
 届出日 所在地 大規模小売店舗名 主な小売業者 主な届出内容
開店・変更

予定日

変更 H23.4.6
福井市新田塚二丁目
2905外10筆

ゲンキー新田塚店 ゲンキー㈱
駐車場の出入口の数
駐車場の出入口の位置

H23.4.11

変更 H23.4.12
福井市二の宮二丁目
801番1号外10筆

ゲンキー二の宮店、Ｈｏｎｄａ
Ｃａｒｓ福井南二の宮店

ゲンキー㈱
㈱ホンダ四輪販売北陸

店舗名称の変更
小売業者の変更

H23.4.1

変更 H23.4.12
小浜市駅前町15号大津
9番外30筆

ゲンキー小浜店 ゲンキー㈱ 店舗名称の変更 H23.4.1

変更 H23.5.17
鯖江市下河端15字神子
町1番1外16筆

ゲンキー東鯖江店 ゲンキー㈱

店舗面積
3,786.00㎡→3,570.57㎡
駐車場台数
373台→279台
駐輪場台数
30台→47台
荷さばき施設面積
83.00㎡→100.50㎡
廃棄物保管施設容量
21.99㎥→39.60㎥
開店時刻
8:00
→・ゲンキー㈱　8:00
  ・㈱ワシントン靴店　10:00
閉店時刻
22:00
→・ゲンキー㈱　22:00
  ・㈱ワシントン靴店　20:00
荷さばき可能時間帯
6:00～15:00
→・荷さばき施設１　6:00～15:00
  ・荷さばき施設２　9:00～10:00

H24.1.17

新設 H23.7.20
福井市志比口二丁目
1106番外31筆

（仮称）ハーツ志比口店複合商
業施設

福井県民生活協同組合
未定分1件

店舗面積　2,906.59㎡
駐車場台数　114台
駐輪場台数   83台
開店時刻　 9:00
閉店時刻
・福井県民生活協同組合　 0:00
・未定分１件　　　　　　22:00

H24.3.8

新設 H23.9.28
三方郡美浜町佐柿59号
西ノ川6番1外12筆

（仮称）ゲンキー美浜店 ゲンキー㈱

店舗面積　2,718.00㎡
駐車場台数　125台
駐輪場台数   80台
開店時刻　 9:00
閉店時刻　21:00

H24.5.24

変更 H23.9.28
小浜市駅前町15号大津
9番外30筆

ゲンキー小浜店 ゲンキー㈱

荷さばき施設面積
96.00㎡→113.50㎡
廃棄物保管施設容量
18.23㎥→24.68㎥
開店時刻
9:00
→・ゲンキー㈱　9:00
  ・㈱ローソン　24時間
閉店時刻
21:00
→・ゲンキー㈱　21:00
  ・㈱ローソン　24時間
駐車場利用時間帯
8:30～21:30
→ 24時間
荷さばき可能時間帯
・荷さばき施設１　8:00～20:00
・荷さばき施設２　6:00～ 8:00
→・荷さばき施設１　8:00～20:00
  ・荷さばき施設２　6:00～ 8:00
  ・荷さばき施設３　5:00～ 0:00

H24.1.5

承継 H23.10.4

福井市新保町2字1番外
4筆
福井市堂島町22字11
番、12番

１００満ボルト福井本店 ㈱サンキュー
設置者の承継
㈱サンキュー高島屋　外
→ ㈱サンキュー　外

H23.9.1

変更 H23.10.4

福井市新保町2字1番外
4筆
福井市堂島町22字11
番、12番

１００満ボルト福井本店 ㈱サンキュー 小売業者の変更 H23.9.1

変更 H23.10.4
福井市江守中町7字
29番4外17筆

１００満ボルト福井南本店 ㈱サンキュー 小売業者の変更 H23.9.1

承継 H23.10.4

敦賀市木崎11号牛丸6
番　外4筆
敦賀市木崎17号高土手
1番外4筆

１００満ボルト敦賀店 ㈱サンキュー
設置者の承継
㈱サンキュー高島屋
→ ㈱サンキュー

H23.9.1

変更 H23.10.4

敦賀市木崎11号牛丸6
番　外4筆
敦賀市木崎17号高土手
1番外4筆

１００満ボルト敦賀店 ㈱サンキュー 小売業者の変更 H23.9.1

承継 H23.10.4
小浜市府中15号小向15
番外6筆

１００満ボルト小浜本店 ㈱サンキュー
設置者の承継
㈱百満ボルト小浜　外
→ ㈱サンキュー

H23.9.1

変更 H23.10.4
小浜市府中15号小向15
番外6筆

１００満ボルト小浜本店 ㈱サンキュー 小売業者の変更 H23.9.1

承継 H23.10.4
越前市塚町27字1番1外
3筆

１００満ボルト武鯖店 ㈱サンキュー
設置者の承継
㈱百満ボルト武鯖　外
→ ㈱サンキュー

H23.9.1

変更 H23.10.4
越前市塚町27字1番1外
3筆

１００満ボルト武鯖店 ㈱サンキュー 小売業者の変更 H23.9.1

承継 H23.10.4
大野市南新在家35字笠
屋田27番1外2筆

１００満ボルト大勝店 ㈱サンキュー
設置者の承継
㈱百満ボルト大野　外
→ ㈱サンキュー

H23.9.1

変更 H23.10.4
大野市南新在家35字笠
屋田27番1外2筆

１００満ボルト大勝店 ㈱サンキュー 小売業者の変更 H23.9.1
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 届出日 所在地 大規模小売店舗名 主な小売業者 主な届出内容
開店・変更

予定日

変更 H23.10.18

福井市新保町2字1番外
4筆
福井市堂島町22字11
番、12番

１００満ボルト福井本店 ㈱サンキュー
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H23.10.3

変更 H23.10.18
福井市江守中町7字29
番4外17筆

１００満ボルト福井南本店 ㈱サンキュー
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H23.10.3

変更 H23.10.18

敦賀市木崎11号牛丸6
番　外4筆
敦賀市木崎17号高土手
1番外4筆

１００満ボルト敦賀店 ㈱サンキュー
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H23.10.3

変更 H23.10.18
小浜市府中15号小向15
番外6筆

１００満ボルト小浜本店 ㈱サンキュー
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H23.10.3

変更 H23.10.18
越前市塚町27字1番1外
3筆

１００満ボルト武鯖店 ㈱サンキュー
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H23.10.3

変更 H23.10.18
大野市南新在家35字笠
屋田27番1外2筆

１００満ボルト大勝店 ㈱サンキュー
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H23.10.3

変更 H23.11.17
鯖江市東鯖江4丁目3番
15号

Ａコープ東さばえ店 ㈱コープさばえ

開店時刻
10:00 →  8:00
閉店時刻
21:00 → 21:45
駐車場利用時間帯
9:30～21:15 → 7:30～22:00

H23.11.18

変更 H23.12.16
敦賀市櫛林8号堂の上
5-1

ワイプラザグルメ館敦賀店
㈱ヤスサキ
㈲シックスフォー
㈲やまおか

①設置者の代表者の変更
②小売業者の代表者の変更

①H22.5.24
②H22.10.5

変更 H23.12.16
敦賀市櫛林8号堂の上
5-1

ワイプラザグルメ館敦賀店
㈱ヤスサキ
㈲シックスフォー
㈲やまおか

店舗面積
1,309.00㎡→1,815.66㎡
駐車場台数
144台→94台
荷さばき施設面積
227.00㎡→255.00㎡
開店時刻
8:00 → 8:00 外
閉店時刻
22:00 → 22:00 外
駐車場の出入口の数
7箇所 → 4箇所
荷さばき可能時間帯
7:00～18:00
→・荷さばき施設１　 7:00～18:00
  ・荷さばき施設２　11:00～20:00
　・荷さばき施設３　 9:00～20:00

H24.11.1

変更 H23.12.16
福井市大宮6丁目1520
番地外11筆

（仮称）オザキスポーツアバッ
クスタジアム店・オザキスポー
ツフィールド店

㈱オザキスポーツ

店舗面積
1,280.00㎡→2,145.60㎡
駐車場台数
87台→84台
駐輪場台数
30台→61台
荷さばき施設面積
20.00㎡→66.15㎡
駐車場の出入口の数
10箇所 → 8箇所

H24.9.7

変更 H24.1.6
坂井市春江町随応寺16
号11番地

アル・プラザアミ
㈱平和堂
三国　雅睦
他19件

小売業者の変更 H23.11.3

変更 H24.1.24
福井市志比口二丁目
1106番外31筆

ハーツ志比口店
福井県民生活協同組合
未定分1件

店舗名称の変更 H24.1.20

廃止 H24.2.6
鯖江市桜町二丁目3番
11号

ユース桜町店
㈱ユース
中部薬品㈱

小売業以外の事業者に譲渡するため、店舗面
積を1,000㎡以下に減少

H23.12.23

新設 H24.2.14
福井市森田北東部土地
区画整理事業地区内22
街区

（仮称）ゲンキー森田店
ゲンキー㈱
未定分1件

店舗面積　3,918.00㎡
駐車場台数　197台
駐輪場台数  112台
開店時刻　 9:00
閉店時刻
・ゲンキー㈱　21:00
・未定分１件  21:30

H24.10.18

新設 H24.2.14
越前市日野美二丁目18
番1号外4筆

ユース武生店 ㈱ユース

店舗面積　2,480.47㎡
駐車場台数　150台
駐輪場台数   70台
開店時刻　 9:00
閉店時刻　21:30

H24.10.4

新設 H24.2.14
坂井市坂井町下新庄16
字7番2外16筆

（仮称）ゲンキー坂井店 ゲンキー㈱

店舗面積　2,718.00㎡
駐車場台数　125台
駐輪場台数   80台
開店時刻　 9:00
閉店時刻　21:00

H24.10.4

新設 H24.2.15
越前市高木町37字1-1
外15筆

（仮称）ヒマラヤ越前店 ㈱ヒマラヤ

店舗面積　1,894.63㎡
駐車場台数　 77台
駐輪場台数   20台
開店時刻　 9:00
閉店時刻　21:30

H24.10.16

変更 H24.3.6
坂井市春江町随応寺23
字19-1他32筆

ゲンキー春江店・ハーツはるえ
店

ゲンキー㈱
福井県民生活協同組合
他2件

①設置者の代表者の変更
②設置者の住所の変更
③小売業者の変更

①②Ｈ23.6.23
③Ｈ23.10.31

変更 H24.3.6
坂井市春江町随応寺23
字19-1他32筆

ゲンキー春江店・ハーツはるえ
店

ゲンキー㈱
福井県民生活協同組合
他2件

開店時刻
9:00 → 7:00､9:00
駐車場利用時間帯
8:00～0:30 → 駐車場①② 8:00～0:30
              駐車場③   6:30～0:30

