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局名 自治体名 大規模小売店舗名 所在地 届出日 新設する日

店舗面積

の合計

（㎡）

他 核店舗１ 核店舗２ 他

北海道 北海道 ジョイフルエーケー大麻店 江別市大麻２１１番１ほか ジョイフルエーケー ジョイフルエーケー 2016年4月25日 2016年12月26日 19,383

北海道 北海道 サツドラ函館港店 函館市港町１丁目２３－１ほか
サッポロドラッグスト

アー

セブン-イレブ

ン・ジャパン、

坂上東樹

サッポロドラッグスト

アー

セブン－イレブ

ン・ジャパン

トロイカ洋菓子

店
2016年5月12日 2017年1月13日 1,227

北海道 北海道 コメリパワー岩見沢店 岩見沢市２条東１５丁目５番１ほか コメリ コメリ 2016年5月19日 2017年1月20日 9,061

北海道 北海道 サツドラ旭川緑町店 旭川市緑町１８丁目２１４８－１４ほか
サッポロドラッグスト

アー
プレナス

サッポロドラッグスト

アー
プレナス 2016年5月31日 2017年2月1日 1,387

北海道 北海道 サツドラ江別錦店 江別市錦町４３番地３ トミーコーポレーション
サッポロドラッグスト

アー
2016年6月23日 2017年2月24日 1,257

北海道 北海道 ＡＳＰＯ
河東郡士幌町字士幌西２線１６１－１

２４ほか
士幌町農業協同組合

ホーマックニ

コット、北嶋商

店

士幌町農業協同組合
ホーマックニ

コット
4 2016年7月29日 2017年3月30日 3,414

北海道 北海道 コメリパワー旭川宮前店 旭川市宮前１条３丁目６番地 コメリ コメリ 2016年8月30日 2017年5月1日 9,897

北海道 北海道 ツルハドラッグ函館的場店 函館市的場町２０番１ エビス商会 ツルハ 2016年9月21日 2017年9月1日 1,398

北海道 北海道 （仮称）マックスバリュセイリョー店
帯広市西１８条南２丁目５番地１７ほ

か
マックスバリュ北海道 マックスバリュ北海道 2016年11月4日 2017年7月5日 1,442

北海道 北海道 フードＤ双葉食彩館 苫小牧市双葉町２丁目４２－１ほか 豊月 豊月 2016年11月18日 2017年7月19日 1,778

北海道 札幌市 （仮称）コープさっぽろ二十四軒店
札幌市西区二十四軒３条１丁目６－１

ほか
北海道酒類販売

生活協同組合コープ

さっぽろ
2016年4月25日 2016年11月26日 1,988

北海道 札幌市 マックスバリュ北40条東１丁目店
札幌市東区北40条東1丁目803－7ほ

か
マックスバリュ北海道 マックスバリュ北海道 2016年11月30日 2017年7月20日 2,201

北海道 札幌市
（仮称）ＤＣＭホーマック東苗穂・１００満ボ

ルト東苗穂店

札幌市東区東苗穂3条2丁目497番地

9ほか

三井住友ファイナンス

＆リース
ＤＣＭホーマック サンキュー 2016年12月2日 2017年6月10日 11,674

東北 青森県 メガ小柳店・宮脇書店青森店 青森市小柳5丁目19-8 紅屋商事 1 紅屋商事 宮脇書店 2016年4月6日 2016年12月7日 1,835

東北 青森県 ハルル樹木 弘前市大字樹木5丁目7-1外 スコーレ 佐藤長 サンデー 2016年4月8日 2016年12月10日 7,823

東北 青森県 (仮称）十和田西複合商業施設 十和田市西二十三番町172-2外 ユニバース 1 ユニバース サンドラッグ 2017年12月22日 2017年8月23日 2,904

