
＜更新日＞ 2021.10.8

1 味美商店街振興組合

2 勝川駅前通商店街振興組合

3 勝川駅東商店街振興組合

4 いちょう並木通り発展会

*** ―

6 鳥居松本通り商店街振興組合

7 鳥居松広小路商店街振興組合

8 鳥居松商店街振興組合

9 春日井駅前商店会

10 篠木発展会

11 東野商店街振興組合

12 繁田発展会

13 高蔵寺商店街振興組合

14 勝川駅西発展会

■空き店舗物件一覧

登録番号 商店街名 名称 所在地（春日井市） 面積 駐車場 掲載日

味美290102 味美商店街振興組合 橋本店舗（カラオケ喫茶跡） 味美町1-22-2
51.00㎡
(15.42坪）

― 2017/6/1

味美290105 味美商店街振興組合 木野瀬マンション　E号室 西本町1-10-11
53.02㎡
（16.03坪）

２台 2017/11/17

勝川駅東030201 勝川駅東商店街振興組合 八光町1丁目貸店舗 八光町1-21-3 36.00㎡ ― 2021/2/22

いちょう021001 いちょう並木通り発展会 AKIRA21st　1階部分 柏井町3-110
25.603㎡
（77.44坪）

共同駐車場 2020/10/28

鳥広030301 鳥居松広小路商店街振興組合 八事町広小路ビル1F 八事町1-35-3 45.91㎡ 1台 2021/3/29

春日井商工会議所　　空き店舗バンク

商店街名

★空き店舗物件一覧1

http://www.o-cobo.jp/
https://www.facebook.com/勝川駅東商店街-487506311348979/
http://inamiki.p-kit.com/index.php
http://toriimatsu-hondori.com/
http://kasugaiekimaeshotengai.com/
http://www.kozoji.com/
http://goto.p-kit.com/
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92486-0968+%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E6%98%A5%E6%97%A5%E4%BA%95%E5%B8%82%E5%91%B3%E7%BE%8E%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%92/@35.2357224,136.9371082,18.28z/data=!4m5!3m4!1s0x600373cc411ed3fb
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92486-0958+%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E6%98%A5%E6%97%A5%E4%BA%95%E5%B8%82%E8%A5%BF%E6%9C%AC%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%90%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91+%E6%9C%A8%E9%87%8E%E7%80%AC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/@35.2354416,136.9362246,19.77z/data=!4m5!3m4!1s0x600373cea4b9a793:0x5163177eb66edc9b!8m2!3d35.2354501!4d136.9362548
https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92486-0927+%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E6%98%A5%E6%97%A5%E4%BA%95%E5%B8%82%E6%9F%8F%E4%BA%95%E7%94%BA%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%91%EF%BC%90/@35.2355692,136.9587936,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6003722029eb1e73:0xce74ac34626a0312!8m2!3d35.2355692!4d136.9609823
https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92486-0836+%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E6%98%A5%E6%97%A5%E4%BA%95%E5%B8%82%E5%85%AB%E4%BA%8B%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%93/@35.2455876,136.9749459,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60037206c9480deb:0x5960b4e4d4fc9d81!8m2!3d35.2455876!4d136.9771346


