
大規模小売店舗立地法届出一覧（既存店舗の変更）
件数（H12.6.1～） 58 件

店舗の名称

店舗の所在地

届出者（設置者）の名称

櫛形ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ・施設の配置及び運営方法の変更

南アルプス市 　駐車台数の増加

㈱櫛形エスシー　外１ 　出入口数の増加

河口湖ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ・施設の運営方法の変更

南都留郡富士河口湖町 　開店時刻の繰上げ

河口湖ＳＣ事業協同組合　外１ 　閉店時刻の繰下げ

いちやまマート城山店 ・施設の運営方法の変更

富士吉田市 　閉店時刻の繰下げ

㈱いちやまマート 　駐車場利用時間帯

ニューライフカタクラ石和店 ・店舗面積の合計の変更

笛吹市石和町 ・施設の配置の変更

片倉工業㈱

アピタ田富 ・施設の運営方法の変更

中巨摩郡田富町 　開店時刻の繰上げ

富士観光開発（株） 　閉店時刻の繰下げ　等

ハーモス昭和 ・施設の配置及び運営方法の変更

中巨摩郡昭和町 　駐車台数の減少

市民生協やまなし 　出入口数の減少

ヤマダ電機テックランド山梨本店 ・施設の運営方法の変更

甲斐市 　閉店時刻の繰下げ

有限会社タイガー企画 　駐車場利用時間帯

ヤマダ電機テックランド甲府店 ・施設の運営方法の変更

甲府市 　閉店時刻の繰下げ

㈱アポロサービスセンター 　駐車場利用時間帯

山梨交通湯村ショッピングセンター ・施設の運営方法の変更

甲府市 　閉店時刻の繰下げ

山梨交通㈱ 　駐車場利用時間帯

カインズホーム甲西店 ・施設の配置の変更

南アルプス市 　駐輪台数の増加

㈱カインズ

変更日
（届出書
記載）

1,348 H13.6.14 H13.10.14H13.5.28 附則５条１項 ㈱ヤマダ電機 H13.6.1

H13.7.16 H13.11.16 掲示 H14.2.5 H14.1.24 意見なし

H13.10.14 H13.7.12 H14.2.5 H14.1.24 意見なし

H13.6.27 附則５条１項 ㈱カインズ H14.2.28 4,900

H13.7.17 H14.2.5 H14.1.24 意見なし

H13.5.31 附則５条１項 山梨交通㈱外 H13.6.1 10,588 H13.6.14

H14.1.24 意見なし4,774 H13.6.14 H13.10.14 H13.7.17

H13.8.12 H13.4.26 H13.8.27 H13.9.5 意見なし

H13.5.28 附則５条１項 ㈱ヤマダ電機 H13.6.1 H14.2.5

H13.3.30 附則５条１項
市民生協やまな
し外１

H13.12.1 2,970 H13.4.12

H13.4.5 H13.8.5 H13.5.11 H13.10.18 H13.10.22 意見なし

H13.7.29 H13.5.15 H13.8.27 H13.9.5 意見なし

H13.3.27 附則５条１項 ユニー（株）外 H13.4.20 21,061

H13.3.15 H13.8.27 H13.9.5 意見なし

H13.3.16 附則５条１項 片倉工業㈱ H13.11.17
2,320
→

3,644
H13.3.29

H13.8.27 H13.9.5 意見なし

H13.2.13 附則５条１項 ㈱いちやまマート H13.4.5 2,980 H13.3.1 H13.7.1

H13.5.17 意見なし

H13.1.10 附則５条１項 ㈲富士山麓　外27 H13.1.10 8,904 H13.1.25 H13.5.25 H13.3.5

