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                                                                     平成３０年４月 現在 

 

 ◇緯度経度付き全国ゆうちょ銀行データベース  『総数･･約２３，９６９件』 

  ＜ 内 訳 ＞  

      ・ゆうちょ銀行 本・支店店舗   ………   ２３３件 

      ・ゆうちょ銀行 出張所      ……… ３,８７５件 

・郵便窓口局・ＡＴＭ併設     ………１９,８６１件 

 

＜今回のデータ更新状況について＞・・総数４８３件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝４０５店 ??・・４０３店が出張所の新設で、２店が郵便窓口

局の新設でした。地域的には愛知県で２９２店、岐阜県で５９

店と多く、種別ではコンビニエンスストア内が４００店と多数

を占め、その他ショッピングセンター・ショッピングモール内

等がありました。 

・廃止店舗・出張所＝２０店 ??・・２０店全てが出張所の廃止でした。地域的には

関東で９店と多く、種別ではショッピングセンター・ショッピ

ングモール内、コンビニエンスストア内等がありました。 

・改称店舗・出張所＝１６店 ??・・施設形態の変更やショッピングセンター名の改

称等によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝３１店 ??・・住居表示が変更された場

合や店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更の場合等があり

ました。 

・その他＝１１店 ??・・座標の変更が１店、その他一時閉鎖、再開等がありました。 
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＜県別ゆうちょ銀行データ件数表＞ 

都道府県

名称

ゆうちょマスタ

合計

郵便窓口局

ATM併設

本・支店店舗 出張所

01 北海道 1,366 1,206 5 155

02 青森県 297 263 2 32

03 岩手県 325 300 1 24

04 宮城県 439 355 2 82

05 秋田県 293 270 1 22

06 山形県 307 285 1 21

07 福島県 459 418 3 38

08 茨城県 509 462 3 44

09 栃木県 347 310 2 35

10 群馬県 336 299 3 34

11 埼玉県 773 612 17 144

12 千葉県 809 677 13 119

13 東京都 2,098 1,447 40 611

14 神奈川県 921 720 31 170

15 新潟県 585 534 3 48

16 富山県 238 208 2 28

17 石川県 294 249 1 44

18 福井県 232 206 1 25

19 山梨県 211 200 1 10

20 長野県 493 441 3 49

21 岐阜県 533 353 2 178

22 静岡県 523 474 5 44

23 愛知県 1,637 825 14 798

24 三重県 404 369 2 33

25 滋賀県 268 231 1 36

26 京都府 510 437 4 69

27 大阪府 1,301 1,056 24 221

28 兵庫県 957 825 12 120

29 奈良県 268 240 2 26

30 和歌山県 283 262 1 20

31 鳥取県 158 146 1 11

32 島根県 278 256 1 21

33 岡山県 454 418 2 34

34 広島県 680 581 4 95

35 山口県 378 348 3 27

36 徳島県 218 200 1 17

37 香川県 207 185 2 20

38 愛媛県 370 316 2 52

39 高知県 253 226 1 26

40 福岡県 833 707 4 122

41 佐賀県 187 166 1 20

42 長崎県 324 306 2 16

43 熊本県 419 386 2 31

44 大分県 313 293 2 18

45 宮崎県 208 195 1 12

46 鹿児島県 451 424 1 26

47 沖縄県 222 174 1 47

23,96923,96923,96923,969 19,86119,86119,86119,861 233233233233 3,8753,8753,8753,875合計合計合計合計  

＊ 県別ゆうちょ銀行データ数は、４月現在です。 
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◇ ＜ 概 要 ＞ 

   緯度経度付き全国ゆうちょ銀行データベースは、東京グリーンシステムズ株式会社が、国土地理

院発行の数値地図25000（地名・公共施設）の測量成果複製承認書（承認番号 平25情複、第1001号）

を取得して、全国のゆうちょ銀行の店舗名（施設コードと本・支店店舗名・出張所名）・所在地住

所およびその緯度経度座標点を付加したデータベースに、弊会の住所マスターのコード体系とその

新・旧住所名《市町村の廃置分合等》を付加して収録したものです。 

   ゆうちょ銀行の新設・廃止・店舗名改称・所在地住所の変更などの更新情報を収集、更新をして

おります。 

   ゆうちょ銀行の設置数（本・支店店舗＋出張所）は、東京都が一番多く、北海道・大阪府・愛知

県・兵庫県の順になっております。 

   ゆうちょ銀行の新設は、首都圏における出張所（ＡＴＭ設置等）の設置が特に多くみられます。

改称は、市町村・地名の変更に伴う店舗名変更等に多くみられます。所在地住所の変更は、①住居

表示が実施された場合 ②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整理や耕地整理など

が実施された場合や、店舗移設に伴う地番の変更等に多くみられます。《市町村の廃置分合等》に

よる所在地住所の変更は、住所マスターを活用し自動的に更新しております。 

 

≪仕様の詳細≫ 

 

◇データの所在地住所の表記について          ＊1                   ＊１ 

・ゆうちょ銀行データベースの所在地住所は、国土地理院発行の数値地図 25000（地名・公共施設）を基

に、国際航業株式会社が独自調査を行い構築した都道府県単位の町丁目・大字界地図データ（ＰＡＲ

ＥＡ－Ｔｏｗｎ）の行政界ポリゴンデータ、並びに日本郵政グループのゆうちょ銀行店舗・ATM 案内サイト

内の情報等を参照・使用するとともに、住所マスターを活用し市町村の廃置分合等の情報をも収録して

います。 

  また、市町村合併等による、住所および郵便番号の更新対応、市町村合併前の旧住所等についても 

 収録しております。 

 

