
令和２年９月２９日現在 

申請情報を基に作成しています 

業種：小売業 （１８７件） 

〇店舗等名 〇店舗等所在地 

いちろ商店 市川１－２０－１７ 荒井ビル１Ｆ 

すし三崎港 市川駅ビル店 市川１ー１ー１  

道の駅いちかわ 国分６－１０－１ 

後藤米店 新田１－２０－５ 

株式会社 石渡商店 菅野２－８－１ 

田口石材店 八幡３ー１ー７ 

ファミリーマート市川高谷一丁目店 高谷１－３－１１ 

セブンイレブン鬼越駅前店 鬼越１－４－４ 

セブンイレブン市川鬼高 4丁目店 鬼高３－１２－３２ 

ウエダビジネス 八幡２－１３－１９ 

サイクルショップくさか 原木１－２２－１８ 

ハートストーン   
新田５－４－１９ 市川真間マンション１０２ 

 Ａ ｉ・ＳＰＡＣＥ内 

大黒屋 行徳駅前店 行徳駅前 ２－３－１ ポニー行徳ビル１階 

  相之川３－１５－１０ダンディエイト１Ｆ 

  八幡２－７－３ 

エコ・ピア 八幡店 八幡６ー３ー２１ 

（有）啓太郎せんべい 八幡２－５－４ 

ブティック花屋 八幡２－４－９ 

ポピー花屋 市川１－２３－２６ 

フレッシュマートあるが 真間２－１６－８ 

株式会社大和田総業 大和田３－７－２１ 

呉服たかね 南大野２－１４－８ 

セブンイレブン市川南行徳駅北店 相ノ川４－５－３ 

ブティック グレン・ド・ボーテ 八幡２－７－６ 

シャトレーゼ行徳店 福栄３－３－６ 

有限会社 平和堂 八幡３－２１－２８ 

株式会社デベロップ  市川１－４－１０ 市川ビル８Ｆ 

https://ichirosyouten.wixsite.com/ichiroshop
https://www.kyotaru.co.jp/
https://www.michinoeki-ichikawa.jp/
http://www.ueda-g.co.jp/
https://www.ecopeer.jp/
https://www.boutiquehanaya.com/
https://www.boutiquehanaya.com/
https://yawata1.com/gb/
https://develop-group.jp/
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美安土美 相之川４－１８－１－Ｃ 

