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　はじめに 

大規模小売店舗（大型店）は，広域的な集客を図り消費者の多様なニーズを満

たすなど，今や人々の日常生活に欠かせない施設となっています。消費者の日常

生活のみならず環境面やまちづくり，地域経済への影響も顕著であることから，

地域社会の一員としての役割がますます大きくなっています。

　こうした状況から，茨城県では「茨城県大規模小売店舗の地域貢献活動に関す

るガイドライン」を策定し，平成２２年４月から施行しています。大型店に期待

する地域貢献の取り組みや実施に当たっての手続き等を明示して，大型店と地域

が連携した活力あるまちづくりや地域商業の活性化などの活動をより促進してい

るところです。

　また，地域貢献活動モデル事業として，大型店のイベントスペースを活用して

地域商店等の商品を販売するフェアを実施したことにより，大型店の地域貢献イ

メージを高めつつ，地域商店には販路の拡大をもたらすという双方にメリットの

ある地域貢献活動の普及を図ることができました。

　本冊子は，３か年度に渡るモデル事業の成果をまとめるとともに，同種の取り

組みを大型店と地域商店が連携して行う場合のマニュアルとして活用できるよう

に作成しました。本冊子を通じて,ガイドラインのより一層の定着が図られます

とともに，大型店による地域貢献活動がさらに県全体に広がることになれば幸甚

です。
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連携フェアの様子 ＆ 出店者の声

○他の出店者との交流，お客様との交流など，楽しく貴重な経験ができました。

○他店の前向きな努力，取り組みや方針などに想像を超えるものを感じ，自分

が殿さま商売をしていたことに気づかされました。

○個人の店は予算的にＰＲが難しいので，近隣の大型店での企画は認知度アッ

プに大変ありがたいです。地域の活性化にもつながると思います。

○卸売中心の店なので，小売りに関してイベントの実施方法など勉強になりま

した。

○他の商工団体の人たちと情報交換できて良かったです。

風評被害払拭のため，

茨城県産農産物を販売

しました



○販売の現場を体験でき，勉強になりました。

○自店は交通不便地なので，「歩いて買いに来られた」とお客様に喜んでもら

えました。自動車の運転ができないお客様から「また出店してください」と

電話がありました。

○フェアに出店したおかげで，自店への来客数が増えました。

○ホームページのアクセス数が増えました。

○オンラインショップで近隣の方から注文がありました。

○売上のみならず，出店者や大型店とのつながりなど様々なメリットがありま

した。

○他の出店者との異業種交流により違った角度から情報を得ることができて，

有意義な時間を共有できました。
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地元商工団体の企画

で，当てくじや歌謡

ショーをフェアと同

時開催しました
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　茨城県・茨城県商工会連合会・茨城県商工会議所連合会では，平成22年１月～平成24
年１月にわたり，「ショッピングセンター（大型店）と地域商店の連携フェア」を開催し
ました。
　大型店21店舗において，地域商店506店が参加した連携フェアへの来場者は延べ
53,000人に達し，大型店と地域商店の双方にとって大変メリットのある取り組みとなり
ました。
　今後とも関係者間の協力によりこのような取り組みを継続していただきたく，このた
び，これまでの開催の中で培ったノウハウをマニュアルとしてまとめました。

Ⅰ　大型店と地域商店の連携フェア マニュアル

大型店と地域商店の連携フェア
　大型店のイベントスペースを「地域貢献」という目的で借り受け，地域商店の
逸品を紹介･販売する期間限定のフェアです。
　地元の商工団体等が企画の中心となり，大型店と開催条件等を交渉したうえ
で，地域の商業者から出店者を募ります。

　　○大型店のメリット
　　　・地域貢献に取り組む店舗としてイメージアップが期待できます。

・事前にポスターやチラシを掲載することにより，フェアを目当てとした来店客が
期待できます。

　　　・集客力のある地域商店との今後の取引が期待できます。

　　○地域商店のメリット
　　　・出店の経費を抑えて、商品のＰＲ･販売ができます。
　　　・他店と一緒に販売することにより、単独出店よりも集客が期待できます。
　　　・試食販売や体験などにより、消費者の声を聞くことができます。
　　　・集客力のある店舗の販売方法を参考にすることができます。
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１　開催計画作成
　　

　フェア開催のおおむね３か月前までに，開催時期や会場などを定めた開催計画
を作成します。会場となる大型店は，事前に下見を行い，客層や店舗内外の雰囲
気などを調査しておきましょう。

　　①　大型店のリストアップ
　　　　　フェアを開催する大型店の候補リストを作成します。
　　　　＜ポイント＞
　　　　　・ターゲットとなる顧客層が来店していますか。
　　　　　・店舗までの移動距離は出店者の負担にならないですか。
　　　　　・出店者数に対応できるイベントスペースがありますか。

　　②　大型店の意向や条件の確認
　リストアップした大型店にフェアの開催趣旨を説明，協力の意思を示してくれ
た大型店より，開催条件などの聞き取りをします。

　　　　＜ポイント＞
　　　　　・スペースの広さ（縦・横の長さ，面積）は十分ですか。
　　　　　・開催できる時期を３候補程度挙げてもらいましょう。
　　　　　・使用できる備品（机・イス・ポスター掲示板など）を確認すること。
　　　　　・会場，備品，光熱水費，駐車場などの使用料を確認すること。　　　　
　　　　　・会場の電力総量（電力(W)と電圧（V））を確認すること。

　　③　開催計画の作成
　フェア名称・目的・日時・会場・出店者・出店料・説明会などを記載した開催
計画を作成して，会場となる大型店に説明します。
　大型店の希望を聞くとともに，搬入出方法や手続きに必要な書類，禁止事項な
ど細かい点について打合せをします。

　　　　＜ポイント＞
・出店料は，小間数（ワゴン１台＝１小間）ごとの金額とし，赤字が発生しな

いように設定しましょう。
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２　広報

　フェアの集客を図るため，開催計画の作成後すみやかに，ホームページへの掲
載やポスター類の掲示などにより，事前告知やＰＲを行います。

　　

　　①　大型店の広報媒体
　大型店の広報媒体の種類と利用条件を確認して，利用可能な場合は，ＰＲ文や
写真などを提供します。

　　　　　＜広告媒体の種類＞
　　　　　　・店舗の折込みチラシ　
　　　　　　・店舗ホームページ　
　　　　　　・店内放送　　　　　　
　　　　　　・店内掲示板　など

　　②　主催者側の広告媒体
　主催者が商工会などであれば，自身のホームページへの掲載をすみやかに行う
とともに，ポスター・チラシ類を作成して店舗周辺の金融機関や公共施設・出店
者などへ掲示・配布を依頼します。

　　
　　③　その他の広告媒体

　会場周辺地域をカバーする新聞，ミニコミ誌，タウン誌，ラジオなどの広告媒
体に対し，プレスリリース（開催案）を送付して広報を依頼します。
　掲載後は，大型店への問合せが予想されることから，掲載が確定した内容につ
いては，大型店にすみやかに伝えます。

　　④　回遊策の企画検討
　大型店の周辺に出店者の店舗がある場合は，フェア開催とあわせて，フェアの
来客を自店や地元商店街に呼びこむ取り組みを企画しましょう。

　　　　　＜回遊策の例＞
　　　　　　・地元商店街で使用できるクーポン券の配布
　　　　　　・出店者のＰＲチラシの配布
　　　　　　・出店者の商品を景品とした抽選会の実施
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３　出店者募集

　フェアの２か月前までに，開催計画の内容を反映した「募集案内」（書類）を
作成し，地元の商工団体などを通じて書類を配布し，出店者を募ります。
　出店者は１か月前までに決定しましょう。

　　