備　　考

H12.12.7 附則５条１項 ㈱ｹｰﾖｰ　外2 H13.8.8 3,856 H12.12.21 H13.4.23 掲示 H13.5.11

届出の内容 公告日
縦覧

終了日
説明会
開催日

審議会
開催日

（報告日）

県の
意見日
（期限）

届出
受理日

根拠法令 小売業者の名称
店舗面積
の合計
（㎡）



大規模小売店舗立地法届出一覧（既存店舗の変更）
件数（H12.6.1～） 58 件

店舗の名称

店舗の所在地

届出者（設置者）の名称

変更日
（届出書
記載）

備　　考届出の内容 公告日
縦覧

終了日
説明会
開催日

審議会
開催日

（報告日）

県の
意見日
（期限）

届出
受理日

根拠法令 小売業者の名称
店舗面積
の合計
（㎡）

おかじま田富食品館 ・施設の運営方法の変更

中巨摩郡田富町 　開店時刻の繰上げ

ランドハウス㈱ 　閉店時刻の繰下げ　等

おかじま白根食品館 ・施設の運営方法の変更

南アルプス市 　開店時刻の繰上げ

㈱なとり 　閉店時刻の繰下げ　等

朗月堂本店 ・店舗面積の合計の変更

甲府市 ・施設の配置の変更

㈲朗月堂外３

イッツモア塩部ショッピングセンター ・施設の運営方法の変更

甲府市 　閉店時刻の繰下げ

㈲野中製材所外１ 　駐車場利用時間帯

クレッセ甲西 ・店舗面積の合計の変更

南アルプス市 ・施設の運営方法の変更

 東亜紡績㈱ 　閉店時刻の繰下げ　等

おかじま都留食品館 ・施設の運営方法の変更

都留市 　閉店時刻の繰下げ

㈱三建ハウス 　駐車場利用時間帯

イッツモア赤坂ショッピングセンター ・施設の運営方法の変更

南都留郡富士河口湖町 　閉店時刻の繰下げ

㈱いちやまマート 　駐車場利用時間帯

甲府銀座ビル ・店舗面積の合計の変更

甲府市 （甲府市行政施設の入居に

小野興業㈱外２ 伴う面積の減少）

富士吉田富士急ターミナルビル ・施設の運営方法の変更

富士吉田市 　開店時刻の繰上げ

富士急行㈱ 　閉店時刻の繰下げ　等

ダイエー大月店 ・施設の運営方法の変更

大月市 　開店時刻の繰上げ

㈱ダイエー 　閉店時刻の繰下げ　等

H15.4.22H15.3.14 H14.11.20

H14.10.29

4,571 H14.11.14 H15.5.9附則５条１項
㈱いちやまマート
外４

2,247 H14.10.31 H15.2.28 H15.4.22 H15.5.8 意見なし

意見なし

H14.9.24 附則５条１項 ㈱さえき H14.10.1

H14.9.25 H14.10.1

H14.1.10 H14.5.10

H14.3.20 附則５条１項
㈱エムエル
外５

H14.11.21
2,648
→

3,161
H14.4.18 H14.8.18 H14.5.9

H14.6.27 H14.6.20 意見なしH14.1.15

H14.10.28 H14.10.1 意見なし

H14.5.16 意見なし

H13.11.30 附則５条１項
㈱いちやまマート
外

H13.12.1

1,305
→

1,463
H13.11.22 H14.3.22

3,249

H13.12.19H13.10.31 附則５条１項 ㈲朗月堂 H14.7.1 H14,4,30

H13.12.13 H14.4.13 H13.12.14 H14.6.27 H14.6.20 意見なし

H14.4.13 H13.12.13 H14.6.27 H14.6.20 意見なし

H13.10.23 附則５条１項 ㈱さえき H13.11.1 2,030

