
平成26年商業統計メッシュデータ 収録項目一覧 
 

ファイル名とデータ内容 

No ファイル名 データ内容 項目数 

1 商業統計2014メッシュ1km規模別 

1kmメッシュコードごとに、従業者規模別・年間販売額階

級別・売場面積規模別・事業所の開設年別・買回品最寄品

業種別の事業所数・年間販売額・売場面積等を収録 

64項目 

2 商業統計2014メッシュ1km産業別 
1kmメッシュコードごとに、産業中分類及び小分類別の事

業所数・年間販売額・売場面積等を収録 
110項目 

3 商業統計2014メッシュ1km業態別 
1kmメッシュコードごとに、業態分類別の事業所数・年間

販売額・売場面積等を収録 
94項目 

4 商業統計2014メッシュ500m集計表 

500mメッシュコードごとに、小売業規模別・小売業産業

分類別小売業業態分類別の事業所数・年間販売額・売場面

積等を収録 

76項目 

 

※ フィールド名はMapInfo等のGISソフトウェアで利用しやすいよう30バイト以下になるように調整しています。 

正式な名称は指標名欄をご参照ください。 

※ タイプ欄の「文字列」は文字列型を、「整数値」は整数型を表します。 

※ 秘匿状況欄の「秘匿」は集計値に秘匿値（「-1」を格納）が含まれていることを表し、「非公表」は秘匿措置の結果、 

情報開示箇所が3次メッシュ区画総数の2%に満たない等の場合に当該フィールド全体を非公表としたものを表します。 

 

  



1．1kmメッシュ規模別 

No. フィールド名 タイプ 指標名 秘匿状況 

1 メッシュコード 文字列 1kmメッシュコード(3次メッシュ)  