H24.3.7

新設 H24.3.12
福井市下江守町27字東
割12外4筆

（仮称）クスリのアオキ下江守
店

㈱クスリのアオキ

店舗面積　1,298.03㎡
駐車場台数　 45台
駐輪場台数   37台
開店時刻　 9:00
閉店時刻　22:00

H24.11.14

変更 H24.3.12
福井市志比口二丁目
1106番外31筆

ハーツ志比口店
福井県民生活協同組合
未定分1件

駐車場の出入口の位置 H24.3.23
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 届出日 所在地 大規模小売店舗名 主な小売業者 主な届出内容
開店・変更

予定日

変更 H24.3.12
福井市大和田町12字町
佐66

ニトリ福井店 ㈱ニトリ

駐車台数
468台 → 168台
駐車場の出入口の数
12箇所 → 4箇所

H24.11.13

新設 H24.3.16
坂井市丸岡町羽崎14字
12-1他27筆

（仮称）ホームセンタームサシ
丸岡店

アークランドサカモト㈱

店舗面積　8,595.00㎡
駐車場台数　360台
駐輪場台数  110台
開店時刻　 7:00
閉店時刻　20:00

H24.10.26

変更 H24.4.6 福井市若杉町34字51-1 ゲンキー福井若杉店 ゲンキー㈱
店舗名称の変更
設置者の住所の変更
小売業者の住所の変更

H18.10.31

変更 H24.4.6
鯖江市小黒町三丁目
108

ゲンキー鯖江西店 ゲンキー㈱
店舗名称の変更
設置者の住所の変更
小売業者の住所の変更

H18.10.31

変更 H24.4.6
越前市新保町3字東成
川1番

ゲンキー武生西店 ゲンキー㈱
店舗名称の変更
設置者の住所の変更
小売業者の住所の変更

H18.10.31

変更 H24.4.6 坂井市丸岡町高柳13字 ゲンキー丸岡店 ゲンキー㈱
店舗名称の変更
設置者の住所の変更
小売業者の住所の変更

H18.10.31

変更 H24.4.6
坂井市三国町楽円8-1
外4筆

ゲンキー三国店 ゲンキー㈱
店舗名称の変更
設置者の住所の変更
小売業者の住所の変更

H18.10.31

変更 H24.4.6
大野市鍬掛第20字9-4
外7筆

ゲンキー大野店 ゲンキー㈱
設置者の住所の変更
小売業者の住所の変更

H18.10.31

変更 H24.4.6
勝山市荒土町新保7字
松ノ木211-1外9筆

ゲンキー勝山店 ゲンキー㈱
店舗名称の変更
設置者の住所の変更
小売業者の住所の変更

H18.10.31

変更 H24.4.13
小浜市駅前町15号大津
9番外30筆

ゲンキー小浜店
ゲンキー㈱
㈱ローソン

設置者の変更
小売業者の変更

H24.3.1

変更 H24.5.10
吉田郡永平寺町松岡窪
25字1-1

松岡ＳＰ・デイジー
㈱富士屋
㈱ヤスサキ

閉店時刻
22:00 → 0:00
駐車場利用時間帯
8:30～22:30 → 8:30～0:30

H24.5.11

承継 H24.5.15
越前市新町第7号8番地
1

武生ショッピングタウン
ユニー㈱
㈲三好生花店
他45件

設置者の承継
武生商業開発㈱→ロイヤル総合開発㈱

H23.7.27

変更 H24.5.15
越前市新町第7号8番地
1

ＳＩＰａｌａｃｅＹａｒｄ
大黒天物産㈱
㈱黒川クリーニング
他36件

店舗名称の変更
小売業者の変更

H24.5.1

変更 H24.5.15
越前市新町第7号8番地
1

ＳＩＰａｌａｃｅＹａｒｄ
大黒天物産㈱
㈱黒川クリーニング
他36件

開店時刻
10:00（年3日 9:00）
→・大黒天物産㈱　6:00
　・その他小売店舗　10:00
閉店時刻
20:00（年3日 21:00）
→・大黒天物産㈱　11:00
　・その他小売店舗　20:00
駐車場利用時間帯
8:30～22:00 外 → 5:30～23:30 外

H24.5.23

変更 H24.6.6
敦賀市古田刈28号三反
田1番1　外9筆

アクロスプラザ敦賀
三共ジョーシン㈱
㈱ライトオン
他5件

設置者の代表者の変更 H24.4.2

新設 H24.7.30
鯖江市北野町11字好挾
23外11筆

（仮称）ゲンキー鯖江北野店 ゲンキー㈱

店舗面積　2,718.00㎡
駐車場台数　120台
駐輪場台数   78台
開店時刻　 9:00
閉店時刻  21:00

H25.5.23

新設 H24.8.9 大野市東中野1-511 ゲンキー陽明店
ゲンキー㈱
㈱マルツ電波

店舗面積　1,126.34㎡
駐車場台数　54台
駐輪場台数  32台
開店時刻　10:00
閉店時刻  21:00

H25.3.1

新設 H24.10.19
福井市大和田町12字町
佐1番1の一部外7筆

（仮称）ドン･キホーテ福井店 ㈱ドン・キホーテ

店舗面積　3,172.34㎡
駐車場台数　127台
駐輪場台数   95台
開店時刻　 24時間
閉店時刻   24時間

H25.6.20

変更 H24.10.19
福井市都市計画事業市
場周辺土地区画整理事
業150街区5他5筆

（仮称）Ｌｐａ＋（エルパプラ
ス）

－ 店舗名称の変更 H24.7.3

変更 H24.10.19
福井市都市計画事業市
場周辺土地区画整理事
業150街区5他5筆

（仮称）Ｌｐａ＋（エルパプラ
ス）

－

店舗面積
3,300.00㎡→1,135.56㎡
駐車場利用時間帯
9:45～21:30 → 9:30～21:30
荷さばき可能時間帯
9:30～20:00 → 9:00～11:00

H24.11.15

変更 H24.10.30
福井市堀ノ宮一丁目
215番地

Ａコープ堀ノ宮店
福井市農業協同組合
フラワーショップ美花

閉店時刻
21:00 → 21:45
駐車場利用時間帯
9:00～21:30 → 9:00～22:00

H24.11.1

新設 H24.11.6
越前市西樫尾3字9-1外
5筆

ゲンキーＮＥＷ今立店 ゲンキー㈱

店舗面積　1,980.00㎡
駐車場台数　87台
駐輪場台数  57台
開店時刻　  9:00
閉店時刻   21:00

H25.6.13

変更 H24.11.6
越前市稲寄町26字作ヶ
花1番外34筆

フレスポ越前 大和リース㈱
①店舗名称の変更
②小売業者の変更

①H19.11.22
②H20.5.10

変更 H24.11.6
越前市稲寄町26字作ヶ
花1番外34筆

フレスポ越前 大和リース㈱

荷さばき施設の位置
廃棄物等の保管施設の位置
開店時刻
9:00､24時間 → 9:00
閉店時刻
0:00､22:00､24時間 → 0:00､22:00

H24.12.21

変更 H24.11.19
福井市都市計画事業市
場周辺土地区画整理事
業150街区5他5筆

Ｌｐａ＋（エルパプラス）
㈱大創産業
㈱フクイモール

店舗名称の変更
小売業者の変更

H24.11.15

変更 H24.11.29
坂井市春江町西長田第
40の46

ユース春江店 ㈱ユース
駐車台数
257台 → 183台
駐車場の出入口の位置

H25.6.1
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 届出日 所在地 大規模小売店舗名 主な小売業者 主な届出内容
開店・変更

予定日

変更 H24.12.4 福井市文京四丁目3-1 えちぜんＣＵＬＳＡ 日本シェアー㈱

開店時刻
9:30 → 7:00
閉店時刻
23:00 → 23:30
駐車場利用時間帯
8:00～23:30 → 6:30～0:00

H24.12.6

変更 H24.12.5

福井市新保町2字1番外
4筆
福井市堂島町22字11
番、12番

１００満ボルト福井本店 ㈱サンキュー
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H24.10.1

変更 H24.12.5
福井市江守中町7字29
番4外17筆

１００満ボルト福井南本店 ㈱サンキュー
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H24.10.1