◇データの所在地住所の座標値化について        ＊1                  ＊１ 

・ゆうちょ銀行データベースの所在地住所の座標値は、国土地理院発行の数値地図 25000（地名・公共

施設）を基に、国際航業株式会社が独自調査を行い構築した都道府県単位の町丁目・大字界地図デ

ータ（ＰＡＲＥＡ－Ｔｏｗｎ）の行政界ポリゴンデータ、並びに日本郵政グループのゆうちょ銀行店舗・ATM

案内サイト内の周辺地図等を参照・使用し、ＧＩＳツールを活用し基本的に各施設（ビル）の座標値を収

録しています。 

 

◇データの所在地住所および座標値等の更新について 

・日本郵政グループのゆうちょ銀行店舗・ATM 案内情報や郵便局検索サイトおよび市町村の発行する

公報等を活用し店舗名・住所等の更新を行うとともに、ＧＩＳツールを活用し座標値の更新も行っており

ます。 

 

＊  １・・東京グリーンシステムズ株式会社が、国土地理院による測量成果複製承認書 

      （承認番号 平 29 情複、第 1611 号）を取得して作成 

＊  １・・東京グリーンシステムズ株式会社が、国土地理院による測量成果複製承認書 
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      （承認番号 平２０業複、第３号）を取得して作成 

＜データファイル＞ 

 

緯度経度付き全国ゆうちょ銀行データベース 

 

ﾌｧｲﾙ名 ｙｕｕｃｈｏ.ｃｓｖ 

項目 属性桁 説明 

施設コード 6 
（左詰。５桁コードの場合、末尾ブランク。） 
ゆうちょ銀行単独局：取扱店番号 
ゆうちょ銀行出張所：“ATM010”～“ATM470” 

ゆうちょ銀行出張所コード 3 （前ゼロあり、独自ユニークコード。出張所の通番） 

施設名称 100  

施設名称カナ 100 半角カナ 

施設形態 2 
11：郵便窓口局・ゆうちょ銀行ＡＴＭ併設  12：郵便窓口

局・ゆうちょ銀行併設  20：ゆうちょ銀行  21：ゆうちょ銀

行出張所  99：不明（一時閉鎖など） 

小分類コード 2 
00：窓口局  02：ゆうゆう窓口併設局  04：簡易局 
05：出張所  06：分室  07：ゆうちょ銀行単独局 

Ｘ座標（経度）：ゆうちょ銀行 9 XXX.XXXXX（10 進表記、前ゼロあり） 

Ｙ座標（緯度）：ゆうちょ銀行 9 YYY.YYYYY（10 進表記、前ゼロあり） 

所在地住所コード 11 （前ゼロあり） 

郵便番号 7  

住所：都道府県 8  

住所：市区郡町村 24  

住所：町・大字 36  

住所：字・丁目 24  

補足住所 80 住所コード化以外の補足住所 

電話番号 14 
市外局番―市内局番―番号。 
  出張所（ＡＴＭ設置等）は無し 

備考＜１＞  6 作業用内部コード：公共施設ＩＤ 

備考＜２＞ 5 作業用内部コード：公共施設代表点行政コード 

備考＜３＞ 2 作業用内部コード：分類コード “１８” 

補正フラグ＜１＞ 1 ０：既存 １：新設 ２：変更・修正 ３：廃止 

補正フラグ＜２＞ 1 ０：既存 １：局名 ２：住所 ３：座標値 

補正フラグ＜３＞ 1 ０：既存 １：一時閉鎖 ２：再開 ４：不明確認中 

所在地住所コード（旧） 11 （前ゼロあり） 

住所（旧）：都道府県 8  

住所（旧）：市区郡町村 24  

住所（旧）：町・大字 36  

住所（旧）：字・丁目 24  

変更年月 6 住所（コード）の変遷 
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＜平成３０年１月度のデータ更新状況について＞・・総数４８４件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝４０１店 ??・・３９９店が出張所の新設で、２店が郵便窓口

局の新設でした。地域的には愛知県で２８３店、岐阜県で７１

店と多く、種別ではコンビニエンスストア内が３９１店と多数

を占め、その他ショッピングセンター・ショッピングモール、

空港内等がありました。 

・廃止店舗・出張所＝１４店 ??・・１４店全てが出張所の廃止でした。地域的には

関東で９店と多く、種別ではショッピングセンター・ショッピ

ングモール内、コンビニエンスストア内等がありました。 

・改称店舗・出張所＝７店 ??・・施設形態の変更やショッピングセンター名の改称

等によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝３８店 ??・・住居表示が変更された場

合や店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更の場合等があり

ました。 

・その他＝２４店 ??・・座標の変更が１３店、その他一時閉鎖、再開等がありまし

た。 

＜平成２９年１０月度のデータ更新状況について＞・・総数２４１件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝１７２店 ??・・１６９店が出張所の新設で、３店が郵便窓口

局の新設でした。地域的には関東で２９店、東海で８４店と多

く、種別ではコンビニエンスストア内が１６５店と多数を占め、

その他ショッピングセンター・ショッピングモール・スーパー、

銀行内等がありました。 

・廃止店舗・出張所＝１３店 ??・・１２店が出張所の廃止で、１店が郵便窓口局の

廃止でした。地域的には関東で６店と多く、種別ではショッピ

ングセンター・ショッピングモール内、コンビニエンスストア

内、駅校内、大学内等がありました。 

・改称店舗・出張所＝２店 ??・・施設形態の変更やショッピングセンター名の改称

等によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝２３店 ??・・住居表示が変更された場
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合や店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更の場合等があり