　　①　募集案内の作成
　開催計画をもとに「募集案内」と「出店申込書」（様式）を作成します。

　　　　＜ポイント＞
　　　　　ａ　募集案内
　　　　　　　　項目ごとに箇条書きにするなど，分かりやすくすること。
　　　　　ｂ　出店申込書

　出店者名，連絡先，販売商品名，小間数，備品持ち込みの有無，電気製
品使用の場合はワット数などを記入できる様式とすること。

　　②　募集案内の送付・告知
　　　　　地元の商工団体などから各商業者に通知し，出店者を募集します。
　　　　　集客力のある店舗については，出店を依頼することもおすすめです。
　　　　＜ポイント＞

・募集は，通知の配布，電話による依頼，商工団体ホームページへの掲載な
ど，複数の手段を利用して幅広く行うこと。

・募集締切りは，出店調整を考慮し，フェア開催の１か月以上前に設定するこ
と。

　　③　出店者の決定
　会場となる大型店の開催条件，業種のバランスや小間数などを考慮して出店者
を決定します。出店者の販売品目などについては，会場となる大型店に事前確認
することが望ましいです。
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４　出店者への連絡

　出店者の決定後，すみやかに，出店者説明会への案内や提出する書類様式を作
成し，出店者説明会の１０日前までに送付します。
　提出書類は，説明会開催時，または，説明会前に提出してもらいます。

　　
　　①　出店者説明会の案内
　　　　　日時，場所，出欠連絡（締切り・連絡先）などを記載します。

　　②　出店者提出書類
　　　　　書類の提出方法や締切りなどを記載した通知も添付します。

　　　　　ａ　出店承諾書
　　　　　　　　出店にあたり，責任を自覚してもらうため提出する書類です。
　　　　　　　　注意事項などに従う旨に署名捺印します。

　　　　　ｂ　出店者来場状況報告書
　会場となる大型店の保安のために必要な書類で，出店者の入退店状況を
確認するために提出するものです。
　出店者の詳細（氏名，連絡先，車両ナンバーなど）を記入します。

　　　　　ｃ　出店商品申請用紙
　出店者と商品情報を把握し，来客から問合せなどがあった時に対応する
ため提出する書類です。
　商品の名称・価格・内容量・種別（菓子・水産・農産など），試食の有
無などを記入します。
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５　出店者名簿・レイアウト図の作成

　主催者がフェアの全体を把握するため，また，会場となる大型店への提出や保
健所への届出において必要となるため，出店者の決定後すみやかに，出店者名簿
とレイアウト図を作成します。

　　①　出店者名簿
　　　　　出店申込書をもとに，出店者の名簿を作成します。
　　　　　提出先：大型店・保健所（食品を販売する場合）
　　　　＜記載内容＞

出店者名，郵便番号，住所，電話番号，ＦＡＸ番号，Ｅメールアドレス，所属
商工団体，販売商品，出店小間数，備品の種類（ワゴン・冷蔵庫など）など

　　②　レイアウト図
　　　　　各出店者のワゴンや冷蔵庫の配置を考え，レイアウト図を作成します。
　　　　　提出先：大型店・保健所（食品を販売する場合）
　　　　　　　　　税務署（酒類を販売する場合）
　　　　　　　　　備品のレンタル業者（ワゴンなどの備品をレンタルする場合）
　　　　＜ポイント＞
　　　　　・会場の面積，形状から来客者が回遊しやすい配置を考えること。
　　　　　　　例：並列・円形・波型など
　　　　　・関連がある出店者同士を近くに配置すること。
　　　　　　　例：スイーツの店舗の隣にお茶の店舗を配置するなど
　　　　　　　　　※ただし，同じ商品を販売する店舗は，隣同士を避ける。
　　　　　・冷蔵庫などの電気製品は，コンセントの位置・容量を考慮すること。
　　　　　　　例：電源を分散する，通路には極力コードを這わせないなど
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６　備品類・電力工事の手配

　必要な備品類や電力総量などを集計し，借用や工事などの手配をします。

　　①　備品の手配
　出店申込書をもとに必要な備品をリストアップし，足りないものはレンタル業
者に発注します。

　　　　　ａ　冷蔵庫類
　　　　　　　　冷蔵，冷凍，冷蔵シールドのタイプを確認します。

　冷凍庫を発注する場合，会場に２００ボルト電源があれば，２００ボル
ト用を用意すると冷気が安定します。

　　　　　ｂ　ポップスタンド
　出店者名や商品名を記載したポップを貼り出すため使用します。
　その他案内にも使用できるため，出店者数より多めに発注すること。

　　②　電源の手配
　出店者申込書をもとに必要な電気量を算出し，会場となる大型店の電気設備担
当者と打ち合わせのうえ，不足が生じないよう調整します。

　　　　＜ポイント＞
・電気製品のワット数合計を大型店の電気設備担当者に伝え，容量を増やす工

事が必要な場合は見積りをもらい，工事の実施を検討します。
・工事ができない場合，または工事をしても電力量が不足する場合は，ほかの

場所からコードを引く，ポット類はバックヤードで沸騰させ会場では保温の
みとすることにより，電力量を抑えることができます。

　　③　消耗品の手配
　　　　　必要な消耗品の種類と数量をリストアップし，購入します。
　　　　　ａ　商品陳列用品，販売用品

　養生テープ，コードカバー，レジ袋，モップ・箒など掃除道具，
　閉店時のワゴン用白布，陳列用ブロック・カゴ　など

　　　　　ｂ　衛生用品
　　　　　　　　蛇口付ポリタンク，バケツ，消毒アルコール，ウェットティッシュ　など
　　　　　ｃ　広報用品・その他

　のぼり，横断幕，筆記用具，セロテープ，ポップ用紙，ビニール紐，
　ゴミ袋，ゴミ入れ・ペール，雑巾　など
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７　会場確認

　フェアが近づいたら，会場となる大型店で，搬入出方法や手続きに必要な書類，
禁止事項などの詳細を確認するとともに，実際の動線を確認しておきます。

　　　

　　①　搬入出方法
　搬入出口や時刻，前日搬入が可能かどうか，店舗備え付けの台車が借用可能か
どうか，搬入出口付近に駐車可能かどうかなどを確認し，搬入出口から会場まで
の動線をたどって距離や所要時間を把握しておきましょう。

　　　　＜ポイント＞
・レンタル業者が備品の設置や撤去を行う場合は，レンタル業者の作業時間

（約１時間）を見込んで，出店者の搬入出時間を設定すること。
　フェア当日朝の搬入の場合は，開店の２時間前に設定すること。
・店舗備え付けの台車が借用できない場合や数が足りない場合は，台車も準備

するよう出店者に伝えます。
・搬入出口付近への駐車ができない場合は，搬入出後すみやかに車両を移動す

るよう出店者に依頼します。
・会場までの動線は，必ず事前に確認しておき，目印となるポイントを見つけ

ておきましょう。

　　②　必要書類
　　　　　種類や記入方法，提出期限などを確認します。
　　　　　ａ　おもに主催者が作成し，提出する書類
　　　　　　　広告宣伝申請書，什器備品申込書，チラシ配布許可申請書　など
　　　　　ｂ　おもに出店者が作成し，主催者がまとめて提出する書類
　　　　　　　入店作業届　など

　　③　禁止事項、注意事項
　　　　　資料にまとめて，説明会で出店者への周知徹底を図ります。
　　　　＜禁止事項の例＞

臭いが強いものの販売，会場内での調理（特に火や煙が出るもの），会場外で
の販売勧誘，指定場所以外の駐車，来客用トイレの使用　など

　　　　＜注意事項の例＞
　　　　　店舗内での両替，ゴミの引き取り　など
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８　必要手続き

　出店者の決定後すみやかに，出店商品申請用紙をもとに，保健所などの許認可
申請や届出をします。また，出店者が作成する入店作業届をとりまとめ，フェア
会場となる大型店に提出します。

　　　
　　①　食品販売許認可申請

　食品を販売する場合，会場となる大型店が立地する地域を担当する保健所に販
売許認可申請を行います。

　　　　＜ポイント＞
　　　　　出店商品申請用紙をもとに申請の区分を判断します。
　　　　　ａ　自店舗で作った物の販売
　　　　　　　そうざい・弁当類販売業の季節営業の届出
        　　 ｂ　会場内で調理した物の販売
　　　　　　　飲食店の季節営業の届出
　　　　　　　※調理内容によっては別様式の申請が必要な場合があります。