2 卸売業計事業所数 整数値 卸売業計：事業所数  

3 卸売業計従業者数 整数値 卸売業計：従業者数  

4 卸売業計年間販売額 整数値 卸売業計：年間販売額(百万円) 秘匿 

5 小売業計事業所数 整数値 小売業計：事業所数  

6 小売業計従業者数 整数値 小売業計：従業者数  

7 小売業計年間販売額 整数値 小売業計：年間販売額(百万円) 秘匿 

8 小売業計売場面積 整数値 小売業計：売場面積(百㎡) 秘匿 

9 従業者規模4人以下事業所数 整数値 従業者規模別：従業者4人以下事業所数  

10 従業者規模4人以下販売額 整数値 従業者規模別：従業者4人以下年間販売額(百万円) 秘匿 

11 従業者規模5～29人事業所数 整数値 従業者規模別：従業者5～29人以下事業所数  

12 従業者規模5～29人販売額 整数値 従業者規模別：従業者5～29人以下年間販売額(百万円) 秘匿 

13 従業者規模30～49人事業所数 整数値 従業者規模別：従業者30～49人以下事業所数  

14 従業者規模30～49人販売額 整数値 従業者規模別：従業者30～49人以下年間販売額(百万円) 非公表 

15 従業者規模50人以上事業所数 整数値 従業者規模別：従業者50人以上事業所数  

16 従業者規模50人以上販売額 整数値 従業者規模別：従業者50人以上年間販売額(百万円) 非公表 

17 販売額200万円未満事業所数 整数値 年間販売額階級別：年間販売額200万円未満事業所数  

18 販売額200万円未満販売額 整数値 年間販売額階級別：年間販売額200万円未満年間販売額(百万円) 秘匿 

19 販売額200万円未満売場面積 整数値 年間販売額階級別：年間販売額200万円未満売場面積(百㎡) 秘匿 

20 販売額200万～2千万円未満事業所 整数値 年間販売額階級別：年間販売額200～2,000万円未満事業所数  

21 販売額200万～2千万円未満販売額 整数値 年間販売額階級別：年間販売額200～2,000万円未満年間販売額(百万円) 秘匿 

22 販売額200万～2千万円未満売面積 整数値 年間販売額階級別：年間販売額200～2,000万円未満売場面積(百㎡) 秘匿 

23 販売額2千万～1億円未満事業所数 整数値 年間販売額階級別：年間販売額2,000～1億円未満事業所数  

24 販売額2千万～1億円未満販売額 整数値 年間販売額階級別：年間販売額2,000～1億円未満年間販売額(百万円) 秘匿 

25 販売額2千万～1億円未満売場面積 整数値 年間販売額階級別：年間販売額2,000～1億円未満売場面積(百㎡) 秘匿 

26 販売額1億円以上事業所数 整数値 年間販売額階級別：年間販売額1億円以上事業所数  

27 販売額1億円以上販売額 整数値 年間販売額階級別：年間販売額1億円以上年間販売額(百万円) 秘匿 

28 販売額1億円以上売場面積 整数値 年間販売額階級別：年間販売額1億円以上売場面積(百㎡) 秘匿 

29 売場面積20㎡未満事業所数 整数値 売場面積規模別：20㎡未満事業所数  

30 売場面積20㎡未満販売額 整数値 売場面積規模別：20㎡未満年間販売額(百万円) 秘匿 

31 売場面積20㎡未満売場面積 整数値 売場面積規模別：20㎡未満売場面積(百㎡) 秘匿 

32 売場面積20～50㎡未満事業所数 整数値 売場面積規模別：20㎡～50㎡未満事業所数  

33 売場面積20～50㎡未満販売額 整数値 売場面積規模別：20㎡～50㎡未満年間販売額(百万円) 秘匿 

34 売場面積20～50㎡未満売場面積 整数値 売場面積規模別：20㎡～50㎡未満売場面積(百㎡) 秘匿 

35 売場面積50～500㎡未満事業所数 整数値 売場面積規模別：50㎡～500㎡未満事業所数  

36 売場面積50～500㎡未満販売額 整数値 売場面積規模別：50㎡～500㎡未満年間販売額(百万円) 秘匿 

37 売場面積50～500㎡未満売場面積 整数値 売場面積規模別：50㎡～500㎡未満売場面積(百㎡) 秘匿 

38 売場面積500～1500㎡未満事業所 整数値 売場面積規模別：500㎡～1,500㎡未満事業所数  

39 売場面積500～1500㎡未満販売額 整数値 売場面積規模別：500㎡～1,500㎡未満年間販売額(百万円) 秘匿 

40 売場面積500～1500㎡未満売面積 整数値 売場面積規模別：500㎡～1,500㎡未満売場面積(百㎡) 秘匿 

41 売場面積1500～3000㎡未満事業所 整数値 売場面積規模別：1,500㎡～3,000㎡未満事業所数  

42 売場面積1500～3000㎡未満販売額 整数値 売場面積規模別：1,500㎡～3,000㎡未満年間販売額(百万円) 非公表 

43 売場面積1500～3000㎡未満売面積 整数値 売場面積規模別：1,500㎡～3,000㎡未満売場面積(百㎡) 非公表 

44 売場面積3000㎡以上事業所数 整数値 売場面積規模別：3,000㎡以上事業所数  

45 売場面積3000㎡以上販売額 整数値 売場面積規模別：3,000㎡以上年間販売額(百万円) 非公表 

46 売場面積3000㎡以上売場面積 整数値 売場面積規模別：3,000㎡以上売場面積(百㎡) 非公表 

47 開設昭和59年以前事業所数 整数値 事業所の開設年：昭和59年以前事業所数  

48 開設昭和60年～平成6年事業所数 整数値 事業所の開設年：昭和60年～平成6年事業所数  

49 開設平成7年～平成16年事業所数 整数値 事業所の開設年：平成7年～平成16年事業所数  

50 開設平成17年～平成23年事業所数 整数値 事業所の開設年：平成17年～平成23年事業所数  

51 開設平成24年～平成26年事業所数 整数値 事業所の開設年：平成24年～平成26年事業所数  

52 開設年不詳事業所数 整数値 事業所の開設年：開設年不詳事業所数  

53 買回品業種事業所数 整数値 買回品最寄品業種別：買回品業種事業所数  

54 買回品業種販売額 整数値 買回品最寄品業種別：買回品業種年間販売額(百万円) 秘匿 

55 買回品業種売場面積 整数値 買回品最寄品業種別：買回品業種売場面積(百㎡) 秘匿 

56 最寄業種事業所数 整数値 買回品最寄品業種別：最寄業種事業所数  

57 最寄業種販売額 整数値 買回品最寄品業種別：最寄業種年間販売額(百万円) 秘匿 

58 最寄業種売場面積 整数値 買回品最寄品業種別：最寄業種売場面積(百㎡) 秘匿 



No. フィールド名 タイプ 指標名 秘匿状況 

59 各種商品小売業事業所数 整数値 買回品最寄品業種別：各種商品小売業事業所数  

60 各種商品小売業販売額 整数値 買回品最寄品業種別：各種商品小売業年間販売額(百万円) 非公表 

61 各種商品小売業売場面積 整数値 買回品最寄品業種別：各種商品小売業売場面積(百㎡) 非公表 

62 その他の業種事業所数 整数値 買回品最寄品業種別：その他の業種事業所数  

63 その他の業種販売額 整数値 買回品最寄品業種別：その他の業種年間販売額(百万円) 非公表 

64 その他の業種売場面積 整数値 買回品最寄品業種別：その他の業種売場面積(百㎡) 非公表 

  



2．1kmメッシュ産業別 

No. フィールド名 タイプ 指標名 秘匿状況 

1 メッシュコード 文字列 1kmメッシュコード(3次メッシュ)  

