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２０２３年３月２７日 

イ オ ン 株 式 会 社 

 

 

第２０回統一地方選挙実施にあたり 

全国１３８のイオンの商業施設に「投票所」を設置します 
 

 

イオンは、４月の第２０回統一地方選挙の実施にあたり、「イオンモール」、「イオンタウ

ン」、「イオン」等、全国１３８カ所の商業施設に「期日前投票所」や「当日投票所」を設置

します※。 

 

イオンは、事業活動を通じて公共活動のお役に立ちたいとの想いから、地域に根ざした取

り組みを行ってきました。国政選挙や地方選挙の際には、２００７年の秋田県議会議員選挙

での投票所設置協力をはじめとして、全国の商業施設を「投票所」として活用いただいてい

ます。昨年６月の参議院議員総選挙には、１３５カ所で投票所を設置しています。 

 

商業施設への「投票所」設置は、お買物等でのご来店に合わせて投票できるという利便性

に加え、来店される幅広い世代のお客さまに選挙をより身近に感じていただくきっかけに

もなることから、投票率の向上に寄与するものと考えています。また、換気や消毒などに注

意しながら、お客さまに安心してお越しいただける環境づくりに努めています。 

 

イオンは地域社会の一員として、これからも地域に根ざし、お客さまのより便利で   

快適なくらしの実現に資する取り組みを推進してまいります。 
 

※「投票所」の設置は各選挙管理委員会によって行われます。 

設置予定の商業施設数は、３月２７日時点の情報に基づいており、変更の可能性があります。 

 

 

【「投票所」設置状況】 

全国１３８カ所（３月２７日時点） 
※ 投票所設置の詳細は各選挙管理委員会にご確認願います。 

    

