
1000 全国大型小売店総覧2019

大阪市 352店 2,587,102㎡ 〔2位〕 １店舗当たり 7,349㎡ 〔53位〕
　都島区 11店 67,707㎡  １店舗当たり 6,155㎡

イオン京橋店 ▢業態 総合スーパー
　▢住 〒534-0025 大阪市都島区片町2－3－51 ☎06-6352-2151　▢店面 22,769㎡　▢届 ―　▢開設 1971．11
　▢設 イオンリテール㈱　▢核 イオンリテール〔13,074㎡〕▢品 総合
　▢小 43　▢立地 駅前・駅近辺型　▢開 8：00　▢閉 23：00　▢車 504　▢輪 280　▢交 JR／京阪／地下鉄・京橋駅
京阪モール ▢業態 寄合百貨店
　▢住 〒534-0024 大阪市都島区東野田町2－1－38 ☎06-6353-2525　▢店面 15,077㎡　▢届 ―　▢開設 1970．4
　▢設 京阪ホールディングス㈱　▢核 京阪百貨店〔―〕良品計画〔1,320㎡〕▢品 総合，家庭用品，衣料品，食料品
　▢小 93　▢立地 ターミナル型　▢開 10：30　▢閉 21：00　▢車 123　▢輪 72　▢交 京阪・京橋駅
ベルファ都島ショッピングセンター ▢業態 ショッピングセンター
　▢住 〒534-0016 大阪市都島区友渕町2－13－34 ☎06-6922-1215　▢店面 12,468㎡　▢届 ―　▢開設 1991．10
　▢設 三井不動産㈱　▢核 エディオン〔―〕関西スーパーマーケット〔1,502㎡〕▢品 家電，情報通信機器，食料品，家庭用品
　▢小 22　▢立地 住宅地域型　▢開 9：00　▢閉 22：00　▢車 502　▢輪 655　▢交 ―
ライフ毛馬店 ▢業態 食品スーパー
　▢住 〒534-0001 大阪市都島区毛馬町2－2－8 ☎06-6927-1101　▢店面 3,500㎡　▢届 2007．5　▢開設 2008．3
　▢設 ㈱ライフコーポレーション　▢核 ライフコーポレーション〔3,500㎡〕▢品 食料品，家庭用品
　▢小 1　▢立地 住宅地域型　▢開 9：30　▢閉 1：00　▢車 89　▢輪 175　▢交 ―
ＫｉＫｉ京橋（ブックオフ京橋店） ▢業態 専門店
　▢住 〒534-0024 大阪市都島区東野田町1－6－22 ☎06-6136-0593　▢店面 2,607㎡　▢届 2008．3　▢開設 2008．11
　▢設 京阪ホールディングス㈱　▢核 ブックオフコーポレーション〔―〕▢品 書籍・雑誌，音楽・映像・ゲームソフト
　▢小 ―　▢立地 駅前・駅近辺型　▢開 10：00　▢閉 23：00　▢車 41　▢輪 39　▢交 JR／京阪／地下鉄・京橋駅
関西スーパー内代店 ▢業態 食品スーパー
　▢住 〒534-0013 大阪市都島区内代町2－4－12 ☎06-6951-2118　▢店面 2,347㎡　▢届 ―　▢開設 1992．10
　▢設 内代商事㈱　▢核 関西スーパーマーケット〔1,587㎡〕▢品 食料品，家庭用品
　▢小 16　▢立地 住宅地域型　▢開 9：00　▢閉 22：00　▢車 ―　▢輪 ―　▢交 ―
ホームセンターコーナン都島店 ▢業態 ホームセンター
　▢住 〒534-0013 大阪市都島区内代町2－5－27 ☎06-6955-5857　▢店面 2,108㎡　▢届 1997．5　▢開設 1998．5
　▢設 ㈲オーナーズ　▢核 コーナン商事〔2,108㎡〕▢品 DIY関連用品，家庭用品，花・植木・園芸用品
　▢小 1　▢立地 駅前・駅近辺型　▢開 9：30　▢閉 21：00　▢車 36　▢輪 42　▢交 地下鉄谷町線・野江内代駅
ライフ都島高倉店 ▢業態 食品スーパー
　▢住 〒534-0011 大阪市都島区高倉町1－7－8 ☎06-6923-4451　▢店面 2,000㎡　▢届 1996．9　▢開設 1998．3
　▢設 磯じまん㈱　▢核 ライフコーポレーション〔2,000㎡〕▢品 食料品，家庭用品
　▢小 1　▢立地 その他　▢開 9：30　▢閉 24：00　▢車 13　▢輪 58　▢交 ―
浅川産業ビル（スギ薬局都島毛馬店） ▢業態 専門店
　▢住 〒534-0001 大阪市都島区毛馬町2－10－1 ☎06-6926-2008　▢店面 1,864㎡　▢届 1995．12　▢開設 1997．5
　▢設 浅川産業㈱　▢核 スギ薬局〔1,500㎡〕▢品 医薬品・化粧品，家庭用品
　▢小 ―　▢立地 住宅地域型　▢開 10：00　▢閉 22：00　▢車 20　▢輪 50　▢交 ―
グルメシティ都島本通店 ▢業態 食品スーパー
　▢住 〒534-0021 大阪市都島区都島本通3－22－10 ☎06-6923-6201　▢店面 1,582㎡　▢届 ―　▢開設 1973．6
　▢設 ㈱ダイエー　▢核 ダイエー〔1,582㎡〕▢品 食料品，家庭用品
　▢小 1　▢立地 商店街・商業地型　▢開 ―　▢閉 24時間営業　▢車 ―　▢輪 ―　▢交 地下鉄谷町線・都島駅
マルヤス都島店 ▢業態 食品スーパー
　▢住 〒534-0016 大阪市都島区友渕町1－5－89 ☎06-6923-1151　▢店面 1,385㎡　▢届 2010．6　▢開設 2011．4
　▢設 ㈱マルヤス　▢核 マルヤス〔1,385㎡〕▢品 食料品，家庭用品
　▢小 1　▢立地 住宅地域型　▢開 8：00　▢閉 22：00　▢車 64　▢輪 131　▢交 ―