変更 H24.12.5

敦賀市木崎11号牛丸6
番　外4筆
敦賀市木崎17号高土手
1番外4筆

１００満ボルト敦賀店 ㈱サンキュー
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H24.10.1

変更 H24.12.5
小浜市府中15号小向15
番外6筆

１００満ボルト小浜本店 ㈱サンキュー
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H24.10.1

変更 H24.12.5
越前市塚町27字1番1外
3筆

１００満ボルト武鯖店 ㈱サンキュー
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H24.10.1

変更 H24.12.5
大野市南新在家35字笠
屋田27番1外2筆

１００満ボルト大勝店 ㈱サンキュー
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H24.10.1

新設 H24.12.14
あわら市舟津45字10-1
外9筆

ゲンキーあわら店 ゲンキー㈱

店舗面積　1,881.00㎡
駐車場台数　 85台
駐輪場台数   54台
開店時刻　   9:00
閉店時刻    21:00

H25.7.18

承継 H24.12.19
敦賀市中央一丁目5番5
号

ポー・トン
㈱プリオ
㈲松原庵
他18件

設置者の承継
協同組合つるがセントラルプラザ
ユニー㈱
→　ユニー㈱

H24.3.30

変更 H24.12.19
敦賀市中央一丁目5番5
号

アピタ敦賀店
ユニー㈱
㈲花工房
他22件

店舗名称の変更
小売業者の変更

H24.10.11

変更 H24.12.19
敦賀市中央一丁目5番5
号

アピタ敦賀店
ユニー㈱
㈲花工房
他22件

閉店時刻
21:00 → 22:00
駐車場利用時間帯
7:00～21:30 外 → 7:00～22:30 外

H25.1.1

変更 H24.12.19
福井市飯塚町11字11番
地外55筆

アピタ福井店
ユニー㈱
㈱三城
他22件

開店時刻
10:00 → 9:00
閉店時刻
21:00 → 22:00
駐車場利用時間帯
9:30～21:30 → 8:30～22:30

H25.1.1

変更 H25.1.9
福井市渕二丁目1711番
地外

Ａコープやしろ店 福井市農業協同組合 小売業者の変更 H19.3.31

変更 H25.3.6
鯖江市丸山町一丁目7
番31号

Ａコープさばえ店 ㈱コープさばえ

開店時刻
10:00 →  8:00
閉店時刻
21:00 → 21:45
駐車場利用時間帯
9:30～21:30 → 7:30～22:00

H25.3.15

新設 H25.4.2
福井市舞屋町7字101番
地外25筆

（仮称）グルメ館舞屋店 ㈱ヤスサキ

店舗面積　2,850.84㎡
駐車場台数　125台
駐輪場台数   80台
開店時刻　 24時間
閉店時刻   24時間

H25.12.5

変更 H25.6.6
福井市志比口二丁目
1106番外31筆

ハーツ志比口店
福井県民生活協同組合
未定分1件

駐車場２の除外 H25.6.3

変更 H25.6.11
敦賀市櫛林8号堂の上
5-1

ワイプラザグルメ館敦賀店 ㈱ヤスサキ

開店時刻
8:00 →  7:00
閉店時刻
22:00 → 0:00
駐車場利用時間帯
7:30～22:30 → 6:30～0:30

H25.6.12

新設 H25.6.27
福井市大和田12字66番
外4筆

（仮称）アカチャンホンポ福井
店

㈱赤ちゃん本舗

店舗面積　2,068.00㎡
駐車場台数　 75台
駐輪場台数   60台
開店時刻　   9:00
閉店時刻    21:00

H26.3.1

新設 H25.7.18
大飯郡高浜町薗部41字
15外9筆

（仮称）ゲンキー薗部店 ゲンキー㈱

店舗面積　1,788.88㎡
駐車場台数　 130台
駐輪場台数    60台
開店時刻　   9:00
閉店時刻    21:00

H26.3.19

新設 H25.7.18
小浜市遠敷五丁目401
他

ママーストアー東小浜店 ママーストアー東小浜店

店舗面積　1,395.00㎡
駐車場台数　 122台
駐輪場台数    40台
開店時刻　   9:00
閉店時刻    21:45

H26.3.19

変更 H25.8.9
福井市三留町21字沖布
4番地外26筆

ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ
ＰＬＡＮＴ－３　清水店
ＪＡ越前丹生農産物直売所
丹生膳野菜

㈱ＰＬＡＮＴ
越前丹生農業協同組合
高縄信隆

荷さばき施設の位置および面積
1851.8㎡　→　1869.3㎡
廃棄物等の保管施設の位置および容量
170.9㎥　→　171.4㎥
開店時刻および閉店時刻
高縄信隆　 9:00～21:00
荷さばき可能時間
荷さばき施設⑥ 9:00～21:00

H25.9.1

新設 H25.10.4 福井市渕三丁目409外
（仮称）テックランド福井中央
店

株式会社ヤマダ電機

店舗面積　4,963.84㎡
駐車場台数　   196台
駐輪場台数     146台
開店時刻　     10:00
閉店時刻       22:00

H26.6.5

変更 H25.10.30

福井市新保町2字1番外
4筆
福井市堂島町22字11
番、12番

１００満ボルト福井本店 ㈱サンキュー
店舗所在地の変更
設置者の住所の変更
小売業者の住所の変更

H25.8.31

変更 H25.10.30
福井市江守中町7字29
番4外17筆

１００満ボルト福井南本店 ㈱サンキュー
設置者の住所の変更
小売業者の住所の変更

H25.8.31
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 届出日 所在地 大規模小売店舗名 主な小売業者 主な届出内容
開店・変更

予定日

変更 H25.10.30

敦賀市木崎11号牛丸6
番　外4筆
敦賀市木崎17号高土手
1番外4筆

１００満ボルト敦賀店 ㈱サンキュー
設置者の住所の変更
小売業者の住所の変更

H25.8.31

変更 H25.10.30
小浜市府中15号小向15
番外6筆

１００満ボルト小浜本店 ㈱サンキュー
設置者の住所の変更
小売業者の住所の変更

H25.8.31

変更 H25.10.30
越前市塚町27字1番1外
3筆

１００満ボルト武鯖店 ㈱サンキュー
設置者の住所の変更
小売業者の住所の変更

H25.8.31

変更 H25.10.30
大野市南新在家35字笠
屋田27番1外2筆

１００満ボルト大勝店 ㈱サンキュー
設置者の住所の変更
小売業者の住所の変更

H25.8.31

承継 H25.10.31 ユース全店 ㈱ユース　他
設置者の承継
㈱ユース → ㈱バロー

H25.10.1

変更 H25.10.31 大野市天神町6番15号 バローこぶし通り店 ㈱バロー
店舗名称の変更
小売業者の氏名及び住所の変更

H25.10.1

変更 H25.10.31
福井市米松二丁目21番
18号

バロー米松店 ㈱バロー
店舗名称の変更
小売業者の氏名及び住所の変更

H25.10.1

変更 H25.10.31
福井市種池二丁目1001
番地

バローやしろ店 ㈱バロー
店舗名称の変更
小売業者の氏名及び住所の変更

H25.10.1

変更 H25.10.31
福井市八重巻東町6の5
番地外4筆

バロー森田店 ㈱バロー
店舗名称の変更
小売業者の氏名及び住所の変更

H25.10.1

変更 H25.10.31
福井市二の宮五丁目
1806外23筆

バロー新田塚店
㈱バロー
㈱あかのれん
他6件

店舗名称の変更
小売業者の氏名及び住所の変更

H25.10.1

変更 H25.10.31
福井市豊岡一丁目1番
25号

バロー豊岡店 ㈱バロー
店舗名称の変更
小売業者の氏名及び住所の変更

H25.10.1

変更 H25.10.31
敦賀市市野々一丁目9
号東中堀

バロー敦賀店・
ユニクロ敦賀店

㈱バロー
㈱ユニクロ
㈲カドノ薬局

店舗名称の変更
小売業者の氏名及び住所の変更

H25.10.1

変更 H25.10.31 敦賀市木崎20号12番地 バロー木崎店
㈱バロー
㈲マスマサ洋装店
他5件

店舗名称の変更
小売業者の氏名及び住所の変更

H25.10.1

変更 H25.10.31
小浜市駅前町11号称丸
1番8外7筆

バロー小浜店
㈱バロー
㈱ユタカファーマシー
他3件

店舗名称の変更
小売業者の氏名及び住所の変更

H25.10.1

変更 H25.10.31
あわら市大溝三丁目4
番14号

バロー金津店
㈱バロー
㈲シャトー
他2件

店舗名称の変更
小売業者の氏名及び住所の変更

H25.10.1

変更 H25.10.31
勝山市昭和町一丁目11
番50号

バロー勝山店
㈱バロー
横平　守

店舗名称の変更
小売業者の氏名及び住所の変更

H25.10.1

変更 H25.10.31
坂井市丸岡町巽町三丁
目120

バロー丸岡店
㈱バロー
西村　禎夫

店舗名称の変更
小売業者の氏名及び住所の変更

H25.10.1

変更 H25.10.31
坂井市三国町滝谷1字
東北縄1番1外18筆

バロー三国店・
三国ハロータウン

㈱バロー
㈲三ツ星サービス

店舗名称の変更
小売業者の氏名及び住所の変更

H25.10.1

変更 H25.10.31
坂井市春江町西長田第
40の46

バロー春江店 ㈱バロー
店舗名称の変更
小売業者の氏名及び住所の変更

H25.10.1

変更 H25.10.31
鯖江市東鯖江一丁目
615

バロー東鯖江店 ㈱バロー
店舗名称の変更
小売業者の氏名及び住所の変更

H25.10.1

変更 H25.10.31
鯖江市糺町30字野岸9
番外27筆

バロー神明店
㈱バロー
㈱クスリのアオキ
㈲コアマックス

店舗名称の変更
小売業者の氏名及び住所の変更

H25.10.1

変更 H25.10.31
越前市日野美二丁目18
番1号外4筆

バロー武生店 ㈱バロー
店舗名称の変更
小売業者の氏名及び住所の変更

H25.10.1

変更 H25.10.31
越前市国高一丁目第45
号2番地の1

バロー国高店・
ゲンキー国高店

㈱バロー
ゲンキー㈱

店舗名称の変更
小売業者の氏名及び住所の変更

H25.10.1

変更 H25.10.31
越前市畑町3字掛赤田1
番1外13筆

バロー北日野店
㈱バロー
他未定分1件

店舗名称の変更
小売業者の氏名及び住所の変更

H25.10.1

変更 H25.11.11
福井市大和田二丁目
1201番地 他

フェアモール福井 フェアモール福井
開店時刻
10:00（年間110日は9:00） →  9:00

H25.12.1

新設 H25.12.26 越前市高瀬一丁目54番 ゲンキー高瀬店 ゲンキー㈱

店舗面積　1,281.15㎡
駐車場台数　  　47台
駐輪場台数      20台
開店時刻　      8:00
閉店時刻       22:00

H26.7.31

承継 H26.1.16
越前市文京二丁目1-33
号

ユース高瀬店 ㈱ユース
設置者の承継
㈱ユース → ㈱バロー

H25.10.1

変更 H26.1.16
越前市文京二丁目1-33
号

Ｖドラック高瀬店 中部薬品㈱
店舗名称の変更
小売業者の変更

H25.5.30

変更 H26.2.19
鯖江市小黒町三丁目
108外4筆

ゲンキー鯖江西店 ゲンキー㈱

開店時刻
9:00 →  8:00
駐車場利用時間帯
8:30～22:30 → 7:30～22:30

H26.2.21

変更 H26.2.19 福井市大和田町29字47 ゲンキー福井大和田店 ゲンキー㈱

開店時刻
10:00 →  8:00
閉店時刻
21:00 → 21:45
駐車場利用時間帯
9:30～21:30 → 7:30～22:00

H26.2.21

変更 H26.2.19 福井市下河北町5字1-1 ゲンキー福井南店
ゲンキー㈱
㈱大創産業

開店時刻
10:00 →  8:00
閉店時刻
21:00 → 21:45
駐車場利用時間帯
9:30～21:30 → 7:30～22:00

H26.2.21
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 届出日 所在地 大規模小売店舗名 主な小売業者 主な届出内容
開店・変更

