
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 備考

いちい八島田店 大規模小売店舗の所在地

福島市   大規模小売店舗を設置する者の住所

大規模小売店舗において小売業を行う者

蓬莱ショッピングセンター

福島市 

夢・タウン・飯坂

福島市  

ヨークベニマル植田店

いわき市  

仙台ターミナルビル郡山店 

郡山市

COOPバリューしおかわ 大規模小売店舗を設置する者の代表者

喜多方市    大規模小売店舗において小売業を行う者

アピタ会津若松店 大規模小売店舗を設置する者

会津若松市     大規模小売店舗において小売業を行う者

相馬ショッピングパーク H24.8.27  大規模小売店舗を設置する者  - -

相馬市     H25.4.1  大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 - -

カワチ薬品白河東店 

白河市 

福島駅西口ショッピングセンター

福島市   

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 

イオン鏡石ショッピングセンター

鏡石町 

アティ郡山

郡山市 

万ＳＡＩ堂郡山店 大規模小売店舗の名称

郡山市  大規模小売店舗を設置する者の名称 

エイトタウン相馬

相馬市 

郡山駅東ショッピングセンター 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

郡山市   大規模小売店舗において小売業を行う者

リオン・ドール坂下中央店

会津坂下町  

ケーズデンキ福島南本店 大規模小売店舗を設置する者の住所

福島市   大規模小売店舗において小売業を行う者

エコタウン会津若松 大規模小売店舗を設置する者の住所及び代表者の氏名

会津若松市    大規模小売店舗において小売業を行う者

ＭＯＬＴＩ 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

郡山市    大規模小売店舗において小売業を行う者

株式会社カワチ薬品泉店

いわき市  

ヨークベニマル方八町店 大規模小売店舗の名称

郡山市  大規模小売店舗の所在地 

ザ・ビッグ本宮店 大規模小売店舗の名称

本宮市  大規模小売店舗の所在地 

イオン福島店

福島市 

ダルマドラッグ福島笹谷店 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

ドラッグストア　マツモトキヨシ笹谷店 大規模小売店舗の名称

福島市 大規模行為店舗において小売業を行う者

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 備考

ショッピングモールフェスタ

郡山市 

株式会社カワチ薬品会津若松南店

会津若松市 

カワチ薬品笹谷店

福島市 

仙台ターミナルビル郡山店

郡山市 

ヨークタウン野田 H21.5.15 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名   -  -

福島市  H24.4.2  大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名   -  -

ダルマドラッグ福島笹谷店

福島市 

H24.8.28 5

26

27

- -

- -

H26.3.13 H19.6.30他

H26.3.13 H25.6.1

平成２４年度　法６条第１項（名称変更等）

 1 H24.4.6  H24.4.6  大規模小売店舗の名称  -

大規模小売店舗の名称  -

 -

4 H24.8.15  H24.6.22 

-

平成２５年度　法６条第１項（名称変更等）

25 H26.3.3  H19.6.30  大規模小売店舗の所在地  - -

-

8 H25.7.11 

大規模小売店舗の名称 

大規模小売店舗において小売業を行う者

1 H25.4.11  H16.10.16他 - -

2 H25.4.11  H19.11.1他 - -

3 H25.4.11  H19.11.1他  - -

4 H25.4.15  H25.4.1  -

- -

9 H25.7.17  H25.7.17  大規模小売店舗の名称  -

6 H25.5.13  H22.7.13  - -

7 H25.6.10  H25.2.21他 - -

大規模小売店舗において小売業を行う者5 H25.4.19  H25.2.28他

24 H26.2.3  H26.2.3  -

12 H25.8.20  H25.4.1他 -

10 H25.8.20  H25.4.1他 大規模小売店舗において小売業を行う者  -

-

H25.10.2118

-

大規模小売店舗において小売業を行う者 

 -

-

-

 -

H26.1.21  - -

H24.6.4

大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名   -  -

 -

2 H24.4.16  H17.6.17  大規模小売店舗において小売業を行う者

3 H24.6.4 

6 H24.8.28  H24.4.2  大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名   -  -

-

22 H25.11.14  H25.10.31  大規模小売店舗において小売業を行う者  - -