セブンイレブン市川高谷一丁目店 高谷１－１２－１９ 

おやつ屋和希 大洲２－１２－１３ 

おとうふ湯葉いしかわ 市川ニッケコルトンプラザ

店 

鬼高１－１－１ ニッケコルトンプラザ２Ｆ  

ダイエー館内 

㈱安達屋百貨店 宮久保１－１１－１８ 

あたごや商店 国府台６－４－１４ 

グランディール 南八幡３－８－１０ 

ファミリーマート 東京歯科大学市川総合病院店 菅野５－１１－１３ 市川総合病院内 １階 

パティスリー ボン・クラージュ 妙典５－１４－３１メゾン・ヴィクトワール１階 

鮪ワークス魚がし鎌形 相之川４－１７－２南行徳メトロセンター内２番街 

(有）川宗園北方店 北方２－１－１５ 

ルグラン 南行徳１－１６－５ スライブ２１ １Ｆ 

ファミリーマートサクマ南行徳駅 相之川４－１７－２ 

夏秋武蔵屋酒舗 市川２－３３－２０ 

コープ市川店 鬼高３－２８－１６ ショップス内 

シャポー市川店 武田ハム 市川１－１－１ 

及川ロックサービス 行徳駅前１－２１－１８ 

有限会社ブティック・ジリ 行徳駅前２－１－１５ 

メガネスーパー行徳駅前店 行徳駅前１－２７－２０ 堀徳ビル１Ｆ 

丸田屋米店 新田４－１７－２５ 

(有)ストアー田島 妙典３－６－１ 

ヤマイチ南行徳店 相之川３－１２－１ 

ローソンストア 100市川南三丁目店 市川南３－１－２０ 

ホームセンターコスモ 南行徳２－１－１８ 

ウインズ 新田４－２－５ 

小麦工房リヨン 南大野３－２３－７ 

京屋酒店 本北方店 本北方２－２３－７ 

GENKICYCLE  塩焼２－３－２４－１０７ 

http://www.otoufu.co.jp/store/2336
http://www.otoufu.co.jp/store/2336
http://www.bon-courage.jp/
http://www.ichikawa-wine.com/musashiya/
https://hc-cosmo.com/
https://twitter.com/KyoyaSake_jun
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イノセ食品 幸２－８－５ 

（有）川宗園京成国府台駅前店 
市川３－２７－２０ライオンズステーションプラザ 

国府台１１０ 

名糖牛乳国分販売店 中国分５－３－２ 

フローリスト花樹 大野町１－２３－１ 

有限会社 魚乙商店 若宮２－７－１５ 

アタック 市川宮久保店 宮久保１－１３－４ 

グランドルチェ市川真間店 市川１－２６－１０ 

グランドルチェ南行徳店 相之川４－１６－１－Ａ ヘ号 

グランドルチェ八幡本店 八幡３－２９－１６ 

おもちゃのくにスズヤ 相之川４－１７メトロセンター内 

グランドルチェ南八幡店 南八幡４－１５－１５ 

すし三崎港 シャポー本八幡店 八幡２ー１７ー１  

京樽 シャポー本八幡店 八幡２ー１７ー１  

京樽 市川駅ビル店 市川１ー１ー１   

京樽 行徳店 行徳駅前２ー７ー１４  

ヤマザキプラザ市川店 市川１－９－２ サンプラザ３５ビル１階 

乙女堂 相之川４－１８－１－Ｃ棟リ号 

ブーランジェリー ル シアン 菅野３－３－１０ 黒松亭ⅡＢ 

ふくろう画廊 菅野１－２３－２５ 

株式会社グリンズ 大洲３－１０－１９ 

ゆずりばいちかわ 行徳駅前１－５－６ 

ミートショップミヤワキ 大和田４－６－２２ 

たけいフルーツ 市川南１－３－３ 

花野菜 鬼高３－１３－１ 

ユニディ曽谷店 曽谷１－３１－１４ 

ユニディ菅野店 菅野６－７－１ 

ショッピングふじき 国分２－１５－６ 

ユニディ千鳥町店 千鳥町１ 

http://www.attack.co.jp/jp/
http://grand-dolce.com/
http://grand-dolce.com/
http://grand-dolce.com/
https://www.kyotaru.co.jp/
https://www.kyotaru.co.jp/
https://www.kyotaru.co.jp/
https://www.kyotaru.co.jp/
https://hukuro.techne.work/
http://hanko.link/
https://www.yuzuriba-ichikawa.com/
http://www.uniliv.co.jp/
http://www.uniliv.co.jp/
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すぅす 東菅野１－３－２２ 