予定日

新設 H26.3.14
小浜市遠敷九丁目501
番地外20筆

（仮称）ハーツおばま店
福井県民生活協同組合
未定分1件

店舗面積　2,743.00㎡
駐車場台数　  121台
駐輪場台数      80台
開店時刻　      9:00
閉店時刻       22:00

H26.11.6

承継 H26.5.1
敦賀市古田刈28号三反
田1番1外9筆

アクロスプラザ敦賀
三共ジョーシン㈱
㈱ライトオン
他5件

設置者の承継
大和情報サービス㈱
→ 芙蓉総合リース㈱

H19.4.27

変更 H26.6.3
坂井市三国町三国東五
丁目229外28筆

みくにショッピングワールド
イーザ

㈱ｉｚａ
他16件

店舗面積　7540.16㎡
駐車場台数　  516台
駐輪場台数     151台
開店時刻　     10:00
閉店時刻       20:00
廃棄物等保管施設容量
 65.60㎡ → 60.00㎡

H27.3.13

新設 H26.6.24
大野市月美町1002番地
外3筆

クスリのアオキ大野店 ㈱クスリのアオキ

店舗面積　1254.87㎡
駐車場台数　   47台
駐輪場台数      18台
開店時刻　      9:00
閉店時刻       22:00

H27.2.25

変更 H26.7.25
坂井市丸岡町松川一丁
目15番地外17筆

仲村の家具 仲村家具㈲

店舗面積　2515.65㎡ → 2668.99㎡
駐車場台数　   19台
駐輪場台数      7台
開店時刻　     10:00
閉店時刻　　 19:00 → 20:00
駐車場利用時間帯
9:30～19:30 → 9:30～20:30

H27.3.26

廃止 H26.9.5
高浜町薗部41字15外9
筆

（仮称）ゲンキー薗部店 ゲンキー㈱
店舗規模縮小のため、店舗面積を1,000㎡以
下に減少

H26.9.5

新設 H26.10.10
小浜市駅前町21号4反5
番2外

（仮称）ケーズデンキ小浜店
㈱関西ケーズデンキ
他未定分1件

店舗面積　3,639.5㎡
駐車場台数　  173台
駐輪場台数     58台
開店時刻　     9:00
閉店時刻      22:00

H27.6.1

変更 H26.10.30
小浜市遠敷九丁目501
番地外20筆

ハーツタウンわかさ
福井県民生活協同組合
㈱しまむら

店舗名称の変更
小売業者の変更

H26.12.15

新設 H26.11.14 大野市月美町4番8号 かじ惣リブレ店 ㈱かじ惣仏壇製作所

店舗面積　1422.73㎡
駐車場台数　　 81台
駐輪場台数 　　45台
開店時刻　 　　9:00
閉店時刻  　　21:30

H27.5.31

変更 H26.12.12
小浜市遠敷九丁目501
番　外20筆

ハーツタウンわかさ
福井県民生活協同組合
㈱しまむら

廃棄物等の保管施設の位置変更 H26.12.15

変更 H27.1.5
福井市森田北東部土地
区画整理事業地区内22
街区

ゲンキー森田店 ゲンキー㈱

店舗面積　3,918.00㎡→2,718.00㎡
駐車場位置および台数　197台→105台
駐輪場台数 　112台→70台
荷さばき施設の位置および面積
　・荷さばき施設１　95.00㎡
  ・荷さばき施設２　60.00㎡
 　 →荷さばき施設　95.00㎡
廃棄物保管施設の位置および容量
　・廃棄物保管施設１　13.50㎥
　・廃棄物保管施設２　 9.00㎥
　　→廃棄物保管施設　13.50㎥
閉店時刻   　21:30→21:00
駐車場出入口の数および位置
　　　　　　 5か所→2か所
荷さばき施設の数および利用可能時間帯
  ・荷さばき施設１　6:00～15:00
  ・荷さばき施設２　8:00～21:00
 　 →荷さばき施設　6:00～15:00

H27.10.1

承継 H27.2.25
福井市下江守町27字東
割12外4筆

クスリのアオキ下江守店 ㈱クスリのアオキ
設置者の承継
ダイワロイヤル㈱
→ 芙蓉総合リース㈱

H25.2.18

変更 H27.2.25
福井市下江守町27字東
割12外4筆

クスリのアオキ下江守店 ㈱クスリのアオキ
①店舗名称の変更
②小売業者の代表者の氏名変更

①H24.11.25
②H26.8.19

変更 H27.2.26
坂井市三国町三国東五
丁目229外28筆

みくにショッピングワールド
イーザ

㈱ｉｚａ
他16件

小売業者の変更 H27.3.19

変更 H27.3.5
福井市森田北東部土地
区画整理事業地区内69
街区

アルビス森田店 アルビス㈱

設置者の承継
アルビス㈱
→ ＪＡ三井リース㈱、
三井住友トラスト・パナソニックファイナン
ス㈱

H22.3.30

変更 H27.3.6
福井市江守中町6字北
倉谷10番1外

浪漫遊福井店 ㈱ファンカンパニー
店舗名称の変更
小売業者の変更

H27.3.7

変更 H27.3.6
福井市江守中町6字北
倉谷10番1外

浪漫遊福井店 ㈱ファンカンパニー

開店時刻　10:00→24時間
閉店時刻　21:00→24時間
駐車場利用時間帯
9:30～21:30 → 24時間
ただし、一部の範囲は6:00～22:00
駐車場の出入口の位置の変更

H27.3.7

新設 H27.3.23
春江随応寺東部土地区
画整理事業地内8街区1
番外24筆

（仮称）バロー春江中央店 ㈱バロー　他2件

店舗面積　　3,624.69㎡
駐車場台数　  　195台
駐輪場台数     　90台
開店時刻　     　9:00
閉店時刻　　　　 0:00

H27.11.15

変更 H27.6.18
越前市、大野市、小浜
市、福井市、敦賀市

１００満ボルト
武鯖店、大勝店、小浜本店、福
井南本店、福井本店、敦賀店

㈱サンキュー
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H27.4.1

新設 H27.8.21

越前市塚町404番、405
番、407番、408番、
409番、410番、411
番、412番、413番、28
字西油田39

（仮称）１００満ボルト新武鯖
店

㈱サンキュー

店舗面積　　3,746.69㎡
駐車場台数　  　194台
駐輪場台数     　62台
開店時刻　     　9:00
閉店時刻　　　　 21:00
※ただし、年間１４日間は0:00に閉店

H28.4.22

変更 H27.9.28
福井市渕2丁目1711番
地　外

Ａコープやしろ店 福井市農業協同組合　他1件
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H27.3.22
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 届出日 所在地 大規模小売店舗名 主な小売業者 主な届出内容
開店・変更

予定日

廃止 H27.10.2
越前市塚町1番1、1番
5、3番1、4番1

１００満ボルト武鯖店 ㈱サンキュー ― H27.9.28

新設 H27.10.9
敦賀市木崎24号7番1
外8筆

クスリのアオキ木崎店 ㈱クスリのアオキ

店舗面積　　1,552.19㎡
駐車場台数　  　 74台
駐輪場台数     　45台
開店時刻　     　9:00
閉店時刻　　　　 0:00

H28.6.10

変更 H27.10.20
福井市若杉4丁目1021
番地　外31筆

ＤＣＭカーマ福井社北店／ハ
ニー食彩館社店

ＤＣＭカーマ(株)
㈱キムラフーズ

店舗名称および所在地
設置者・小売業者の氏名および住所
店舗面積　2,648.5㎡→4,429.1㎡
駐車場・駐輪場の位置
駐車場収容台数　271台→196台
駐輪場収容台数　10台→127台
営業時間　9:30～20:00→7:00～24:00

H28.5.31

変更 H27.10.30
福井市渕2丁目1711番
地　外

Ａコープやしろ店 福井市農業協同組合　他1件

駐車場・駐車場出入口の位置
駐車場出入口の数　4か所→6か所
開店時間　10:00→9:30
駐車場利用可能時間帯　9:30→9:00

H27.11.15

変更 H27.10.30 越前市横市町28-5-1 武生楽市 ㈱ヤスサキ　他11件
店舗名称・所在地の変更
小売業者の変更

H27.11.11

変更 H27.10.30 越前市横市町28-5-1 武生楽市 ㈱ヤスサキ　他11件
閉店時間(TSUTAYAのみ)
22:00→24:00
駐車場出入口の位置

H27.11.11

変更 H27.11.10
福井市西開発二丁目
101番1号　外6筆

フレンドタウン福井 ㈱平和堂　他４件 小売業者の変更 H27.10.30

変更 H27.11.10
福井市西開発二丁目
101番1号　外6筆

フレンドタウン福井 ㈱平和堂　他４件
駐車場の位置及び収容台数
339台（内従業員用39台）→
323台（内従業員用60台、臨時用10台）

H28.7.10

変更 H27.11.13
福井市森田北東部土地
区画整理事業地区内69
街区

アルビス森田店
ＪＡ三井リース㈱
三井住友トラスト・パナソニッ
クファイナンス㈱

設置者の代表者の変更
H27.6.25
H27.4.1

新設 H27.12.17
鯖江市新横江一丁目
801番　外15筆

（仮称）ヤスサキグルメ館東鯖
江店

㈱ヤスサキ

店舗面積　2,900㎡
駐車場台数　131台
駐輪場台数  84台
開店時刻　  24時間
閉店時刻　　24時間

H28.6.24

変更 H28.2.17
敦賀市若葉町2丁目705
番

クスリのアオキ敦賀南店 ㈱クスリのアオキ
①設置者の代表者の変更
②小売業者の変更

①H26.5.21
②H18.11.28

変更 H28.2.17
敦賀市若葉町2丁目706
番

クスリのアオキ敦賀南店 ㈱クスリのアオキ

店舗面積　1,659㎡　→　1,727㎡
駐車場の位置・収容台数
1ヵ所76台　→　2ヵ所77台
駐輪場の位置・収容台数
1ヵ所44台　→　4ヵ所53台
荷さばき施設の位置・面積
1ヵ所71㎡　→　2ヵ所89㎡
廃棄物保管施設の位置・容量
1ヵ所17㎡　→　5ヵ所18㎡
駐車場出入口の数・位置
3ヵ所　→　6ヵ所

