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6）イオン旭川西店
〒070-0823 北海道旭川市緑町23-2161-3
TEL.0166-59-7800
❶平成16年4月28日  ♤3,074台  ※Ｈ＆ＢＣ売
場を併設

7）イオン釧路昭和店
〒084-0910 北海道釧路市昭和中央4-18-1
TEL.0154-55-7711
♤3,200台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
8）イオン苫小牧店
〒053-0053 北海道苫小牧市柳町3-1-20
TEL.0144-51-3100
❶平成17年3月1日  ♤3,700台  ※Ｈ＆ＢＣ売
場を併設

9）イオン札幌西岡店
〒062-0033 北海道札幌市豊平区西岡三条3-4-1
TEL.011-856-1000
❶平成22年5月28日  ❷永井 文貴  ❺8,757.6坪  
❼1,065.2坪  ♤880台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
10）イオン札幌藻岩店
〒005-0802 北海道札幌市南区川沿二条2-1-1
TEL.011-571-3100
♤1,098台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
11）イオン江別店
〒069-0812 北海道江別市幸町35
TEL.011-384-3100
♤1,470台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
12）イオン千歳店
〒066-0061 北海道千歳市栄町6-51
TEL.0123-24-3100
♤1,157台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
13）イオン岩見沢店
〒068-0854 北海道岩見沢市大和四条8-1
TEL.0126-33-6100
♤1,500台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
14）イオン小樽店
〒047-0008 北海道小樽市築港11-6
TEL.0134-21-3100
♤2,031台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
15）イオン余市店
〒046-0003 北海道余市郡余市町黒川町12-62-1
TEL.0135-23-2527
♤550台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
16）イオン伊達店
〒052-0021 北海道伊達市末永町8-1
TEL.0142-21-3100
♤416台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
17）イオン室蘭店
〒050-0083 北海道室蘭市東町2-4-32
TEL.0143-45-1414
♤517台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
18）イオン登別店
〒059-0026 北海道登別市若山町4-33-1
TEL.0143-82-3000
♤1,038台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
19）イオン静内店
〒056-0026 北海道日高郡新ひだか町静内末広
町2-2-1
TEL.0146-42-3100
♤700台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
20）イオン根室店
〒087-0041 北海道根室市常盤町3-9

㈱アークス
（スーパーマーケット）
【代表者】横山 清（代表取締役社長）
【本社】〒064-8610 北海道札幌市中央区南13条
西11-2-32
TEL.011-530-1000
【URL】http://www.arcs-g.co.jp/
【設立】昭和36年10月28日
【資本金】200億円
【出身業種】小売業（スーパーチェーン）
【関係会社／フランチャイズ】㈱ラルズ, ㈱ユ
ニバース, ㈱福原, ㈱道北アークス, ㈱東光ス
トア, ㈱道南ラルズ, ㈱道東ラルズ, ㈱篠原商
店, ㈱ジョイス, ㈱エルディ , ㈱イワイ, ㈱ベル
プラス
【年商高】（平成27年2月（連結）決算）
全体：4,703億1,000万円（103.5%）
【経常利益】（平成27年2月（連結）決算）
全体：142億9,000万円（97.3%）
【店舗数】全体：319店
※2002年11月、㈱ラルズから商号変更し、持株
会社に移行。※2009年10月30日、㈱札幌東急ス
トア（現㈱東光ストア）を完全子会社化。※
2011年10月21日、㈱ユニバースを完全子会社
化。※2011年11月9日、㈱篠原商店を完全子会
社化。※2012年9月1日、㈱ジョイスを完全子会
社化。※2014年9月1日、㈱ベルプラスを完全子
会社化。

イオン北海道㈱
（ビッグ・スーパー）
【代表者】星野 三郎（代表取締役社長）
【本社】〒003-0026 北海道札幌市白石区本通21
丁目南1-10
TEL.011-865-4120　FAX.011-865-4131
【URL】http://www.aeon-hokkaido.jp/
【設立】昭和53年4月5日
【資本金】61億43万円
【取引銀行】北洋銀行, 三井住友信託銀行
【関係会社／フランチャイズ】イオン㈱
【主な取引先】イオンリテール㈱, イオントッ
プバリュ㈱, イオン商品調達㈱
【年商高】（平成27年2月決算）
全体：1,561億8,200万円（100%）
【経常利益】（平成27年2月決算）
全体：77億6,500万円（94%）
【店舗数】全体：76店
ＳＭ：34店
Su.C：3店
ビッグ･スーパー：38店
自転車：1店
【主力部門】食料品
【店舗所在県名】北海道
※2003年11月、イオン㈱と業務資本提携。※

2007年4月23日、イオン㈱が子会社化。※2007
年8月21日、イオン㈱から北海道の11店舗を承
継。同日、㈱ポスフールから商号変更。※2015
年9月1日、㈱ダイエーから北海道地区のGMS
等16店舗を承継。
【店舗概要】