登録番号 商店街名 名称 所在地（春日井市） 面積 駐車場 掲載日

篠木301001 篠木発展会 伊藤忠ビル　１B号 篠木町6-1643-17
46.28㎡
（約14坪）

２台 2018/8/1

繁田291201 繁田発展会 北野様店舗事務所 東神明町1-3-4
26.00㎡
（7.87坪）

共同駐車場 2018/1/15

繁田021007 繁田発展会 高蔵寺町北2丁目の貸店舗 高蔵寺町北2-54
43.77㎡
（13.24坪）

2台 2020/10/19

高蔵寺291303 高蔵寺商店街振興組合 明川マンション　103号室 高蔵寺町北1-205
70.81㎡
（22.22坪）

１台 2018/1/15

高蔵寺011307 高蔵寺商店街振興組合 松本能子店舗　二期　1号室 高蔵寺町7-4-2
89.10㎡
（26.95坪）

共同駐車場 2020/2/10

★空き店舗物件一覧2

https://www.google.co.jp/maps/dir/%E3%80%92486-0851+%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E6%98%A5%E6%97%A5%E4%BA%95%E5%B8%82%E7%AF%A0%E6%9C%A8%E7%94%BA%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%96%EF%BC%94%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%97/@35.2556905,136.9899491,21z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x60036df00164c885:0xae9360c3e8a1a3ad!2m2!1d136.9900427!2d35.2556744!3e0?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92487-0021+%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E6%98%A5%E6%97%A5%E4%BA%95%E5%B8%82%E6%9D%B1%E7%A5%9E%E6%98%8E%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%94/@35.2751492,137.0247356,18z/data=!4m5!3m4!1s0x60036c3156e6493b:0xa3363833c38f3e76!8m2!3d35.274663!4d137.0244925
https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92487-0016+%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E6%98%A5%E6%97%A5%E4%BA%95%E5%B8%82%E9%AB%98%E8%94%B5%E5%AF%BA%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%95%EF%BC%94/@35.26494,137.0385963,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x60036ea19af80c55:0x5f61e10cc2848979!8m2!3d35.26494!4d137.040785
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92487-0013+%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E6%98%A5%E6%97%A5%E4%BA%95%E5%B8%82%E9%AB%98%E8%94%B5%E5%AF%BA%E7%94%BA%E5%8C%97%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%95/@35.2651384,137.036769,19.05z/data=!4m5!3m4!1s0x60036e9fa8d7b7b7:0xe49b85db96e56293!8m2!3d35.2650205!4d137.0368693
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92487-0013+%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E6%98%A5%E6%97%A5%E4%BA%95%E5%B8%82%E9%AB%98%E8%94%B5%E5%AF%BA%E7%94%BA%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%92/@35.262712,137.0480132,17.68z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x60036eb046d6eab5:0xfbc41aa23628ea2e!2z44CSNDg3LTAwMTMg5oSb55-l55yM5pil5pel5LqV5biC6auY6JS15a-655S677yX5LiB55uu77yU4oiS77yS!3b1!8m2!3d35.262543!4d137.0500728!3m4!1s0x60036eb046d6eab5:0xfbc41aa23628ea2e!8m2!3d35.262543!4d137.0500728?hl=ja