ました。 

・その他＝３１店 ??・・座標の変更が１４店、その他一時閉鎖、再開等がありまし

た。 

＜平成２９年７月度のデータ更新状況について＞・・総数１８４件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝９２店 ??・・８９店が出張所の新設で、３店が郵便窓口局の

新設でした。地域的には関東で２４店、東海で１６店、九州で

１５店と多く、種別ではコンビニエンスストア内が７５店と多

数を占め、ショッピングセンター・ショッピングモール・スー

パー内等が１２店と多く、その他駅構内や空港内、役場内等が

ありました。 

・廃止店舗・出張所＝１６店 ??・・１２店が出張所の廃止で、４店が郵便窓口局の

廃止でした。地域的には関東で６店、関西で６店と多く、種別

ではデパートやスーパー、ショッピングセンター・ショッピン

グモール内、コンビニエンスストア内等がありました。 

・改称店舗・出張所＝７店 ??・・施設形態の変更やショッピングセンター名の改称

等によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝２１店 ??・・住居表示が変更された場

合や店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更の場合等があり

ました。 

・その他＝４８店 ??・・座標の変更が３０店、その他一時閉鎖、再開等がありまし

た。 

＜平成２９年４月度のデータ更新状況について＞・・総数２４６件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝１４１店 ??・・１４０店が出張所の新設で、１店が郵便窓口

局の新設でした。地域的には関東で４３店、関西で３４店と多

く、種別ではコンビニエンスストア内が多数を占め、その他シ

ョッピングセンター・ショッピングモール・スーパー内等があ

りました。 

・廃止店舗・出張所＝２０店 ??・・１８店が出張所の廃止で、２店が郵便窓口局の
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廃止でした。地域的には関東で８店と多く、種別ではデパート

やスーパー、ショッピングセンター・ショッピングモール内、

コンビニエンスストア内等がありました。 

・改称店舗・出張所＝７店 ??・・施設形態の変更やショッピングセンター名の改称

等によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝４９店 ??・・住居表示が実施された場

合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更の場合

等がありました。 

・その他＝２９店 ??・・座標の変更が２３店、その他一時閉鎖、再開等がありまし

た。 

＜平成２９年１月度のデータ更新状況について＞・・総数３１７件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝１６店 ??・・すべてが出張所の新設でした。地域的には関東

で８店、関西で３店と多く、種別ではコンビニエンスストア内

やショッピングセンター・ショッピングモール・スーパー内等

が多数を占め、その他駅構内等がありました。 

・廃止店舗・出張所＝１６店 ??・・すべてが出張所の廃止でした。地域的には関東

で６店と多く、種別ではデパートやショッピングセンター・シ

ョッピングモール内、コンビニエンスストア内、大学構内等が

ありました。 

・改称店舗・出張所＝１１店 ??・・施設形態の変更やショッピングセンター名の改

称等によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝２８店 ??・・住居表示が実施された場

合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更の場合

等がありました。 

・その他＝２４６店 ??・・座標の変更が２０４店、その他一時閉鎖、再開等があり

ました。 

＜平成２８年１０月度のデータ更新状況について＞・・総数１０２件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝１２店 ??・・１１店が出張所の新設で、郵便窓口局が１店あ

りました。地域的には関東で５店、関西で３店と多く、種別で
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はショッピングセンター・ショッピングモール・スーパー内等

が多数を占め、その他駅ビルや駅構内、コンビニエンスストア

内等がありました。 

・廃止店舗・出張所＝１５店 ??・・１３店が出張所の廃止、２店が郵便窓口局の廃

止でした。地域的には九州で７店、関東で５店と多く、種別で

は駅構内、ショッピングセンター・ショッピングモール内やコ

ンビニエンスストア内、病院内等がありました。 

・改称店舗・出張所＝７店 ??・・移転による改称が多数を占め４店ありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝３１店 ??・・住居表示が実施された場

合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更の場合

等がありました。 

・その他＝３７店 ??・・座標の変更が２７店、一時閉鎖が４店等がありました。 

＜平成２８年７月度のデータ更新状況について＞・・総数１１４件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝２２店 ??・・１７店が出張所の新設で、郵便窓口局が５局あ

りました。地域的には関東で６店、関西で６店と多く、種別で

はショッピングセンター・ショッピングモール・スーパー内等

が多数を占め、その他駅ビル、駅構内、コンビニエンスストア

内等がありました。 

・廃止店舗・出張所＝２５店 ??・・２２店が出張所の廃止、３店が郵便窓口局の廃

止でした。地域的には関東で１４店、関西で５店と多く、種別

では駅構内が１１店と多く、その他ショッピングセンター・シ

ョッピングモール内やコンビニエンスストア内、大学内等があ

りました。 

・改称店舗・出張所＝１２店 ??・・ショツピングセンター・ショッピングモール名

の改称等によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝２６店 ??・・住居表示が実施された場

合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更の場合

等がありました。 

・その他＝２９店 ??・・座標の変更が２１店、一時閉鎖が３店等がありました。 
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＜平成２８年４月度のデータ更新状況について＞・・総数１１９件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝２０店 ??・・１９店が出張所の新設で、郵便窓口局が１局あ

りました。地域的には関東で４店、関西で６店と多く、種別で

はショッピングセンター・ショッピングモール・スーパー内等

が多数を占め、その他駅ビル、駅構内、空港、大学内、コンビ

ニエンスストア内等がありました。 

・廃止店舗・出張所＝２３店 ??・・１２店が出張所の廃止、１１店が郵便窓口局の

廃止でした。地域的には関東で６店、関西で８店と多く、種別

では、ショッピングセンター・ショッピングモール内とコンビ

ニエンスストア内で９店と多く、その他駅構内、空港内等があ

りました。 

・改称店舗・出張所＝１１店 ??・・ショツピングセンター・ショッピングモール名

の改称等によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝４９店 ??・・住居表示が実施された場

合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更の場合

等がありました。 

・その他＝１６店 ??・・座標の変更が８店、一時閉鎖が３店等がありました。 

＜平成２８年１月度のデータ更新状況について＞・・総数５８件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝２７店 ??・・すべて出張所の新設で、地域的には関東で１１

