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関西センサス　測定商業施設一覧
都道府県 エリア名（区分）

商業施設
(2018年10月時点）

1 滋賀 滋賀県内 Ａ・ＳＱＵＡＲＥ
2 滋賀 滋賀県内 イオンモール草津
3 滋賀 滋賀県内 近鉄百貨店　草津店
4 滋賀 滋賀県内 ピエリ守山
5 滋賀 滋賀県内 三井アウトレットパーク滋賀竜王
6 滋賀 滋賀県内 西武大津店
7 滋賀 滋賀県内 フォレオ大津一里山
8 滋賀 滋賀県内 浜大津アーカス
9 滋賀 滋賀県内 イオンタウン彦根

10 滋賀 滋賀県内 ビバシティ彦根
11 滋賀 滋賀県内 イオン近江八幡ショッピングセンター
12 滋賀 滋賀県内 イオンタウン湖南
13 滋賀 滋賀県内 ビバシティ平和堂
14 滋賀 滋賀県内 molive
15 滋賀 滋賀県内 Oh!Me大津テラス
16 京都 京都駅前周辺 KYOTO　ＡＶＡＮＴＩ
17 京都 京都駅前周辺 イオンモールKYOTO（Sakura館、Kaede館）
18 京都 京都駅前周辺 京都駅ビル専門店街　The CUBE
19 京都 京都駅前周辺 京都駅前地下街　Porta
20 京都 京都駅前周辺 ジェイアール京都伊勢丹
21 京都 京都駅前周辺 ビックカメラJR京都駅店
22 京都 京都駅前周辺 ヨドバシカメラマルチメディア京都
23 京都 京都駅前周辺 Kotochika京都
24 京都 四条・三条・烏丸・河原町 BAL 京都
25 京都 四条・三条・烏丸・河原町 COCON KARASUMA（古今烏丸）
26 京都 四条・三条・烏丸・河原町 LAQUE四条烏丸
27 京都 四条・三条・烏丸・河原町 ZEST御池
28 京都 四条・三条・烏丸・河原町 髙島屋　京都店
29 京都 四条・三条・烏丸・河原町 コトクロス阪急河原町
30 京都 四条・三条・烏丸・河原町 ミーナ京都
31 京都 四条・三条・烏丸・河原町 河原町オーパ
32 京都 四条・三条・烏丸・河原町 大丸京都店
33 京都 四条・三条・烏丸・河原町 藤井大丸
34 京都 四条・三条・烏丸・河原町 京都マルイ
35 京都 四条・三条・烏丸・河原町 Kotochika四条
36 京都 四条・三条・烏丸・河原町 京都八百一本館
37 京都 四条・三条・烏丸・河原町 東急ハンズ　京都店
38 京都 四条・三条・烏丸・河原町 H&M 京都店
39 京都 四条・三条・烏丸・河原町 京都ゼロゲート
40 京都 郊外など、その他の京都府内 イオンモール京都五条
41 京都 郊外など、その他の京都府内 カナート洛北
42 京都 郊外など、その他の京都府内 京都ファミリー
43 京都 郊外など、その他の京都府内 大丸　山科店
44 京都 郊外など、その他の京都府内 髙島屋　洛西店
45 京都 郊外など、その他の京都府内 MOMOテラス
46 京都 郊外など、その他の京都府内 イオンモール高の原
47 京都 郊外など、その他の京都府内 COSTCO京都八幡倉庫店
48 京都 郊外など、その他の京都府内 イオンモール久御山
49 京都 郊外など、その他の京都府内 イオンモール京都桂川
50 京都 郊外など、その他の京都府内 アル・プラザ城陽
51 京都 郊外など、その他の京都府内 パセオ・ダイゴロー
52 京都 郊外など、その他の京都府内 北大路VIVRE
53 京都 郊外など、その他の京都府内 桃山南ショッピングセンター
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54 大阪 梅田 BREEZE BREEZE
55 大阪 梅田 E-MA
56 大阪 梅田 EST
57 大阪 梅田 HEP FIVE
58 大阪 梅田 HEP　NAVIO／阪急百貨店　メンズ大阪
59 大阪 なんば・日本橋 なんばスカイオ
60 兵庫 神戸（三宮） 三宮ゼロゲート
61 大阪 梅田 Whityうめだ
62 大阪 梅田 アーバンテラス茶屋町
63 大阪 梅田 梅田ロフト
64 大阪 梅田 大丸梅田店
65 大阪 梅田 東急ハンズ　梅田店
66 大阪 梅田 ディアモール大阪
67 大阪 梅田 ハービスPLAZA／ハービスPLAZA　ENT
68 大阪 梅田 ヒルトンプラザ（ウエスト・イースト）
69 大阪 梅田 阪急うめだ本店
70 大阪 梅田 阪急三番街
71 大阪 梅田 阪神梅田本店
72 大阪 梅田 ヨドバシカメラマルチメディア梅田
73 大阪 梅田 LUCUA 1100
74 大阪 梅田 LUCUA
75 大阪 梅田 ALBi