2 小売業計事業所数 整数値 小売業計：事業所数  

3 小売業計年間販売額 整数値 小売業計：年間販売額(百万円) 秘匿 

4 小売業計売場面積 整数値 小売業計：売場面積(百㎡) 秘匿 

5 各種商品小売業事業所数 整数値 56 各種商品小売業：事業所数  

6 各種商品小売業販売額 整数値 56 各種商品小売業：年間販売額(百万円) 秘匿 

7 各種商品小売業売場面積 整数値 56 各種商品小売業：売場面積(百㎡) 秘匿 

8 織物・衣服・身回品小売事業所数 整数値 57 織物・衣類・身の回り品小売業：事業所数  

9 織物・衣服・身回品小売販売額 整数値 57 織物・衣類・身の回り品小売業：年間販売額(百万円) 秘匿 

10 織物・衣服・身回品小売売場面積 整数値 57 織物・衣類・身の回り品小売業：売場面積(百㎡) 秘匿 

11 飲食料品小売業事業所数 整数値 58 飲食料品小売業：事業所数  

12 飲食料品小売業販売額 整数値 58 飲食料品小売業：年間販売額(百万円) 秘匿 

13 飲食料品小売業売場面積 整数値 58 飲食料品小売業：売場面積(百㎡) 秘匿 

14 機械器具小売業事業所数 整数値 59 機械器具小売業：事業所数  

15 機械器具小売業販売額 整数値 59 機械器具小売業：年間販売額(百万円) 秘匿 

16 機械器具小売業売場面積 整数値 59 機械器具小売業：売場面積(百㎡) 秘匿 

17 その他の小売業事業所数 整数値 60 その他の小売業：事業所数  

18 その他の小売業販売額 整数値 60 その他の小売業：年間販売額(百万円) 秘匿 

19 その他の小売業売場面積 整数値 60 その他の小売業：売場面積(百㎡) 秘匿 

20 無店舗小売業事業所数 整数値 61 無店舗小売業：事業所数  

21 無店舗小売業販売額 整数値 61 無店舗小売業：年間販売額(百万円) 秘匿 

22 無店舗小売業売場面積 整数値 61 無店舗小売業：売場面積(百㎡)  