　　②　保険加入
　　　　　万が一，食品事故が起きたときのために保険をかけておきます。
　　　　＜食品営業賠償共済＞

　各保健所単位になっている「食品衛生協会」に加入（短期の最低期間３か月）
し，共済保険をかけます。保障内容目安は３，０００万円程度です。
　販売許認可申請時に合わせて行います。

　　③　入店作業届
　入店作業届の提出期限はフェア開催の３日ほど前なので，説明会時など事前に
集め，主催者が最終チェックしたうえで大型店に提出します。

　　　　＜ポイント＞
・出店者ごとに１日あたり１枚作成します。前日搬入の出店者はフェア日数に

プラス１枚を作成します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 



ー �� ー ー �� ー

９　出店者説明会

　フェア開催の２週間程度前に出店者説明会を開き，フェアの開催方法や会場と
なる大型店からの禁止事項・注意事項などを出店者に説明し，出店者からの質問
に答え，スムーズに運営できるようにします。

　　①　資料の作成
　　　　　フェアの運営方法や禁止事項・注意事項などをまとめた資料を作成します。
　　　　　添付資料として，レイアウト図，会場図，駐車場図を用意します。
　　　　＜記載項目＞

ａ　搬入出時刻，入退店方法，具体の搬入出方法，駐車場　など
ｂ　持ち込みできる備品，持ち込みできない備品　など　
ｃ　集中会計・個別会計の別，両替方法，売上報告　など
ｄ　食品の適正表示，衛生管理，試食の注意事項（楊枝に刺すなど），在庫保

管場所　など
ｅ　食事・休憩など不在時の対処（原則，出店者同士で融通），身だしなみ・

接遇　など
ｆ　休憩室，トイレ，ゴミ置き場の場所　など　
ｇ　主催者連絡先（携帯電話番号）　など

　　②　出店者説明会の開催
　出店者説明会を開催して，資料を配布し説明するとともに出店者の質問に応じ
ます。

　　　　＜ポイント＞
・大型店の担当者の出席や，出店者の現地確認がしやすいよう，会場近くで行

うのが望ましいです（会場となる大型店の会議室や貸しホール，近くの商工
団体の会議室など）。

・主催者側が資料をもとに説明し，大型店の担当者が補足説明してから質疑応
答を行い，あわせて，出店者から提出書類を集めます。

　出店者の出欠状況を確認し，欠席者には資料を送付，提出書類は事前に集め
ておくこと。
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10　前日準備

　会場用ポップを作成，フェア開催の前日夕方には会場設営を行い，できるだけ
多くの出店者に搬入や商品陳列をさせてフェアに備えます。

　　

　　①　会場用ポップ類の作成
　会場内のレイアウトが確定したら，出店者のワゴン付近に吊り下げるポップを
作成し，来客に出店者の情報が一目でわかるようにします。

　　　　ａ　店名・商品名ポップ
　　　　　　店名，地区，主な商品，商品の写真やイメージ図など絞り込んだ情報を掲載
　　　　ｂ　説明ポップ
　　　　　　お店や商品の特徴，一押しの商品などの説明を掲載

　　②　会場設営
　　　　　レンタル業者に備品を搬入させ，ワゴン，冷蔵庫などを配置させます。
　　　　＜ポイント＞

・基本はレイアウト図通りに配置するが，狭いなど不具合が生じた場合は，臨
機応変に対応する。また，電気配線は設備担当者との調整通りに配線するこ
と。

・出店者に自店の場所を知らせるため，備品配置と同時進行で，ポップをポッ
プスタンドに吊るして各出店者のワゴンなどの付近に配置しておくこと。

　　③　出店者の搬入
　　　　　ワゴンや冷蔵庫の配置後，出店者に搬入や商品陳列をさせます。
　　　　＜ポイント＞

・フェア前日搬入の出店者・フェア当日搬入の出店者を把握しておくこと。
・業者による搬入開始から１時間後を目安に出店者の搬入を開始し，終了時間

も決めておくこと。
・搬入口での受付，商品搬入後のすみやかな車両移動を徹底させること。

　　④　各種用具の設置
　本部近くに衛生用品（蛇口付ポリタンク，バケツ，アルコール消毒液，ウェッ
トティッシュなど）を配置，大型店から指定された場所に広報物品（のぼり，横
断幕など）を設置します。
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11　フェア開催

　フェア開催日の朝に出店者への最終伝達や確認を行い，開催中も細部に気を配
りながら，支障のない運営に努めます。

　　　

　　①　開店前
　　　　　朝礼を行い，配布物の確認や開催中の注意事項などを伝えます。
　　　　＜ポイント＞

・開店前に，各出店者への配布物（チラシ，レジ袋　来客数計上用カウンター
など）を配っておく。あわせて，出店料を徴収すること。

・開店２０分前程度に朝礼を行い，売上額・来客数の報告などの伝達事項や前
日の反省点など伝えておきます。

　　②　開店中
　会場全体の運営に気を配るとともに，各出店者の販売状況を把握し，売上を上
げるためのアドバイスをします。

　　　　＜ポイント＞
・のぼりや配線など来客の通行に妨げになるものがないか確認し，あったら動

かすように指導しましょう。
・写真を撮影し，記録しておきます。
・こまめに掃除し，床の汚れは早めにモップなどで拭き取ります。
・抽選会や地域ゆるキャラ登場，最終日の売り切りセールなど，効果的な販売

促進・販売方法を適宜実施すること。
・来客の視点で，わかりやすいポップへの変更や商品説明の追加などを出店者

にアドバイスすること。　
　　　　
　　③　閉店後

　火気の確認や会場の清掃を行うとともに，翌日までの商品の保管に気を配りま
す。

　　　　＜ポイント＞
・閉店後はホットプレートなどの電源を切ってあるか，十分に冷めているかを

確認する。ただし，冷蔵庫，冷凍庫は電源を入れたままにしておくこと。
・閉店後はワゴンに白布を掛け、周囲をパーテーションなどで囲って立ち入れ

ないようにすること。
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12　フェア終了後

　フェア終了後すみやかに片づけをし，搬出を行います。他のテナントが営業し
ている中での作業になることが多いため，テナントや来客に迷惑がかからないよ
う十分な注意が必要です。

　　①　後片付け
　フェア終了時間までは片付けを行わないこととし，会場となった大型店の指示
通りに処理し，原状復帰に努めます。

　　　　＜ポイント＞
・出店者が帰る前に，白布，陳列用ブロックなど出店者に貸出した物を回収し

ておくこと。
・出店者にアンケートなどを渡し，フェアの意見・感想などを記入し後日送付

するよう依頼すること。
・大型店の指示通りにゴミを分別・廃棄し，使用前の状態に戻るよう清掃する

こと。

　　②　搬出対応
　来客の通行に妨げにならないよう十分注意しながら，搬入出口が混みあわない
ように順次搬出します。
　帰る際は，大型店の入退店受付を必ず済ませるよう指導します。

　　　　＜ポイント＞
・退店時，出店者には，帰る際必ず従業員出入口でのチェックなど入退店受付

をするよう徹底すること。
・すべて完了したことを確認してから，大型店の担当者に完了報告，お礼，あ

いさつをして退店すること。
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13　後日対応・その他

　フェア終了後すみやかに，売上額・来客数の集計や会場への礼状発送を行いま
す。また，出店者からのアンケート回答をまとめ，効果を分析します。

　　①　売上額・来客数の集計
　出店者ごとに売上額・来客数を報告してもらい，全体合計を算出します。算出
結果を出店者ごと・日にちごとの一覧表にし，会場となった大型店から依頼があ
れば報告します。