-

23 H26.1.31 

H25.4.1  大規模小売店舗を設置する者の住所  -

21 H25.10.29  H25.9.1   -

19 H25.10.28  H24.7.1  - -

-

-

大規模小売店舗において小売業を行う者

13 H25.8.27  H25.3.1 大規模小売店舗を設置する者の代表者  - -

20 H25.10.28  H24.7.1他 - -

17 H25.9.27  H24.4.1他 - -

大規模小売店舗において小売業を行う者 

16 H25.9.2  H25.9.1  大規模小売店舗を設置する者の名称  - -

15 H25.9.2  H25.9.1他 - -

14 H25.9.2  H25.9.1 大規模小売店舗を設置する者の名称  -

11 H25.8.20  H25.4.1他



夢・タウン・飯坂 

福島市

MOLTI

郡山市 

いちい鎌田店 大規模小売店舗を設置する者の住所

福島市  大規模小売店舗において小売業を行う者の住所 

いちい八木田店 大規模小売店舗を設置する者の住所

福島市  大規模小売店舗において小売業を行う者の住所 

アミューズパーク福島

福島市 

エイトタウン川俣

川俣町 

須賀川東部ショッピングセンター 大規模小売店舗を設置する者の住所

須賀川市   大規模小売店舗において小売業を行う者の住所 

いちい鏡石店 大規模小売店舗を設置する者の住所

鏡石町  大規模小売店舗において小売業を行う者の住所

福島ショッピングセンター

福島市   

ザ・ビッグ鎌田店

福島市   

リオン・ドール喜多方西店 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

喜多方市    大規模小売店舗において小売業を行う者

リオン・ドール神明通り店 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

会津若松市   大規模小売店舗において小売業を行う者

リオン・ドール門田店 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

会津若松市      大規模小売店舗において小売業を行う者

リオン・ドール会津アピオ店 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

会津若松市   大規模小売店舗において小売業を行う者

リオン・ドール滝沢店 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

会津若松市    大規模小売店舗において小売業を行う者

リオン・ドール河東ショッピングセンター 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

会津若松市    大規模小売店舗において小売業を行う者

リオン・ドール坂下中央店

会津坂下町   

リオン・ドール美里店 大規模小売店舗の名称

会津美里町    大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

大規模小売店舗において小売業を行う者

リオン・ドール猪苗代店 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

猪苗代町     大規模小売店舗において小売業を行う者

リオン・ドール川俣 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

川俣町 大規模小売店舗において小売業を行う者

リオン・ドール保原店 大規模小売店舗の名称

伊達市  大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

大規模小売店舗において小売業を行う者

リオン・ドールガーデン本宮 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

本宮市  大規模小売店舗において小売業を行う者

リオン・ドール郡山東店 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

郡山市  大規模小売店舗において小売業を行う者

リオン・ドール須賀川東店 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

須賀川市  大規模小売店舗において小売業を行う者

リオン・ドールガーデン船引 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

田村市  大規模小売店舗において小売業を行う者

リオン・ドール田島店

南会津町 

リオン・ドール鎌田店 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

福島市   大規模小売店舗において小売業を行う者

新福島駅ビル 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

福島市  大規模小売店舗において小売業を行う者

ヨークベニマル新笹谷店

福島市  

福島駅西口ショッピングセンター

福島市  

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   

イオン西郷ショッピングセンター

西郷村 

ショッピングモールフェスタ

郡山市  

イオン福島店

福島市

（仮称）サンデー須賀川店