23 百貨店、総合スーパー事業所数 整数値 561 百貨店、総合スーパー：事業所数  

24 百貨店、総合スーパー販売額 整数値 561 百貨店、総合スーパー：年間販売額(百万円) 非公表 

25 百貨店、総合スーパー売場面積 整数値 561 百貨店、総合スーパー：売場面積(百㎡) 非公表 

26 その他各種商品小売業事業所数 整数値 569 その他の各種商品小売業：事業所数  

27 その他各種商品小売業販売額 整数値 569 その他の各種商品小売業：年間販売額(百万円) 非公表 

28 その他各種商品小売業売場面積 整数値 569 その他の各種商品小売業：売場面積(百㎡) 非公表 

29 呉服・服地・寝具小売事業所数 整数値 571 呉服・服地・寝具小売業：事業所数  

30 呉服・服地・寝具小売販売額 整数値 571 呉服・服地・寝具小売業：年間販売額(百万円) 非公表 

31 呉服・服地・寝具小売売場面積 整数値 571 呉服・服地・寝具小売業：売場面積(百㎡) 非公表 

32 男子服小売業事業所数 整数値 572 男子服小売業：事業所数  

33 男子服小売業販売額 整数値 572 男子服小売業：年間販売額(百万円) 非公表 

34 男子服小売業売場面積 整数値 572 男子服小売業：売場面積(百㎡) 非公表 

35 婦人・子供服小売業事業所数 整数値 573 婦人・子供服小売業：事業所数  

36 婦人・子供服小売業販売額 整数値 573 婦人・子供服小売業：年間販売額(百万円) 秘匿 

37 婦人・子供服小売業売場面積 整数値 573 婦人・子供服小売業：売場面積(百㎡) 秘匿 

38 靴・履物小売業事業所数 整数値 574 靴・履物小売業：事業所数  

39 靴・履物小売業販売額 整数値 574 靴・履物小売業：年間販売額(百万円) 非公表 

40 靴・履物小売業売場面積 整数値 574 靴・履物小売業：売場面積(百㎡) 非公表 

41 他織物衣服身回品小売業事業所数 整数値 579 その他の織物・衣服・身の回り品小売業：事業所数  

42 他織物衣服身回品小売業販売額 整数値 579 その他の織物・衣服・身の回り品小売業：年間販売額(百万円) 秘匿 

43 他織物衣服身回品小売業売場面積 整数値 579 その他の織物・衣服・身の回り品小売業：売場面積(百㎡) 秘匿 

44 各種食料品小売業事業所数 整数値 581 各種食料品小売業：事業所数  

45 各種食料品小売業販売額 整数値 581 各種食料品小売業：年間販売額(百万円) 非公表 

46 各種食料品小売業売場面積 整数値 581 各種食料品小売業：売場面積(百㎡) 非公表 

47 野菜・果実小売業事業所数 整数値 582 野菜・果実小売業：事業所数  

48 野菜・果実小売業販売額 整数値 582 野菜・果実小売業：年間販売額(百万円) 非公表 

49 野菜・果実小売業売場面積 整数値 582 野菜・果実小売業：売場面積(百㎡) 非公表 

50 食肉小売業事業所数 整数値 583 食肉小売業：事業所数  

51 食肉小売業販売額 整数値 583 食肉小売業：年間販売額(百万円) 非公表 

52 食肉小売業売場面積 整数値 583 食肉小売業：売場面積(百㎡) 非公表 

53 鮮魚小売業事業所数 整数値 584 鮮魚小売業：事業所数  

54 鮮魚小売業販売額 整数値 584 鮮魚小売業：年間販売額(百万円) 非公表 

55 鮮魚小売業売場面積 整数値 584 鮮魚小売業：売場面積(百㎡) 非公表 

56 酒小売業事業所数 整数値 585 酒小売業：事業所数  

57 酒小売業販売額 整数値 585 酒小売業：年間販売額(百万円) 秘匿 

58 酒小売業売場面積 整数値 585 酒小売業：売場面積(百㎡) 秘匿 



No. フィールド名 タイプ 指標名 秘匿状況 

59 菓子・パン小売業事業所数 整数値 586 菓子・パン小売業：事業所数  

60 菓子・パン小売業販売額 整数値 586 菓子・パン小売業：年間販売額(百万円) 秘匿 

61 菓子・パン小売業売場面積 整数値 586 菓子・パン小売業：売場面積(百㎡) 秘匿 

62 その他の飲食料品小売業事業所数 整数値 589 その他の飲食料品小売業：事業所数  

63 その他の飲食料品小売業販売額 整数値 589 その他の飲食料品小売業：年間販売額(百万円) 秘匿 

64 その他の飲食料品小売業売場面積 整数値 589 その他の飲食料品小売業：売場面積(百㎡) 秘匿 

65 自動車小売業事業所数 整数値 591 自動車小売業：事業所数  

66 自動車小売業販売額 整数値 591 自動車小売業：年間販売額(百万円) 秘匿 

67 自動車小売業売場面積 整数値 591 自動車小売業：売場面積(百㎡) 秘匿 

68 自転車小売業事業所数 整数値 592 自転車小売業：事業所数  

69 自転車小売業販売額 整数値 592 自転車小売業：年間販売額(百万円) 非公表 

70 自転車小売業売場面積 整数値 592 自転車小売業：売場面積(百㎡) 非公表 

71 自動車自転車除く機械器具事業所 整数値 593 機械器具小売業(自動車、自転車を除く)：事業所数  

72 自動車自転車除く機械器具販売額 整数値 593 機械器具小売業(自動車、自転車を除く)：年間販売額(百万円) 秘匿 

73 自動車自転車除く機械器具売面積 整数値 593 機械器具小売業(自動車、自転車を除く)：売場面積(百㎡) 秘匿 

74 家具・建具・畳小売業事業所数 整数値 601 家具・建具・畳小売業：事業所数  

75 家具・建具・畳小売業販売額 整数値 601 家具・建具・畳小売業：年間販売額(百万円) 非公表 

76 家具・建具・畳小売業売場面積 整数値 601 家具・建具・畳小売業：売場面積(百㎡) 非公表 

77 じゅう器小売業事業所数 整数値 602 じゅう器小売業：事業所数  

78 じゅう器小売業販売額 整数値 602 じゅう器小売業：年間販売額(百万円) 非公表 

79 じゅう器小売業売場面積 整数値 602 じゅう器小売業：売場面積(百㎡) 非公表 

80 医薬品・化粧品小売業事業所数 整数値 603 医薬品・化粧品小売業：事業所数  

81 医薬品・化粧品小売業販売額 整数値 603 医薬品・化粧品小売業：年間販売額(百万円) 秘匿 

82 医薬品・化粧品小売業売場面積 整数値 603 医薬品・化粧品小売業：売場面積(百㎡) 秘匿 

83 農耕用品小売業事業所数 整数値 604 農耕用品小売業：事業所数  

84 農耕用品小売業販売額 整数値 604 農耕用品小売業：年間販売額(百万円) 非公表 

85 農耕用品小売業売場面積 整数値 604 農耕用品小売業：売場面積(百㎡) 非公表 

86 燃料小売業事業所数 整数値 605 燃料小売業：事業所数  

87 燃料小売業販売額 整数値 605 燃料小売業：年間販売額(百万円) 秘匿 

88 燃料小売業売場面積 整数値 605 燃料小売業：売場面積(百㎡) 秘匿 

89 書籍・文房具小売業事業所数 整数値 606 書籍・文房具小売業：事業所数  

90 書籍・文房具小売業販売額 整数値 606 書籍・文房具小売業：年間販売額(百万円) 秘匿 

91 書籍・文房具小売業売場面積 整数値 606 書籍・文房具小売業：売場面積(百㎡) 秘匿 

92 スポーツ玩具娯楽楽器小売事業所 整数値 607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業：事業所数  