　　
　　②　礼状発送
　　　　　大型店へ礼状を発送し感謝の意を伝えます。

　　③　経費の支払
　大型店の会場使用料，ワゴンなどのレンタル料や，チラシやポスター作成料な
どの支払は，フェア終了後早めに済ませましょう。

　　④　効果分析
　売上額・来客数の集計結果やアンケート結果をもとにフェアの効果を分析しま
す。

　　　　＜アンケート項目＞
出店の動機，売上についての感想，今後の出店意向，今後の事業展開，自由意
見など

　※締切りを設定しておきます。

　　⑤　トラブル対応
　来客からの苦情などトラブルには迅速・適切に対応するとともに，必要な場合
は，その後もフォローにも心がけましょう。

　　　　＜ポイント＞
・トラブルが起きた時には必ず会場となる大型店に報告し，場合によっては大

型店と対応を協議すること。
・来客と出店者の双方から話をよく聞いて，状況を把握すること。
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Ⅱ　ショッピングセンターと地域商店の連携フェア　実施結果

　平成22年1月～平成24年1月，県内21の大型店において，506の地域商店が参加し，
レジ通過客が53,000人，売上金額の合計は4,500万円となりました。

＜平成２１年度＞
No. 会場（市町村名） 期　　間 日数 出店者数

1 ニューポートひたちなかファッションクルーズ
（ひたちなか市） 2/19（金）～ 2/23（火） 5 14

2 イーアスつくば
（つくば市） 2/26（金）～ 2/28（日） 3 21

3 イオンモール水戸内原
（水戸市） 3/5（金）～ 3/9（火） 5 21

計 13 56
レジ通過客数：８，０００人，売上金額：８００万円

＜平成２２年度＞
No. 会場（市町村名） 期　　間 日数 出店者数

1 イトーヨーカドー土浦店
（土浦市） 9/10（金）～ 9/12（日） 3 21

2 イオンモール下妻
（下妻市） 9/23（木祝）～ 9/26（日） 4 22

3 大洗リゾートアウトレット
（大洗町） 10/1（金）～ 10/3（日） 3 8

4 イトーヨーカドー日立店
（日立市） 10/9（土）～ 10/11（月祝） 3 25

5 イーアスつくば
（つくば市） 1/28（金）～ 1/30（日） 3 30

6 ニューポートひたちなかファッションクルーズ
（ひたちなか市） 2/19（土）～ 2/20（日） 2 37

7 江戸崎ショッピングセンターパンプ
（稲敷市） 2/26（土）～ 2/27（日） 2 23

8 竜ヶ崎ニュータウンショッピングセンターサプラ
（龍ケ崎市） 3/5（土）～ 3/6（日） 2 23

9 イオンモール水戸内原　
（水戸市）

3/11（金）～ 3/13（日）
※震災により会期途中で中止 3 40

計 25 229
レジ通過客数：２４，０００人，売上金額：１，９００万円

＜平成２３年度＞
No. 会場（市町村名） 期　　間 日数 出店者数

1 イオンモール水戸内原
（水戸市） 5/20（金）～ 5/22（日） 3 29

2 イーアスつくば
（つくば市） 6/3（金）～ 6/5（日） 3 22

3 イトーヨーカドー土浦店
（土浦市） 6/25（土）～ 6/26（日） 2 27

4 イオンタウン水戸南
（茨城町） 10/15（土）～ 10/16（日） 2 17

5 ニューポートひたちなかファッションクルーズ
（ひたちなか市） 11/5（土）～ 11/6（日） 2 23

6 イオンモール下妻
（下妻市） 11/11（金）～ 11/13（日） 3 26

7 イオン高萩店
（高萩市） 11/26（土）～ 11/27（日） 2 21

8 イオンタウン守谷
（守谷市） 1/7（土）～ 1/9（月祝） 3 24

9 ショッピングセンターチェリオ
（鹿嶋市） 1/14（土）～ 1/15（日） 2 32

計 22 221
レジ通過客数：２１，０００人，売上金額：１，８００万円
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参考 ： 地域商店 出店者一覧 ＜市町村別＞
No. 市町村名 企　業　名　等 主　な　商　品

1

水戸市

新妻製菓 かりんとう饅頭，ロールケーキ
2 鈴木洋傘店 洋傘（紳士，婦人，学童）
3 オーディライフ 天然水の試飲
4 スコーンドルフィン スコーン，菓子類
5 シェービングサロンブランシェ 女性用シェービング，化粧品，エステ
6 ファイテンショップ水戸店 RAKUＷAネック，ブレス，チタンテープ
7 松月堂 和菓子，焼き菓子
8 ゆたりや・時の広告社 ニンジンジャム，多幸カレー
9 Tedy パプリカ

10 トーア乳業 どら焼き，饅頭
11 ムラカミシード　花みどり 花，観葉植物
12 光輝 健康補助食品，配合化粧品
13

日立市

小川屋酒店 芋焼酎，麦焼酎，日本酒
14 アトリエマドレーヌ 洋菓子
15 菊水食品 納豆各種
16 エグチコーポレーション 農産物，刺身こんにゃく，手づくり餃子
17 手づくりケーキショパン 手づくり洋菓子，珈琲
18 日立十王銘産観光 ポポーアイス，ワイン，ミカン
19 手芸の若美屋 エプロン，手づくり品，婦人服
20 手づくり工房理香 洋菓子，ロールケーキ
21 大川屋 干物，佃煮
22 アロエ苑 アロエ，コラーゲン
23 石井食品 こんにゃく，ところてん
24 国際貿易懇話会 蜂蜜，健康飲料
25 運平堂 どら焼き，和菓子
26 萩屋旅館 潮桜せんべい，潮の香うどん
27

土浦市

岡田観光農園 柿，米粉，味噌，餅
28 久月総本舗 れんこんおこげ
29 一番本舗 桑の茶
30 志ち乃 どら焼き各種，和菓子
31 新治アグリ 米，もち米，栗，農産物
32 古河市 石匠　上野 石ゴルフパター，枕
33

石岡市
永井製菓 和菓子，あんみつ

34 好文堂 感謝団子
35 駒村清明堂 線香
36

龍ケ崎市

高橋肉店 龍ケ崎コロッケ，豚味噌漬け，焼売
37 龍ケ崎まいんコロッケ コロッケ各種，メンチカツ
38 つかもと 甘納豆，豆菓子
39 とむとむ 珈琲浪漫袋入
40 石嶋 落花生，干し芋，豆菓子
41 横田農場 米，米粉，焼き菓子
42 鍵林製菓 煎餅各種
43 佐沼屋菓子店 龍ケ崎駄菓子各種
44 もみの木 パン，調理パン
45

下妻市
ヤマグチ家具 輸入家具，フォトフレーム，傘立

46 サロン･ド・ルーエ 美白ハンドトリートメント，エステ
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No. 市町村名 企　業　名　等 主　な　商　品
47

下妻市

ダスキン大六天支店 清掃具，洗剤，健康食品
48 鬼怒川流通 多目的洗剤，除菌剤，ＬＥＤ照明
49 茨城のおいしいおかきお煎餅本舗 煎餅，揚げ餅各種
50 道の駅しもつま 農産物，蕎麦，苺
51 あけぼの薬局 健康食品，開発美容クリーム
52 ビアスパークしもつま 地ビール，納豆
53 田中屋 婦人衣料，ベスト
54 ギャラリーエム 絵画
55

常総市

染谷酒店 日本酒，ワイン，梅酒，チョコ
56 つむぎ野 ジャム，米菓，飲む酢
57 鳥末食品 鶏肉加工品，筑波巻，レバー煮
58 春子屋 石下名物だんご
59 長治園 深むし茶，しょうが茶
60 坂入製茶工場 猿島茶，やぶきた茶，玄米茶
61

常陸太田市

マスコット 指圧具，押圧具
62 光月堂 印籠焼
63 常陸太田公益事業団桃源 こんにゃく，菓子，飲料，酒
64 竜神庵 刺身こんにゃく，焼き菓子
65 グリーンランド里美 乾・生舞茸
66