H28.10.28

変更 H28.3.15
福井市森田北東部土地
区画整理事業地区内69
街区

アルビス森田店
ＪＡ三井リース㈱
三井住友トラスト・パナソニッ
クファイナンス㈱

設置者の住所の変更 H28.1.4

新設 H28.3.22
鯖江市小黒町一丁目
609外3筆

クスリのアオキ鯖江西店 ㈱クスリのアオキ

店舗面積　1,576㎡
駐車場台数　72台
駐輪場台数  45台
開店時刻　  9:00
閉店時刻　　0:00

H28.11.23

変更 H28.4.7

越前市塚町404番、405
番、407番、408番、
409番、410番、411
番、412番、413番、28
字西油田39

１００満ボルト　越前店 ㈱サンキュー 店舗名称の変更 H28.4.8

変更 H28.4.11
福井市森田北東部土地
区画整理事業地区内69
街区

アルビス森田店
ＪＡ三井リース㈱
三井住友トラスト・パナソニッ
クファイナンス㈱

設置者の代表者の変更 H28.4.1

変更 H28.5.16
坂井市春江町江留下高
道113-3

ハニーＢｉｇＭａｒｔ春江店
㈱ながすぎ
ビッグエル㈱

店舗名称の変更
設置者の変更
小売業者の変更

H13.4.5
H14.4.17

変更 H28.5.25
敦賀市古田刈28号三反
田1番1外9筆

アクロスプラザ敦賀

㈱北信越ジョーシン
㈱ライトオン
ゲンキー㈱
㈱エービーシー・マート

設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H28.4.1
H25.12.1

変更 H28.5.25
福井市中央１丁目1014
番外19筆

西武福井店
㈱そごう・西武
㈱ロフト
㈱紀伊国屋書店

設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H25.3.1

変更 H28.6.6
福井市下江守町27字東
割12　外4筆

クスリのアオキ下江守店 ㈱クスリのアオキ 設置者の代表者の変更 H28.4.1

変更 H28.6.30
坂井市春江町江留下高
道113-3

ハニーＢｉｇＭａｒｔ春江店
㈱ながすぎ
ビッグエル㈱

店舗面積　2,414㎡　→　1,398㎡
駐車場の位置・収容台数
4ヵ所224台　→　2ヵ所113台
駐輪場の位置・収容台数
1ヵ所50台　→　1ヵ所40台
営業時間　9:00～20:00　→　9:00～21:45
駐車場利用可能時間帯
8:30～20:30　→　8:30～22:00
駐車場の出入口の数・位置
9ヵ所　→　5ヵ所

H28.10.1

変更 H28.6.30

三方上中郡若狭町脇袋
11 号下黒切12 番地1
外18 筆
三方上中郡若狭町上吉
田5 号白川作26 番地1
外6 筆

SUPER CENTER PLANT-2 上中店 ㈱ＰＬＡＮＴ

駐車場利用可能時間帯
全駐車場　8:30～20:30
→　駐車場　8:30～22:00（一部、24時間）
駐車場の出入口の数・位置
5ヵ所　→　6ヵ所

H28.10.7

変更 H28.7.25
福井市森田北東部土地
区画整理事業地区内69
街区

アルビス森田店
ＪＡ三井リース㈱
三井住友トラスト・パナソニッ
クファイナンス㈱

設置者の代表者の変更 H28.6.29

新設 H28.7.28
吉田郡永平寺町松岡下
合月22字10番外3筆

ＡＲＥＮＡまつおか店 ㈱中吉商店

店舗面積　1,137㎡
駐車場台数　73台
駐輪場台数  33台
開店時刻　  8:00
閉店時刻　 22:00

H29.3.29
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 届出日 所在地 大規模小売店舗名 主な小売業者 主な届出内容
開店・変更

予定日

廃止 H28.11.18
福井市二の宮２丁目
26-12

宝島王国二の宮ビックサイト ㈱サンキュー ― H25.5.7

変更 H28.11.28
福井市中央１丁目1014
番外19筆

西武福井店
㈱そごう・西武
㈱ロフト
㈱紀伊国屋書店

設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H28.10.6

廃止 H28.12.5 福井市下馬2-223-1 ヒマラヤ福井店 ㈱ヒマラヤ ― H24.10.21

変更 H28.12.9
鯖江市小黒町一丁目
609　他3筆

クスリのアオキ小黒店 ㈱クスリのアオキ 店舗名称の変更 H28.12.7

変更 H28.12.13
大飯郡おおい町成海字
１号

ホームプラザナフコおおい店
㈱ナフコ
ゲンキー㈱

設置者の変更（ゲンキー㈱追加）
小売業者の変更（ゲンキー㈱追加）

H28.12.1

変更 H28.12.13
大飯郡おおい町成海字
１号

ホームプラザナフコおおい店
㈱ナフコ
ゲンキー㈱

荷さばき施設の位置及び面積
・荷さばき施設①　172.20㎡
→・荷さばき施設①　150.40㎡
　・荷さばき施設②　 30.00㎡
廃棄物保管施設の位置及び容量
・廃棄物保管施設①　24.02㎡
→・廃棄物保管施設①　24.02㎡
　・廃棄物保管施設②　 4.50㎡
営業時間　7:00～21:00
→＜ナフコ＞　7:00～21:00
　＜ゲンキー＞9:00～21:00
荷さばきを行うことができる時間帯
・荷さばき施設①　8:00～20:00
→・荷さばき施設①　8:00～20:00
　・荷さばき施設②　6:00～22:00

H29.8.14

変更 H28.12.19 越前市塚町17-1 コープたけふみどり館 ㈱コープ武生
店舗名称の変更
設置者の変更
小売業者の変更

H24.6.26

変更 H28.12.21
坂井市春江町江留下高
道113-3

ハニーBigBellyMarket春江
㈱ながすぎ
ビッグエル㈱

店舗名称の変更 H28.11.25

変更 H28.12.28
福井市二の宮五丁目
1806外23筆

バロー新田塚店
㈱バロー
㈱勝木書店
他

設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H26.10.1

変更 H28.12.28
福井市米松二丁目21番
18号

バロー米松店 ㈱バロー
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H26.10.1

変更 H28.12.28
福井市八重巻東町6の5
番地外4筆

バロー森田店 ㈱バロー
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H26.10.1

変更 H28.12.28
福井市種池二丁目1001
番地

バローやしろ店 ㈱バロー
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H26.10.1

変更 H28.12.28
福井市豊岡一丁目1番
25号

バロー豊岡店 ㈱バロー 小売業者の代表者の変更 H26.10.1

変更 H28.12.28 敦賀市木崎20号12番地 バロー木崎店
㈱バロー
他

設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H26.10.1

変更 H28.12.28
敦賀市市野々一丁目9
号東中堀

バロー敦賀店・
ユニクロ敦賀店

㈱バロー
㈱ユニクロ
他

設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H26.10.1

変更 H28.12.28
小浜市駅前町11号称丸
1番8外7筆

バロー小浜店
㈱バロー
㈱ユタカファーマシー
他

設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H26.10.1

変更 H28.12.28 大野市天神町6番15号 バローこぶし通り店 ㈱バロー
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H26.10.1

変更 H28.12.28
勝山市昭和町一丁目11
番50号

バロー勝山店
㈱バロー
他

設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H26.10.1

変更 H28.12.28
鯖江市糺町30字野岸9
番外27筆

バロー神明店
㈱バロー
㈱クスリのアオキ
他

設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H26.10.1

変更 H28.12.28
鯖江市東鯖江一丁目
615

バロー東鯖江店 ㈱バロー
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H26.10.1

変更 H28.12.28
あわら市大溝三丁目4
番14号

バロー金津店
㈱バロー
他

設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H26.10.1

変更 H28.12.28
越前市国高一丁目第45
号2番地の1

バロー国高店・
ゲンキー国高店

㈱バロー
ゲンキー㈱

設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H26.10.1

変更 H28.12.28
越前市日野美二丁目18
番1号外4筆

バロー武生店 ㈱バロー
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H26.10.1

変更 H28.12.28
越前市畑町3字掛赤田1
番1外13筆

バロー北日野店
㈱バロー
他

設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H26.10.1

変更 H28.12.28
越前市文京二丁目1-33
号

Ｖドラック高瀬店 中部薬品㈱
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H26.10.1

変更 H28.12.28
坂井市春江町西長田第
40の46

バロー春江店 ㈱バロー
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H26.10.1

変更 H28.12.28
坂井市丸岡町巽町三丁
目120

バロー丸岡店
㈱バロー
他

小売業者の代表者の変更 H26.10.1

変更 H28.12.28
坂井市三国町滝谷1字
東北縄1番1外18筆

バロー三国店・
三国ハロータウン

㈱バロー
㈲三ツ星サービス

設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H26.10.1

新設 H29.1.18
福井市大願寺2丁目604
番　外15筆

アルビス大願寺店 アルビス㈱

店舗面積　1,921.45㎡
駐車場台数　70台
駐輪場台数  55台
開店時刻　8:00
閉店時刻　0:00

H29.9.19

変更 H29.1.20
坂井市春江町江留下高
道113-3

ハニーBigBellyMarket春江
㈱ながすぎ
ビッグエル㈱

開店時刻　9:00　 →　8:00
閉店時刻　21:45　→　0:00
駐車場利用可能時間帯
8:30～22:00　→　7:30～0:30

H29.1.21
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 届出日 所在地 大規模小売店舗名 主な小売業者 主な届出内容
開店・変更

予定日

新設 H29.2.14 福井市二の宮2丁目3-8 ハニークランデール二の宮店 ㈱富士屋

店舗面積　2,233.90㎡
駐車場台数　87台
駐輪場台数  64台
開店時刻　8:00
閉店時刻　0:00

H29.10.15

変更 H29.2.22
福井市中央一丁目1014
番外19筆

西武福井店
㈱そごう・西武
㈱ロフト
㈱紀伊国屋書店

設置者の代表者の変更 H29.1.1

変更 H29.3.15

小浜市府中8号麻ヶ瀬
10番1　他34筆
小浜市府中15号小向9
番　他2筆

アヤハディオ小浜店
㈱アヤハディオ
他

小売業者の追加（㈱西松屋） H29.2.16

廃止 H29.3.16
福井市日ノ出3丁目
1212番

京福日ノ出マンション 店舗面積 1,470㎡　→　705㎡ H29.4.25

変更 H29.7.5
坂井市坂井町下新庄15
号11番地1　外32筆

SUPER CENTER PLANT-2 坂井店 ㈱ＰＬＡＮＴ
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H29.5.8