東北 青森県
薬王堂むつ下北町店・ローソンむつ下北町

店
むつ市下北町19-1 薬王堂 1 薬王堂 ローソン 2017年12月27日 2017年8月28日 1,145

東北 青森県
ファミリーマートさとう中央店・薬王堂むつ中

央店
むつ市中央1丁目17-10外 ファミリーマートさとう 1 ファミリーマートさとう 薬王堂 2017年12月27日 2017年8月28日 1,975

東北 岩手県 （仮称）コメリHC陸前高田店 陸前高田市米崎町川崎字202　外 コメリ コメリ 2016年6月27日 2017年2月28日 5,467

東北 岩手県 （仮称）陸前高田ショッピングセンター
陸前高田都市計画被災市街地復興土

地区画整理事業地内　KC29街区

高田松原商業開発協

同組合
2 マイヤ ツルハ 17 2016年7月29日 2017年3月31日 4,640

東北 岩手県
キャッセン大船渡　キャッセンモール＆パ

ティオ
大船渡市大船渡町字野々田　地内 キャッセン大船渡

フラワーショップもりか

わ
川徳 11 2016年10月13日 2017年4月1日 2,044

東北 岩手県 （仮称）サンデー盛岡本宮店 盛岡市本宮五丁目16番地内 サンデー サンデー 2016年11月28日 2017年7月29日 5,559

東北 宮城県 （仮称）ヨークベニマル古川中里店 大崎市古川中里五丁目４０５－１外 ヨークベニマル ヨークベニマル 2016年5月26日 2017年1月27日 3,154

東北 宮城県
（仮称）フレスコキクチ白石店・薬王堂白石

店
白石市大平森合沖６６番１ キクチ 薬王堂 キクチ 薬王堂 2016年6月1日 2017年2月2日 2,482

東北 宮城県
（仮称）コメリパワー佐沼店・ケーズデンキ

佐沼店
登米市南方町新丸ノ内４９番　外 コメリ デンコードー コメリ デンコードー 2016年6月1日 2017年2月2日 12,022

東北 宮城県 （仮称）ウジエスーパー利府ＮＳＣ 利府町利府字新神明前１６　外 ウジエスーパー ウジエスーパー 薬王堂 2016年6月13日 2017年4月5日 3,201

東北 宮城県 志津川地区　観光・交流エリア商店外新築
南三陸町志津川字五日町５１番地Ｔ１

９街区４画地
南三陸まちづくり未来 ロイヤルフィッシュ 18 2016年6月30日 2017年3月3日 1,795

東北 宮城県 ツルハドラッグ登米加賀野店
登米市中田石森字加賀野三丁目３番

地１４　ほか
ＪＡ三井リース建物 ツルハ 2016年9月30日 2017年5月31日 1,198

東北 宮城県 デイリーポート新鮮館中田店 名取市上余田千刈田２番地９ マルニ マルニ 2016年10月12日 2017年6月13日 1,528

東北 宮城県 （仮称）APPLETOWN南三陸SC
南三陸町志津川字天王前３１－５、Ｔ

４７街区
ウジエスーパー ウジエスーパー ダイユーエイト 1 2016年10月28日 2017年6月29日 5,533

東北 秋田県 ツルハドラッグ大館店・シャンブル大館店 大館市片山町三丁目１番地１外 ティ－シーエー 1 ツルハ しまむら 2016年4月25日 2016年12月25日 1,800

東北 秋田県 ナイス山手台店 秋田市山手台一丁目１-５　外 秋田フードセンター ナイス 2016年8月25日 2017年4月26日 2,084

東北 秋田県 いとく能代北店 能代市落合字上前田１４７外 伊徳 伊徳 伊徳 伊徳 2016年10月6日 2017年6月7日 5,997

東北 山形県 （仮称）ヨークベニマル山形下条店 山形市下条町二丁目４番３外 オリックス ヨークベニマル 2016年6月1日 2017年2月2日 1,731

東北 山形県 （仮称）ヨークタウン落合（１号棟） 山形市落合町字二口１８７番外 ヨークベニマル ヨークベニマル 2016年8月29日 2017年4月30日 4,290

東北 山形県 びっくり市長井店 長井市小出字館西３８３７番１外 野川食肉食品センター 野川食肉食品センター 2016年10月11日 2017年6月12日 1,332