76 大阪 梅田 ドージマ地下センター
77 大阪 梅田 エキマルシェ大阪
78 大阪 梅田 グランフロント大阪
79 大阪 梅田 梅田オーパ
80 大阪 梅田 クロスト（大阪駅地下）
81 大阪 梅田 アルデ新大阪
82 大阪 梅田 ekimo梅田
83 大阪 梅田 阪急17番街
84 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 Corowa甲子園
85 大阪 心斎橋 BIG STEP
86 大阪 心斎橋 La Porte心斎橋(ZARA）
87 大阪 心斎橋 Luz心斎橋（H&M）
88 大阪 心斎橋 クリスタ長堀
89 大阪 心斎橋 大丸心斎橋店
90 大阪 心斎橋 心斎橋オーパ
91 大阪 心斎橋 心斎橋筋商店街
92 大阪 心斎橋 ユニクロ心斎橋店
93 大阪 心斎橋 ジーユー心斎橋店
94 大阪 心斎橋 心斎橋ゼロゲート（H&M心斎橋店）
95 大阪 心斎橋 H&M EBISUBASHI MEN'S （戎橋メンズ店）
96 大阪 心斎橋 東急ハンズ　心斎橋店
97 大阪 心斎橋 DOTON PLAZA
98 大阪 なんば・日本橋 LABI1なんば
99 大阪 なんば・日本橋 NAMBAなんなん

100 大阪 梅田 NU茶屋町
101 大阪 なんば・日本橋 髙島屋　大阪店
102 大阪 なんば・日本橋 なんばＣＩＴＹ
103 大阪 なんば・日本橋 なんばWalk
104 大阪 なんば・日本橋 なんばパークス
105 大阪 なんば・日本橋 なんばマルイ
106 大阪 なんば・日本橋 ビックカメラなんば店
107 大阪 なんば・日本橋 ekimoなんば
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108 大阪 梅田 NU茶屋町プラス
109 大阪 天王寺・阿倍野 abeno CUES TOWN（ViaあべのWalk、あべのキューズモール）
110 大阪 天王寺・阿倍野 and
111 大阪 天王寺・阿倍野 Hoop
112 大阪 天王寺・阿倍野 あべちか
113 大阪 天王寺・阿倍野 アポロ／あべのルシアス
114 大阪 天王寺・阿倍野 上本町YUFURA
115 大阪 天王寺・阿倍野 あべのハルカス近鉄本店
116 大阪 天王寺・阿倍野 近鉄百貨店　上本町店
117 大阪 天王寺・阿倍野 天王寺ミオ　プラザ館
118 大阪 天王寺・阿倍野 天王寺ミオ　本館
119 大阪 天王寺・阿倍野 ekimo天王寺
120 大阪 その他の大阪市内 AＴＣ(タウンアウトレット マーレ)
121 大阪 その他の大阪市内 IKEA鶴浜
122 大阪 その他の大阪市内 イオンモール鶴見緑地
123 大阪 その他の大阪市内 京阪シティモール（天満橋）
124 大阪 その他の大阪市内 京阪モール（京橋）
125 大阪 その他の大阪市内 三井アウトレットパーク大阪鶴見
126 大阪 その他の大阪市内 天神橋筋商店街
127 大阪 その他の大阪市内 ユニバーサル・シティウォーク大阪
128 大阪 その他の大阪市内 イオンモール大阪ドームシティ
129 大阪 その他の大阪市内 もりのみやキューズモールBASE
130 大阪 堺・八尾・泉州 KINSHO 大小路店
131 大阪 堺・八尾・泉州 PLATPLAT
132 大阪 堺・八尾・泉州 アリオ八尾
133 大阪 堺・八尾・泉州 アリオ鳳
134 大阪 堺・八尾・泉州 イオンモール堺北花田
135 大阪 堺・八尾・泉州 イオンモールりんくう泉南
136 大阪 堺・八尾・泉州 クロスモール
137 大阪 堺・八尾・泉州 コノミヤ堺東店
138 大阪 堺・八尾・泉州 髙島屋　堺店
139 大阪 堺・八尾・泉州 髙島屋　泉北店／パンジョ
140 大阪 堺・八尾・泉州 りんくうプレミアム・アウトレット
141 大阪 堺・八尾・泉州 岸和田カンカンベイサイドモール
142 大阪 堺・八尾・泉州 りんくうプレジャータウン シークル
143 大阪 堺・八尾・泉州 COSTCO和泉倉庫店
144 大阪 堺・八尾・泉州 ららぽーと和泉
145 大阪 堺・八尾・泉州 イオンモール堺鉄砲町
146 大阪 堺・八尾・泉州 スーパービバホーム和泉中央店
147 大阪 堺・八尾・泉州 いこらも～る泉佐野
148 大阪 堺・八尾・泉州 イオンモール日根野
149 大阪 堺・八尾・泉州 おおとりウイングス
150 大阪 堺・八尾・泉州 リノアス
151 大阪 堺・八尾・泉州 フレスポしんかな
152 大阪 堺・八尾・泉州 N.KLASS泉大津