ユニディ ショップス市川店 鬼高３－２８－１６ 

くらしハウス相之川いまい店 相之川１－１３－１８ 

シップス市川店 鬼高３－２８－１６   ㈱米山鉄工所 

お米の専門店 松原商店 行徳駅前２－１－２ 

メガネスーパー妙典店 妙典４－９－２１ガーデンアヴェニュー１Ｆ 

島屋酒店 国府台５－９－７ 

牧リヨンセレブ市川宝店 宝１－９－５サンゴーＫＴマンションＶ１ 

えのもと米店 八幡６－５－２ 

牧リヨンセレブ南行徳店 相之川４－６－４ミールガーデン南行徳１Ｆ 

パンプル 市川 ３－２９－８ 

銀座パリス京成八幡駅前店  八幡４－４－１８ 

ピーターパン Jr.シャポー本八幡店 八幡２－１７－１ シャポー本八幡 

ピーターパン小麦工房店 曽谷５－２５－１６ 

里見商店 市川１－８－１２ 

大坂屋洋品店、白洋舎クリーニング国府台チェー

ン 
市川４－１０－２６ 

有限会社フルーツやま 菅野４－１６－１０ 

メガネスーパー市川店 市川１－９－１１ サン市川ハイツ１Ｆ 

tomte 南行徳１－１８－１７ 

大川原梅園＆ハーブガーデン 北国分２－２－２ 

市川キョー和 南八幡５－１０－７ 

ポッポ 塩焼２－１－１０ 

望月和菓子店 市川３－２７－２０－１０１ 

BAKER'S PLACE 新浜１－１－１－１階 アビタシオン薮崎 

ＹＣ行徳東部（読売新聞） 株式会社 加藤新聞舗 塩焼４－９－２ 

ＹＣ行徳（読売新聞） 株式会社 加藤新聞舗 入船１－２３ 

ＹＣ国府台（読売新聞） 株式会社 加藤新聞舗 国府台３－２－２６ 

ＹＣ国分（読売新聞） 株式会社 加藤新聞舗 国分５－２４－２９ 

http://www.suusu.net/
https://www.uniliv.co.jp/shop/detail/54
https://matsubara-shoten.com/
https://www.meganesuper.co.jp/shops/%E3%83%A1%E3%82%AC%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC-%E5%A6%99%E5%85%B8%E5%BA%97/
https://ginzaparis.com/tenpo/motoyawata/
http://peaterpan.com/
http://peaterpan.com/
https://satomi-shouten.jimdofree.com/?mobile=1
https://www.meganesuper.co.jp/shops/%E3%83%A1%E3%82%AC%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC-%E5%B8%82%E5%B7%9D%E5%BA%97/
https://tomte-web.com/
http://www.kywa.jp/index.htm
https://poppoppo.wixsite.com/poppo
http://ameblo.jp/lm108820/
http://www.yc-katou.com/
http://www.yc-katou.com/
http://www.yc-katou.com/
http://www.yc-katou.com/
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ＹＣ市川（読売新聞） 株式会社 加藤新聞舗 市川２－４－９ 

平野珈琲 市川２－３０－２５ 

ドコモショップ妙典店 富浜１－７－８ 

ドコモショップ南行徳店 相之川４－１４－１２ 

クローバーリーフ 田尻４－３－２１ ハーズ市川 

bloom 八幡２－７－７ 

有限会社フラワーショップすずらん 国分６－８－５ 

ロビンソン 大和田５ー２ー２３ 

株式会社大杉書店／大杉芸術学院 市川１－４－１６ 

琥珀 市川２－３０－２５ 

ビオレッタ 八幡３－４－１６ 

ディアーフット 市川１－１７－１ 

石井提灯店 国分１－２８－９ 

わんまいる市川・まつよし 曽谷３－３６－２ 

板橋園 大町７４番地 

ＤＶＤじゃんぐる 押切２１－８ 行徳ハイツ１階 

タイヤガーデン ナルミ 大和田５－９－１ 

リサイクルプラザ市川 二俣新町１３－１ 

スギ薬局行徳店 行徳駅前１ー３－８タウンコート丸義１Ｆ 

とむら菓子舗 中山４－７－１６ 

Bleu de Roche 高谷２－８－１ 

大津園 大町１８３番地 

オーケー本八幡店 八幡３－６－１ 

伊藤園（忠右衛門） 大町３７１番地 

創作洋菓子 モンペリエ 市川南１－５－１７ 

相田みつをギャラリー ボロ－ニャ市川ファクトリー 真間１－５－７ 

麻廼や  市川２－３１－２０ エスポワール市川１０３ 

峰月堂 大野町２－７８６ 

http://www.yc-katou.com/
http://www.instagram.com/bloom_motoyawata
https://fs-suzuran.hanatown.net/
http://oosugisyoten.co.jp/
http://www.violetta.co.jp/
http://dearfoot92.com/
https://tg-narumitire.amebaownd.com/
http://asanoya.air-nifty.com/blog/
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(有)福島電化センター 東菅野２－２－２ 

