11.2 なし

H18.11.15

平成１８年度　法附則第５条第１項（変更）

1

なし

1 H18.5.31 H19.1.10 なし

なし1 H17.5.27

2

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

H18.12.3

H19.7.3

2 H18.10.11

H17.7.1



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

株式会社赤トリヰ中町店

須賀川市

カワチ薬品福島南店 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

福島市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

コープマート保原 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

保原町 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐車場の収容台数

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

リオン・ドール郡山東店 大規模小売店舗において小売業を行う者の閉店時刻

郡山市 来客が駐車場を利用することができる時間帯

H17.3.28 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

スーパーセンター富岡

富岡町

来客が駐車場を利用することができる時間帯

リオン・ドール会津アピオ店

会津若松市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

大規模小売店舗内の店舗面積の合計

駐車場の位置及び収容台数

駐車場の出入口の位置及び数

駐輪場の位置及び収容台数

スーパーセンター谷川瀬Ａ館

いわき市 来客が駐車場を利用することができる時間帯

藤越好間店

いわき市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

藤越相馬店本館

相馬市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

藤越浪江店

浪江町

来客が駐車場を利用することができる時間帯

カワチ薬品福島西店

福島市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

H17.4.25 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

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

カワチ薬品富田店

郡山市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

H17.6.8 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

リオン・ドール会津若松店

会津若松市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

H17.11.9 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

ロックショッピングタウン塩川 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

塩川町 駐車場の収容台数

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

グリーンパークたじま

田島町

来客が駐車場を利用することができる時間帯

いちいヘルシー＆ホーム

福島市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

ヨークベニマル郡山荒井店

郡山市

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

H15.12.15 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－

－ －

－ －

－ －

－ －

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

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

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

H16.10.1

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

H15.5.30

H15.5.30

H16.7.22

平成１５年度　法附則第５条第１項（変更）

15 なし

平成１６年度　法附則第５条第１項（変更）

なし14 H17.2.23

なし

－ －

－ －

－

12 H16.9.30 なし

13 H16.10.8

なし

H17.3.28

10 H16.7.30 H16.9.1 なし

11 H16.8.24

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

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

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

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

H16.10.16

－ －

－ －

－ －

－ －

H17.3.9

H16.11.1

なし

8 H16.7.30 H16.9.1 なし

9 H16.7.30 H16.9.1

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

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

－ －

－ －

5 H16.7.21 H16.9.1 なし

7 H16.7.28 H16.9.1

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

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

6 なし

H16.4.2 H16.4.25 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 なし

2 H16.5.13 H16.6.20
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

なし－ －

なし

H16.7.31

H17.3.31

H16.7.28

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

H16.7.22

なし1 H15.4.7 H15.5.30

なし

2 H15.4.14 H15.5.1 なし

なし

なし

3 H16.5.25 H17.2.20 なし

4 H16.7.20

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

3 H15.4.14

4 H15.4.14

1



ヨークベニマルメガステージ白河店

白河市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

喜多方ショッピングセンター

喜多方市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

リオン･ドール田島店

田島町

来客が駐車場を利用することができる時間帯

アミューズパーク福島

福島市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

株式会社カワチ薬品原町店

原町市

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

コメリホームセンター会津坂下店 大規模小売店舗において小売業を行う者の閉店時刻

会津坂下町 来客が駐車場を利用することができる時間帯

大規模小売店舗内の店舗面積の合計

駐車場の位置及び収容台数

駐車場の出入口の位置

荷さばき施設の位置及び面積

廃棄物の保管施設の位置及び容量

昭栄福島ショッピングセンター

福島市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

福島サティ

福島市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

リオン･ドール鎌田店

福島市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

いちい信夫ヶ丘店・フットパーク堀川店 大規模小売店舗において小売業を行う者

福島市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐車場の出入口の位置

大規模小売店舗内の店舗面積の合計

駐車場の位置及び収容台数

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

株式会社カワチ薬品須賀川店

須賀川市

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

スーパーセンター原町

原町市

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

いわき市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

ＪＲ郡山市民市場

郡山市

会津若松ショッピングセンター

会津若松市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

イトーヨーカドー郡山店

郡山市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

株式会社イトーヨーカ堂　平店

いわき市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