93 スポーツ玩具娯楽楽器小売販売額 整数値 607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業：年間販売額(百万円) 秘匿 

94 スポーツ玩具娯楽楽器小売面積 整数値 607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業：売場面積(百㎡) 秘匿 

95 写真機時計眼鏡小売業事業所数 整数値 608 写真機・時計・眼鏡小売業：事業所数  

96 写真機時計眼鏡小売業販売額 整数値 608 写真機・時計・眼鏡小売業：年間販売額(百万円) 秘匿 

97 写真機時計眼鏡小売業売場面積 整数値 608 写真機・時計・眼鏡小売業：売場面積(百㎡) 秘匿 

98 他に分類されない小売業事業所数 整数値 609 他に分類されない小売業：事業所数  

99 他に分類されない小売業販売額 整数値 609 他に分類されない小売業：年間販売額(百万円) 秘匿 

100 他に分類されない小売業売場面積 整数値 609 他に分類されない小売業：売場面積(百㎡) 秘匿 

101 通信販売訪問販売小売業事業所数 整数値 611 通信販売・訪問販売小売業：事業所数  

102 通信販売訪問販売小売業販売額 整数値 611 通信販売・訪問販売小売業：年間販売額(百万円) 非公表 

103 通信販売訪問販売小売業売場面積 整数値 611 通信販売・訪問販売小売業：売場面積(百㎡) 非公表 

104 自動販売機による小売業事業所数 整数値 612 自動販売機による小売業：事業所数  

105 自動販売機による小売業販売額 整数値 612 自動販売機による小売業：年間販売額(百万円) 非公表 

106 自動販売機による小売業売場面積 整数値 612 自動販売機による小売業：売場面積(百㎡) 非公表 

107 その他の無店舗小売業事業所数 整数値 619 その他の無店舗小売業：事業所数  

108 その他の無店舗小売業販売額 整数値 619 その他の無店舗小売業：年間販売額(百万円) 非公表 

109 その他の無店舗小売業売場面積 整数値 619 その他の無店舗小売業：売場面積(百㎡) 非公表 

  



3．1kmメッシュ業態別 

No. フィールド名 タイプ 指標名 秘匿状況 

1 メッシュコード 文字列 1kmメッシュコード(3次メッシュ)  