H13.10.23 附則５条１項 ㈱さえき H13.11.1 1,994 H13.12.13

H14.12.26 ㈱オギノ　外 H15.1.6附則５条１項 H15.7.11 H15.8.5
軽微な変更（法６
条４項ただし書）
意見なし

10,014
→

9,057
H15.5.20H15.1.20

10,600 H15.3.24 H15.7.24 H15.3.20H15.2.27 附則５条１項 ㈱ｲﾄｰﾖｰｶ堂外22 H15.4.1

H16.1.30 H15.11.4 意見なし

H16.1.30 H15.10.24 意見なし

H15.3.31附則５条１項 ㈱ダイエー 3,192 H15.3.24 H15.7.24H15.3.4 H15.4.1



大規模小売店舗立地法届出一覧（既存店舗の変更）
件数（H12.6.1～） 58 件

店舗の名称

店舗の所在地

届出者（設置者）の名称

変更日
（届出書
記載）

備　　考届出の内容 公告日
縦覧

終了日
説明会
開催日

審議会
開催日

（報告日）

県の
意見日
（期限）

届出
受理日

根拠法令 小売業者の名称
店舗面積
の合計
（㎡）

ショッピングセンター　ファイン ・施設の運営方法の変更

笛吹市石和町 　閉店時刻の繰下げ　等

㈱日向 　（一部２４時間営業）

富士急ハイランド ・施設の配置の変更

富士吉田市 　駐輪台数の増加

㈱富士急ハイランド

韮崎ショッピングセンター ・施設の運営方法の変更

韮崎市 　開店時刻の繰上げ

峡北商業開発㈱　外１ 　閉店時刻の繰下げ　等

甲府ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾀｳﾝ・ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ・施設の運営方法の変更

中巨摩郡田富町 　開店時刻の繰上げ

㈱オギノ、富士観光開発㈱ 　閉店時刻の繰下げ　等

オギノ田富店 ・施設の運営方法の変更

中巨摩郡田富町 　開店時刻の繰上げ

㈱オギノ 　閉店時刻の繰下げ　等

カインズホーム富士吉田店 ・施設の運営方法の変更

富士吉田市 　荷さばき作業時間帯

㈱カインズ

㈱ｲﾄｰﾖｰｶ堂甲府昭和店 ・施設の運営方法の変更

中巨摩郡昭和町 　開店時刻の繰上げ

㈱ｲﾄｰﾖｰｶ堂　外7 　閉店時刻の繰下げ　等

石和サティ ・施設の運営方法の変更

笛吹市石和町 　開店時刻の繰上げ

㈱マイカル総合開発 　閉店時刻の繰下げ　等

岡島百貨店 ・施設の運営方法の変更

甲府市 　開店時刻の繰上げ

㈱岡島 　閉店時刻の繰下げ　等

佐々木ビル ・施設の運営方法の変更

北都留郡上野原町 　開店時刻の繰上げ

㈲佐々木ビル 　閉店時刻の繰下げ　等

H15.10.16 附則５条１項 ㈱ダイエー H15.11.25 意見なしH16.3.20 H15.11.171,295 H15.11.20 H16.7.28

H16.2.9 意見なし

H15.8.11 15,196 H15.9.11 H16.1.11 H15.8.8 H16.3.22 H16.3.26 意見なし

H15.7.30 20,415 H15.8.21 H15.12.21 H15.9.27 H16.1.30

意見なし掲示H15.4.22 附則５条１項
㈱富士急ハイラ
ンド外２

H15.12.23 H16.1.30 H15.11.4

意見なし2,002 H15.8.3 H15.4.17H15.3.12 附則５条１項 ㈱日向外３ H15.3.12 H16.1.30 H15.11.10H15.4.3