スーパーセンター（ＳＭ出身）

1）イオンスーパーセンター三笠店
〒068-2165 北海道三笠市岡山1059-1
TEL.01267-4-5100
❶平成17年4月10日  ❼6,682坪  ♤2,000台  ※
Ｈ＆ＢＣ売場を併設

2）イオンスーパーセンター石狩緑苑台店
〒061-3230 北海道石狩市緑苑台中央1-2
TEL.0133-75-9800
♤1,600台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
3）イオンスーパーセンター手稲山口店
〒006-0861 北海道札幌市手稲区明日風6-1-1
TEL.011-699-8201
❶平成18年4月28日  ❺20,402坪  ❻5,765坪  
❼3,405坪  ♤1,300台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
自転車

1）イオンバイク北見店
〒090-0051 北海道北見市高栄東町1-11-5
TEL.0157-69-8585
❶平成25年3月15日  ❼150坪
2）イオンバイク札幌平岡店
〒004-0872 北海道札幌市清田区平岡二条
5-2-65
TEL.011-887-3636
❶平成25年3月23日  ❼148坪
3）イオンバイク苫小牧店
〒053-0053 北海道苫小牧市柳町3-1-20
TEL.0144-51-3100
❶平成27年3月7日
ビッグ・スーパー

1）イオン札幌桑園店
〒060-0008 北海道札幌市中央区北八条西
14-28
TEL.011-204-7200
❶平成14年10月25日  ♤950台  ∩平成24年6
月29日  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
2）イオン札幌元町店
〒065-0031 北海道札幌市東区北31条東15-1-1
TEL.011-750-5200
❶平成14年6月22日  ♤1,595台  ∩平成26年3
月15日  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
3）イオン札幌苗穂店
〒007-0802 北海道札幌市東区東苗穂二条3-1-1
TEL.011-780-7600
❶平成15年6月25日  ♤2,000台  ※Ｈ＆ＢＣ売
場を併設

4）イオン札幌発寒店
〒063-0828 北海道札幌市西区発寒八条12-1-1
TEL.011-669-5000
❶平成18年10月26日  ♤2,399台  ※Ｈ＆ＢＣ
売場を併設

5）イオン札幌平岡店
〒004-0873 北海道札幌市清田区平岡三条5-3-1
TEL.011-889-5001
♤4,000台  ∩平成24年5月25日  ※Ｈ＆ＢＣ売
場を併設
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dounan_ralse/
【設立】平成10年9月30日
【資本金】4億8,000万円
【関係会社／フランチャイズ】㈱アークス, ㈱
ラルズ
【店舗数】全体：17店
ＳＭ：16店
ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｽｰﾊﾟｰ：1店
【店舗概要】

ディスカウントスーパー

1）ビッグハウスアドマーニ
〒041-0806 北海道函館市美原3-13-15
TEL.0138-47-5000　FAX.0138-47-5200
❷五十嵐 啓文  ⊇平成16年12月

㈱道北アークス
（スーパーマーケット）
【代表者】六車 亮（代表取締役社長）
【本社】〒079-8585 北海道旭川市流通団地一条
1-33-1
TEL.0166-47-2818　FAX.0166-48-8987
【URL】http://www.arcs-g.co. jp/group/
douhoku_arcs/
【設立】昭和40年5月22日
【資本金】7億8,117万円
【関係会社／フランチャイズ】㈱アークス
【店舗数】全体：37店
ＳＭ：33店
ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｽｰﾊﾟｰ：4店
※2002年6月、ホームセンター事業から撤退。
※2004年10月、㈱アークスが完全子会社化。※
2012年7月1日、㈱道北ラルズを吸収合併。同
日、㈱ふじから商号変更。
【店舗概要】

ディスカウントスーパー

1）ビッグハウス東光店
〒078-8350 北海道旭川市東光十条7-1-33
TEL.0166-35-1717　FAX.0166-32-8345
∩平成18年3月24日
2）ビッグハウスイーストタウン店
〒073-0024 北海道滝川市東町2-44-8
TEL.0125-22-1515　FAX.0125-22-1123
❶平成15年11月  ❷碇 健二
3）ビッグハウス士別店
〒095-0014 北海道士別市東四条8
TEL.0165-23-3181　FAX.0165-23-3169
❷稲垣 浩  ∩平成17年8月26日
4）ビッグハウス深川店
〒074-0022 北海道深川市北光町3-6-8
TEL.0164-26-0085　FAX.0164-22-3511
❶平成17年10月28日  ❷太田 学  ♤100台