153 大阪 北摂・北河内 LABI千里
154 大阪 北摂・北河内 イオンモール大日
155 大阪 北摂・北河内 イオンモール茨木
156 大阪 北摂・北河内 くずはモール
157 大阪 北摂・北河内 京阪百貨店　ひらかた店
158 大阪 北摂・北河内 京阪百貨店　守口店
159 大阪 北摂・北河内 せんちゅうパル
160 大阪 北摂・北河内 千里セルシー
161 大阪 北摂・北河内 西武高槻店／オーロラモール高槻
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162 大阪 北摂・北河内 千里阪急
163 大阪 北摂・北河内 みのおキューズモール
164 大阪 北摂・北河内 松坂屋高槻店
165 大阪 北摂・北河内 アクトアモーレ
166 大阪 北摂・北河内 ミング・阪急高槻
167 大阪 北摂・北河内 デュー阪急山田
168 大阪 北摂・北河内 ロサヴィアいばらき
169 大阪 北摂・北河内 東急ハンズ　江坂店
170 大阪 北摂・北河内 オトカリテ
171 大阪 北摂・北河内 イオンモール四條畷
172 大阪 北摂・北河内 ららぽーとEXPOCITY
173 大阪 北摂・北河内 枚方 T-SITE
174 大阪 北摂・北河内 ニトリモール枚方
175 大阪 北摂・北河内 ビバモール寝屋川
176 大阪 北摂・北河内 SENRITOよみうり
177 大阪 北摂・北河内 トナリエ南千里
178 兵庫 神戸（三宮） Ｃｌｅｆｙ三宮
179 兵庫 神戸（三宮） LABI三宮
180 兵庫 神戸（三宮） 神戸BAL／BAL ANNEX
181 兵庫 神戸（三宮） 神戸マルイ
182 大阪 梅田 ユニクロ OSAKA店
183 兵庫 神戸（三宮） さんちか
184 兵庫 神戸（三宮） そごう神戸店
185 兵庫 神戸（三宮） トアロード
186 兵庫 神戸（三宮） ピアザ神戸（三宮高架商店街）
187 兵庫 神戸（三宮） ミント神戸
188 兵庫 神戸（三宮） 三宮センター街
189 兵庫 神戸（三宮） 三宮ビブレ
190 兵庫 神戸（三宮） 東急ハンズ　三宮店
191 兵庫 神戸（三宮） 神戸国際会館 SOL
192 大阪 なんば・日本橋 なんば戎橋筋商店街
193 兵庫 神戸（元町）・ハーバーランド 神戸旧居留地
194 兵庫 神戸（元町）・ハーバーランド 神戸元町商店街
195 兵庫 神戸（元町）・ハーバーランド 大丸　神戸店
196 兵庫 神戸（元町）・ハーバーランド デュオこうべ
197 兵庫 神戸（元町）・ハーバーランド プロメナ神戸
198 兵庫 神戸（元町）・ハーバーランド 神戸ハーバーランドumie
199 兵庫 その他の神戸市内 IKEA神戸
200 兵庫 その他の神戸市内 Ｌｉｖ（住吉）
201 兵庫 その他の神戸市内 イオンモール神戸北
202 兵庫 その他の神戸市内 神戸三田プレミアム・アウトレット
203 兵庫 その他の神戸市内 そごう西神店
204 兵庫 その他の神戸市内 大丸　須磨店
205 兵庫 その他の神戸市内 御影クラッセ／阪神・御影
206 兵庫 その他の神戸市内 三井アウトレットパーク　マリンピア神戸
207 兵庫 その他の神戸市内 COSTCO神戸倉庫店
208 兵庫 その他の神戸市内 PLiCO垂水
209 兵庫 その他の神戸市内 ブルメールHAT神戸
210 兵庫 その他の神戸市内 東急プラザ　新長田
211 兵庫 その他の神戸市内 ブランチ 神戸学園都市
212 兵庫 その他の神戸市内 サンシャインワーフ神戸
213 兵庫 その他の神戸市内 須磨パティオ専門店
214 兵庫 その他の神戸市内 イオンモール神戸南
215 兵庫 その他の神戸市内 ブルメール舞多聞
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216 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 あまがさきキューズモール
217 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 アクタ西宮
218 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 イオン尼崎店
219 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 イオンモール伊丹
220 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 川西阪急