高萩市

かさいな亭 味噌ピーアイス
67 たなつる工房 爺杉ボールペン，爺杉ストラップ
68 はっぴい・べる クッキー，マドレーヌ
69 永寿堂 菓子，味噌ピータフィー
70 たつご味噌醸造 味噌，味噌加工品
71 高萩ブランド創出委員会 ほおずきジャム，高戸味噌
72

北茨城市

大津港水産加工業協同組合 煮干各種，干物，魚加工品
73 よう・そろ－物産館 シラス干し，みりん干し，イカ一夜干
74 大塚電機 和みホタル，疑似ホタル
75 創榮　天心焼 陶器，乾物，和菓子
76 丸川商店(ウエボー） アンコウ，加工品，レトルト，菓子
77

笠間市
いなり工房ＩＳＡＧＯ 稲荷寿司（タコ，ホタテ，エビ）

78 小舟寿司 稲荷寿司（くるみ，蕎麦，まいたけ）
79 あかさか 稲荷寿司
80

取手市
青柳 和菓子，饅頭

81 山中屋 漬物各種
82

牛久市
ファイテンショップ牛久店 RAKUＷAネック，チタンテープ

83 板倉ファーム シフォンケーキ
84 かりんとう本舗 かりんとう各種
85

つくば市

ミスタームシパンつくば竹園店 蒸しパン，蒸しケーキ，カステラ
86 学園手造りハム ハム，ウインナー各種
87 筑波ハム ハム，ベーコン，ウインナー
88 ピーターパン ジャム，干し芋菓子
89 つくばきくらげ販売 つくばきくらげ，大根サラダ，メカブ
90 おおきやきっちん つくばもなか，田舎の素朴なクッキー
91 オーガニックコットン専門店カソレア オーガニックマフラー，タオル
92 ブルーベリーサイトウ ブルーベリージャム，にんにく味噌
93 関農産 米，餅，揚げ餅
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No. 市町村名 企　業　名　等 主　な　商　品
94

つくば市

岡野製茶 煎茶，玄米茶，ほうじ茶
95 お煎餅いおり庵つくば店 菓子(煎餅，最中）
96 つくば市商工会 チョウザメ押し寿司
97 北条街づくり振興会 北条米アイスクリーム
98 つくばふれあい市 農産物
99

ひたちなか市

樫村水産 アジ，サンマ開き，ホッケ，甘エビ
100 やまきち レンコン他漬物，刺身こんにゃく
101 伊勢増 魚干物，水産物，塩辛，干し芋
102 常陸国　またべえ 焼き鯖すし
103 サザコーヒー コーヒー，コーヒー豆チョコ
104 多幸めしシンジケート 多幸めし，勝つサンド
105 まちかど交流館ふらっと 手づくり小物
106 鹿嶋市 やまと米菓 かき餅，揚げ煎，おかき
107

守谷市

和菓子　志乃屋 小麦饅頭，揚げ餅，赤飯，和菓子
108 ひな野守谷店　かあべえの里 ロールケーキ，カステラ，ラスク
109 守谷すたいる 飲むヨーグルト，リーフパイ
110 酒のひなや ワイン，天然みかんジュース
111 ケーズクレープ クレープ各種，綿菓子
112

那珂市

共同食肉荷受・肉の青木 冷凍餃子
113 つぼ焼きおおがね つぼ焼き，焼きドーナツ，饅頭
114 青柳製菓 和菓子，ひまわりの詩
115 みのり 茶，ギフト
116 那珂市商工会 ひまわりのオイル
117 福福一番 いとこ饅頭
118 常陸ハイエッグ 卵，ひまわりっこ
119 百姓家 メロン，農産物
120 プッセ シフォンケーキ
121

筑西市
来福酒造 日本酒，焼酎，リキュール

122 まるせん米菓 おかき，煎餅
123

稲敷市

高須水産 佃煮
124 東郷菓子舗 パンプキンパイ
125 鴻野菓子店 和菓子，大福
126 坂東太郎 ワカメ，椎茸，干しエビ
127 かくま牧場 食肉，ハム
128 ＪＡ稲敷西部経済センター 農産物，カボチャ
129 かすみがうら市 貝塚忠三郎商店 佃煮，煮干，シラウオ，ワカサギ
130

桜川市

つくばぷりんふじ屋 ゴールドプリン，生キャラメルプリン
131 宮川建材 石材雑貨，ポット
132 まつや石材 ミニ灯篭，アクセサリー
133 まるせん米菓 煎餅，おかき
134 神栖市 高木商店 ねぎ鯖醤油だれ，煮付缶詰
135

行方市

箕輪商店 芋羊羹，冷やし石焼芋
136 大平漬物食品 胡瓜，瓜，他漬物各種
137 羽生漬物店 ラッキョウ他漬物各種
138 方波見漬物店 甘ラッキョウ，レンコン，胡瓜漬
139 桜井ニット 手づくり婦人用ニット製品
140 手づくりの店ひまわり ラスク，ジュース，チョコバナナ
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No. 市町村名 企　業　名　等 主　な　商　品
141

行方市

祐実 サツマイモチップ，干し芋，柿チップ
142 かのえや （弐胡米）赤飯，ぼた餅，揚げ餅
143 出沼三郎商店　ＩＳＩＳ サンドイッチ，ラスク，赤飯，団子
144 なまず屋 美明豚串焼，ナマズのから揚げ
145 麻生ハム工房 畜産物加工品，メンチ
146 行方市商工会 加工餅，餅麦クッキー
147 トムソーヤ＆女性セブンプロジェクト もち米を使ったヘルシースイーツ
148

鉾田市

イデツ工芸 牛革ショルダーバッグ，ハンドバッグ
149 コモリ食品 鯉のうま煮，鯉羊羹
150 アンツェレファン オリジナル野菜ブランド
151 鉾田市商工会青年部 苺，苺酢，ドライ苺
152 サングリーン旭 農産物
153

つくばみらい市
青木製麺工場 乾麺，生麺，レンコン麺

154 ヘルシアプラス みらいの十五雑穀米，あられ
155

小美玉市
ビッグワールド ウォーター製水機，青汁ミックス

156 茨城空港スカイアリーナ HONものＲＡＮＲＡＮアイス
157

茨城町

美和食品 梅干，キムチ，漬物
158 のんぼりぼっこ広場 ストラップ，ピアス，ネックレス
159 トマト専門農園星の畑 トマト各種，バジルペースト
160 大黒家 カボチャプリン，惣菜
161 お仏壇のまつや 仏具，線香，ローソク
162

大洗町

小野瀬海藻 海藻，乾物類
163 にんべんいち 水産加工品，シラス干し，ちりめん
164 お茶の国井屋 茶，ギフト
165 コルン（玉屋菓子店） 米粉パン，米粉ロールケーキ
166 常食 佃煮，シラス干し，干物
167 カノウヤ 栗・芋の和菓子、洋菓子
168 味の店たかはし みつだんご
169 クリエイティブマネジメント 農産物，菓子
170 大洗ベリーフィールズ ジャム，モッフル
171 城里町 クリエイティブ三愛 梅干，梅菓子，カステラ
172

東海村
東海ふるさと館 干し芋，農産物

173 ワンダーボックス バームクーヘン，チョコバーム
174 伽藍堂 ベーグル，メンチカツ
175 大子町 大子製菓協業組合 大黒ロール，シュークリーム
176

美浦村
ケーキ工房ヌマザキ チーズケーキ，シフォンケーキ

177 くわや マドレーヌ，桜餅，酒饅頭
178 美浦焼陶創作万鈴 陶器（カップ，植木鉢）
179 境町 シンゲツ クッキー，パウンドケーキ
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Ⅲ　茨城県大規模小売店舗の地域貢献活動に関するガイドラインの概要

目　的

大型店の地域貢献活動について，地域が期待する取り組みや実施にあたっての手
続き等を明示することにより，大型店の地域貢献活動を促進することを目的として
います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２２年４月１日施行）