店、関西で７店と多く、種別ではショッピングセンター・ショ

ッピングモール・スーパー内等が多数を占め、その他駅ビル・

駅構内、コンビニエンスストア内等がありました。 

・廃止店舗・出張所＝１２店 ??・・すべて出張所の廃止で、地域的には関東で６店、

関西で３店と多く、種別では、ショッピングセンター・ショッ

ピングモール内が３店、駅構内が３店と多く、その他コンビニ

エンスストア内、空港内等がありました。 

・改称店舗・出張所＝５店 ??・・ショツピングセンター・ショッピングモール名の

改称等によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝１１店  ??・・住居表示が実施された
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場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更の場

合等がありました。 

・その他＝３店 ??・・座標の変更が３店ありました。 

＜平成２７年１０月度のデータ更新状況について＞・・総数１１０件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝１８店 ??・・ほとんどが出張所の新設で、地域的には関東で

６店、関西で５店と多く、種別ではコンビニエンスストア内が

多数を占め、その他駅構内、ショッピングセンター・ショッピ

ングモール内等がありました。 

・廃止店舗・出張所＝２４店 ??・・２３店が出張所の廃止、１店が郵便窓口局の廃

止でした。種別では、コンビニエンスストア内が多く、その他

ショッピングセンター・ショッピングモール内、駅構内、大学

内等がありました。 

・改称店舗・出張所＝１８店 ??・・ショツピングセンター・ショッピングモール名

の改称等によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝４１店  ??・・住居表示が実施された

場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更の場

合等がありました。 

・その他＝９店 ??・・座標の変更が６店、一時閉鎖等が３店等ありました。 

＜平成２７年７月度のデータ更新状況について＞・・総数２０５件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝１０２店 ??・・ほとんどが出張所の新設で、地域的には関東

で７８店、関西で１１店と多く、種別ではコンビニエンススト

ア内が多数を占め、その他駅構内、ショッピングセンター・シ

ョッピングモール内等がありました。 

・廃止店舗・出張所＝１６店 ??・・１５店が出張所の廃止、１店が郵便窓口局の廃

止でした。種別では、ショッピングセンター・ショッピングモ

ール・内等が多く、その他駅構内、大学内等がありました。 

・改称店舗・出張所＝７店 ??・・ショツピングセンター・ショッピングモール名の

改称等によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝４９店  ??・・住居表示が実施された
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場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更の場

合等がありました。 

・ その他＝３１店 ??・・座標の変更が１９店、一時閉鎖、再開等が１２店等ありまし 

た。 

＜平成２７年４月度のデータ更新状況について＞・・総数４１７件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝３１３店 ??・・ほとんどが出張所の新設で、地域的には関東

で２３４店、関西で７５店と多く、種別ではコンビニエンスス

トア内が多数を占め、その他駅構内、ショッピングセンター・

ショッピングモール内等がありました。 

・廃止店舗・出張所＝２８店 ??・・１６店が出張所の廃止、１２店が郵便窓口局の

廃止でした。種別では、ショッピングセンター・ショッピング

モール・内等が多く、その他駅構内、病院・大学内等がありま

した。 

・改称店舗・出張所＝１４店 ??・・ショツピングセンター・ショッピングモール名

の改称等によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝４７店  ??・・住居表示が実施された

場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更の場

合等がありました。 

・ その他＝１５店 ??・・座標の変更が７店、一時閉鎖が６店等ありました。 

＜平成２７年１月度のデータ更新状況について＞・・総数２９４件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝１８９店 ??・・ほとんどが出張所の新設で、地域的には関東

で１３２店、関西で２４店と多く、種別ではショッピングセン

ター・ショッピングモール・コンビニエンスストア内が多数を

占め、その他駅構内、病院・大学内等がありました。 

・廃止店舗・出張所＝１０店 ??・・９店が出張所の廃止、１店が郵便窓口局の廃止

でした。種別では、ショッピングセンター・ショッピングモー

ル・内等が５店、その他駅構内、病院・大学内等がありました。 

・改称店舗・出張所＝１９店 ??・・支店名の変更、ショツピングセンター・ショッ

ピングモール名の改称によるもの等がありました。 
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・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝５０店  ??・・住居表示が実施された

場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更の場

合等がありました。 

・ その他＝２６店 ??・・座標の変更が２３店、一時閉鎖が１店等ありました。 

＜平成２６年１０月度のデータ更新状況について＞・・総数７５件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝１０店 ??・・８店が出張所の新設で、郵便窓口局が２局あり

ました。地域的には関東で３店、中部で３店、九州で４店、種

別ではショッピングセンター・ショッピングモール内が７店と

多く、その他駅構内、病院内等がありました。 

・廃止店舗・出張所＝１０店 ??・・８店が出張所の廃止、２店が郵便窓口局の廃止

で、地域的には北海道で２店、関東で５店、中部･関西で３店

でした。種別では、ショッピングセンター・ショッピングモー

ル内等が３店、大学構内が３店、その他駅構内、病院内等があ

りました。 

・改称店舗・出張所＝８店 ??・・支店名の変更、ショツピングセンター・ショッピ

ングモール名の改称によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝３２店  ??・・住居表示が実施された