221 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 宝塚阪急／ソリオ宝塚
222 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 阪急西宮ガーデンズ
223 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 阪神・にしのみや／エビスタ西宮
224 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 姫路山陽百貨店
225 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 フレンテ西宮
226 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 ヤマトヤシキ　加古川店
227 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 ららぽーと甲子園
228 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 イオンモール伊丹昆陽
229 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 イオンタウン姫路
230 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 ピオレ姫路
231 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 COSTCO尼崎倉庫店
232 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 ピオレ明石
233 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 グンゼタウンセンター つかしん
234 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 ニッケパークタウン
235 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 テラッソ姫路
236 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 イオン明石ショッピングセンター
237 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 イオンモール姫路リバーシティー
238 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 イオンモール姫路大津
239 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 イオンモール加西北条
240 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 塚口さんさんタウン
241 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 イオンモール猪名川
242 兵庫 郊外など、その他の兵庫県内 アステ川西
243 兵庫 神戸（三宮） さんセンタープラザ（さんプラザ、センタープラザ、センタープラザ西館）
244 奈良 奈良県内 イオンモール橿原
245 奈良 奈良県内 イオンモール大和郡山
246 奈良 奈良県内 近鉄百貨店　生駒店
247 奈良 奈良県内 近鉄百貨店　橿原店
248 奈良 奈良県内 ならファミリー／近鉄百貨店　奈良店／イオン奈良店
249 奈良 奈良県内 アピタ西大和店
250 奈良 奈良県内 イオンモール奈良登美ヶ丘
251 和歌山 和歌山県内 近鉄百貨店　和歌山店
252 和歌山 和歌山県内 和歌山ミオ
253 和歌山 和歌山県内 イオンモール和歌山
254 郊外 2府4県外 土岐プレミアム・アウトレット
255 郊外 2府4県外 軽井沢プリンスショッピングプラザ
256 郊外 2府4県外 三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島
257 郊外 2府4県外 三井アウトレットパーク 倉敷
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