1,356 H15.5.15 H15.9.15

H15.5.27 H15.6.12 H15.10.128,953 H15.7.24附則５条１項
㈱イトーヨーカ堂
外１８

H15.5.31

H15.8.28 H15.12.28

17,300 H15.8.18 H15.12.18

意見なしH16.1.30 H16.1.16

H16.2.20H16.1.30

意見なし

意見なしH16.1.22H16.1.30

H16.1.30 H16.2.20

H15.7.1 附則５条１項 ㈱オギノ H15.7.1

H15.8.29

H15.8.29

附則５条１項 ㈱オギノ H15.7.1 2,330

H15.7.4 附則５条１項 H15.7.4㈱カインズ

意見なし

H15.7.1

H15.8.14 H15.12.145,617 掲示

H15.7.29 附則５条１項
㈱ｲﾄｰﾖｰｶ堂　外
１６

H15.9.12 附則５条１項 ㈱岡島

H15.7.31 附則５条１項
㈱マイカル
外１４

H16.6.15

H15.10.1 意見なし29,520 H15.10.9 H16.2.9 H15.9.25 H16.3.22 H16.3.26



大規模小売店舗立地法届出一覧（既存店舗の変更）
件数（H12.6.1～） 58 件

店舗の名称

店舗の所在地

届出者（設置者）の名称

変更日
（届出書
記載）

備　　考届出の内容 公告日
縦覧

終了日
説明会
開催日

審議会
開催日

（報告日）

県の
意見日
（期限）

届出
受理日

根拠法令 小売業者の名称
店舗面積
の合計
（㎡）

ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾄﾗｲｱﾙ南ｱﾙﾌﾟｽ店 ・施設の運営方法の変更

南アルプス市 　閉店時刻の繰下げ　等

㈱セイフー 　（２４時間営業）

イッツモア玉穂ショッピングセンター ・施設の運営方法の変更

中巨摩郡玉穂町 　閉店時刻の繰下げ

㈱いちやまマート 　駐車場利用時間帯

ライフボックス竜王店 ・施設の運営方法の変更

甲斐市 　開店時刻の繰上げ

中央コンクリート工業㈱ 　閉店時刻の繰下げ　等

コモアプラザ ・施設の運営方法の変更

上野原町 　開店時刻の繰上げ

積水ハウス㈱ 　閉店時刻の繰下げ　等

ビッグサン　昭和店 ・施設の運営方法の変更

中巨摩郡昭和町 　開店時刻の繰上げ

㈱サンドラッグ 　閉店時刻の繰下げ　等

洋服の青山甲府店・スポーツデポ甲府店 ・店舗面積の合計の変更

甲府市 ・施設の配置及び運営方法の変更

㈲ファースト、㈱アルペン 　駐車台数の増加、出入口数の増加　等

ケーヨーデイツー富士吉田店 ・施設の配置及び運営方法の変更

富士吉田市 　駐車台数の減少

荒井機業㈱、㈲藤久 　出入口数の減少

山交百貨店 ・施設の運営方法の変更

甲府市 　開店時刻の繰上げ

㈱山交 　閉店時刻の繰下げ　等

Ｊマート都留店 ・施設の配置及び運営方法の変更

都留市 　駐車台数の増加

㈱Ｊマート 　開店時刻の繰上げ、閉店時刻の繰下げ　等

Ｊマート八田店 ・施設の配置及び運営方法の変更

南アルプス市 　駐車台数の増加

㈱Ｊマート 　開店時刻の繰上げ、閉店時刻の繰下げ　等

既存店舗の隣地
に店舗及び駐車
場の増設
意見なし

1,554
→

4,381
H17.8.18 H17.12.18 H17.9.15H17.8.2 附則５条１項

青山商事㈱
㈱アルペン

H18.4.3 H18.2.17 H18.2.22

H17.10.31 意見なし1,488 H17.4.25 H17.8.25 H17.4.27

意見なし4,599 H16.12.6 H17.4.6 H16.12.9

H17.4.1 附則５条１項 ㈱サンドラッグ H17.4.2 H17.11.7

意見なしH16.4.1 H15.11.10

H16.11.15 附則５条１項 ㈱トレジャー外2 H16.11.16

㈱いちやまマート
外10

12,517 H15.12.1H15.10.29 附則５条１項
㈱トライアルカン
パニー

H15.11.12 H16.7.28 H16.6.17

意見なしH16.1.27 H16.4.1 5,369 H16.3.4 H16.7.4 H16.2.25附則５条１項