須賀川市  

H19.11.1   -

7 H24.8.29  H19.11.1  大規模小売店舗を設置する者の住所   -  -

H19.11.1   -  -

9 H24.11.2  H19.11.1   -  -

8 H24.10.18  H24.8.31  大規模小売店舗において小売業を行う者  -  -

 -

12 H24.11.2  H19.11.1  大規模小売店舗において小売業を行う者の住所  -  -

H24.11.2  H19.11.1  大規模小売店舗において小売業を行う者の住所   -  -

10 H24.11.2 

13 H24.11.2 

11

16 H24.11.22  H24.10.26  大規模小売店舗の名称   -  -

15 H24.11.6  H24.7.1  大規模小売店舗の名称   -  -

14 H24.11.2 H19.11.1   -  -

19 H24.12.21  H24.7.2他  -  -

18 H24.12.21  H24.7.2他  -  -

17 H24.12.6  H24.7.2   -  -

22 H24.12.21  H24.7.2   -  -

21 H24.12.21  H24.7.2他  -  -

20 H24.12.21  H24.7.2他  -  -

25 H24.12.21  H24.7.2他  -  -

24 H24.12.21  H24.7.2他  -  -

23 H24.12.21  H24.7.2  大規模小売店舗において小売業を行う者  -  -

28 H24.12.21  H24.7.2   -  -

27 H24.12.21  H24.7.2他  -  -

26 H24.12.21  H24.7.2他  -  -

31 H24.12.21  H24.7.2   -  -

30 H24.12.21   H24.7.2他  -  -

29 H24.12.21  H24.7.2他  -  -

34 H25.1.22  H24.6.29他  -  -

33 H24.12.21  H24.7.2   -  -

32 H24.12.21  H24.7.2  大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名  -  -

37 H25.2.28  H24.6.22  大規模小売店舗を設置する者   -  -

36 H25.2.28  H24.6.22  大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名  -  -

35 H25.1.24  H24.12.28  大規模小売店舗の名称   -  -

 -  -

39 H25.3.15 H25.3.1  大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名  -  -

40 H25.3.15  H25.3.1他

38 H25.2.28  H24.6.22  大規模小売店舗を設置する者   -  -

42 H25.3.27   H25.3.22 

大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名  -  -

41 H25.3.19 H25.3.1  大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名  -  -



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 備考

ドッポ郡山本店 H22.8.30 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

郡山市 大規模小売店舗の名称

大規模小売店舗において小売業を行う者

曽根田ショッピングセンター

福島市

ラトブ H19.10.25 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

いわき市 H23.1.16他 大規模小売店舗において小売業を行う者

片倉フィラチャー H21.3.27

いわき市 H23.3.1

イオン福島店 大規模小売店舗の名称

福島市 大規模小売店舗において小売業を行う者

イオン西郷ショッピングセンター

西郷村

ザ・ビッグ福島大森店

福島市

ＭＯＬＴＩ

郡山市

アティ郡山 H13.5.25他 大規模小売店舗において小売業を行う者

郡山市 H23.8.11 大規模小売店舗の所在地

曽根田ショッピングセンター

福島市

アティ郡山

郡山市

コジマＮＥＷ福島店 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

福島市

コジマＮＥＷ方木田店

福島市

コジマＮＥＷいわき店 H17.9.20 大規模小売店舗の所在地

いわき市 大規模小売店舗を設置する者

大規模小売店舗において小売業を行う者

カワチ薬品花春店・コジマＮＥＷ会津若松店 H17.12.26 大規模小売店舗を設置する者

会津若松市 H18.1.27 大規模小売店舗の名称及び所在地

H22.2.16 大規模小売店舗において小売業を行う者

コジマＮＥＷ郡山店

郡山市

イオンタウン須賀川

須賀川市

イオンタウン塩川 大規模小売店舗の名称

喜多方市 大規模小売店舗を設置する者

福島駅西口ショッピングセンター H23.4.1 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名及び住所