場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更の場

合等がありました。 

・ その他＝１５店 ??・・座標の変更が７店、カナ読み変更等が８店ありました。 

＜平成２６年 7 月度のデータ更新状況について＞・・総数９６件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝３１店 ??・・２９店が出張所の新設で、郵便窓口局が２局あ

りました。地域的には北海道で１店、東北で４店、関東で６店、

中部･関西で１４店、中国･四国で６店、種別ではショッピング

センター・ショッピングモール内が１8 店と多く、その他駅構

内、大学、ビル内等がありました。 

・廃止店舗・出張所＝２７店 ??・・２２店が出張所の廃止、５店が郵便窓口局で多

く、地域的には北海道で３店、関東で９店、中部･関西で８店、

中国･四国で５店、九州･沖縄で２店でした。種別では、ショッ
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ピングセンター・ショッピングモール内等が１３店、その他駅

構内等がありました。 

・改称店舗・出張所＝１６店 ??・・支店名の変更によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝１６店  ??・・住居表示が実施された

場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更の場

合等がありました。 

・ その他＝６店 ??・・座標の変更が３店、一時閉鎖等が３店ありました。 

＜平成２６年４月度のデータ更新状況について＞・・総数８１件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝８店 ??・・６店が出張所の新設で、郵便窓口局が２局ありま

した。地域的には千葉、滋賀で各２店、大阪で１店、兵庫で３

店、種別ではスーパー・デパートやショッピングセンター・シ

ョッピングモール内の出張所が５店と多くありました。 

・廃止店舗・出張所＝２６店 ??・・９店が出張所の廃止、１７店が郵便窓口局で、

地域的には北海道･東北で３店、関東で８店、東海･関西で４店、

中国･四国で７店、九州･沖縄で４店でした。種別では、ショッ

ピングモール、ビル内が１０店、駅構内、大学内が各２店と多

くありました。 

・改称店舗・出張所＝８店 ??・・支店名の変更によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝３３店  ??・・住居表示が実施された

場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が

ありました。 

・ その他＝６店 ??・・座標の変更が２店、一時閉鎖・再開が４店ありました。 

＜平成２６年１月度のデータ更新状況について＞・・総数６５件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝１０店 ??・・１０店が出張所の新設でした。地域的には東京

で２店、三重、京都、山口、福岡、沖縄で各１店、広島で３店、

種別ではスーパー・デパートやショッピングセンター・ショッ

ピングモール内の出張所が８店と多く、その他、大学内等があ

りました。 

・廃止店舗・出張所＝７店 ??・・４店が出張所の廃止、３店が郵便窓口局で、地域
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的には新潟で２店、兵庫、和歌山、山口、香川、福岡で各１店

でした。種別では、スーパー・デパート内が２店、駅構内、大

学、が各１店でした。 

・改称店舗・出張所＝１０店 ??・・支店名の変更、ショツピングセンター・ショッ

ピングモール名の改称によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝３１店  ??・・住居表示が実施された

場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が

ありました。 

・ その他＝７店 ??・・座標の変更が２店、一時閉鎖・再開がありました。 

・  

＜平成２５年１０月度のデータ更新状況について＞・・総数１１１件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝８店 ??・・８店が出張所の新設で、郵便局が１局ありました。

地域的には関東で３店、長野、大阪で各１店、九州で２店、沖

縄で１店、種別では駅構内が３店、スーパー・デパートやショ

ッピングセンター・ショッピングモール内の出張所が３店と多

く、その他、大学内がありました。 

・廃止店舗・出張所＝６店 ??・・６店が出張所の廃止で、地域的には神奈川で１店、

近畿で３店、香川、佐賀で各１店でした。 

          種別では、スーパー・デパート内が４店、大学、コンビニ内が

各１店でした。 

・改称店舗・出張所＝１１店 ??・・支店名の変更、ショツピングセンター・ショッ

ピングモール名の改称によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝７９店  ??・・住居表示が実施された

場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更があ

りました。 

・ その他＝７店 ??・・座標の変更が１店、一時閉鎖・再開６店がありました。 

＜平成２５年７月度のデータ更新状況について＞・・総数１６４件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝１店 ??・・新設された出張所が東京都で１店ありました。 

・廃止店舗・出張所＝８店 ??・・８店が出張所の廃止で、地域的には長野で１店、
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近畿で３店、中国・四国で３店、九州で１店でした。 

          種別では、スーパー・デパート等（３店）、役場内（２店）、

大学・病院内（３店）でした。 

・改称店舗・出張所＝１２９店 ??・・支店名の変更、ショツピングセンター・ショ

ッピングモール名の改称によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝１６店  ??・・住居表示が実施された

場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が

ありました。 

・ その他＝１０店 ??・・座標の変更が３店、一時閉鎖・再開７店がありました。 

・  

＜平成２５年４月度のデータ更新状況について＞・・総数１３１件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝１店 ??・・新設された郵便窓口が１店ありました。 

・廃止店舗・出張所＝２０店 ??・・１０店が郵便窓口局、１０店が出張所の廃止で、

地域的には宮城で１店、関東・北陸で各３店、中部・近畿で７

店、中国・四国で３店、九州・沖縄で３店でした。 

          種別では、郵便局内（１１店）が多く、スーパー・デパート等

（５店）、役場内（２店）、大学・病院内（各１店）でした。 

・改称店舗・出張所＝７店 ??・・支店名の変更、ショツピングセンター・ショッピ

ングモール名の改称によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝９０店  ??・・住居表示が実施された

場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が

ありました。 

・ その他＝１３店 ??・・座標の変更が５店、一時閉鎖５店、等がありました。 

＜平成２５年１月度のデータ更新状況について＞・・総数２７１件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝２店 ??・・２店とも出張所の新設で、地域的には岩手、福岡