福島区 6店 38,018㎡  １店舗当たり 6,336㎡

野田阪神ビル・ウイステ（イオン野田阪神店） ▢業態 ショッピングセンター
　▢住 〒553-0001 大阪市福島区海老江1－1－23 ☎06-6457-6300　▢店面 15,218㎡　▢届 ―　▢開設 1992．4
　▢設 阪神電気鉄道㈱　▢核 イオンリテール〔13,300㎡〕▢品 総合
　▢小 32　▢立地 駅前・駅近辺型　▢開 8：00　▢閉 24：00　▢車 560　▢輪 800　▢交 阪神本線・野田駅，地下鉄千日前線・野田阪神駅
ヤマダ電機テックランド大阪野田店 ▢業態 専門店
　▢住 〒553-0001 大阪市福島区海老江7－2－35 ☎06-4797-4870　▢店面 9,353㎡　▢届 ―　▢開設 1999．12
　▢設 国際興業㈱　▢核 ヤマダ電機〔7,200㎡〕▢品 家電，情報通信機器
　▢小 ―　▢立地 その他　▢開 10：30　▢閉 21：00　▢車 ―　▢輪 ―　▢交 ―
ホームセンターコーナン福島大開店 ▢業態 ホームセンター
　▢住 〒553-0007 大阪市福島区大開4－1－78 ☎06-4804-1157　▢店面 8,796㎡　▢届 ―　▢開設 1999．8
　▢設 ㈲エフ・ケイ・ディー　▢核 コーナン商事〔8,796㎡〕▢品 DIY関連用品，家庭用品，花・植木・園芸用品
　▢小 1　▢立地 その他　▢開 7：00　▢閉 21：00　▢車 624　▢輪 210　▢交 ―
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