
平成 19 年商業統計メッシュデータ（世界測地系）1km メッシュ業態別表 

■平成 19 年商業統計メッシュデータ 1km メッシュ業態別表 項目一覧 

 

【商業統計 2007 メッシュ 1km 業態別】 
 No. フィールド名 タイプ 指標名（注 1） 

1 メッシュコード 文字 基準地域メッシュ(1km メッシュ)コード（世界測地系）（注 2） 
2 業態別計事業所数 整数 業態別計(小売業計)事業所数（注 3） 
3 業態別計年間商品販売額 整数 業態別計(小売業計)年間商品販売額（注 3） 
4 業態別計売場面積 整数 業態別計(小売業計)売場面積（注 3） 
5 百貨店事業所数 整数 百貨店事業所数 
6 百貨店販売額 整数 百貨店年間商品販売額 
7 百貨店売場面積 整数 百貨店売場面積 
8 大型百貨店事業所数 整数 大型百貨店事業所数 
9 大型百貨店販売額 整数 大型百貨店年間商品販売額 

10 大型百貨店売場面積 整数 大型百貨店売場面積 
11 その他の百貨店事業所数 整数 その他の百貨店事業所数 
12 その他の百貨店販売額 整数 その他の百貨店年間商品販売額 
13 その他の百貨店売場面積 整数 その他の百貨店売場面積 
14 総合スーパー事業所数 整数 総合スーパー事業所数 
15 総合スーパー販売額 整数 総合スーパー年間商品販売額 
16 総合スーパー売場面積 整数 総合スーパー売場面積 
17 大型総合スーパー事業所数 整数 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 大型総合スーパー年間商品販売額 
19 大型総合スーパー売場面積 整数 大型総合スーパー売場面積 
20 中型総合スーパー事業所数 整数 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 中型総合スーパー年間商品販売額 
22 中型総合スーパー売場面積 整数 中型総合スーパー売場面積 
23 専門スーパー事業所数 整数 専門スーパー事業所数 
24 専門スーパー販売額 整数 専門スーパー年間商品販売額 
25 専門スーパー売場面積 整数 専門スーパー売場面積 
26 衣料品スーパー事業所数 整数 衣料品スーパー事業所数 
27 衣料品スーパー販売額 整数 衣料品スーパー年間商品販売額 
28 衣料品スーパー売場面積 整数 衣料品スーパー売場面積 
29 食料品スーパー事業所数 整数 食料品スーパー事業所数 
30 食料品スーパー販売額 整数 食料品スーパー年間商品販売額 
31 食料品スーパー売場面積 整数 食料品スーパー売場面積 
32 住関連スーパー事業所数 整数 住関連スーパー事業所数 
33 住関連スーパー販売額 整数 住関連スーパー年間商品販売額 
34 住関連スーパー売場面積 整数 住関連スーパー売場面積 
35 ホームセンター事業所数 整数 住関連スーパー(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 住関連スーパー(うちホームセンター)年間商品販売額 
37 ホームセンター売場面積 整数 住関連スーパー(うちホームセンター)売場面積 
38 コンビニエンス・ストア事業所数 整数 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 コンビニエンス・ストア年間商品販売額 
40 コンビニエンス・ストア売場面積 整数 コンビニエンス・ストア売場面積 
41 コンビニ終日営業店事業所数 整数 コンビニエンス・ストア(うち終日営業店)事業所数 
42 コンビニ終日営業店販売額 整数 コンビニエンス・ストア(うち終日営業店)年間商品販売額 
43 コンビニ終日営業店売場面積 整数 コンビニエンス・ストア(うち終日営業店)売場面積 
44 ドラッグストア事業所数 整数 ドラッグストア事業所数 
45 ドラッグストア販売額 整数 ドラッグストア年間商品販売額 
46 ドラッグストア売場面積 整数 ドラッグストア売場面積 
47 その他のスーパー事業所数 整数 その他のスーパー事業所数 
48 その他のスーパー販売額 整数 その他のスーパー年間商品販売額 
49 その他のスーパー売場面積 整数 その他のスーパー売場面積 
50 各種商品取扱スーパー事業所数 整数 その他のスーパー(うち各種商品取扱店)事業所数 
51 各種商品取扱スーパー販売額 整数 その他のスーパー(うち各種商品取扱店)年間商品販売額 
52 各種商品取扱スーパー売場面積 整数 その他のスーパー(うち各種商品取扱店)売場面積 
53 専門店事業所数 整数 専門店事業所数 
54 専門店販売額 整数 専門店年間商品販売額 
55 専門店売場面積 整数 専門店売場面積 
56 衣料品専門店事業所数 整数 衣料品専門店事業所数 
57 衣料品専門店販売額 整数 衣料品専門店年間商品販売額 
58 衣料品専門店売場面積 整数 衣料品専門店売場面積 
59 食料品専門店事業所数 整数 食料品専門店事業所数 
60 食料品専門店販売額 整数 食料品専門店年間商品販売額 
61 食料品専門店売場面積 整数 食料品専門店売場面積 
62 住関連専門店事業所数 整数 住関連専門店事業所数 
63 住関連専門店販売額 整数 住関連専門店年間商品販売額 
64 住関連専門店売場面積 整数 住関連専門店売場面積 
65 中心店事業所数 整数 中心店事業所数 



平成 19 年商業統計メッシュデータ（世界測地系）1km メッシュ業態別表 

 No. フィールド名 タイプ 指標名（注 1） 
66 中心店販売額 整数 中心店年間商品販売額 
67 中心店売場面積 整数 中心店売場面積 
68 衣料品中心店事業所数 整数 衣料品中心店事業所数 
69 衣料品中心店販売額 整数 衣料品中心店年間商品販売額 
70 衣料品中心店売場面積 整数 衣料品中心店売場面積 
71 食料品中心店事業所数 整数 食料品中心店事業所数 
72 食料品中心店販売額 整数 食料品中心店年間商品販売額 
73 食料品中心店売場面積 整数 食料品中心店売場面積 
74 住関連中心店事業所数 整数 住関連中心店事業所数 
75 住関連中心店販売額 整数 住関連中心店年間商品販売額 
76 住関連中心店売場面積 整数 住関連中心店売場面積 
77 その他の小売店事業所数 整数 その他の小売店事業所数 
78 その他の小売店販売額 整数 その他の小売店年間商品販売額 
79 その他の小売店売場面積 整数 その他の小売店売場面積 
80 各種商品取扱小売店事業所数 整数 その他の小売店(うち各種商品取扱店)事業所数 
81 各種商品取扱小売店販売額 整数 その他の小売店(うち各種商品取扱店)年間商品販売額 
82 各種商品取扱小売店売場面積 整数 その他の小売店(うち各種商品取扱店)売場面積 

注1；フィールド名は、MapInfo等での利用を考慮して、30バイト以下になるように調整してあります。正式な名称は指標

名の欄をご参照ください。 
注2；メッシュコードは、世界測地系の3次メッシュコードとなっています。 
注3；各項目の単位は、事業所数：店、年間商品販売額：万円、売場面積：㎡となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