春日井商工会議所　　空き店舗バンク　（詳細情報）

味美 290102

51.00㎡ 15.42坪

築年数

構造

店舗入口方角

保証金

仲介手数料

その他

駐車場の有無 無

備考
賃借保証：加入要（全保連㈱利用必須）（初回保証料：月額賃
料の80％、更新保証料：10,000円/年）

空き店舗バンク掲載日 2017/6/1

最寄の交通機関 名鉄小牧線　味美駅　徒歩2分

希望入店業種 飲食店可

前入店業種 カラオケ喫茶

賃料 月額 70,000円（税込）

共益費・管理費等 無

その他諸経費

６ヶ月

１ヶ月（税別）

保証金償却：解約時　３ヶ月、更新料：なし

店舗設備 水道・都市ガス・その他（エアコン・トイレ・シャワー）

管理番号

商店街名 味美商店街振興組合

名称 橋本店舗（カラオケ喫茶跡）一番東側

所在地 春日井市味美町１－２２－２

面積

店舗構造

1967年6月

【■空き店舗バンクデータ】味美290102



春日井商工会議所　　空き店舗バンク　（詳細情報）

味美 290105

53.02㎡ 16.03坪

築年月

構造

店舗入口方角

保証金

仲介手数料

その他

駐車場の有無 なし

備考 事務所や教室、接骨院などにお勧めです。

空き店舗バンク掲載日 2017/11/17

最寄の交通機関 名鉄小牧線　味美駅　徒歩２分

希望入店業種

前入店業種

賃料 月額　90,000円（税込）

共益費・管理費等

その他諸経費

３ヶ月

保証金償却：解約時１ヶ月

店舗設備

管理番号

商店街名 味美商店街振興組合

名称 木野瀬マンション　Ｅ号室

所在地 春日井市西本町１－１０－１１

面積

店舗構造

1978年9月

南向き

【■空き店舗バンクデータ】味美290105



春日井商工会議所　　空き店舗バンク　（詳細情報）

勝東 30201

36.00㎡

築年月

構造

店舗入口方角

保証金

仲介手数料

その他

店舗設備 専有部分にトイレあり、ビルトインエアコン

管理番号

商店街名 勝川駅東商店街振興組合

名称 八光町1丁目貸店舗

所在地 春日井市八光町1-21-3

面積

店舗構造

1997年4月

東

賃料 月額　150,000円（税込）

共益費・管理費等

その他諸経費

2ヶ月

礼金1ヶ月　賃貸保証：加入要Casa　初回保険料：月額総
賃料の80％、年間10％

最寄の交通機関 中央本線　勝川駅　徒歩5分

希望入店業種

前入店業種

駐車場の有無 なし

備考

空き店舗バンク掲載日 2021/2/22

【■空き店舗バンクデータ】勝川駅東030201



春日井商工会議所　　空き店舗バンク　（詳細情報）

いちょう 21001

256.03㎡ 77.44坪

築年月

構造

店舗入口方角

保証金

仲介手数料

その他

店舗設備

管理番号

商店街名 いちょう並木通り発展会

名称 AKIRA21st　1階部分

所在地 春日井市柏井町3-110

面積

店舗構造

1996年

北西

賃料 月額　528,000円（税込）

共益費・管理費等 20,000円（税込み）

その他諸経費

1,584,000円（税込み）

礼金1ヶ月　保証金償却：50％

最寄の交通機関 中央線　勝川　徒歩11分

希望入店業種 学習塾等

前入店業種 不動産（モデルルーム）

駐車場の有無 有（敷地内共同駐車場6台）

備考

空き店舗バンク掲載日 2020/10/28

【■空き店舗バンクデータ】いちょう021001



春日井商工会議所　　空き店舗バンク　（詳細情報）

鳥広 030301

45.91㎡ 坪

築年月

構造

店舗入口方角

保証金

仲介手数料

その他

店舗設備 電気・上下水道・都市ガス・エアコン・給湯器・温水洗浄便座

管理番号

商店街名 鳥居松広小路商店街振興組合

名称 八事町広小路ビル1F

所在地 春日井市八事町1-35-3

面積

店舗構造

1971年

鉄骨造

東

賃料 月額　70,000円

共益費 月額　 2,000円

その他諸経費

140,000円

37,800円

最寄の交通機関 ＪＲ中央本線「春日井」駅より徒歩12分

希望入店業種

前入店業種 居宅介護支援事業所

駐車場の有無 1台・月額 5,000円

備考

空き店舗バンク掲載日 2021/3/29

【■空き店舗バンクデータ】鳥広030301



春日井商工会議所　　空き店舗バンク　（詳細情報）

篠木 301001

46,28㎡ 約 14坪

築年月

構造

店舗入口方角

保証金

仲介手数料

その他

駐車場の有無 2台（月額　5,500円（税込）/台）

備考 保証金償却あり（100％償却）

空き店舗バンク掲載日 2018/9/6