　対　象

（１）茨城県内に立地する「特定大型店舗」が対象となります。

「特定大型店舗」とは
○大規模小売店舗（店舗面積が１千㎡を超える小売店舗）　　　
○大規模小売店舗に映画館・飲食店・遊技場等を併設する集客施設
　のうち，駐車場，駐輪場を除いた床面積が１万㎡を超える施設です。

（２）平成２４年２月２０日現在の「特定大型店舗」は，８８店舗です。
　　　　 県内特定大型店舗一覧・・・Ｐ２７～Ｐ２９　

　地域が期待する取り組み
　　　

（１）地域づくりへの協力
　　　　　　　市町村が実施するまちづくりに向けた取り組みへの協力　など

（２）地域産業活性化への協力
　　　　　　　県産品の積極的な販売，ＰＲや販売促進への協力　など

（３）地域雇用確保への協力
　　　　　　　地域及び県内からの優先的雇用　など

（４）環境対策の推進
　　　　　　　地球温暖化対策の実施　など

（５）安全・安心なまちづくりの推進
　　　　　　　災害時発生時や地域防災への協力　など

（６）ひとにやさしいまちづくりの推進
　　　　　　　ユニバーサルデザインの導入　など

（７）撤退時等における配慮
　　　　　　　撤退時期等の地域住民や地方公共団体等への早期の情報提供　など
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　手 続 き

（１）地域懇談会の開催 

地域が期待する取り組みを把握するために「地域懇談会」を開催します。
　○開催数　　　年１回以上　
　○開催期間　　３年間以上
　○構成員　　　地元商工団体と協議して選定
　　　　　　　　（商工団体，立地市町村，店舗設置者，テナント代表　など）

（２）地域貢献活動「計画書」の提出 （様式第１号　記載例１）
　

　○提出時期　　各営業年度の開始日１か月前まで
　　　　　※新設店舗及び増床により特定大型店舗に該当する店舗は、開店日
　　　　　　の３か月前まで　　　　　　         
　○提出者   　　特定大型店舗「設置者」　　※複数の場合は連名で提出
　○対象期間　　各営業年度
　○提出先　　　茨城県知事（茨城県商工労働部中小企業課）
　○提出部数　　３部

　

（３）地域貢献活動「報告書」の提出  (様式第２号　記載例２）

　○提出時期　　地域貢献活動計画書に記載した営業年度終了後１か月以内
　○提出者・対象期間・提出先・提出部数　　計画書の提出に同じ　

※店舗名称，地域貢献活動担当者，地域貢献活動計画等を変更する場合には，地
域貢献活動変更計画書（様式第３号）の提出が必要です。

　提出された計画書・報告書は，茨城県中小企業課ホームページで公表します。
また，同ホームページから，各提出様式のダウンロードもできます。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/shoryu/guideline/TOP.htm
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記載例１　地域貢献活動「計画書」
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記載例２　地域貢献活動「報告書」
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  　県内特定大型店舗一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２４年２月２０日現在

No. 市町村名 店舗・施設名 設置者 主な地域貢献の取り組み

1

水戸市

イオンモール水戸内原 イオンモール㈱ 地域イベントへ協賛、地域銘産フェア販促、
観光協会と連携

2 泉町一丁目南ビル
（水戸京成百貨店） ㈱伊勢甚本社　外 景観街並み作りへの協力、中心市街地活性化参

加、食品売場へ地元名店常設、観光振興協力

3 山新グランステージ水戸 ㈱山新 地域ボランティア・イベント活動への参加・協
力、省エネ・環境美化、防災・防犯対策実施

4 水戸駅北口地区第一種市街地再開発
事業施設建築物（マイムビル） 水戸都市開発㈱

県産品販売促進、観光振興協力、省エネ、環
境美化、植樹・緑化推進、防災・防犯対策促進、
バリアフリー化

5 水戸駅ビルエクセル 水戸ステーション開発㈱ 県産品の積極的販売、観光振興協力、県産土
産品コーナー設置

6 上水戸ショッピングセンター 双日㈱ 地域産業活性化への協力（祭り・テナント入
居・県産品販売・茨城空港観光振興・雇用）

7 スーパービバホーム水戸県庁前店 中央三井信託銀行㈱ 店舗周辺清掃励行、地域イベントへの参加、災
害・防災協力、警備巡回、リサイクル対策実施

8 ミーモ ㈲フォレストハウス

9 井傳ショッピングセンター
（イオン下市店） ㈱伊勢甚本社 地域イベント協賛、ボランティア団体協力、

地域銘産フェア販売促進、店舗周辺美化対策

10 ケーズデンキ水戸本店 ㈱ケーズホールディングス 地域の活動・行事取組協力、観光振興、エコポ
イントサポート店認定、省エネ家電普及促進

11 水戸笠原ショッピングセンター
（ニトリ水戸店・コジマNEW水戸店）

㈱ニトリホールディングス/
㈱コジマ

12 水戸サウスタワー ３１０・２号特定目的会社 県産品PR、観光振興への協力、リサイクル・
省エネ対策実施、防犯・防災対策実施

13 ライフスクエアロゼオ水戸 中央三井信託銀行㈱ 店舗周辺清掃週一励行、地域イベントへの参
加、地域雇用確保、環境美化、災害・防災協力

14 ＣＯＭＢＯＸ３１０ 日立キャピタル㈱

15 水戸駅ビルエクセルみなみ 東日本旅客鉄道㈱ 県産品の積極的販売、観光振興への協力、県
産土産品コーナー設置、地元雇用促進

16

日立市

イトーヨーカドー日立店 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 地域イベント・ボランティア参加、県産品の
積極販売・PR活動、リチャレンジ制度推進

17 カインズ日立モール ㈱カインズ 店舗周辺清掃励行、地域イベントへの参加、
リサイクル対策実施、児童図書寄贈実施

18 ニトリ日立店 ㈱日立ライフ

19

土浦市

イオンモール土浦 イオンリテール㈱ 植栽・清掃・震災対応の継続、中心街開催行
事のPR活動、県産品の積極販売

20 ウララビル 土浦都市開発㈱　外 キララ祭・まちなか元気市等へ協力、県産品
販売・PR販売促進

21 ジョイフル本田荒川沖店 ㈱ジョイフル本田 地域活性化への協力、地域雇用への協力、生
活文化の啓蒙

22 荒川沖ショッピングセンター ㈱長崎屋

23 新治ショッピングセンター 新治商業(協)/㈱エコス 市主催イベントへの協賛・地域行事協力、県
産品販売促進・PR、県内観光振興、環境対策

24 土浦ピアタウン ㈱カスミ/㈲寺田事務所

25 ペルチ土浦 東日本旅客鉄道㈱ 県産品積極販売・PR活動協力、観光振興、地
域防災・非行防止対策の実施、地元業者誘致

26

古河市

イオン古河店 イオンリテール㈱

27 株式会社イトーヨーカ堂古河店 亀屋商事㈱ 地域イベント・ボランティア活動協力、県産品
の積極販売、環境美化実施、リサイクル対策

28 マーケットシティ古河 大和ﾘｰｽ㈱/㈱ヤオコー 小中学校社会科見学受け入れ、県産品コーナ
ー設置
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No. 市町村名 店舗・施設名 設置者 主な地域貢献の取り組み

