
受理 所在地 届出

番号 (区名)   経済局   区役所 要約書

H22-20 ユニバーサル･シティウォーク大阪 此花 H22.10.18 ６条１項 小売業者の変更 H22.10.29 ～ H23.3.1 ○ － － －

H22-21 （仮称）ライフ弁天町店 北 H22.10.28 新設（５条１項） － H22.11.12 ～ H22.3.14 ○ ○ 有 H22.11.16

H22-22 南海ターミナルビル 中央 H22.10.29 ６条１項 小売業者の変更 H22.11.12 ～ H22.3.14 ○ － － －

H22-23 南海ターミナルビル 中央 H22.10.29 ６条２項 駐車場収容台数の変更等 H22.11.12 ～ H22.3.14 ○ － － 掲示

H22-24 なんばパークス 浪速 H22.11.15 ６条１項 小売業者の変更 H22.11.26 ～ H22.3.28 ○ － － －

H22-25 上本町ＹＵＦＵＲＡ 天王寺 H22.12.15 ６条１項
店舗名称･所在地・
小売業者の変更

H22.12.24 ～ H23.4.25 ○ － － －

H22-26 （仮称）ジョーシン南津守店 西成 H22.12.24 新設（５条１項） － H23.1.14 ～ H23.5.16 ○ ○ 有 H23.215

H22-27 ＣＨＡＳＫＡ茶屋町 天王寺 H22.12.27 ６条１項
店舗名称･設置者代表者・

小売業者の変更
H23.1.14 ～ H23.5.16 ○ － － －

H22-28 （仮称）西淀川区千舟複合商業施設 西淀川 H22.12.28 新設（５条１項） － H23.1.14 ～ H23.5.16 ○ ○ 有

H22-29 大阪ターミナルビル 北 H23.1.14 ６条２項
駐車場位置・出入口変更、

駐輪場位置変更 H23.1.28 ～ H23.5.30 ○ － － 掲示

H22 30 心斎橋ＳＩビル 中央 H23 1 21 ６条１項 店舗名称 変更 H23 2 4 H23 6 6 ○

大　規　模　小　売　店　舗　立　地　法　　　届　出　書　縦　覧　一　覧

店 舗 名 称 備  考届出日 届出内容 説明会開催
縦 覧 期 間

（意見書提出期間）
届出種別

   縦  覧  場  所

H22-30 心斎橋ＳＩビル 中央 H23.1.21 ６条１項 店舗名称の変更 H23.2.4 ～ H23.6.6 ○ － － －

H22-31 （仮称）山陽マルナカ三国店 淀川 H23.1.28 新設（５条１項） － H23.2.10 ～ H23.6.10 ○ ○ 有



◎新設（5条1項）

受理番号 店舗名称 所在地（地番） 設置者 小売業者 店舗面積（㎡） 駐車台数 駐輪台数 営業時間 新設予定日

H22-21 （仮称）ライフ弁天町店 港区磯路1丁目9番1 株式会社ライフコーポレーション 株式会社ライフコーポレーション 3,835 68台
（うち、自動二輪車３台）