最寄の交通機関 名鉄バス「東部中学校前」より徒歩１分

希望入店業種 飲食店可

前入店業種 学習塾

賃料 月額　95,150円（税込）

共益費 月額　14,850円（税込）

その他諸経費

500,000円（税込）

95,150円（税込）

【任意】看板費（初回5,500円（税込））

店舗設備 ガス、電気、水道、トイレ

管理番号

商店街名 篠木発展会

名称 伊藤忠ビル

所在地 春日井市篠木町６－１６４３－１７伊藤忠ビル１Ｂ号

面積

店舗構造

1977年

北向き

【■空き店舗バンクデータ】篠木301001



春日井商工会議所　　空き店舗バンク　（詳細情報）

繁田 291201

26㎡ 7.87坪

築年月

構造

店舗入口方角

保証金

仲介手数料

その他

駐車場の有無 有　共同１台（月額4,000円（税込）/台）

備考
同ビル隣テナントが喫茶店の為、飲食店不可
バロー、平和堂　至近。
Ｖドラッグ、ツタヤ等人通りの多い立地

空き店舗バンク掲載日 2018/1/12

最寄の交通機関 ＪＲ中央本線　高蔵寺駅より車で8分

希望入店業種 飲食店以外なら基本ＯＫ（事務所、教室向け）

前入店業種 喫茶店

賃料 月額　70,000円（税込）

共益費・管理費等

その他諸経費

210,000円（税込）

70,000円（税込）

店舗設備 水道・ガス・電気、専有部分にトイレ・エアコン有

管理番号

商店街名 繁田発展会

名称 北野様店舗事務所

所在地 春日井市東神明町１－３－４

面積

店舗構造

1992年5月

北向き

【■空き店舗バンクデータ】繁田291201



春日井商工会議所　　空き店舗バンク　（詳細情報）

繁田 021007

43.77㎡ 13.24坪

築年月

構造

店舗入口方角

保証金

仲介手数料

その他

駐車場の有無
道路挟んだ目の前に２台・月額　7,000円（税込）/台

別途来客者向け2台分あり

備考 前面ガラス張り、ロードサイド

空き店舗バンク掲載日

最寄の交通機関
ＪＲ中央本線「高蔵寺駅」徒歩4分、
愛知環状鉄道「高蔵寺駅」徒歩6分

希望入店業種
飲食業（重・軽飲食店）、美容・健康、介護、小売、
アミューズメント、塾、スクール等

前入店業種 理容業

賃料 月額　165,000円

共益費・管理費等

その他諸経費

無

賃貸保証等：加入要（初回保証料総賃料100％、更新料
10％/年）、礼金1ヶ月、敷金3ヶ月、割引率50％

店舗設備 トイレ、排水設備、収納スペース、電動シャッター

管理番号

商店街名 繁田発展会

名称

所在地 春日井市高蔵寺町北２－５４　レイクサイドマンションカサイ1A

面積

店舗構造

1983年3月

南

【■空き店舗バンクデータ】繁田0201007



春日井商工会議所　　空き店舗バンク　（詳細情報）

高蔵寺 291303

73.45㎡ 22.21坪

築年月

構造

店舗入口方角

保証金

仲介手数料

その他

駐車場の有無 店舗前１台有（月額　6,480円）

備考
軽飲食可、カラオケ不可、

借家人賠償特約のついた火災保険に加入
管理会社指定の保証会社の加入が必須

空き店舗バンク掲載日 2018/1/15

最寄の交通機関 ＪＲ中央本線　高蔵寺駅より徒歩9分

希望入店業種

前入店業種 美容室

賃料 月額　148,500円（税込）

共益費 7,700円

その他諸経費

540,000円

あいある少額短期保険：11,600円

店舗設備 スケルトン

管理番号

商店街名 高蔵寺商店街振興組合

名称 明川マンション　103号室

所在地 春日井市高蔵寺町北１－２０５

面積

店舗構造

1990年1月

【■空き店舗バンクデータ】高蔵寺291303



春日井商工会議所　　空き店舗バンク　（詳細情報）

高蔵寺 011307

89.10㎡ 26.95坪

築年月

構造

店舗入口方角

保証金

仲介手数料

その他

店舗設備 都市ガス、排水、喫茶店居抜

管理番号

商店街名 高蔵寺商店街振興組合

名称 松本能子店舗　二期1号室

所在地 春日井市高蔵寺町７-４-２

面積

店舗構造

1983年10月

北

賃料 月額　100,000円（税込）

共益費・管理費等 なし

その他諸経費

3ヶ月

円　（税込）

火災保険加入必須、家賃保証（Jﾘｰｽ）要加入：月額賃料の
80%/入居時以降は、20,000円/年（保証期間：1年間）

最寄の交通機関
ＪＲ中央本線　高蔵寺駅まで徒歩9分
愛知環状鉄道　高蔵寺駅まで徒歩9分

希望入店業種

前入店業種 飲食業（喫茶店）

駐車場の有無 店舗共同駐車場

備考 貸店舗付住宅、角部屋

空き店舗バンク掲載日 2020/2/10

【■空き店舗バンクデータ】高蔵寺011307