リカージャック原田屋市川店 市川１－２３－２７ マンション市川１Ｆ 

湯浅本店 市川１－２３－６ 

（株）はなまる 相ノ川４ー１７－２ メトロセンター はなまる青果 

旭屋 八幡６－３－１ 

ヤマダ電機テックランド New市川本八幡店 八幡３－３－３ 

有限会社 ヤマキ  ユアサ 市川１１‐２３‐‐７ 

かつぶしサカイ 新田２－２５－１５ 

せがわ 市川１－３－７ 

有限会社太田青果店 国府台３－１－２７ 

ノーウェイ 南八幡１ー１２ー１ 

ズィーツー 真間１－１－１８ 

ホームセンターコーナン市川原木店 原木２５２６－６ 

ＪＩＮＳシャポー本八幡店 八幡２－１７－１シャポー本八幡１階 

伍衛門堂 市川１－２７－５ 

シャポー本八幡 HIROTA 八幡２－１７－１ シャポー本八幡２階 

a's kitchen 北方２－１８－１６ 

プレジール 宮久保１－１１－６ 

シュープラザ市川妙典イオン店 妙典５ー３ー１ イオン市川妙典１番街２階 

ヤンレイ化粧品店 市川１－１－１ ショッピングセンター内１階 

東京靴流通センター市川大野店 南大野１－６－３ 

ショップイン シャポー市川店 市川１－１－１ シャポー市川１階 

こだわりや市川店 市川１－１－１シャポー市川Ｂ１ 

エービーシーマート シャポー市川店 市川１－１－１ １階  

ＰＬＡＺＡシャポー市川店 市川１－１－１シャポー市川１階 

ビアードパパシャポー市川店  市川１－１－１シャポー市川Ｂ１階 

イロドリアザヤカシャポー市川店 市川１－１－１シャポー市川Ｂ１階 

オリエンタルトラフィックシャポー本八幡店 八幡２－１７－１シャポー本八幡２階 

https://www.yamada-denki.jp/store/contents/?d=3042
https://www.chiyodagrp.co.jp/map/smt/shop_detail.php?m=dtl&sn=9569
https://www.plazastyle.com/
https://www.beardpapa.jp/sp/
https://irodoriazayaka.jp/
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ミウラデンキ 市川南１－２－２１ 

株式会社九州屋市川店 市川１－１－１シャポー市川Ｂ１階    

グラニフ シャポー市川店 市川１－１－１ シャポー市川１階 

成城石井 シャポー市川店 市川１－１－１ シャポー市川Ｂ１階 

北辰水産市川シャポー店 市川１－１－１市川シャポーＢ１階 

プロテクタ千葉市川 福栄四－１－１３ 

老舗大佐和 市川１－１－１ シャポー市川地下１階 

チュチュアンナ シャポー市川店 市川１－１－１シャポー市川１階 

有限会社湯浅乾物店 市川１－２３－７ 

ルタンテイール 八幡２－１５－１０ パティオ１階 

有限会社 栗原米店 若宮２－７－１３ 

Clair florist 南行徳１－１８－４ サンライズマンション１０８ 

㈲加藤海苔店 南行徳１－１６－２７ 

石井米店 八幡６－４－３ 

有限会社岡野谷與四郎商店 宮久保３－２７－２０ 

昇龍園本八幡店 八幡２－１７－１シャポー本八幡店１階 

ミスターミニット シャポー本八幡店 本八幡２－１７－ １シャポー本八幡 

リサイクルブティック ミズ 八幡２－７－６ 

（有）こやま文具 南八幡３－７－２ 

パスピエ 八幡２－１７－１ シャポー本八幡１階 

 

 

 

https://shapo.jrtk.jp/ichikawa/fashion/6_1039/shop_news/11403.html
http://www.pro-tecta-east.com/
https://grocery-store-5398.business.site/
http://retentir.co.jp/
https://www.kato-nori.com/