160台
（うち、原動機付自転車10台） 午前7時～翌午前2時 H23.6.29

受理番号 店舗名称 所在地（地番） 設置者 小売業者 店舗面積（㎡） 駐車台数 駐輪台数 営業時間 新設予定日

H22-26 （仮称）ジョーシン南津守店 西成区南津守5丁目1－1他 上新電機㈱
上新電機㈱

コーナン商事㈱
6,264 300台

（うち、自動二輪車２台）

232台
（うち、原付59台）

上新電機㈱
午前9時～午後9時

コーナン商事㈱
午前6時～午後9時

H23.8.25

受理番号 店舗名称 所在地（地番） 設置者 小売業者 店舗面積（㎡） 駐車台数 駐輪台数 営業時間 新設予定日

H22-28 （仮称）西淀川区千舟複合商業施設 西淀川区千舟1丁目59番 大和情報サービス㈱ 平和堂㈱　他3者 2,682 113台
（うち、自動二輪車1台）

98台
（うち、原付11台）

午前7時～翌午前2時 H23.8.29

大　規　模　小　売　店　舗　立　地　法　　　店　舗　概　要

受理番号 店舗名称 ＣＨＡＳＫＡ茶屋町 設置者 小売業者 店舗面積（㎡） 駐車台数 駐輪台数 営業時間 新設予定日

H22-31 （仮称）山陽マルナカ三国店 淀川区十八条２丁目213番地他 ㈱山陽マルナカ ㈱山陽マルナカ 2,937 129台
（うち、自動二輪車1台）

93台
（うち、原付10台）

午前8時～午後11時 H23.9.29



大　規　模　小　売　店　舗　立　地　法　　　店　舗　概　要

◎変更（6条1項、6条2項、附則5条1項）

受理番号 店舗名称 所在地（地番） 変更年月日

H22-20 ユニバーサル・シティウォーク大阪 此花区島屋6丁目2番61号 H22.10.8

受理番号 店舗名称 所在地（地番） 変更年月日

H22-22 南海ターミナルビル 中央区難波5丁目12番　外35筆 H22.10.1

受理番号 店舗名称 所在地（地番） 変更年月日

H22-23 南海ターミナルビル 中央区難波5丁目12番　外35筆 H23.6.29

届出内容 変更後 変更前

届出内容 変更後 変更前

小売業者の変更 ㈱ＷＤＩ　ＪＡＰＡＮ　他19名 ㈱ＷＤＩ　ＪＡＰＡＮ　他19名

小売業者の変更 ㈱高島屋　他116名 ㈱高島屋　他136名

届出内容 変更後 変更前

①駐車場収容台数の変更
②駐車場利用時間帯の変更

③駐車場出入口の変更

ターミナル駐車場
（大阪市中央区難波５丁目１番60号）
①239台　②入口2箇所、出口1箇所　③午前6時～午後11時30
分
新川駐車場
（大阪市浪速区難波中１丁目16番21号）
①203台　②出入口1箇所　③午前9時～午後10時

ターミナル駐車場
（大阪市中央区難波５丁目１番60号）
①325台　②入口2箇所、出口1箇所　③午前6時～午後11時30
分
高島屋元町駐車場
（大阪市浪速区元町１丁目14番１号）
①236台　②出入口2箇所　③午前9時～午後10時

受理番号 店舗名称 所在地（地番） 変更年月日

H22-24 なんばパークス 大阪市浪速区難波中２丁目10番70号 H22.9.24

受理番号 店舗名称 所在地（地番） 変更年月日

H22-25 上本町ＹＵＦＵＲＡ 大阪市天王寺区上本町６丁目403　他
①③H22.8.26

③H22.9.8

届出内容 変更後 変更前

①店舗名称の変更
②店舗所在地の変更
③小売業者の変更

①上本町ＹＵＦＵＲＡ
②大阪市天王寺区上本町６丁目403　他
③近商ストア㈱　他20名

①（仮称）上本町駅南複合ビル
②大阪市天王寺区上本町6丁目1番1　他
③未定

小売業者の変更
㈱コム　デ　ギャルソン

他190名
フォーティファイブアールピーエムスタジオ㈱

他190名

届出内容 変更後 変更前

③駐車場出入口の変更
① 台 ②出入 箇所 ③午前 時 午後 時
ナンバモータープール
（大阪市浪速区元町１丁目４番10号）
①35台　②出入口1箇所　③午前9時～午後10時
合計477台　出入口5箇所

① 台 ②出入 箇所 ③午前 時 午後 時
塩草駐車場
（大阪市浪速区塩草１丁目１番１号）
①80台　②入口1箇所、出口1箇所　③午前9時～午後10時
合計641台　出入口7箇所



大　規　模　小　売　店　舗　立　地　法　　　店　舗　概　要

受理番号 店舗名称 所在地（地番） 変更年月日

H22-27 ＣＨＡＳＫＡ茶屋町 大阪市北区茶屋町7－20

①H22.3.30
②H22.4.16
③H22.12.22

受理番号 店舗名称 所在地（地番） 変更年月日

H22-30 心斎橋ＳＩビル 中央区心斎橋筋１丁目１番１他 H22.10.15

届出内容 変更後 変更前

店舗名称の変更 心斎橋ＳＩビル （仮称）心斎橋ＳＩビル

①店舗名称の変更
②設置者所在地・代表者の変更

③小売業者の変更

①ＣＨＡＳＫＡ茶屋町
②㈲武蔵野プロパティーズ
　　取締役　井出　清彦
　　東京都港区虎ノ門３丁目22番10－201号
③㈱ジュンク堂書店

①（仮称）茶屋町プロジェクト
②有限会社武蔵野プロパティーズ
　　取締役　川野　恭
　　東京都港区赤坂３丁目２番６号
③未定

届出内容 変更後 変更前



   縦  覧  場  所

  経済局   区役所

H22-17 （仮称）大淀物販店舗 H22.8.30 新設（５条１項） 新設 H23.1.21 ～ H23.2.21 ○ ○

※　意見書は縦覧のみとし、意見書の内容に関する意見等は受け付けません。

受理番号 店舗名称 設置者 店舗面積（㎡） 駐車台数 駐輪台数 営業時間 新設予定日

H22-17 （仮称）大淀物販店舗 関電不動産㈱ 3,835 68台
160台

（うち、原付10台） 午前7時～翌午前2時 H23.6.29

◎　意見書概要
ＣＨＡＳＫＡ茶屋町

地元地域に精通した、プロの交通誘導員を常駐配置して安心して通行できる環境を出店者が維持するよう要望する。

所在地（地番） 小売業者

北区大淀中3丁目2-2 ㈱ライフコーポレーション

大　規　模　小　売　店　舗　立　地　法　　　住　民　等　意　見　書　縦　覧　一　覧

受理番号 店舗名称 届出日 届出種別 届出内容 住民等意見書縦覧期間 備考
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