植田ショッピングセンター

いわき市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

カワチ薬品安積店

郡山市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

新福島駅ビル 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

福島市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

岩瀬書店富久山店

郡山市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

－

－ －

－ －

－ －

－ －

H15.7.8

15 H15.7.9 H15.7.26

H15.7.11

なし

13 H15.7.8 H15.7.29 なし

－ －

－ －

なし

25 H15.8.21 H15.8.30 なし
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 － －

23 H15.8.1 H15.8.14 なし

24 H15.8.13 H16.4.14

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

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

－ －

－ －

21 H15.7.28 H15.8.6 なし

22 H15.7.28 H15.8.6

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

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

－ －

－ －

20 H15.7.14 H15.7.23

18 H15.7.11 H15.7.26
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

なし

19 H15.7.11 H15.7.26
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

16 H15.7.9 H15.8.1

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

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

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

17 H15.7.10 H15.7.19

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 H15.5.26 H15.6.21

なし

9 H15.6.2 H15.7.15 なし

10 H15.6.12

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

H15.6.13

H16.2.13

なし14

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H15.7.30

H16.3.8

－

－ －

－ －

－ －

5 H15.4.16 H15.5.30 なし

6 H15.4.22 H15.5.30

11 H15.7.1 H15.7.12 なし

12 H15.7.1

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

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

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

－ －

－ －

－

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

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

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

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

7 H15.5.15 H15.6.1 なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし



ダイユーエイト桑折店 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

桑折町

来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐車場の位置及び収容台数

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

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・ドール滝沢店

会津若松市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

リオン・ドール坂下中央店

会津坂下町

来客が駐車場を利用することができる時間帯

H16.6.23 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

マルトＳＣ草野店

いわき市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

会津サティ

会津若松市

　 来客が駐車場を利用することができる時間帯

郡山市 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

マルト中岡ショッピングセンター

いわき市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

リオン･ドール喜多方仲町店

喜多方市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

マルトＳＣ高坂店

いわき市

　 来客が駐車場を利用することができる時間帯

いわきニュータウンショッピングセンター

いわき市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

マルトＳＣ城東店

いわき市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

インテリアダイイチ 大規模小売店舗において小売業を行う者の閉店時刻

郡山市 来客が駐車場を利用することができる時間帯

マルトＳＣ湯長谷

いわき市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

マルト好間店

いわき市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

マルトファミリーセンター好間店

いわき市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

マルト平白土店

いわき市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

カンセキ会津若松店

会津若松市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

カンセキ白河店

白河市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

カワチ薬品大槻店

郡山市

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

郡山市 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

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

ヨークベニマルコスモス通り店

郡山市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

ヨークベニマル本宮舘町店

本宮町

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

ディスカウントストアトライアル郡山安積バイパ
ス店

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

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

H16.3.18 H15.11.19他

43 H16.2.16 H16.4.1 なし

40 H16.2.6 H16.2.18 なし

45

あり

41 H16.2.13 H16.2.25 なし

44 H16.3.1 H16.4.1

あり

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

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

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

－ －

－ －

42 H16.2.16 H16.4.1

なし

38 H16.2.2 H16.2.18 なし

39 H16.2.6 H16.2.18

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

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

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

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

なし

36 H16.1.23 H16.2.4 なし

37 H16.1.27 H16.2.11

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 － －

－ －

なし

34 H15.12.17 H16.1.5 なし

35 H16.1.16 H16.1.28