2 業態別計事業所数 整数値 業態別全体：事業所数  

3 業態別計年間商品販売額 整数値 業態別全体：年間販売額(百万円) 秘匿 

4 業態別計売場面積 整数値 業態別全体：売場面積(百㎡) 秘匿 

5 百貨店事業所数 整数値 百貨店：事業所数  

6 百貨店販売額 整数値 百貨店：年間販売額(百万円) 非公表 

7 百貨店売場面積 整数値 百貨店：売場面積(百㎡) 非公表 

8 大型百貨店事業所数 整数値 大型百貨店：事業所数  

9 大型百貨店販売額 整数値 大型百貨店：年間販売額(百万円) 非公表 

10 大型百貨店売場面積 整数値 大型百貨店：売場面積(百㎡) 非公表 

11 その他の百貨店事業所数 整数値 その他の百貨店：事業所数  

12 その他の百貨店販売額 整数値 その他の百貨店：年間販売額(百万円) 非公表 

13 その他の百貨店売場面積 整数値 その他の百貨店：売場面積(百㎡) 非公表 

14 総合スーパー事業所数 整数値 総合スーパー：事業所数  

15 総合スーパー販売額 整数値 総合スーパー：年間販売額(百万円) 非公表 

16 総合スーパー売場面積 整数値 総合スーパー：売場面積(百㎡) 非公表 

17 大型総合スーパー事業所数 整数値 大型総合スーパー：事業所数  

18 大型総合スーパー販売額 整数値 大型総合スーパー：年間販売額(百万円) 非公表 

19 大型総合スーパー売場面積 整数値 大型総合スーパー：売場面積(百㎡) 非公表 

20 中型総合スーパー事業所数 整数値 中型総合スーパー：事業所数  

21 中型総合スーパー販売額 整数値 中型総合スーパー：年間販売額(百万円) 非公表 

22 中型総合スーパー売場面積 整数値 中型総合スーパー：売場面積(百㎡) 非公表 

23 専門スーパー事業所数 整数値 専門スーパー：事業所数  

24 専門スーパー販売額 整数値 専門スーパー：年間販売額(百万円) 秘匿 

25 専門スーパー売場面積 整数値 専門スーパー：売場面積(百㎡) 秘匿 

26 衣料品スーパー事業所数 整数値 衣料品スーパー：事業所数  

27 衣料品スーパー販売額 整数値 衣料品スーパー：年間販売額(百万円) 非公表 

28 衣料品スーパー売場面積 整数値 衣料品スーパー：売場面積(百㎡) 非公表 

29 食料品スーパー事業所数 整数値 食料品スーパー：事業所数  

30 食料品スーパー販売額 整数値 食料品スーパー：年間販売額(百万円) 非公表 

31 食料品スーパー売場面積 整数値 食料品スーパー：売場面積(百㎡) 非公表 

32 住関連スーパー事業所数 整数値 住関連スーパー：事業所数  

33 住関連スーパー販売額 整数値 住関連スーパー：年間販売額(百万円) 非公表 

34 住関連スーパー売場面積 整数値 住関連スーパー：売場面積(百㎡) 非公表 

35 ホームセンター事業所数 整数値  うちホームセンター：事業所数  

36 ホームセンター販売額 整数値  うちホームセンター：年間販売額(百万円) 非公表 

37 ホームセンター売場面積 整数値  うちホームセンター：売場面積(百㎡) 非公表 

38 コンビニエンスストア事業所数 整数値 コンビニエンスストア：事業所数  

39 コンビニエンスストア販売額 整数値 コンビニエンスストア：年間販売額(百万円) 秘匿 

40 コンビニエンスストア売場面積 整数値 コンビニエンスストア：売場面積(百㎡) 秘匿 

41 コンビニ終日営業店事業所数 整数値  うち終日営業：事業所数  

42 コンビニ終日営業店販売額 整数値  うち終日営業：年間販売額(百万円) 非公表 

43 コンビニ終日営業店売場面積 整数値  うち終日営業：売場面積(百㎡) 非公表 

44 広義ドラッグストア事業所数 整数値 広義ドラッグストア：事業所数  

45 広義ドラッグストア販売額 整数値 広義ドラッグストア：年間販売額(百万円) 非公表 

46 広義ドラッグストア売場面積 整数値 広義ドラッグストア：売場面積(百㎡) 非公表 

47 ドラッグストア事業所数 整数値  うちドラッグストア：事業所数  

48 ドラッグストア販売額 整数値  うちドラッグストア：年間販売額(百万円) 非公表 

49 ドラッグストア売場面積 整数値  うちドラッグストア：売場面積(百㎡) 非公表 