29

古河市

ジョイフル本田古河店 ㈱ジョイフル本田/白戸栄司 地域活性化への協力、地域雇用への協力、生
活文化の啓蒙、交通安全対策

30 ヤマダ電機テックランド古河店 ㈱ヤマダ電機

31 ５５８８ＫＯＧＡ ㈲ハクト恒産 地域イベント開催時の協力、地元野菜・食品
販売促進、フリーマーケット恒例化

32
石岡市

ウェルサイト石岡 ㈱カワチ薬品　外 地域産業活性化への協力（祭・イベント・県
産品販売・観光振興キャンペーン）

33 石岡ショッピングセンター ㈱ストーンヒル

34
結城市

カインズホーム結城店 ㈱カインズ 中心市街地活性化に向けた取組協力、県産品
積極販売・PR、防災・防犯対策実施

35 シルクロード ㈿ショッピングタウンゆうき
/㈱シルクロード

36

龍ケ崎市

ショッピングセンターサプラ 筑波都市整備㈱ 地域産業活性化への協力（祭・イベント・県
産品販売・パンフ配布・雇用促進）

37 ビバホーム竜ヶ崎店 リクシルビバ㈱ 中心市街地活性化向け取組（イベント・ボラ
ンティア活動の協力）、敷地内清掃美化実施

38 竜ヶ崎ショッピングセンター ㈱竜ヶ崎ショッピングセンター

39 QizMALL龍ケ崎 龍ケ崎エス・シー特定目的会社

40 城南ショッピングセンター ㈱コージン

41 下妻市 イオンモール下妻 ㈲近未来クリエイト

42
常総市

アピタ石下店 ユニー㈱　 市町村実施のまちづくり取組に協力、地元県
産品の積極販売・PR活動

43 ホームジョイ本田石下店Ａ館 ㈱本田 地区活性化活動場所提供、地域イベント協賛
実施、非行防止対策、環境対策推進

44
笠間市

笠間ショッピングセンター 笠間商業開発㈱/笠間エス・
シー㈿

45 ジョイフル山新友部店 ㈱山新 地域イベント協賛、店舗周辺清掃美化、省エ
ネ、エコ対策、防犯・非行防止対策

46
取手市

常総ショッピングセンター Core Plus GMST Investment 
特定目的会社

地域イベント・ボランティア（幸せの黄色い
レシートキャンペーン）、県産品販売促進

47 ホーマック取手店 東京センチュリーリース㈱ 自治体取組協力、イベント協力、県産品販促、
リサイクル対策、災害時の敷地提供

48

牛久市

エスカード牛久ショッピングセンター 牛久都市開発㈱ ワインヴィレッジ構想イベント協力、市民展示
会場所提供、県産品販売促進、観光振興協力

49 西友ひたち野うしく店 合同会社西友　

50 ケーズデンキひたち野うしく店 ㈱ケーズホールディングス 地域行事協力、観光振興、環境対策推進、エコ
ポイントサポート店・省エネ家電普及促進店

51

つくば市

iiasつくば 大和ハウス工業㈱

52 山新グランステージつくば ㈱山新

53 クレオ 筑波都市整備㈱ 市街地活性イベント協力、県産品PR、観光振興
協力、リサイクル・省エネ対策、環境美化実施

54 つくばクレオスクエア キュート 筑波都市整備㈱ 店舗周辺清掃活動，地区活性化協議会参加・
活動場所提供、地域イベント参加・実施

55 LALAガーデンつくば 三井不動産㈱ 地域イベント・ボランティア活動の場所提供、
県産品のPR・販売促進、環境対策

56 つくばショッピングセンター　Ａ棟 つくば商業開発㈱

57 ヤマダ電機テックランドつくば店 ㈱フジサワ

58
ひたちなか市

ジョイフル本田ニューポートひたち
なか店 ㈱ジョイフル本田

地域活性化・地域雇用への協力、生活文化の
啓蒙、交通安全対策、県産品キャンペーン協
力、観光振興協力

59 長崎屋勝田店 ㈱長崎屋
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No. 市町村名 店舗・施設名 設置者 主な地域貢献の取り組み

60

ひたちなか市

那珂湊ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ「ピアポート」 
　（仮称）ｶﾜﾁ薬品那珂湊店

㈱那珂湊商業開発／㈱カスミ／
㈱カワチ薬品

61 （仮称）ウェルサイトひたちなか
㈱ケーズホールディングス／
㈱東京インテリア家具／三井住
友ﾌｧｲﾅﾝｽ＆ﾘｰｽ㈱

62 鹿嶋市 ニュー鹿島ショッピングタウン ㈱チェリオ／㈱伊勢甚本社 地域イベント協力、観光振興への協力、環境
対策推進、店舗周辺美化、省エネ対策

63 潮来市 潮来ショッピングセンター ㈿潮来ショッピングセンター／
㈱カスミ

64

守谷市

ジョイフル本田守谷店 ㈱ジョイフル本田 地域活性化への協力、観光振興協力、地域雇
用への協力、生活文化の啓蒙

65 イオンタウン守谷 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 地域祭・イベント・ボランティア活動に参加
協力、観光振興協力、省エネ・エコ対策実施

66 アクロスモール守谷・ワンダーグー
守谷店

大和情報サービス㈱／
㈱ワンダーコーポレーション

67 北守谷ショッピングセンター ㈱新都市ライフ 地域イベント活動参加協力、ボランティア参
加、県産品PR、省エネ・リサイクル対策実施

68 西友楽市南守谷店 合同会社西友　

69 常陸大宮市 常陸大宮ショッピングセンター 常陸大宮街づくり㈱／
㈱伊勢甚本社

地域イベント活動参加協力・掲示場所提供、
県産品PR、省エネ、クリーン活動

70
那珂市

那珂コミュニティプラザ　Ⅱ ㈱カスミ

71 那珂コミュニティプラザ ㈱カスミ

72 筑西市 ヤマダ電機テックランドＮｅｗ筑西店 ㈱ヤマダ電機

73 坂東市 ヨークタウン坂東 ㈱ヨークベニマル／
大和リース㈱／㈱カワチ薬品

中心市街地活性化取組（イベント・ボランテ
ィア活動）の参加・協力、県産品販売促進

74

稲敷市

西代ショッピングセンター ユニー㈱／㈱ファイブ 地域イベントへの協力、交通安全・献血場所
提供、県内事業所との促進販売

75 江戸崎ショッピングセンター ㈿江戸崎ショッピングセンター 市町村が実施するイベントへの参加・協力、観
光振興協力、リサイクル実施、防犯・防災協力

76 ジョイフル山新佐原・東店 ㈱山新 地域イベントへの協力、献血場所提供、省エ
ネ・エコ対策実施、防災・防犯対策実施

77 ショッピングセンターしんとねＣＯ
Ｍ１ 新利根商業開発㈱

地域イベント参加・協力、県産品販売促進、
観光振興、省エネ・エコ対策、防災・防犯対
策実施、交通安全セレモニー参加

78 かすみがうら市 千代田ショッピングモール ㈱カワチ薬品　外 地域イベントへの協力、交通安全・献血場所提
供、県産品促進販売、市ブランド化推奨品協力

79 神栖市 ベイシア神栖店 ㈱ベイシア 地域イベント協力、クリーン清掃活動、地域特
産品積極販売、省エネ対策、防犯非行防止対策

80 行方市 ベイシア玉造店 ㈱ベイシア 地域イベント協力（祭・献血・花火大会・クリ
ーン作戦等）地域特産品積極販売、優先取引

81 茨城町 イオンタウン水戸南 イオンタウン㈱ 地域イベント・ボランティア団体活動への参
加、地元農産物の販売、災害発生時・防災協力

82 大洗町 大洗リゾートアウトレットモール ㈱八ヶ岳モールマネージメント

83 東海村 東海駅東ショッピングタウン 三樹商事㈱

84
阿見町

あみプレミアム・アウトレット チェルシージャパン㈱
県産品の積極的販売、観光振興への協力、増
床時地元業者活用、太陽光パネル設置等省エ
ネ対策実施、地元雇用促進

85 阿見ショッピングセンター ㈱阿見商業開発 町民活動誘致、イベント・ボランティア協力・
協賛、県産品積極販売、環境・エコ対策実施

86

境町

ショッピングモールフィズ ㈱サカイモール

87 ショッピングパークFiss 2nd ㈱サカイモール

88 Ｔ-ＰＬＡＣＥ ファミリープラザ事業協同組合

　　※　「主な地域貢献の取り組み」は，地域貢献活動計画書等の提出により，県に報告された内容を掲載しています
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Ⅳ　関係機関一覧