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

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

なし

32 H15.11.27 H15.12.13 なし

33 H15.12.2 H15.12.17

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

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

なし29 H15.10.30 H15.11.15

あり

30 H15.11.5 H15.11.14 なし

31 H15.11.18 H15.11.19

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

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

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

ディスカウントストアトライアル郡山安積バイパ
ス店

－ －

－ －

－

なし

27 H15.9.25 H15.10.25 なし

28 H15.10.27

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

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H15.11.18

－ －

－ －

26 H15.9.10 H16.5.11

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

－ －

平成１４年度　法附則第５条第１項（変更）

なし1 H14.4.30 H14.6.30

2 H14.5.14 H14.6.15 なし

なし

なし



ザ・モール郡山

郡山市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

かねとビル

郡山市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

ヨークベニマル希望ｹ丘店

郡山市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

いちい八島田店

福島市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

須賀川東部ショッピングセンター

須賀川市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

いちい鎌田店 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

福島市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐車場の位置及び収容台数

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

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閉店時刻

相馬市 来客が駐車場を利用することができる時間帯

カインズホーム白河モール店

白河市

リオン・ドール川俣 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

川俣町

来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐車場の位置及び収容台数

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

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

いちい八木田店

福島市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

コジマＮＥＷ郡山店 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

郡山市 大規模小売店舗において小売業を行う者の閉店時刻

来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐車場の位置及び収容台数

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

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

日和田モール

郡山市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

原町ショッピングプラザ

原町市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

菊一ビル

郡山市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

台新ショッピングセンター

郡山市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

桜ヶ丘ショッピングセンター

相馬市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

ヨークベニマルいわき泉店

いわき市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

ヨークベニマル浜田店

福島市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

ヨークベニマル須賀川南店

須賀川市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

ヨークベニマル須賀川西店

須賀川市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

ヨークベニマル昭和町店

白河市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

ヨークベニマル湯本南店

いわき市

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

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

なし

23 H15.1.31 H15.3.31 なし

24 H15.2.6 H15.2.28

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

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

－ －

－ －

なし

21 H15.1.31 H15.3.31 なし

22 H15.1.31 H15.3.31

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

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

－ －

－ －

なし

19 H15.1.10 H15.2.24 なし

20 H15.1.20 H15.2.24

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

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

－ －

－ －

なし

17 H14.12.19 H15.2.20 なし

18 H14.12.26 H15.2.20

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

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

－ －

－ －

なし

15 H14.12.11 H15.2.1 なし

16 H14.12.19 H15.2.20

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

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

－ －

－ －

なし

13 H14.11.8 H15.7.20 あり

14 H14.11.18 H14.12.1
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

－ －

－ －

なし10 H14.9.20 H15.5.21 駐輪場の位置

なし

11 H14.10.1 H15.7.20 なし

12 H14.10.2 H14.10.11

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

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

－

4 H14.5.31 H14.7.31 なし

5 H14.5.31 H14.7.31
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 － －

なし

8 H14.7.30 H15.3.30 なし

9 H14.9.4 H14.9.14

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

－ －

－ －

なし

なし

6 H14.6.21 H14.7.1 なし

7 H14.7.10 H14.7.23

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

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

－ －

－ －

3 H14.5.30 H14.6.27

なし



コープあいづ　ＣＯＯＰわかまつ店 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

会津若松市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐車場の位置及び収容台数

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