50 その他のスーパー事業所数 整数値 その他のスーパー：事業所数  

51 その他のスーパー販売額 整数値 その他のスーパー：年間販売額(百万円) 秘匿 

52 その他のスーパー売場面積 整数値 その他のスーパー：売場面積(百㎡) 秘匿 

53 各種商品取扱スーパー事業所数 整数値  うち各種商品取扱店：事業所数  

54 各種商品取扱スーパー販売額 整数値  うち各種商品取扱店：年間販売額(百万円) 非公表 

55 各種商品取扱スーパー売場面積 整数値  うち各種商品取扱店：売場面積(百㎡) 非公表 

56 専門店事業所数 整数値 専門店：事業所数  

57 専門店販売額 整数値 専門店：年間販売額(百万円) 秘匿 

58 専門店売場面積 整数値 専門店：売場面積(百㎡) 秘匿 



No. フィールド名 タイプ 指標名 秘匿状況 

59 衣料品専門店事業所数 整数値 衣料品専門店：事業所数  

60 衣料品専門店販売額 整数値 衣料品専門店：年間販売額(百万円) 非公表 

61 衣料品専門店売場面積 整数値 衣料品専門店：売場面積(百㎡) 非公表 

62 食料品専門店事業所数 整数値 食料品専門店：事業所数  

63 食料品専門店販売額 整数値 食料品専門店：年間販売額(百万円) 非公表 

64 食料品専門店売場面積 整数値 食料品専門店：売場面積(百㎡) 非公表 

65 住関連専門店事業所数 整数値 住関連専門店：事業所数  

66 住関連専門店販売額 整数値 住関連専門店：年間販売額(百万円) 非公表 

67 住関連専門店売場面積 整数値 住関連専門店：売場面積(百㎡) 非公表 

68 家電大型専門店事業所数 整数値 家電大型専門店：事業所数  

69 家電大型専門店販売額 整数値 家電大型専門店：年間販売額(百万円) 非公表 

70 家電大型専門店売場面積 整数値 家電大型専門店：売場面積(百㎡) 非公表 

71 中心店事業所数 整数値 中心店：事業所数  

72 中心店販売額 整数値 中心店：年間販売額(百万円) 秘匿 

73 中心店売場面積 整数値 中心店：売場面積(百㎡) 秘匿 

74 衣料品中心店事業所数 整数値 衣料品中心店：事業所数  

75 衣料品中心店販売額 整数値 衣料品中心店：年間販売額(百万円) 非公表 

76 衣料品中心店売場面積 整数値 衣料品中心店：売場面積(百㎡) 非公表 

77 食料品中心店事業所数 整数値 食料品中心店：事業所数  

78 食料品中心店販売額 整数値 食料品中心店：年間販売額(百万円) 非公表 

79 食料品中心店売場面積 整数値 食料品中心店：売場面積(百㎡) 非公表 

80 住関連中心店事業所数 整数値 住関連中心店：事業所数  

81 住関連中心店販売額 整数値 住関連中心店：年間販売額(百万円) 非公表 

82 住関連中心店売場面積 整数値 住関連中心店：売場面積(百㎡) 非公表 

83 その他の小売店事業所数 整数値 その他の小売店：事業所数  

84 その他の小売店販売額 整数値 その他の小売店：年間販売額(百万円) 非公表 

85 その他の小売店売場面積 整数値 その他の小売店：売場面積(百㎡) 非公表 

86 各種商品取扱店事業所数 整数値  うち各種商品取扱店：事業所数  

87 各種商品取扱店販売額 整数値  うち各種商品取扱店：年間販売額(百万円) 非公表 

88 各種商品取扱店売場面積 整数値  うち各種商品取扱店：売場面積(百㎡) 非公表 

89 無店舗販売事業所数 整数値 無店舗販売：事業所数  

90 無店舗販売販売額 整数値 無店舗販売：年間販売額(百万円) 秘匿 

91 無店舗販売売場面積 整数値 無店舗販売：売場面積(百㎡) 秘匿 

92 通信販売事業所数 整数値  うち通信・カタログ販売、インターネット販売：事業所数  

93 通信販売販売額 整数値  うち通信・カタログ販売、インターネット販売：年間販売額(百万円) 非公表 

94 通信販売売場面積 整数値  うち通信・カタログ販売、インターネット販売：売場面積(百㎡) 非公表 

  



4．500mメッシュ集計表 

No. フィールド名 タイプ 指標名 秘匿状況 

1 メッシュコード 文字列 500mメッシュコード(4次メッシュ)  