で各１店の新設がありました。 

・廃止店舗・出張所＝８店 ??・・２店が分室、６店が出張所の廃止で、地域的には

愛知で３店、宮城、京都、大阪、広島、福岡で各１店でした。 

          種別では、スーパー・デパート等（４店）が多く、郵便局内（２
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店）、駅（１店）、工場（各１店）でした。 

・改称店舗・出張所＝３６店 ??・・支店名の変更、ショッピングセンター・ショッ

ピングモール名の改称によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝１６８店  ??・・住居表示が実施され

た場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更等

がありました。 

・ その他＝５７店 ??・・座標の変更が１２店、等がありました。 

＜平成２４年１０月度のデータ更新状況について＞・・総数１８４件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝６店 ??・・６店すべて出張所の新設で、地域的には兵庫で６

店の新設がありました。 

・廃止店舗・出張所＝５店 ??・・４店が出張所の廃止で、地域的には東京、兵庫で

各２店、福岡で１店でした。 

          種別では、スーパー・デパート等（３店）、大学、工場（各１ 

店）でした。 

・改称店舗・出張所＝１１店 ??・・ショッピングセンター・ショッピングモール名

の改称によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝１００店  ??・・住居表示が実施され

た場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更等

がありました。 

・ その他＝６２店 ??・・座標の変更が７店、等がありました。 

＜平成２４年７月度のデータ更新状況について＞・・総数３４７件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝２６店 ??・・２６店すべて出張所の新設で、地域的には宮城

に２店、関東に５店、静岡、愛知に各１店、関西に１２店、岡

山に３店、九州に２店あり、種別では、スーパー・デパート内

が１２店、駅内が１０店と多数を占めていました。 

・廃止店舗・出張所＝７店 ??・・７店すべて出張所の廃止で、地域的には宮城、東

京、神奈川、福井、兵庫で各１店、大阪で２店でした。 

          種別では、スーパー・デパート等（６店）、駅（１店）でした。 

・改称店舗・出張所＝３５店 ??・・ショッピングセンター・ショッピングモール名
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の改称によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝２５０店  ??・・住居表示が実施され

た場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更等

がありました。 

・ その他＝２９店 ??・・座標の変更が１店、等がありました。 

＜平成２４年４月度のデータ更新状況について＞・・総数４８８件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝１９店 ??・・１９店すべて出張所の新設で、地域的には北海

道、岩手に各１店、関東に６店、山梨に２店、愛知に５店、関

西に２店、広島、大分に各２店あり、種別では、スーパー・デ

パート内（１１店）が多く、駅内（７店）、大学内（１店）で

した。 

・廃止店舗・出張所＝５店 ??・・５店が出張所の廃止で、地域的には栃木、東京、 

          新潟、三重、島根で各１店、でした。種別では、スーパー・デ 

パート（４店）、大学内（１店）でした。 

・改称店舗・出張所＝１５店 ??・・ショッピングセンター・ショッピングモール名

の改称によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝４４４店  ??・・住居表示が実施され

た場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更等

がありました。 

・ その他＝５店 ??・・・座標の変更５店がありました。 

＜平成２４年１月度のデータ更新状況について＞･・総数４７９局の変動情報･･ 

・新設店舗・出張所＝２１店 ??・・２１店すべて出張所の新設で、地域的には東北

に２店、関東に９店、山梨に１店、関西に３店、中国・四国に

４店、九州に２店あり、種別では、スーパー・デパート内（１

７店）が多く、大学内（２店）、駅、空港内（各１店）でした。 

・廃止店舗・出張所＝５店 ??・・２店が郵便窓口局、３店が出張所の廃止で、地域               

的には関東で４店、兵庫で 1 店でした。種別では、スーパー・

デパート（２店）、駅（１店）、郵便窓口局（２店）でした。 

・改称店舗・出張所＝８６店 ??・・ショッピングセンター・ショッピングモール名
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の改称によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝３５７店  ??・・住居表示が実施され

た場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更等

がありました。 

・ その他＝１０店 ??・・・座標の変更が７店、等がありました。 

＜平成２３年１０月度のデータ更新状況について＞・・総数２４８件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝０店 ??・・２４店すべて出張所の新設で、地域的には北海道

１店、東北、関東に各４店、甲信越に各１店、北陸に３店、東

海、関西に５店、九州に４店あり、種別では、スーパー・デパ

ート内（１９店）が多く、駅（３店）、市役所、大学内（各１

店）でした。 

・ 廃止店舗・出張所＝１３店 ??・・出張所の廃止が１３店あり、地域的には東北   

で３店、関東で５店、愛知で 1 店、広島、福岡で各２店でし

た。種別では、スーパー・デパート（９店）が多く、病院、

駅、大学、空港（各１店）でした。 

・改称店舗・出張所＝２３店 ??・・ショッピングセンター・ショッピングモール名

の改称によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝１７９店  ??・・住居表示が実施され

た場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更等

がありました。 

・ その他＝９店 ??・・・座標の変更が９店ありました。 

＜平成２３年７月度のデータ更新状況について＞・・総数５９件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝３２店 ??・・３２店すべて出張所の新設で、地域的には東京

６店、大阪１８店、神奈川、愛知、京都で各２店、宮城、兵庫

で各１店あり、種別では、駅内（１７店）が多く、スーパー・

デパート（１４店）、空港内（１店）でした。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝３店  ??・・住居表示が実施された場

合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更等があ

りました。 
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・ その他＝２４店 ??・・・座標の変更が２４店ありました。 

＜平成２３年４月度のデータ更新状況について＞・・総数２４９件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝１０店 ??・・１０店すべて出張所の新設で、地域的にはさい