H16.12.22 附則５条１項 ㈱公正屋外 H17.2.1

H16.10.25 H16.9.27

H17.6.7 H17.6.10

H17.11.7 H17.8.12 意見なし1,144 H17.1.13 H17.5.13 H17.1.28

意見なし10,346 H18.8.31 H18.12.31 H18.9.28H18.8.8 附則５条１項 ㈱ケーヨー H19.4.9

H18.9.26 附則５条１項 ㈱山交 H18.10.1

H18.11.30

H19.3.22 H19.3.28

H19.10.29 H19.3.28 意見なし15,774 H18.10.12 H19.2.12 H18.10.25

3,593 H18.12.18 H19.4.18 H19.1.16H18.11.30 附則５条１項 ㈱Ｊマート H19.7.31

附則５条１項 ㈱Ｊマート H19.7.31 3,891 H18.12.18 H19.1.17H19.4.18 H19.10.29 H19.7.11 意見なし

H19.10.29 H19.7.11 意見なし



大規模小売店舗立地法届出一覧（既存店舗の変更）
件数（H12.6.1～） 58 件

店舗の名称

店舗の所在地

届出者（設置者）の名称

変更日
（届出書
記載）

備　　考届出の内容 公告日
縦覧

終了日
説明会
開催日

審議会
開催日

（報告日）

県の
意見日
（期限）

届出
受理日

根拠法令 小売業者の名称
店舗面積
の合計
（㎡）

カムイ甲府スポーツ館 ・店舗面積の合計の変更

甲府市 ・施設の運営方法の変更

㈱カムイ 　開店時刻の繰上げ、閉店時刻の繰下げ　等

くろがねやスーパーデポ韮崎店 ・店舗面積の合計の変更

韮崎市 ・施設の配置及び運営方法の変更

㈱くろがねや 　駐車台数の増加、出入口数の減少　等

富士見ショッピングセンター ・店舗面積の合計の変更

富士吉田市 ・施設の配置及び運営方法の変更

関山産業㈱ 　駐車台数の増加、出入口数の増加　等

日向Ｇ・Ｐｒｉｃｅ店 ・施設の運営方法の変更

市川三郷町 　閉店時刻の繰下げ

グンゼ開発㈱ 　（一部２４時間営業）

カワチ薬品山之神店 ・店舗面積の合計の変更

中央市 ・施設の運営方法の変更

㈱カワチ薬品 　閉店時刻の繰下げ　等

日向田野倉店 ・施設の運営方法の変更

都留市 　閉店時刻の繰下げ（一部２４時間営業）

㈱日向 　駐車場利用時間帯

日向山梨店 ・店舗面積の合計の変更

山梨市 ・施設の運営方法の変更

㈱Ｆ・デリカ得得 　荷さばき作業時間帯

双葉ショッピングセンター ・施設の運営方法の変更

甲斐市 　閉店時刻の繰下げ

㈱いちやまマート 　駐車場利用時間帯

おかじま食品館敷島店 ・施設の運営方法の変更

甲斐市 　閉店時刻の繰下げ（一部２４時間営業）

㈱岡島 　駐車場利用時間帯

山梨交通貢川ショッピングセンター ・店舗面積の合計の変更

甲府市 ・施設の配置及び運営方法の変更

山梨交通㈱ 　駐車台数、閉店時刻の繰下げ（２４時間）　等

H26.2.26 意見なし
7,158
→

7,312
H25.9.2 H26.1.6 H25.8.24

意見なし1,941 H23.4.21 H23.8.21 H23.4.10

H25.7.11 附則５条１項 ㈱コジマ外１ H25.3.12 H26.3.11

H23.3.25 附則５条１項 ㈱山梨さえき外２ H23.4.23 H24.2.2 H23.11.22

H23.5.6 H22.12.14 H24.2.2 H23.7.1 意見なし

H24.2.2 H23.3.31 意見なし

H22.11.30 附則５条１項
 ㈱いちやまマー
ト外５

H23.12.15 3,273 H23.1.6

㈱日向
㈲三森生花店

H22.8.12 1,505 H22.8.16 H22.12.16 H22.8.11

H19.9.21 意見なし
2,000
→

2,815
H19.3.5 H19.7.5 H19.3.8H19.2.20 附則５条１項 ㈱カムイ H19.10.21 H19.10.29

H20.10.17

H20.11.10 H20.11.26

意見なし
5,119
→

7,420