2 小売業計事業所数 整数値 小売業計：事業所数  

3 小売業計従業者数 整数値 小売業計：従業者数  

4 小売業計年間販売額 整数値 小売業計：年間販売額(千万円) 秘匿 

5 小売業計売場面積 整数値 小売業計：売場面積(千㎡) 秘匿 

6 各種商品小売業事業所数 整数値 56 各種商品小売業：事業所数  

7 各種商品小売業販売額 整数値 56 各種商品小売業：年間販売額(千万円) 秘匿 

8 織物・衣服・身回品小売業事業所 整数値 57 織物・衣服・身の回り品小売業：事業所数  

9 織物・衣服・身回品小売業販売額 整数値 57 織物・衣服・身の回り品小売業：年間販売額(千万円) 秘匿 

10 飲食料品小売業事業所数 整数値 58 飲食料品小売業：事業所数  

11 飲食料品小売業販売額 整数値 58 飲食料品小売業：年間販売額(千万円) 秘匿 

12 機械器具小売業事業所数 整数値 59 機械器具小売業：事業所数  

13 機械器具小売業販売額 整数値 59 機械器具小売業：年間販売額(千万円) 秘匿 

14 その他の小売業事業所数 整数値 60 その他の小売業：事業所数  

15 その他の小売業販売額 整数値 60 その他の小売業：年間販売額(千万円) 秘匿 

16 無店舗小売業事業所数 整数値 61 無店舗小売業：事業所数  

17 無店舗小売業販売額 整数値 61 無店舗小売業：年間販売額(千万円) 秘匿 

18 従業者規模4人以下事業所数 整数値 従業者規模別：4人以下事業所数  

19 従業者規模5～29人事業所数 整数値 従業者規模別：5～29人以下事業所数  

20 従業者規模30～49人事業所数 整数値 従業者規模別：30～49人以下事業所数  

21 従業者規模50人以上事業所数 整数値 従業者規模別：50人以上事業所数  

22 販売額200万円未満事業所数 整数値 年間販売額階級別：200万円未満事業所数  

23 販売額200万～2千万円未満事業所 整数値 年間販売額階級別：200～2,000万円未満事業所数  

24 販売額2千万～1億円未満事業所数 整数値 年間販売額階級別：2,000～1億円未満事業所数  

25 販売額1億円以上事業所数 整数値 年間販売額階級別：1億円以上事業所数  

26 売場面積20㎡未満事業所数 整数値 売場面積規模別：20㎡未満事業所数  

27 売場面積20～50㎡未満事業所数 整数値 売場面積規模別：20～50㎡未満事業所数  

28 売場面積50～500㎡未満事業所数 整数値 売場面積規模別：50～500㎡未満事業所数  

29 売場面積500～1500㎡未満事業所 整数値 売場面積規模別：500～1,500㎡未満事業所数  

30 売場面積1500～3000㎡未満事業所 整数値 売場面積規模別：1,500～3,000㎡未満事業所数  

31 売場面積3000㎡以上事業所数 整数値 売場面積規模別：3,000㎡以上事業所数  

32 買回品業種事業所数 整数値 買回品最寄品業種別：買回品業種事業所数  

33 買回品業種販売額 整数値 買回品最寄品業種別：買回品業種年間販売額(千万円) 秘匿 

34 買回品業種売場面積 整数値 買回品最寄品業種別：買回品業種売場面積(千㎡) 秘匿 

35 最寄品業種事業所数 整数値 買回品最寄品業種別：最寄品業種事業所数  

36 最寄品業種販売額 整数値 買回品最寄品業種別：最寄品業種年間販売額(千万円) 秘匿 

37 最寄品業種売場面積 整数値 買回品最寄品業種別：最寄品業種売場面積(千㎡) 秘匿 

38 各種商品小売業種事業所数 整数値 買回品最寄品業種別：各種商品小売業事業所数  

39 各種商品小売業種販売額 整数値 買回品最寄品業種別：各種商品小売業年間販売額(千万円) 非公表 

40 各種商品小売業種売場面積 整数値 買回品最寄品業種別：各種商品小売業売場面積(千㎡) 非公表 

41 その他の業種事業所数 整数値 買回品最寄品業種別：その他の業種事業所数  

42 その他の業種販売額 整数値 買回品最寄品業種別：その他の業種年間販売額(千万円) 非公表 

43 その他の業種売場面積 整数値 買回品最寄品業種別：その他の業種売場面積(千㎡) 非公表 

44 百貨店事業所数 整数値 業態別：百貨店事業所数  

45 百貨店販売額 整数値 業態別：百貨店年間販売額(千万円) 非公表 

46 百貨店売場面積 整数値 業態別：百貨店売場面積(千㎡) 非公表 

47 総合スーパー事業所数 整数値 業態別：総合スーパー事業所数  

48 総合スーパー販売額 整数値 業態別：総合スーパー年間販売額(千万円) 非公表 

49 総合スーパー売場面積 整数値 業態別：総合スーパー売場面積(千㎡) 非公表 

50 専門スーパー事業所数 整数値 業態別：専門スーパー事業所数  

51 専門スーパー販売額 整数値 業態別：専門スーパー年間販売額(千万円) 秘匿 

52 専門スーパー売場面積 整数値 業態別：専門スーパー売場面積(千㎡) 秘匿 

53 コンビニエンス・ストア事業所数 整数値 コンビニエンス・ストア事業所数  

54 コンビニエンス・ストア販売額 整数値 コンビニエンス・ストア年間販売額(千万円) 秘匿 

55 コンビニエンス・ストア売場面積 整数値 コンビニエンス・ストア売場面積(千㎡) 秘匿 

56 広義ドラッグストア事業所数 整数値 業態別：広義ドラッグストア事業所数  

57 広義ドラッグストア販売額 整数値 業態別：広義ドラッグストア年間販売額(千万円) 非公表 

58 広義ドラッグストア売場面積 整数値 業態別：広義ドラッグストア売場面積(千㎡) 非公表 



No. フィールド名 タイプ 指標名 秘匿状況 

59 その他のスーパー事業所数 整数値 業態別：その他のスーパー事業所数  

60 その他のスーパー販売額 整数値 業態別：その他のスーパー年間販売額(千万円) 秘匿 

61 その他のスーパー売場面積 整数値 業態別：その他のスーパー売場面積(千㎡) 秘匿 

62 専門店事業所数 整数値 業態別：専門店事業所数  

63 専門店販売額 整数値 業態別：専門店年間販売額(千万円) 秘匿 

64 専門店売場面積 整数値 業態別：専門店売場面積(千㎡) 秘匿 

65 家電大型専門店事業所数 整数値 業態別：家電大型専門店事業所数  

66 家電大型専門店販売額 整数値 業態別：家電大型専門店年間販売額(千万円) 非公表 

67 家電大型専門店売場面積 整数値 業態別：家電大型専門店売場面積(千㎡) 非公表 

68 中心店事業所数 整数値 業態別：中心店事業所数  

69 中心店販売額 整数値 業態別：中心店年間販売額(千万円) 秘匿 

70 中心店売場面積 整数値 業態別：中心店売場面積(千㎡) 秘匿 

71 その他の小売店事業所数 整数値 業態別：その他の小売店事業所数  

72 その他の小売店販売額 整数値 業態別：その他の小売店年間販売額(千万円) 非公表 

73 その他の小売店売場面積 整数値 業態別：その他の小売店売場面積(千㎡) 非公表 

74 無店舗販売事業所数 整数値 業態別：無店舗販売事業所数  

75 無店舗販売販売額 整数値 業態別：無店舗販売年間販売額(千万円) 秘匿 

76 無店舗販売売場面積 整数値 業態別：無店舗販売売場面積(千㎡)  

 

 