福島市 省略 大規模小売店舗において小売業を行う者

メガステージ須賀川Ｂエリア

須賀川市

片倉フィラチャー

いわき市

仙台ターミナルビル郡山店

郡山市

カワチ薬品福島西店

福島市

カワチ薬品福島南店

福島市

カワチ薬品安積店

郡山市 

カワチ薬品富田店

郡山市 

株式会社カワチ薬品須賀川店

須賀川市 

白河市 

株式会社カワチ薬品泉店

いわき市 

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 備考

マックスバリュ福島大森店

福島市

イオンタウン郡山ショッピングセンター

郡山市

ロックタウン須賀川

須賀川市 

2 H23.4.8 H23.4.8 大規模小売店舗において小売業を行う者  -  -

1 H23.4.4  -  -
H23.3.25

3 H23.5.24  -  -

5 H23.6.14  -  -

4 H23.6.7  -  -

H23.3.1

大規模小売店舗において小売業を行う者

 -

8 H 23.7.28 H23.6.30 大規模小売店舗において小売業を行う者  -  -

7 H23.6.16 H23.2.24 大規模小売店舗の名称  -  -

大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名
H22.2.16

H22.2.16

大規模小売店舗の名称  -  -

11 H23.11.18 H23.2.28他 大規模小売店舗において小売業を行う者  -  -

10 H23.10.20 H23.10.5 大規模小売店舗において小売業を行う者  -  -

9 H23.8.11

H23.9.1 大規模小売店舗の名称  -  -

 -

14 H23.12.12  -  -

13 H23.12.12 H22.2.16 大規模小売店舗において小売業を行う者  -  -

12 H23.12.12  -  -

15 H23.12.12  -  -

20 H24.1.26 H24.1.26 大規模小売店舗において小売業を行う者  -  -

19 H24.1.25  -  -

18 H24.1.20  -  -

17 H24.1.20

24 H24.3.23  H17.4.8  大規模小売店舗において小売業を行う者

22 H24.3.8 H24.3.1他 大規模小売店舗において小売業を行う者  -  -

 -  -H24.3.23  H17.7.22  大規模小売店舗において小売業を行う者

平成２２年度　法６条第１項（名称変更等）

29 H24.3.23  H17.6.17  大規模小売店舗において小売業を行う者  -  -

28

大規模小売店舗において小売業を行う者 - -

大規模小売店舗において小売業を行う者 - -

3 H22.4.19 H22.2.21 大規模小売店舗において小売業を行う者 - -

 -  -

平成２３年度　法６条第１項（名称変更等）

21 H24.2.13 H23.10.17  -  -

H24.3.23  H16.12.23  大規模小売店舗において小売業を行う者  -  -

27

25 H24.3.23  H17.4.1  大規模小売店舗において小売業を行う者  -  -

大規模小売店舗において小売業を行う者

23 H24.3.23  H17.6.3  大規模小売店舗において小売業を行う者  -  -

16 H23.12.12 H22.2.16 大規模小売店舗において小売業を行う者  -  -

6 H23.6.14 H23.3.1

大規模小売店舗を設置する者の住所

 -  -

H23.9.1

カワチ薬品白河店　トレンドプラザ　トレンドビ
ル

26

H24.3.23  H17.3.25 

1 H22.4.9 H22.2.21

2 H22.4.9 H22.2.21



ＭＯＬＴＩ

郡山市

ブックエース植田店

いわき市

ダイユーエイトいわき鹿島店

いわき市

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

ザ・モール郡山 H20.4.1 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

郡山市 H21.9.21  大規模小売店舗において小売業を行う者

H22.2.1 大規模小売店舗において小売業を行う者 - -

リオン・ドール神明通り店 

会津若松市

ロックタウン塩川 H18.1.4 大規模小売店舗の名称

喜多方市 H18.5.26 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

大規模小売店舗において小売業を行う者

ヨークベニマル内郷店

いわき市

ロックタウン須賀川

須賀川市

福島南モール 大規模小売店舗の名称

福島市 大規模小売店舗において小売業を行う者