たま、大阪、熊本で各２店、札幌、東京、金沢、那覇で各１店

あり、種別ではスーパー・デパートやショッピングセンター・

ショッピングモール内の出張所が７店、大学・病院やバスター

ミナル内の出張所が各１店でした。 

・廃止店舗・出張所＝８店 ??・・８店すべて出張所の廃止で、地域的にはさいたま、

東京、熊本が２店の他、長野、大阪に各１店でした。種別では、

駅内（４店）、大学内（１店）、病院内（１店）、その他（２

店）でした。 

・改称店舗・出張所＝１８３店 ??・・ショッピングセンター・ショッピングモール

名の改称によるものが多くありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝４８店  ??・・住居表示が実施された

場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が

ありました。 

＜平成２３年１月度のデータ更新状況について＞・・総数７６件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝２８店 ??・・２８店すべて出張所の新設で、地域的には札幌

で２店、東北で２店、関東で６店、東海・関西で１７店、九州

で１店あり、種別ではスーパー・デパートやショッピングセン

ター・ショッピングモール内の出張所が１７店、駅内の出張所

が１１店と多数を占めていました。 

・廃止店舗・出張所＝５店 ??・・５店すべて出張所の廃止で、地域的には東京が２

店の他、大阪、名古屋、熊本に各１店でした。種別では、駅内

（１店）、大学内（１店）、病院内（１店）、その他（２店）

でした。 

・改称店舗・出張所＝１０店 ??・・ショッピングセンター・ショッピングモール名

の改称によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝３３店  ??・・住居表示が実施された
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場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が

ありました。 

＜平成２２年１０月度のデータ更新状況について＞・・総数６９件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝６店 ??・・６店すべて出張所の新設で、地域的には宮城、福

島嶋、新潟、福井、大阪、広島で各１店あり、種別ではスーパ

ー・デパートやショッピングセンター・ショッピングモール内

の出張所が５店、駅内の出張所が１店でした。 

・廃止店舗・出張所＝８店 ??・・３店が郵便窓口局、５店が出張所の廃止で、地域

的には東京が４店の他、千葉、富山、大阪、熊本に各１店でし

た。種別では、スーパー・デパート（３店）が多く、駅内（１

店）、大学内（１店）でした。 

・改称店舗・出張所＝２４店 ??・・ショッピングセンター・ショッピングモール名

の改称によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝２８店  ??・・住居表示が実施された

場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更等が

ありました。 

・その他＝３店 ??・・・座標点の修正、電話番号変更、小分類コード変更がありま

した。 

＜平成２２年７月度のデータ更新状況について＞・・総数３５件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝２２店 ??・・２２店すべて出張所の新設で、地域的には札幌

で１店、東北で２店、関東で 7 店、甲信越で 4店、東海・関西

で５店、中国・九州で３店あり、種別ではスーパー・デパート

やショッピングセンター・ショッピングモール内の出張所が８

店、大学構内の出張所が７店、駅内の出張所が５店と多数を占

めていました。 

・廃止店舗・出張所＝６店 ??・・６店すべて出張所の廃止で、地域的には東京で２

店、茨城、神奈川、金沢、広島に各１店でした。種別では、ス

ーパー・デパート（３店）が多く、市役所内（２店）、駅内（１

店）でした。 
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・改称店舗・出張所＝１店 ??・・大学名の改称によるものがありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝３店  ??・・住居表示が実施された場

合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更等があ

りました。 

・その他＝３店 ??・・・座標点の修正、ふりがな変更がありました。 

＜平成２２年４月度のデータ更新状況について＞・・総数１４件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝１店 ??・・出張所の新設が埼玉で１店あり、種別ではショッ

ピングモール内の出張所でした。 

・廃止店舗・出張所＝６店 ??・・出張所の廃止が６店あり、地域的には札幌、埼玉、

東京、名古屋で各１店、大阪で２各１店でした。種別では、ス

ーパー・デパート（４店）が多く、病院・駅内（各１店）でし

た。 

・改称店舗・出張所＝５店 ??・・ショッピングセンター・ショッピングモール名の

改称によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝２店  ??・・住居表示が実施された場

合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更等があ

りました。 

＜平成２２年１月度のデータ更新状況について＞・・総数２４件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝１店 ??・・出張所の新設で、千葉で１店あり、種別ではショ

ッピングモール内の出張所でした。 

・廃止店舗・出張所＝６店 ??・・６店すべて出張所の廃止で、地域的には札幌、仙

台に各１店、東京に１店、松山に３店でした。種別では、スー

パー・デパート（５店）が多く、駅内（１店）でした。 

・改称店舗・出張所＝１１店 ??・・ショッピングセンター・ショッピングモール名

の改称によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝４店  ??・・住居表示が実施された場

合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更等があ

りました。 

・その他＝２店 ??・・・再開が１店、座標の変更が１店ありました。 
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＜平成２１年１０月度のデータ更新状況について＞・・総数５８件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝７店 ??・・７店すべて出張所の新設で、地域的には札幌、仙

台、さいたま、名古屋、大阪、松山、熊本で各１店あり、種別

ではスーパー・デパートやショッピングセンター・ショッピン

グモール内の出張所が５店と多数を占めていました 

・廃止店舗・出張所＝７店 ??・・７店すべて出張所の廃止で、地域的には札幌に１

店、仙台に２店、関東に３店、名古屋に１店でした。種別では、

スーパー・デパート（５店）が多く、駅内（２店）でした。 

・改称店舗・出張所＝３７店 ??・・ショッピングセンター・ショッピングモール名

の改称によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝７店  ??・・住居表示が実施された場

合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更等があ

りました。 

＜平成２１年７月度のデータ更新状況について＞・・総数６７件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝２０店 ??・・２０店すべて出張所の新設で、地域的には札幌