変更 H29.7.5

三方上中郡若狭町脇袋
11 号下黒切12 番地1
外18 筆
三方上中郡若狭町上吉
田5 号白川作26 番地1
外6 筆

SUPER CENTER PLANT-2 上中店 ㈱ＰＬＡＮＴ
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H29.5.8

変更 H29.7.5
福井市三留町21号4番
地
福井市風巻町27-2

SUPER CENTER PLANT-3 清水店
ＪＡ越前丹生農産物直売所　丹
生膳野菜

㈱ＰＬＡＮＴ
他

設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H29.5.8
H29.3.18

新設 H29.7.28
鯖江市神中町二丁目
501番3　外5筆

（仮称）ハーツ東さばえ店 福井県民生活協同組合

店舗面積　2,038㎡
駐車場台数　91台
駐輪場台数  60台
開店時刻　 9:00
閉店時刻　22:30

H30.4.1

新設 H29.7.31
大飯郡おおい町成海1
号

サニー　ハーバーマルシェ
㈱タカダフーズ
他

店舗面積　1,172㎡
駐車場台数　44台
駐輪場台数  34台
開店時刻　 8:00
閉店時刻　21:00

H30.4.1

新設 H29.8.25
三方郡美浜町木野22号
六反田3-1　外4筆

クスリのアオキ美浜店 ㈱クスリのアオキ

店舗面積　1,578㎡
駐車場台数　70台
駐輪場台数  45台
開店時刻　 9:00
閉店時刻　 0:00

H30.4.26

変更 H29.9.12 あわら市舟津46-30-1 ハニーBigMart芦原店
㈱ながすぎ
他

店舗面積　4,294㎡　→　2,667㎡
駐車場の位置・収容台数
127台　→　110台
駐輪場の位置・収容台数
50台　→　78台
営業時間
9:00～21:00　→　9:00～22:00
駐車場利用可能時間帯
9:00～21:30　→　8:30～22:30
駐車場の出入口の数・位置
2ヵ所　→　4ヵ所

H29.9.13

変更 H29.9.21
福井市高柳2丁目1101
番地

ケーズデンキ福井北店 ㈱関西ケーズデンキ
大規模小売店舗の名称及び所在地の変更
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H22.3.11
H26.6.23
H26.6.23

変更 H29.9.21
越前市瓜生町23字松田
1番1　外14筆

ケーズデンキ越前店 ㈱関西ケーズデンキ
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H26.6.23

変更 H29.9.22
大飯郡高浜町宮崎86字
汐入14番地の2　他12
筆

サニーマート南店・
ドラッグユタカ若狭高浜店

㈱サニーマート
設置者の名称の変更
小売業者の名称の変更

H29.9.7

新設 H29.9.22
越前市国高1丁目2番地
2

バロー国高店 ㈱バロー

店舗面積　2,434㎡
駐車場台数　107台
駐輪場台数   70台
開店時刻　  9:00
閉店時刻　 22:00

H30.5.23

廃止 H29.11.16
坂井市春江町西長田第
40の46

バロー春江店 ㈱バロー 店舗面積 2,150㎡　→　0㎡ H29.8.20

変更 H29.11.16
坂井市春江町随応寺第
25号19番地

バロー春江店 ㈱バロー 大規模小売店舗の名称及び所在地の変更 H29.10.1

新設 H29.11.24
小浜市木崎13号小橋ノ
本8-1　他

（仮称）ドラッグコスモス小浜
木崎店

㈱コスモス薬品

店舗面積　1,666㎡
駐車場台数　 66台
駐輪場台数   24台
開店時刻　  9:00
閉店時刻　 22:00

H30.7.25

廃止 H30.1.26
越前市国高一丁目第45
号2番地の1

バロー国高店
ゲンキー国高店

㈱バロー
ゲンキー㈱

店舗面積 3,456㎡　→　0㎡ H30.1.10

新設 H30.1.29
小浜市木崎32号27番
外12筆

クスリのアオキ小浜木崎店 ㈱クスリのアオキ

店舗面積　1,800㎡
駐車場台数　100台
駐輪場台数   52台
開店時刻　  9:00
閉店時刻　  0:00

H30.9.20

新設 H30.2.21
越前市横市町24字小門
14番8　他19筆

（仮称）ドン・キホーテ武生店 ㈱ドン・キホーテ

店舗面積　3,308㎡
駐車場台数　158台
駐輪場台数   43台
開店時刻　   24時間
閉店時刻　   24時間

H30.11.1

新設 H30.2.22
越前市芝原三丁目1字
東江崎1番　外18筆

（仮称）アクロス芝原店
㈱クスリのアオキ
他

店舗面積　2,280㎡
駐車場台数　 97台
駐輪場台数   43台
開店時刻　  9:00
閉店時刻　  0:00

H30.10.22
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 届出日 所在地 大規模小売店舗名 主な小売業者 主な届出内容
開店・変更

予定日

変更 H30.4.10 あわら市舟津46-30-1 ハニーBigMart芦原店 ㈱ながすぎ
駐車場の出入口の数および位置
4ヵ所→2ヵ所

H30.4.16

変更 H30.4.16 あわら市舟津46-30-1 ハニーBigBellyMarket芦原 ㈱ながすぎ 店舗名称の変更 H30.4.16

変更 H30.4.20
鯖江市神中町2丁目501
番3　外5筆

ハーツ神中
福井県民生活協同組合
㈱セリア

店舗名称の変更
小売業者の追加（㈱セリア）

H30.4.20

廃止 H30.4.24 鯖江市糺町13-8 SUPER CENTER PLANT-1 鯖江店 ㈱ＰＬＡＮＴ 店舗面積 1,781㎡　→　0㎡ H30.6.20

廃止 H30.4.24 福井市御幸3丁目803-1
ジョイフルストアーみった　み
ゆき店

㈱ＰＬＡＮＴ 店舗面積 1,005㎡　→　980㎡ H30.4.30

変更 H30.5.16
大飯郡おおい町成海1
号

サニー　ハーバーマルシェ サニーマート㈱
設置者および小売業者の名称、住所、代表者
の変更

H29.9.7

変更 H30.5.24
越前市、小浜市、大野
市、敦賀市、福井市

１００満ボルト
越前店、小浜本店、大勝店、敦
賀店、福井南本店、福井本店

㈱サンキュー
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H30.4.1

新設 H30.5.24
福井市板垣5丁目101
外22筆

クスリのアオキ板垣店 ㈱クスリのアオキ

店舗面積　1,461㎡
駐車場台数　 70台
駐輪場台数   21台
開店時刻　  9:00
閉店時刻　  0:00

H31.1.25

変更 H30.6.21
敦賀市吉田刈28号三反
田1番1　外9筆

アクロスプラザ敦賀
上新電機㈱
他

設置者の住所変更
小売業者の名称・代表者変更
小売業者入替

H30.1.1
H29.9.29

変更 H30.7.6
鯖江市神中町2丁目501
番3　外5筆

ハーツ神中
福井県民生活協同組合
㈱セリア

荷さばき施設の位置および面積
・１ヵ所96.0㎡→２ヵ所102.5㎡
廃棄物保管施設の位置および容量
・２ヵ所20.4㎥→３ヵ所23.9㎥

H30.10.1

変更 H30.10.1
鯖江市新横江1丁目801
番　外15筆

ヤスサキグルメ館東鯖江店・
スギドラッグ東鯖江店

㈱ヤスサキ
スギホールディングス㈱

店舗名称の変更
小売業者の追加（スギドラッグ）

H30.9.10

変更 H30.11.26
鯖江市新横江1丁目801
番　外15筆

ヤスサキグルメ館東鯖江店・
スギドラッグ東鯖江店

㈱ヤスサキ
スギホールディングス㈱

荷さばき施設・廃棄物保管施設の位置の変更
駐車場の自動車の出入口の数および位置
・８ヵ所→７ヵ所

H30.12.6

変更 H30.12.12
福井市江守中2丁目
1307

ホームセンターみつわ江守店 ㈱ホームセンターみつわ
開店時刻の変更
・9：00→8：00

H30.12.12

廃止 H30.12.13
越前市文京2丁目1－33
号

Ｖドラック高瀬店 中部薬品㈱ 店舗面積 1,089㎡　→　985㎡ H30.11.30

変更 H30.12.17
福井市下江守町27字東
割12　外4筆

クスリのアオキ下江守店 ㈱クスリのアオキ 設置者の住所変更 H30.1.1

廃止 H31.1.8
坂井市三国町滝谷1字
東北縄1番1外18筆

バロー三国店・
三国ハロータウン

㈱バローホールディングス
㈲三つ星サービス

店舗面積 1,603㎡　→　117㎡ H31.1.31

新設 H31.2.18
鯖江市小黒町３丁目７
０２番　他１筆

ドラッグコスモス鯖江小黒店 ㈱コスモス薬品

店舗面積　1,674㎡
駐車場台数　 66台
駐輪場台数   24台
開店時刻　   9:00
閉店時刻　  21:45

R元.10.19

変更 H31.2.18
小浜市木崎１３号小橋
ノ本８－１　他

ドラッグコスモス小浜木崎店 ㈱コスモス薬品
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H30.6.1