ヨークベニマル平野店

福島市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

ヨークベニマル門田町店

会津若松市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

浪江ショッピングセンターヨークベニマル棟

浪江町

来客が駐車場を利用することができる時間帯

ヨークベニマル一箕町店

会津若松市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

ヨークベニマル猪苗代店

猪苗代町

来客が駐車場を利用することができる時間帯

小野町ショッピングセンター

小野町

来客が駐車場を利用することができる時間帯

おのショッピングプラザ

小野町

来客が駐車場を利用することができる時間帯

ヨークベニマル上荒川店

いわき市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

ヨークベニマル小名浜店

いわき市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

ヨークベニマル西若松店

会津若松市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

ヨークベニマル花春店

会津若松市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

協同組合やながわショッピング・プラザ

梁川町

来客が駐車場を利用することができる時間帯

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

カインズホーム会津若松店

会津若松市

カインズホーム原町店

原町市

岡小名ショッピングセンター

いわき市

ヨークベニマル安積町店

郡山市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

ヤマダ電機テックランド郡山店

郡山市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

パワーシティ郡山

郡山市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

ジャスト黒岩店 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

福島市 駐車場の収容台数

駐車場の出入口の数及び位置

駐輪場の位置及び収容台数

廃棄物等の保管施設の容量

カインズホーム郡山富田店

郡山市

カインズホーム喜多方店

喜多方市

福島駅西口ショッピングセンター

福島市

ジャスコ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閉店時刻

西郷村 来客が駐車場を利用することができる時間帯

サンアイショッピングセンター 駐車場の位置及び収容台数

鏡石町 駐車場の出入口の数及び位置

カインズホーム大槻店

郡山市

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

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

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

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

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

駐輪場の位置

37 H15.3.24 H15.5.24 なし

なし

35 H15.3.18 H15.5.18 なし

36 H15.3.24 H15.5.24

なし

33 H15.3.7 H15.4.15 なし

34 H15.3.13 H15.4.20

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

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

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

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

－ －

－ －

－ －

－ －

なし

31 H15.3.5 H15.5.5 なし

32 H15.3.5 H15.5.5

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

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

－ －

－ －

なし

29 H15.2.24 H15.4.24 なし

30 H15.3.5 H15.5.5

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

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

－ －

－ －

なし

27 H15.2.12 H15.4.12 なし

28 H15.2.12 H15.3.20

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

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

－ －

－ －

なし

25 H15.2.12 H15.11.1 なし

26 H15.2.12 H15.4.12

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

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

－ －

－ －

平成１３年度　法附則第５条第１項（変更）

13 H13.10.25 H13.11.1 なし駐車場の出入口の数及び位置 － －

なし10 H13. 9.10 H13.10.1 大規模小売店舗において小売業を行う者の閉店時刻

なし

11 H13. 9.1１ H13.9.19 なし

12 H13. 9.28 H14.5.29

－ －

－ －

－ －

なし8 H13. 8.10 H14.4.11 駐輪場の位置

なし9 H13. 8.10 H14.4.11 駐輪場の位置

－ －

－ －

4 H13.6.22 H13.8.1

なし

6 H13.7.23 H13.7.25 なし

7 H13.7.24 H14.3.24

－ －

－ －

－ －

H13.6.29 H13.7.23 なし

H14.1.3 駐輪場の位置

なし2 H13.5.2 H14.1.3

なし3 H13.5.22 H14.1.23 駐輪場の位置

なし

5

なし1 H13.5.2



ヨークベニマル福島西店

福島市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

二本松ショッピングセンター

二本松市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

総合日曜大工センターアンゼンいわき店

いわき市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

ヨークベニマル郡山横塚店

郡山市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

H14.9.10 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

ヨークベニマル南福島店

福島市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

総合日曜大工センターアンゼン植田店

いわき市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

ヨークタウン八山田

郡山市

来客が駐車場を利用することができる時間帯

伊達天王市ショッピングセンター

伊達町

来客が駐車場を利用することができる時間帯

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

郡山ステーションビル

郡山市

東邦精麦ビル 来客が駐車場を利用することができる時間帯

郡山市 駐車場の出入口の数

H13.7.28 駐車場の収容台数

－ －

－ －

－ －

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

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

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

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

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

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

21 H13.3.13 H14.5.15 なし

なし

19 H14.1.24 H14.2.4 なし

20 H14.3.7 H14.5.7

なし

17 H14.1.10 なし

18 H14.1.17 H14.4.1

H14.3.10

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

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

－ －

－ －

－ －

－ －

あり

15 H13.12.19 H14.2.1 なし

16 H14.1.8 H14.1.15

－ －

－ －

なし14 H13.11.22 H14.2.1 － －

なし

1 H12.8.24 H13.4.25 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 なし

2 H12.11.27
H13.4.28

平成１２年度　法附則第５条第１項（変更）