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 備考

南相馬ジャスモール

南相馬市

エコタウン会津若松 大規模小売店舗の名称

会津若松市 大規模小売店舗において小売業を行う者

ケーズデンキ会津若松本店

会津若松市 

会津若松市

中町再開発ビル

郡山市

いちい　ヘルシー&ホーム 大規模小売店舗を設置する者の住所

福島市 大規模小売店舗において小売業を行う者

ダイユーエイトいわき鹿島店 大規模小売店舗の名称

いわき市 大規模小売店舗において小売業を行う者

ＭＯＬＴＩ

郡山市

コープマート保原 大規模小売店舗を設置する者の住所

伊達市 大規模小売店舗において小売業を行う者

蓬莱ショッピングセンター 大規模小売店舗を設置する者

福島市 大規模小売店舗において小売業を行う者

相馬ショッピングパーク 大規模小売店舗を設置する者

相馬市 大規模小売店舗の名称及び所在地

大規模小売店舗において小売業を行う者

ケーズデンキ福島南本店

福島市

南相馬ジャスモール

南相馬市

ヨークベニマル原町西店

南相馬市

福島サティ

福島市

ヨークベニマル好間店

いわき市

ヨークタウン郡山堤下

郡山市

中町再開発ビル

郡山市

ダルマドラッグ福島笹谷店 H17.4.1 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 - -

福島市 H20.4.1 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

H21.6.30 大規模小売店舗において小売業を行う者

カワチ薬品福島東店

福島市

中町再開発ビル

郡山市

いちい信夫ヶ丘店・平成やおや福島東店 H19.11.1 大規模小売店舗を設置する者の住所

福島市 大規模小売店舗の名称

大規模小売店舗において小売業を行う者

H21.4.16

省略

大規模小売店舗において小売業を行う者 - -

大規模小売店舗の名称  -

H21.9.1

H22.8.24 大規模小売店舗において小売業を行う者 - -

H22.8.24 大規模小売店舗において小売業を行う者 - -

- -

H22.11.12他 大規模小売店舗において小売業を行う者 - -

H22.11.17 大規模小売店舗において小売業を行う者 - -

- -

-

- -

- -

大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 - -

12 H23.1.28 H23.1.19 大規模小売店舗の名称 - -

13 H23.2.22 H22.2.1

2 H21.4.20 H21.4.19 - -

H23.3.11 H23.3.11 - -

1 H21.4.9 H21.4.1 大規模小売店舗の名称

14

- -

- -H21.2.5

H21.4.17

大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

大規模小売店舗の名称

大規模小売店舗の名称

H21.4.3 - -

- -

--

11

7

8 大規模小売店舗において小売業を行う者

H21.10.30 大規模小売店舗において小売業を行う者

大規模小売店舗において小売業を行う者

H21.10.30

10 H21.6.25 H21.4.29

9 H21.6.2 省略

H21.7.30H21.8.19

H21.4.1

12

- -

- -

- -

--

- -

- -

H22.1.27

H22.2.12 H22.1.30

省略

H21.8.31

H21.7.31

大規模小売店舗を設置する者

大規模小売店舗において小売業を行う者

H21.8.28

H22.1.25 大規模小売店舗の名称

H21.10.15

H21.9.25

H21.8.31

H21.12.14 H21.10.9 大規模小売店舗において小売業を行う者

大規模小売店舗の所在地

大規模小売店舗の所在地

H22.1.12

-

-

-

-

--

--

--

--

-

-

- -

--

20

21

22

平成２１年度　法６条第１項（名称変更等）

大規模小売店舗の名称

--

13

14

15

16

17

18

H21.8.27

H21.8.19 H21.8.6

H22.5.27他

4 H22.5.11 H22.4.22

8 H22.11.12

6 H22.9.9

5 H22.9.9

H22.3.16

19

大規模小売店舗において小売業を行う者

6

5

4

3 H21.4.20

H21.4.30

H21.5.25

H21.6.2

H21.4.21

H21.4.28

ユニクロ会津若松アピオ店・西松屋会津若松
アピオ店

10 H23.1.13 H23.1.1

H22.11.257

H22.12.179

H23.2.211

H22.3.29