新設 H31.3.7
勝山市旭町１丁目１３
９番地　外８筆

クスリのアオキ勝山旭店 ㈱クスリのアオキ

店舗面積　1,770㎡
駐車場台数　121台
駐輪場台数   35台
開店時刻　   9:00
閉店時刻　   0:00

R元.11.8

変更 H31.3.27
敦賀市木崎１１号牛丸
１０番地　他９筆

１００満ボルト敦賀店 株式会社サンキュー
駐輪場の位置の変更
荷さばき施設の位置の変更
廃棄物等の保管施設の位置の変更

R元.8.10

変更 H31.4.25
福井市学園二丁目９０
７番地　外２４筆

ハーツ学園店 福井県民生活協同組合
駐車場の出入口の数および位置
10ヵ所→11ヵ所

H31.4.25

新設 R1.5.21
福井市江守中２丁目１
５０２番地　外１７筆

クスリのアオキ江守中店 株式会社クスリのアオキ

店舗面積　1,462㎡
駐車場台数　68台
駐輪場台数   12台
開店時刻　   9:00
閉店時刻　   0:00

R2.1.22

変更 R1.6.5
福井市高木中央三丁目
８１２番地

アルビス高木店
アルビス㈱
株式会社ハクブン

大規模小売店舗の住所
設置者の代表者の変更
小売業者の名称・代表者の変更

H25.9.2
H30.5.11
H27.10.4

変更 R1.6.5
福井市石盛２丁目２２
２１番地

アルビス森田店 アルビス㈱
大規模小売店舗の住所
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

H31.2.2
H30.5.11
H30.5.11

変更 R1.6.10
福井市渕２丁目１７１
１番地　外

Ａコープやしろ店

福井市農業協同組合
フラワーショップパレアナ
株式会社ＪＡ福井市ライフサー
ビス

小売業者の追加（㈱ＪＡ福井市ライフサービ
ス）

H30.7.1

変更 R1.6.10
福井市渕２丁目１７１
１番地　外

Ａコープやしろ店

福井市農業協同組合
フラワーショップパレアナ
株式会社ＪＡ福井市ライフサー
ビス

小売業者の代表者の変更（㈱ＪＡ福井市ライ
フサービス）

R元.5.15

変更 R1.6.13
福井市大和田町３３字
１　外

テックランド福井大和田店 ㈱ヤマダ電機
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更
大規模小売店舗の名称

H20.7.1
H20.7.1
H16.1.30
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 届出日 所在地 大規模小売店舗名 主な小売業者 主な届出内容
開店・変更

予定日

変更 R1.6.13
福井市大和田町３３字
１　外

テックランド福井大和田店 ㈱ヤマダ電機
店舗面積の増加
駐車場の収容台数減少
駐車場の出入口の位置

R2.4.1
R2.2.1
R2.2.1

新設 R1.10.10 鯖江市北野町１５－１
文明堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ神明
店

㈱文明堂書店

店舗面積　1,495.3㎡
駐車場台数　98台
駐輪場台数  46台
開店時刻　  10:00
閉店時刻　   0:00

R2.6.12

変更 R1.10.15
福井市飯塚町１１字１
１番地　外５５筆

（仮称）MEGAドン・キホーテUNY
福井店

UDリテール㈱
設置者の代表者の変更
小売業者の名称および代表者の変更
大規模小売店舗の名称の変更

R1.12.2
R1.5.28
R1.12.2

変更 R1.10.15
福井市飯塚町１１字１
１番地　外５５筆

（仮称）MEGAドン・キホーテUNY
福井店

UDリテール㈱

営業時間の変更
・9：00～22：00→8：00～翌2：00
駐車場利用可能時間の変更
・8：30～22：30→7：30～翌2：30
荷さばき施設利用可能時間の変更
・6：00～20：00→6：00～22：00

R1.12.2

変更 R1.10.23
敦賀市櫛林８号堂の上
５－１

ワイプラザグルメ館敦賀店
㈱ヤスサキ
㈲シックスフォー
㈲やまおか

廃棄物等保管施設の位置の変更 R1.10.24

変更 R1.12.13
吉田郡永平寺町松岡下
合月22字10番外3筆

ハニーARENA福大病院前店・
ウエルシア福大病院前店

㈱中吉商店
ウエルシア薬局㈱

大規模小売店舗の名称の変更
小売業者の名称および代表者の変更

R2.8.14

変更 R1.12.13
吉田郡永平寺町松岡下
合月22字10番外3筆

ハニーARENA福大病院前店・
ウエルシア福大病院前店

㈱中吉商店
ウエルシア薬局㈱

店舗面積の増加
・1,137.48㎡→2,100.71㎡
荷さばき施設の位置および面積の変更
・36.00㎡→46.00㎡
廃棄物等保管施設の位置および容量の変更
・23.40㎥→32.40㎥
営業時間の変更
・8：00～22：00→8：00～0：00
駐車場利用可能時間帯の変更
・7：30～22：30→7：30～0：30
駐車場出入口の位置の変更
荷さばき施設利用可能時間の変更
・6：00～22：00→6：00～2：00

R2.8.14

廃止 R1.12.16
福井市江守中二丁目１
３０７番地

ホームセンターみつわ江守店 ㈱ホームセンターみつわ
店舗面積
・2,159.44㎡→0㎡

R2.1.9

変更 R2.1.7
鯖江市神中町二丁目５
０１番３　他５筆

ハーツ神中
福井県民生活協同組合
㈱セリア

駐輪場の位置および収容台数
・60台→30台
営業時間
・9：00～22：30→9：00～23：00
駐車場利用可能時間帯
・8：30～23：00→8：30～23：30

R2.9.7

変更 R2.1.15
福井市木田３丁目２８
０２番地

県民せいきょうハーツ羽水
福井県民生活協同組合
㈱秋吉グループ本部

設置者の代表者の変更
小売業者の名称および代表者の変更

H23.6.23

変更 R2.1.15
福井市木田３丁目２８
０２番地

県民せいきょうハーツ羽水
福井県民生活協同組合
㈱秋吉グループ本部

駐車場の出入口の位置の変更 R2.1.15

新設 R2.2.4
大野市蕨生第１３７号
２１番地１

道の駅「越前おおの 荒島の郷」

中日本ハイウェイ・エンジニア
リング名古屋㈱
㈱モンベルホールディングス
ラブリー牧場
（公社）大野市シルバー人材セ
ンター

店舗面積　1,733.4㎡
駐車場台数　206台
駐輪場台数  52台
開店時刻　   9:00
閉店時刻　  20:00

R3.4.1

変更 R2.2.5
鯖江市小黒町２丁目９
０１番地

県民せいきょうハーツさばえ
福井県民生活協同組合
㈱秋吉グループ本部
㈱みつばち

設置者の名称および代表者の変更
小売業者の名称および代表者の変更

R1.12.17

廃止 R2.2.18
吉田郡永平寺町牧福島
１５－１０

上志比ショッピングプラザ ハニー　他 R2.2.1

新設 R2.3.25
鯖江市鳥羽三丁目９０
３番

（仮称）アルビス鯖江鳥羽店・
ウエルシア鯖江鳥羽店

アルビス㈱
ウエルシア薬局㈱

店舗面積　2,687㎡
駐車場台数　122台
駐輪場台数   25台
開店時刻
閉店時刻　   24時間

R2.11.26

新設 R2.3.25
鯖江市丸山町四丁目１
０７－１　外５筆

クスリのアオキ鯖江丸山店 ㈱クスリのアオキ

店舗面積　1,473㎡
駐車場台数　70台
駐輪場台数  25台
開店時刻　  9:00
閉店時刻　  0:00

R2.11.26

廃止 R2.4.23
福井市下河北町５字１
－１

ゲンキー福井南店
ゲンキー㈱
他２業者

店舗面積
・3,727.90㎡→0㎡

R2.4.11

変更 R2.5.28 鯖江市糺町字野岸９番 バロー神明店
㈱バロー
他２業者

設置者の代表者の変更
小売業者の名称および代表者の変更

R2.6.1
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 届出日 所在地 大規模小売店舗名 主な小売業者 主な届出内容
開店・変更

予定日

変更 R2.7.21
越前市芝原三丁目１字
東江崎１番　外１８筆

（仮称）アクロス芝原店 ㈱クスリのアオキ
設置者の代表者の変更
小売業者の代表者の変更

R2.4.1
R1.10.1

変更 R2.7.29
福井市飯塚町１１字１
１番地　外５５筆

MEGAドン・キホーテUNY福井店
UDリテール㈱
他１２社

大規模小売店舗の名称の変更
小売業者の変更（１店減少）

R1.12.3

変更 R2.8.17
福井市下江守町２７字
東割１２　外５筆

クスリのアオキ下江守店 ㈱クスリのアオキ 設置者の住所の変更 R2.6.1

変更 R2.8.18
敦賀市古田刈28号三反
田1番1外9筆

アクロスプラザ敦賀

㈱エービーシー・マート
㈱セリア
ゲンキー㈱
上新電機㈱　他３社

設置者の住所の変更
小売業者の代表者の変更

R2.6.1
R1.6.25

新設 R2.8.26
越前市新保二丁目字中
笠木町３番　外４筆

ドラッグコスモス新保店 ㈱コスモス薬品

店舗面積　1,544㎡
駐車場台数　 60台
駐輪場台数   20台
開店時刻　   9:00
閉店時刻　  21:45

R3.4.26

新設 R2.10.13
福井市下河北町2字西
河原毛田25番8号　ほ
か

ライフガーデン福井南
ゲンキー㈱
アルビス㈱
㈱大創産業

店舗面積　4,089㎡
駐車場台数　 176台
駐輪場台数   120台
開店時刻　   8:00
閉店時刻　   0:00

R3.6.14

新設 R2.12.2
鯖江市舟津町四丁目１
３２３　ほか8筆

クスリのアオキ舟津店 ㈱クスリのアオキ

店舗面積　1,353㎡
駐車場台数　 52台
駐輪場台数   15台
開店時刻　   9:00
閉店時刻　  22:00

R3.8.3

新設 R2.12.24
越前市上太田町50字松
原2番1　ほか

クスリのアオキ上太田店 ㈱クスリのアオキ

店舗面積　1,344㎡
駐車場台数　 55台
駐輪場台数   15台
開店時刻　   9:00
閉店時刻　   0:00

R3.8.25

変更 R3.1.14
福井市中央一丁目8番1
号

株式会社そごう・西武　西武福
井店

㈱そごう・西武
㈱ロフト
㈱紀伊国屋書店　　ほか

設置者の代表者の変更
小売業者の変更

R2.6.1
H24.12.6

変更 R3.1.14
福井市中央一丁目8番1
号

株式会社そごう・西武　西武福
井店

㈱そごう・西武
㈱ロフト
㈱紀伊国屋書店　　ほか

駐車場の位置および収容台数の変更
・1,525台→1,455台
営業時間の変更
・10：00～20：00→9：30～20：00
駐車場利用可能時間帯の変更
・9：30～20：30→9：00～20：30
駐車場出入口の数および位置の変更
・２１か所→１８か所

R3.9.15

変更 R3.3.1
大野市蕨生第１３７号
２１番地１

道の駅「越前おおの 荒島の郷」

中日本ハイウェイ・エンジニア
リング名古屋㈱
㈱モンベルホールディングス
ラブリー牧場
（公社）大野市シルバー人材セ
ンター
㈱HS
Lusy's Mash Burber
momo