㈱道北ラルズ
（スーパーマーケット）
【本社】北海道旭川市
※2012年7月1日、㈱ふじに吸収合併。同日、存
続会社である㈱ふじの商号を㈱道北アークス
に変更。

㈱福原
（スーパーマーケット）
【代表者】福原 郁治（代表取締役社長）

TEL.0153-24-6111
♤160台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
21）イオン厚岸店
〒088-1128 北海道厚岸郡厚岸町港町1-39
TEL.0153-52-7141
♤108台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
22）イオン釧路店
〒088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木1-1-7
TEL.0154-36-3111
♤2,400台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
23）イオン帯広店
〒080-0014 北海道帯広市西四条南20-1
TEL.0155-24-3100
♤1,623台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
24）イオン北見店
〒090-0052 北海道北見市北進町1-1-1
TEL.0157-66-3100
♤1,585台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
25）イオン紋別店
〒094-0015 北海道紋別市花園町3-4-39
TEL.0158-24-3100
♤700台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
26）イオン旭川永山店
〒079-8413 北海道旭川市永山三条12-2-11
TEL.0166-47-7111
♤1,055台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を併設
27）イオン旭川春光店
〒070-0902 北海道旭川市春光町10
TEL.0166-55-3100
♤757台  ∩平成26年3月1日  ※Ｈ＆ＢＣ売場
を併設

28）イオン名寄店
〒096-0071 北海道名寄市徳田80-1
TEL.01654-9-5000
❶平成20年4月  ♤1,400台  ※Ｈ＆ＢＣ売場を
併設

29）イオン旭川駅前店
〒070-0030 北海道旭川市宮下通7-2-5
TEL.0166-21-4100
❶平成27年3月27日  ♤900台  ※Ｈ＆ＢＣ売
場を併設

30）イオン札幌麻生店
〒001-0039 北海道札幌市北区北三十九条西
4-1-5
TEL.011-709-2111
♤570台  ∪平成27年9月1日  ※旧㈱ダイエー
の店

31）イオン札幌栄町店
〒007-0842 北海道札幌市東区北四十二条東
16-1-5
TEL.011-781-1147
❶平成3年6月13日  ❼774坪  ♤600台  ∪平成
27年9月1日  ※旧㈱ダイエーの店
32）イオン東札幌店
〒003-0003 北海道札幌市白石区東札幌三条
2-1
TEL.011-824-3161
❼2,780坪  ♤744台  ∪平成27年9月1日  ※旧
㈱ダイエーの店

33）イオン札幌琴似店
〒063-0812 北海道札幌市西区琴似二条4-2-2
TEL.011-644-0011
♤210台  ∪平成27年9月1日  ※旧㈱ダイエー

の店

34）イオン新さっぽろ店
〒004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央二条
5-7-1
TEL.011-892-5121
∪平成27年9月1日  ※旧㈱ダイエーの店
35）イオン湯川店
〒042-0932 北海道函館市湯川町3-14-5
TEL.0138-57-1311
❶昭和56年  ♤400台  ∪平成27年9月1日  ※
旧㈱ダイエーの店

36）イオン滝川店
〒073-0024 北海道滝川市東町2-25-3
TEL.0125-24-4711
♤975台  ∪平成27年9月1日  ※旧㈱ダイエー
の店

37）イオン上磯店
〒049-0111 北海道北斗市七重浜4-44-1
TEL.0138-49-8188
♤2,000台  ∪平成27年9月1日  ※旧㈱ダイ
エーの店

㈱カウボーイ
（スーパーセンター）
【本社】北海道札幌市東区
※2010年1月21日、㈱トライアルカンパニーに
吸収合併。

㈱道東ラルズ
（スーパーマーケット）
【代表者】渡邊 友則（代表取締役社長）
【本社】〒090-0056 北海道北見市卸町3-3-3
TEL.0157-36-5121　FAX.0157-36-5125
【URL】http://www.arcs-g.co. jp/group/
doutou_ralse/
【設立】昭和34年12月25日
【資本金】4億5,000万円
【関係会社／フランチャイズ】㈱アークス, ㈱
ラルズ
【店舗数】全体：11店
ＳＭ：9店
ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｽｰﾊﾟｰ：2店
【店舗概要】

ディスカウントスーパー

1）ビッグハウス小泉店
〒090-0001 北海道北見市小泉209-3
TEL.0157-26-1010　FAX.0157-26-1631
❶平成5年4月8日  ❷成田 修  ❼519.3坪  ♤
250台
2）ビッグハウスメッセ店
〒090-0837 北海道北見市中央三輪5-423-5
TEL.0157-36-3977　FAX.0157-66-5211
❶平成10年6月19日  ❷小林 尚  ❼513.5坪  ♤
1,050台

㈱道南ラルズ
（スーパーマーケット）
【代表者】土手 光三（代表取締役社長）
【本社】〒041-0821 北海道函館市港町1-2-1ポー
ルスター SC B棟内
TEL.0138-40-2200　FAX.0138-40-2208
【URL】http://www.arcs-g.co. jp/group/
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