北海道 

札幌市 イオン札幌桑園ショッピングセンター 函館市 イオン湯川店 

旭川市 イオンモール旭川西 釧路市 イオンモール釧路昭和 

苫小牧市 イオンモール苫小牧 紋別市 イオン紋別店 

登別市 イオン登別店 北斗市 イオン上磯店 

釧路郡釧路町 イオン釧路店 

青森県 

青森市 イオン青森店 十和田市 イオンスーパーセンター十和田店 

つがる市 イオンモールつがる柏 
上北郡 

おいらせ町 
イオンモール下田 

平川市 イオンタウン平賀 

秋田県 

秋田市 イオンモール秋田 能代市 イオンタウン能代 

横手市 イオンスーパーセンター横手南店 湯沢市 イオンスーパーセンター湯沢店 
由利本荘市 イオンスーパーセンター本荘店 大仙市 イオンモール大曲 

山形県 山形市 イオンモール山形南 天童市 イオンモール天童 

茨城県 土浦市 イオンモール土浦 
東茨城郡 

茨城町 
イオンタウン水戸南 

栃木県 
栃木市 イオン栃木店 佐野市 イオンモール佐野新都市 

真岡市 イオンタウン真岡 那須塩原市 イオンタウン那須塩原 

群馬県 太田市 イオンモール太田 
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埼玉県 

さいたま市 イオンモール浦和美園・イオンモール与野 

春日部市 イオンモール春日部 越谷市 イオンレイクタウン kaze 

戸田市 イオンモール北戸田 幸手市 マルエツ幸手上高野店 

吉川市 イオンタウン吉川美南 

千葉県 

千葉市 イオン稲毛店 銚子市 イオンモール銚子 

市川市 イオン市川妙典店 船橋市 イオンモール船橋 

木更津市 イオンタウン木更津朝日・イオンモール木更津 

野田市 イオンノア店 成田市 イオンモール成田 

佐倉市 イオンタウンユーカリが丘 旭市 イオンタウン旭 

習志野市 イオンタウン東習志野 柏市 イオンモール柏 

八千代市 イオンモール八千代緑が丘 印西市 イオンモール千葉ニュータウン 

東京都 
江戸川区 

西葛西 
イオン葛西店 

神奈川県 秦野市 イオン秦野ショッピングセンター 

新潟県 新発田市 イオンモール新発田 上越市 イオン上越ショッピングセンター 

石川県 
小松市 イオン小松店 羽咋市 マックスバリュ羽咋店 

白山市 イオンモール白山 

長野県 中野市 イオン中野店 佐久市 イオンモール佐久平 

岐阜県 大垣市 イオンモール大垣 

静岡県 
浜松市 イオンモール浜松市野 富士宮市 イオンモール富士宮 

富士市 イオンタウン富士南 

愛知県 

名古屋市 イオンモール熱田・イオンモール名古屋茶屋 

豊橋市 イオン豊橋南店 岡崎市 イオンモール岡崎 

常滑市 イオンモール常滑 長久手市 イオンモール長久手 

三重県 
津市 イオンモール津南 鈴鹿市 イオンモール鈴鹿 
多気郡 

明和町 
イオンモール明和 

滋賀県 
長浜市 イオン長浜店 草津市 イオンモール草津 
近江八幡市 イオン近江八幡ショッピングセンター 

京都府 
京都市 イオンモール京都桂川・イオンモール京都五条 

木津川市 イオンモール高の原 

大阪府 

高槻市 イオン高槻店 守口市 イオンモール大日 

茨木市 イオンモール茨木・イオンスタイル新茨木・イオンタウン茨木太田 

和泉市 イオン和泉府中店 東大阪市 イオン布施駅前店 

門真市 イオン古川橋駅前店 

兵庫県 

神戸市 イオンモール神戸南 明石市 イオン明石ショッピングセンター 

姫路市 イオンモール姫路リバーシティー・イオン姫路店 

加古川市 イオン加古川店 三田市 イオン三田ウッディタウン店 

加西市 イオンモール加西北条 
川辺郡 

猪名川町 
イオンモール猪名川 

奈良県 大和郡山市 イオンモール大和郡山 橿原市 イオンモール橿原 
和歌山県 和歌山市 イオンモール和歌山 

鳥取県 鳥取市 イオンモール鳥取北 米子市 イオン米子駅前店 

島根県 松江市 イオン松江ショッピングセンター 出雲市 イオンモール出雲 

岡山県 
岡山市 イオンモール岡山 倉敷市 イオンモール倉敷 

津山市 イオンモール津山 

広島県 
福山市 フジグラン神辺 東広島市 フジグラン東広島 
安芸郡 

府中町 
イオンモール広島府中 

山口県 
山口市 フジグラン山口 宇部市 フジグラン宇部 

防府市 イオンタウン防府 周南市 イオンタウン周南 

徳島県 徳島市 イオンモール徳島 

香川県 高松市 イオンモール高松 

愛媛県 松山市 フジグラン松山 今治市 イオンモール今治新都市 
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愛媛県 宇和島市 フジグラン北宇和島 新居浜市 イオンモール新居浜 

高知県 高知市 イオンモール高知・フジグラン高知 

福岡県 

北九州市 イオン戸畑ショッピングセンター・イオンモール八幡東 

福岡市 イオンモール香椎浜・イオンスタイル笹丘 

糸島市 イオン糸島店 
糟屋郡 

粕屋町 
イオンモール福岡 

三潴郡 

大木町 
イオン大木店 

佐賀県 唐津市 イオン唐津ショッピングセンター 

長崎県 
佐世保市 イオン佐世保白岳店 島原市 イオン島原店 

大村市 イオン大村ショッピングセンター 

熊本県 宇城市 イオンモール宇城 大津町 イオン大津店 

大分県 中津市 イオンモール三光 

宮崎県 
宮崎市 イオンモール宮崎 都城市 イオンモール都城駅前 

延岡市 イオン延岡店 
鹿児島県 鹿児島市 イオンモール鹿児島 鹿屋市 マックスバリュ鹿屋寿店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