小売業者の変更 R3.3.1

新設 R3.3.8
鯖江市丸山町四丁目８
０１番　外１筆

ドラッグコスモス丸山店 ㈱コスモス薬品

店舗面積　1,545㎡
駐車場台数　 61台
駐輪場台数   20台
開店時刻　   9:00
閉店時刻　  21:45

R3.11.9

変更 R3.3.8
敦賀市中央町一丁目５
番５号

（仮称）ＭＥＧＡドン・キホー
テＵＮＹ敦賀店

ＵＤリテール㈱

駐輪場の位置および収容台数の変更
・64台→150台
営業時間の変更
・9：00～22：00→8：00～2：00
駐車場利用可能時間帯の変更
・7：00～22：30→7：00～2：30
・駐車場の出入口の位置
荷さばき施設の利用時間帯
・7：00～20：00→6：00～22：00

R3.5.11

変更 R3.3.8
敦賀市中央町一丁目５
番５号

（仮称）ＭＥＧＡドン・キホー
テＵＮＹ敦賀店

ＵＤリテール㈱
設置者の代表者の変更
小売業者の名称および代表者の変更
大規模小売店舗の名称の変更

R2.9.29
R3.5.11
R3.5.11

変更 R3.3.29
福井市文京四丁目３０
２

福大前西福井駅ビル
㈱東部プラザ
㈱ハートランド福井

大規模小売店舗の名称および所在地変更
小売業者の変更

R3.3.29

新設 R3.4.1
坂井市三国町東六丁目
６０５番　外６筆

ドラッグコスモス三国店 ㈱コスモス薬品

店舗面積　1,528㎡
駐車場台数　59台
駐輪場台数  20台
開店時刻    9:00
閉店時刻　 21:45

R3.12.2

新設 R3.4.28 敦賀市中央町二丁目４ ウエルシア敦賀中央町店
ウエルシア薬局㈱
マックスバリュ北陸㈱

店舗面積　2,177.48㎡
駐車場台数　    92台
駐輪場台数      40台
開店時刻        9:00
閉店時刻　      0:00

R3.12.31

新設 R3.4.28
鯖江市上河端町３－２
５

ウエルシア鯖江上河端町店
ウエルシア薬局㈱
マックスバリュ北陸㈱

店舗面積　2,047.78㎡
駐車場台数　    84台
駐輪場台数      82台
開店時刻        9:00
閉店時刻　      0:00

R3.12.31

新設 R3.4.30
福井市北四ツ居一丁目
２５０１　外８筆

ウエルシア福井北四井ツ居店
ウエルシア薬局㈱
マックスバリュ北陸㈱

店舗面積　1,099.03㎡
駐車場台数    　37台
駐輪場台数      35台
開店時刻        9:00
閉店時刻　      0:00

R3.12.31
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 届出日 所在地 大規模小売店舗名 主な小売業者 主な届出内容
開店・変更

予定日

廃止 R3.6.29 敦賀市中央町２丁目４ ホームセンターみつわ敦賀店 ㈱ホームセンターみつわ R2.10.31

変更 R3.6.29
大野市新在家第３５号
３８番地

ホームセンターみつわ九頭龍店 ㈱ホームセンターみつわ
①設置者および小売業者の住所変更
②設置者および小売業者の代表者変更

①H29.4.1
②H29.5.22

変更
R3.6.29

大野市新在家第３５号
３８番地

ホームセンターみつわ九頭龍店 ㈱ホームセンターみつわ
駐輪場の位置および収容台数の変更
荷さばき施設の利用可能時間の変更

R3.7.1

変更 R3.6.29
坂井市丸岡町吉政８字
１７外６筆

ホームセンターみつわ丸岡店
㈱ホームセンターみつわ
㈲アクティブ

①設置者および小売業者の住所変更
②設置者および小売業者の代表者変更

①H29.4.1
②H29.5.22

変更 R3.7.9
福井市若杉4丁目1021
番地　外31筆

ＤＣＭカーマ福井社北店
、ハニー食彩館社店

ＤＣＭ㈱
㈱キムラフーズ

設置者および小売業者の名称、住所、代表者
の変更

R3.3.1

新設 R3.7.21
越前市今宿町２字１番
１　外６筆

クスリのアオキ今宿店 クスリのアオキ㈱

店舗面積　　　1,378㎡
駐車場台数    　53台
駐輪場台数      13台
開店時刻        9:00
閉店時刻　      0:00

R4.3.23

変更 R3.8.26 越前市畑町５－１８ ホームセンターみつわ武生店 ㈱ホームセンターみつわ 駐車場の利用時間帯の変更 R3.9.2

新設 R3.8.30
勝山市荒土町松ヶ崎３
字滝ケ原１０５　ほか

クスリのアオキ荒土店 クスリのアオキ㈱

店舗面積　　　1,238㎡
駐車場台数    　47台
駐輪場台数      台
開店時刻        9:00
閉店時刻　      0:00

R4.5.1

変更 R3.9.29
福井市中央一丁目8番1
号

㈱そごう・西武　西武福井店 ㈱そごう・西武　他
①設置者の代表者の変更
②小売業者の変更

①R3.8.31
②R3.3.12

新設 R3.11.15
福井市志比口三丁目１
２３　ほか

クスリのアオキ志比口店 クスリのアオキ㈱

店舗面積　1,788㎡
駐車場台数    　72台
駐輪場台数      20台
開店時刻        9:00
閉店時刻　      0:00

R4.7.16

新設 R3.11.19
大飯郡高浜町宮崎６３
字東丁田２番１　外４
筆

クスリのアオキ高浜宮崎店 クスリのアオキ㈱

店舗面積　　　1,263㎡
駐車場台数    　49台
駐輪場台数      60台
開店時刻        9:00
閉店時刻　      0:00

R4.8.10

承継 R3.12.20
福井市下河北町2字西
河原毛田25番8号　ほ
か

ライフガーデン福井南
ゲンキー㈱
アルビス㈱
㈱大創産業

譲渡に伴う承継 R3.6.3

新設 R3.12.22
福井市河合寄安町101
番、102番

ヤスサキグルメ館森田店 ㈱ヤスサキ

店舗面積　　　1,935㎡
駐車場台数    　69台
駐輪場台数      60台
開店時刻        24時間
閉店時刻　      24時間

R4.8.23

新設 R3.12.16
福井市江守中二丁目
1415番地　外10筆

ドラッグコスモス江守中店 ㈱コスモス薬品

店舗面積　　　1,519㎡
駐車場台数    　52台
駐輪場台数      20台
開店時刻        9：00
閉店時刻　     21：00

R4.9.18

変更 R4.2.14
福井市江守中町7字29
番4　外17筆

100満ボルト福井南本店 ㈱サンキュー

①駐車場の位置および収容台数の変更
329台→134台
②駐車場の出入口の数および位置の変更
5箇所→3箇所

R4.10.24

変更 R4.3.31
越前市高木町37字1-1
外15筆

ヒマラヤ越前店 ㈱ヒマラヤ
①大規模小売店舗の名称の変更
②小売業者の代表者の変更

H24.10.26

変更 R4.4.1
福井市学園2丁目907番
外21筆

ハーツ学園店 福井県民生活協同組合 設置者および小売業者の代表者の変更 R3.6.24

変更 R4.4.1
福井市志比口2丁目
1106番地　外31筆

ハーツ志比口店 福井県民生活協同組合 設置者および小売業者の代表者、住所の変更 R3.6.24

変更 R4.4.1
福井市木田3丁目2802
番地

県民せいきょうハーツ羽水店 福井県民生活協同組合 設置者および小売業者の代表者の変更 R3.6.24

変更 R4.4.1
坂井市春江町随応寺23
字19-1　外23筆

ゲンキー春江店・ハーツはるえ
店

ゲンキー㈱、福井県生活協同組
合

設置者および小売業者の代表者、住所の変更 R3.6.24
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 届出日 所在地 大規模小売店舗名 主な小売業者 主な届出内容
開店・変更

予定日

変更 R4.4.1
鯖江市神中町2丁目501
番　外5筆

ハーツ神中 福井県民生活協同組合 設置者および小売業者の代表者の変更 R3.6.24

変更 R4.4.1
鯖江市小黒町2丁目901
番地

県民せいきょうハーツさばえ 福井県民生活協同組合 設置者および小売業者の代表者の変更 R3.6.24

変更 R4.4.1
敦賀市若葉町1丁目
1610番地　外44筆

県民せいきょうハーツつるが 福井県民生活協同組合 設置者および小売業者の代表者、住所の変更 R3.6.24

変更 R4.4.1
小浜市遠敷9丁目501番
地　外20筆

ハーツタウンわかさ 福井県民生活協同組合 設置者および小売業者の代表者、住所の変更 R3.6.24

変更 R4.4.5
福井市大和田町12字町
佐1番1の一部　外7筆

ドン・キホーテ福井大和田店 ㈱ドン・キホーテ 小売業者の代表者の変更 R1.9.25

承継 R4.4.5
福井市大和田町12字町
佐1番1の一部　外7筆

ドン・キホーテ福井大和田店 ㈱ドン・キホーテ 譲渡に伴う承継 H26.5.1

変更 R4.5.31
坂井市坂井町下新庄
15-8-1

PLANT2 坂井店 ㈱PLANT
①廃棄物保管施設の位置の変更
②営業時間および駐車場利用時間の変更

R4.6.1

変更 R4.5.31

三方上中郡若狭町脇袋
11号下黒切12番地1 外
18筆、上吉田5号白川
作26番地1 外6筆

PLANT2 上中店 ㈱PLANT 営業時間および駐車場利用時間の変更 R4.6.1

変更 R4.5.31
福井市三留町21号4番
地、風巻町27-2

PLANT3 清水店 ㈱PLANT 営業時間および駐車場利用時間の変更 R4.6.1

新設 R4.8.10
福井市文京六丁目801
番　ほか

ウェルシア福井文京店 ウェルシア薬局㈱

店舗面積　　　1,253㎡
駐車場台数    　39台
駐輪場台数      24台
開店時刻        9：00
閉店時刻　      0：00

R5.4.11

新設 R4.8.25
鯖江市水落町二丁目
3101番　外13筆

ドラッグコスモス水落店 ㈱コスモス薬品

店舗面積　　　1,395㎡
駐車場台数    　57台
駐輪場台数      10台
開店時刻        9：00
閉店時刻　     21：00

R5.4.26
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