H20.3.6 H20.7.6 H20.4.8

意見なしH20.4.17H20.3.28 附則５条１項
㈱カムイ、マック
スバリュ東海㈱

H20.11.29

H20.11.10H20.2.21 附則５条１項 ㈱くろがねや外３ H20.10.22

1,591
→

3,835
H20.8.17 H20.5.10

1,633 H22.7.29 H22.11.29 H24.2.2H22.7.7 附則５条１項

㈱日向
ウエルシア関東
㈱

H22.7.17

1,917
→

1,872
H22.7.29

H22.8.11 附則５条１項 ㈱日向外６ H23.4.12

H22.7.9 附則５条１項 ㈱カワチ薬品 H23.3.10

H22.8.2 附則５条１項

H22.11.29 H22.9.4

H22.7.15

5,941
→

4,467
H22.9.9 H23.1.9 H22.8.30

H23.3.7 意見なし

(H23.1.7 取下げ)

H23.3.4 H23.3.3 意見なし



大規模小売店舗立地法届出一覧（既存店舗の変更）
件数（H12.6.1～） 58 件

店舗の名称

店舗の所在地

届出者（設置者）の名称

変更日
（届出書
記載）

備　　考届出の内容 公告日
縦覧

終了日
説明会
開催日

審議会
開催日

（報告日）

県の
意見日
（期限）

届出
受理日

根拠法令 小売業者の名称
店舗面積
の合計
（㎡）

ホームセンターくろがねや塩山店 ・施設の運営方法の変更

甲州市 　自動車の出入口の位置

㈱くろがねや

ケーヨーデイツー甲府北口店 ・店舗面積の合計の変更

甲府市 ・施設の配置及び運営方法の変更

㈱十一屋 　 駐車台数、駐車場の出入口の数及び位置

オギノ城東店 ・施設の運営方法の変更

甲府市 　開店時刻の繰上げ、閉店時刻の繰下げ

㈱明電舎  駐車場利用時間帯

オギノ伊勢ショッピングセンター ・施設の運営方法の変更

甲府市 　開店時刻の繰上げ、閉店時刻の繰下げ

㈱オギノ  駐車場利用時間帯

オギノ河口湖店 ・店舗面積の合計の変更

富士河口湖町 ・施設の配置及び運営方法の変更

㈱オギノ 荷さばき施設の位置及び面積　等

市川大門ショッピングセンター ・施設の運営方法の変更

市川三郷町

㈱岡島

甲府東ショッピングセンター ・施設の配置及び運営方法の変更

甲府市 駐輪場の位置及び収容台数　等

ＤＣＭくろがねや㈱、㈱ローソン 　閉店時刻の繰下げ（一部２４時間営業）　等

綿半スーパーセンター万力店 施設の運営方法の変更

山梨市

綿半ホールディングス㈱

R3.3.29 附則５条１項 ㈱綿半Ｊマート R3.5.20 2,320 R3.4.8

R2.6.15 R2.3.25 R2.9.17 R2.9.30 意見なし

R3.8.9 R3.4.20 R3.11.9 R3.9.14 意見なし

R2.1.31 附則５条１項
ＤＣＭくろがねや
㈱、㈱ローソン

R2.10.1 2,951 R2.2.13

H27.2.5 H27.6.5 H26.12.18 H27.11.6 H27.7.31

H29.4.15 H29.1.19 H29.9.15 H29.6.27

意見なし

H27.6.5 H26.12.18 H27.11.6 H27.7.8 意見なし

H26.12.1 附則５条１項 ㈱オギノ外２ H26.12.20 4,677

H26.12.1 附則５条１項 ㈱オギノ外１ H26.12.20 1,875 H27.2.5

H27.3.24 H27.2.5 意見なしH26.6.10 附則５条１項 ㈱ケーヨー H27.2.11
3,481
→

3,841
H26.7.28 H26.11.28

H26.7.31H26.4.12 H25.10.28H25.10.10 附則５条１項 未定 H25.11.1 H25.12.12

H26.6.28

H26.6.9 意見なし1,499

H28.11.25 附則５条１項 ㈱オギノ H29.7.26
1,866
→

2,721
H28.12.19 意見なし

H29.5.26 H29.1.15 H29.9.15 H29.7.25 意見なしH28.12.27 附則５条１項
ウエルシア薬局
㈱

H29.1.16 1,564 H29.1.26