で１店、仙台で２店、関東で８店、関西で７店、九州・沖縄で

２店あり、種別ではスーパー・デパートやショッピングセンタ

ー・ショッピングモール内の出張所が１５店と多数を占めてい

ました 

・廃止店舗・出張所＝２１店 ??・・２１店すべて出張所の廃止で、地域的には札幌

に３店、仙台に１店、関東に８店、関西に３店、九州に６店で

した。種別では、スーパー・デパート（１３店）が多く、駅内

（３店）、病院内（２店）、その他施設（３店）でした。 

・改称店舗・出張所＝２４店 ??・・ショッピングセンター・ショッピングモール名

の改称によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝２店  ??・・住居表示が実施された場

合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変更等があ

りました。 

＜平成２１年４月度のデータ更新状況について＞・・総数３６件の変動情報・・ 
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・新設店舗・出張所＝１０店 ??・・１０店すべて出張所の新設で、地域的には関東

で５店、関西で１店、四国で１店、九州で３店あり、種別では

スーパー・デパートやショッピングセンター・ショッピングモ

ール内の出張所が６店と多数を占めていました 

・廃止店舗・出張所＝１５店 ??・・１５店すべて出張所の廃止で、地域的には関東

に５店、中国・四国に６店が主でした。種別では、スーパー・

デパート（８店）が多く、駅内（２店）、病院内（２店）、そ

の他施設（３店）でした。 

・改称店舗・出張所＝５店 ??・・ショッピングセンター・ショッピングモール名の

改称によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝６店  ??・・①住居表示が実施された

場合 ②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整

理や耕地整理などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新

による場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変

更等が多くみられました。 

＜平成２１年１月度のデータ更新状況について＞・・総数７４件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝２４店 ??・・２４店すべて出張所の新設で、地域的には関東

で４店、関西で７店、九州で４店と多く、種別ではスーパー・

デパートやショッピングセンター・ショッピングモール内の出

張所が２１店と多く、その他、長崎空港内に１店新設されまし

た。 

・廃止店舗・出張所＝８店 ??・・８店すべて出張所の廃止で、地域的には東北・四

国・九州にそれぞれ２店ありました。種別では、スーパー・デ

パート（６店）が多く、駅内（１店）、その他施設（１店）で

した。 

・改称店舗・出張所＝３７店 ??・・ショッピングセンター・ショッピングモール名

の改称によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝２店  ??・・①住居表示が実施された

場合 ②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整
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理や耕地整理などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新

による場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変

更等が多くみられました。 

・その他＝３店 ??・・座標点の修正、一時閉鎖がありました。 

＜平成２０年１０月度のデータ更新状況について＞・・総数３１件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝７店 ??・・７店すべて出張所の新設で、地域的には宮城県で

３店と多く、種別ではすべてスーパー・デパートやショッピン

グセンター・ショッピングモール内の出張所でした。 

・廃止店舗・出張所＝９店 ??・・９店すべて出張所の廃止で、地域的には関東が４

店と多数を占めていました。種別では、スーパー・デパート（６

店）が多く、大学内（１店）、駅ビル内（１店）、その他施設

（１店）でした。 

・改称店舗・出張所＝４店 ??・・ショッピングセンター名の改称によるもの等があ

りました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝８店  ??・・①住居表示が実施された

場合 ②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画整

理や耕地整理などが実施された場合 ④通称・地区名等の更新

による場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の変

更等が多くみられました。 

・その他＝３店 ??・・座標点の修正等がありました。 

＜平成２０年７月度のデータ更新状況について＞・・総数１５３件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝４４店 ??・・４４店すべて出張所の新設で、地域的には関東

で１４店、関西１１店と多く、スーパー・デパートやショッピ

ングセンター・ショッピングモール内の出張所（３２店）が多

数を占めていました。 

・廃止店舗・出張所＝２９店 ??・・２９店すべて出張所の廃止で、地域的には関東

が８店、九州で５店が主でした。種別では、スーパー・デパー

ト（１３店）が多く、病院・医療センター（４店）が占めてい

ました。 
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・改称店舗・出張所＝５１店 ??・・ショッピングセンター名の改称によるもの等が

ありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝２５店  ??・・①住居表示が実施され

た場合 ②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画

整理や耕地整理などが実施された場合 ④通称・地区名等の更

新による場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の

変更等が多くみられました。 

＊ その他、地区名の消滅、補足住所の補完、ビル・店名改称に伴う変更等 

１６局の更新を実施 

・その他＝４店 ??・・座標点の修正等がありました。 

＜平成２０年４月度のデータ更新状況について＞・・総数１５５件の変動情報・・ 

・新設店舗・出張所＝０店 ??・・今回が初回のため、新設された店舗・出張所は１

店もありませんでした。 

・廃止店舗・出張所＝２７店 ??・・２７店すべて出張所の廃止で、地域的には関東

が１１店、九州で７店でした。種別では、大学（５店）が多く、

病院（４店）、スーパー・デパート（４店）が占めていました。 

・改称店舗・出張所＝５２店 ??・・ショッピングセンター名の改称、店舗・出張所

の場所移動によるもの等がありました。 

・所在地住所が変更となった店舗・出張所＝３７店  ??・・①住居表示が実施され

た場合 ②町名変更・地番変更が実施された場合 ③土地区画

整理や耕地整理などが実施された場合 ④通称・地区名等の更

新による場合、および、店舗移設（建替え含む）に伴う地番の

変更等が多くみられました。 

・その他＝３９店 ??・・一時閉鎖等がありました。 