○　県内商工会

地区 商工会名
住所 電話番号

メールアドレス FAX 番号

県北

常 陸 太 田 市
〒313-0061 常陸太田市中城町3210 0294-72-5533
info@ootasyoko.or.jp 0294-72-5546

高 萩 市
〒318-0003 高萩市下手綱2000 0293-22-2501
jan@takahagishoko.or.jp 0293-22-2484

北 茨 城 市
〒319-1542 北茨城市磯原町本町1-3-9 0293-42-2511
kitasho@atlas.plala.or.jp 0293-42-0503

日 立 市 十 王
〒319-1304 日立市十王町友部1596-3 0294-39-2086
juuou_s@jsdi.or.jp 0294-39-5246

東 海 村
〒319-1108 那珂郡東海村村松北1-2-34 029-282-3238
tokai@tokaisci.or.jp 029-283-0498

那 珂 市
〒311-0105 那珂市菅谷4404-7 029-298-0234
shokokai@nakashishokokai.com 029-298-4995

常 陸 大 宮 市
〒319-2263 常陸大宮市南町1104-4 0295-53-3100
omiyasho@peach.ocn.ne.jp 0295-52-2935

大 子 町
〒319-3551 久慈郡大子町池田2732-3 0295-72-0191
info@daigomachi.or.jp 0295-72-0806

中央

笠 間 市
〒309-1611 笠間市笠間1464-3 0296-72-0844
kasama-s@isis.ocn.ne.jp 0296-72-5495

水 戸 市 常 澄
〒311-1115 水戸市大串町2140-2 029-269-4214
tunesyou@muse.ocn.ne.jp 029-269-2447

水 戸 市 内 原
〒319-0306 水戸市杉崎町55 内原駅北25街区6 029-259-2803
us2000@maple.ocn.ne.jp 029-259-5935

小 美 玉 市
〒319-0132 小美玉市部室1111-3 0299-48-0244
minorisk@sweet.ocn.ne.jp 0299-48-1418

茨 城 町
〒311-3156 東茨城郡茨城町奥谷33-1 029-292-5979
shokoib@olive.ocn.ne.jp 029-292-6169

城 里 町
〒311-4303 東茨城郡城里町石塚1428-1 029-288-2001
info@shirosato.biz 029-288-2029

大 洗 町
〒311-1301 東茨城郡大洗町磯浜町6881-275 029-266-1711
oaraisho@maple.ocn.ne.jp 029-267-3039

鹿行

鹿 嶋 市
〒314-0031 鹿嶋市宮中2-1-34 0299-82-1919
shokokai@sopia.or.jp 0299-82-9401

潮 来 市
〒311-2436 潮来市牛掘17 0299-62-3831
junikyo@sopia.or.jp 0299-64-5713

鉾 田 市
〒311-1517 鉾田市鉾田2482-1 0291-32-2246
htownsci@pastel.ocn.ne.jp 0291-33-6708

神 栖 市
〒314-0121 神栖市溝口4991 0299-92-5111
info@kamisu.or.jp 0299-92-9360

行 方 市
〒311-3832 行方市麻生1221-1 0299-72-0520
info@nameshoko.com 0299-72-0634
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地区 商工会名
住所 電話番号

メールアドレス FAX 番号

新筑

つ く ば 市
〒300-3292 つくば市筑穂1-10-4つくば市大穂庁舎2階 029-879-8200
info@tsukuba-cci.or.jp 029-879-8822

かすみがうら市
〒315-0057 かすみがうら市上土田433-2 0299-59-3755
cydsho@cocoa.ocn.ne.jp 0299-59-5580

石 岡 市 八 郷
〒315-0116 石岡市柿岡2009-3 0299-43-0247
yasato@at.wakwak.com 0299-44-1174

土 浦 市 新 治
〒300-4117 土浦市高岡1902-7 029-862-2325
n-shoko@bb.wakwak.com 029-862-5077

つくばみらい市
〒300-2341 つくばみらい市福田671-2 0297-58-1700
info@miraishoko.com 0297-58-7969

県南

龍 ケ 崎 市
〒301-0012 龍ケ崎市上町4264-1 0297-62-1444
ryunet@ryugasaki.or.jp 0297-64-0645

取 手 市
〒302-0004 取手市取手2-14-23 0297-73-1365
shokokai@toride.or.jp 0297-73-6644

牛 久 市
〒300-1232 牛久市上柏田4-1-1 029-872-2520 
ushikushoukoukai@mtc.biglobe.ne.jp 029-872-1991

守 谷 市
〒302-0109 守谷市本町19 0297-48-0339
ms1999@apricot.ocn.ne.jp 0297-45-3376

稲 敷 市
〒300-0504 稲敷市江戸崎甲548-3 029-892-2603
mail@inashiki.or.jp 029-892-4964

美 浦 村
〒300-0424 稲敷郡美浦村受領1264-2 029-885-2250
mihosci@mihosci.com 029-885-4628

阿 見 町
〒300-0335 稲敷郡阿見町岡崎3-17-9 029-887-0552
ami46@peach.ocn.ne.jp 029-887-0342

河 内 町
〒300-1312 稲敷郡河内町長竿3566-1 0297-84-2136
kawachis@lily.ocn.ne.jp 0297-84-2667

利 根 町
〒300-1622 北相馬郡利根町布川2947 0297-68-7417
tones@apricot.ocn.ne.jp 0297-68-3177

県西

下 妻 市
〒304-0056 下妻市長塚74-1 0296-43-3412
info@shimotsuma.or.jp 0296-43-3168

常 総 市
〒303-0003 常総市水海道橋本町3552-1 0297-22-2121
info@joso.or.jp 0297-22-2124

坂 東 市
〒306-0631 坂東市岩井3230-1 0297-35-3317
info@bando.or.jp 0297-35-3321

筑 西 市
〒309-1107 筑西市門井1942-4 0296-57-2124
openkyowasci@lily.ocn.ne.jp 0296-57-4942

桜 川 市
〒309-1214 桜川市東桜川1-21-1 0296-76-1800
info@sakuragawa.or.jp 0296-75-0498

古 河 市
〒306-0204 古河市下大野2209-9 0280-92-4500
info@kogasyo.or.jp 0280-92-4502

八 千 代 町
〒300-3572 結城郡八千代町菅谷1177-27 0296-49-3232
info@yachiyo.or.jp 0296-48-2958

五 霞 町
〒306-0312 猿島郡五霞町新幸谷463 0280-84-0777
info@gokashoko.or.jp 0280-84-0877

境 町
〒306-0433 猿島郡境町965-29 0280-87-0380
infosakai@sakaishoko.or.jp 0280-87-4247



ー �� ー

○　県内商工会議所

商工会議所名 住所
電話番号
FAX 番号

水 戸 〒310-0801　水戸市桜川2-2-35茨城県産業会館3階
029-224-3315
029-231-0160

土 浦 〒300-0043　土浦市中央2-2-16
029-822-0391
029-822-8844

古 河 〒306-0041　古河市鴻巣1189-4
0280-48-6000
0280-48-6006

日 立 〒317-0073　日立市幸町1-21-2
0294-22-0128
0294-22-0120

石 岡 〒315-0013　石岡市府中1-5-8
0299-22-4181
0299-22-6321

下 館 〒308-0031　筑西市丙360スピカ6階
0296-22-4596
0296-25-0412

結 城 〒307-0001　結城市大字結城531
0296-33-3118
0296-33-0304

ひ た ち な か 〒312-8716　ひたちなか市勝田中央14-8
029-273-1371
029-275-2666

○　地域貢献活動ガイドライン担当窓口
住所 電話番号

メールアドレス FAX 番号

茨 城 県 中 小 企 業 課
〒310-8555　水戸市笠原町978-6 029-301-3559
shoryu3@pref.ibaraki.lg.jp 029-301-3569

茨 城 県 商 工 会 連 合 会
〒310-0801　水戸市桜川2-2-35茨城県産業会館13階 029-224-2635
tiiki@ib-shokoren.or.jp 029-226-0955

茨城県商工会議所連合会
〒310-0801　水戸市桜川2-2-35茨城県産業会館4階 029-226-1854

029-224-7117