東北 山形県 （仮称）ひらせいホームセンター川西店
川西町大字中小松字田仲２５０３番１

外

ひらせいホームセン

ター

ひらせいホームセン

ター
2016年12月14日 2017年10月1日 1,890

東北 山形県 （仮称）おーばん天童久野本店 天童市北久野本一丁目１６０５番１外 おーばん おーばん 2016年12月19日 2017年8月20日 1,888

東北 福島県 （仮称）ダイユーエイト横塚店 郡山市横塚二丁目２７番地１ ダイユーエイト ダイユーエイト 2016年4月28日 2016年12月29日 2,083

東北 福島県 ココカラファイン塩川上の台店
喜多方市塩川町新江木字上の台９番

地１
ヤマダ電機

ココカラファインヘルス

ケア
2016年6月3日 2017年2月4日 1,290

東北 福島県 （仮称）ダイユーエイト白河店 白河市立石１８番１外 ダイユーエイト ダイユーエイト 2016年6月17日 2017年2月18日 3,459

東北 福島県 (仮称)ツルハドラッグ白河表郷店 白河市表郷金山字前沢田３番ほか 芙蓉総合リース ツルハ 2016年11月16日 2017年7月17日 1,183

東北 福島県 （仮称）ヨークベニマル会津城西町店 会津若松市城西町６番1ほか オリックス ヨークベニマル 2016年12月22日 2017年8月23日 1,842

東北 福島県 （仮称）フレスポいわき泉町
いわき市泉町下川字薬師前１１１番地

１ほか
大和リース ヨークベニマル マツモトキヨシ 1 2016年12月28日 2017年8月29日 3,670

東北 仙台市 （仮称）和光ショッピングプラザ 仙台市泉区長命ケ丘五丁目23-1　外 和光コーポレイション カワチ薬品 2016年5月20日 2017年1月21日 1,575

東北 仙台市 鶴ヶ谷ビル
仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目8番地

の7
鶴ケ谷ビル サンドラック セリア 2016年11月14日 2017年7月15日 1405

関東 茨城県 山新東海店
那珂郡東海村舟石川字長堀761番5

外
山新 山新 2016年4月28日 2016年12月29日 6,023

関東 茨城県 ニトリ古河店
古河市大堤字三軒耕地794番１　外３

筆
サントムライフ ニトリ 2016年6月15日 2017年2月1日 3,442

関東 茨城県 （仮称）土浦市生田町複合店舗 土浦市生田町1528番　外 京成電鉄㈱ ヨークベニマル ツルハ 2016年6月28日 2017年3月1日 2,908

関東 茨城県 （仮称）研究学園貸店舗 つくば市研究学園二丁目20番の一部 イエローハット イエローハット 2 2016年7月7日 2017年3月8日 1,432

関東 茨城県 TSUTAYA鹿嶋南店 水戸市千波町１８８７番地 ジョイカルチャー TSUTAYA 3 2016年7月26日 2017年3月27日 2,352

関東 茨城県 （仮称）研究学園C53街区ＰＪ　Ａ棟
つくば市学園の森二丁目14番１の一

部
大和ハウス工業 タイヨー 2016年8月10日 2017年4月11日 1,938

関東 茨城県
（仮称）美浦村地域交流館及びカスミ美浦

店
稲敷郡美浦村大字宮地1211－１　外 美浦村 カスミ カスミ 2016年9月26日 2017年5月27日 1,959

関東 茨城県 （仮称）タイヨー藤代店 取手市宮和田字関740番３　外 オリックス タイヨー 2016年12月19日 2017年8月20日 1,765

関東 栃木県 カインズ小山店
小山栃木都市計画事業思川西部土地

区画整理事業５街区１
カインズ カインズ 2016年5月9日 2017年1月10日 7,900

関東 栃木県 （仮称）ヨークタウン大田原住吉町店 大田原市住吉町二丁目2473－５外 ヨークベニマル ヨークベニマル 2 2016年5月12日 2017年1月13日 3,746

関東 栃木県 ベイシアスーパーマーケット小山店 小山市立木934番地1 ベイシア ベイシア 3 2016年5月16日 2017年1月17日 4,921

関東 栃木県 （仮称）カワチ薬品ゆいの杜店 宇都宮市ゆいの杜六丁目８番１外 カワチ薬品 カワチ薬品 2016年6月20日 2017年2月21日 1,456

関東 群馬県 コメリパワー前橋店 前橋市富田町１７７３－８　外 コメリ コメリ 未定 2016年6月21日 2017年2月22日 18,330

関東 群馬県 ベイシア前橋岩神店 前橋市岩神町二丁目２８９－６　外 ベイシア ベイシア 未定 2016年7月28日 2017年3月29日 4,371

関東 群馬県 フレスポ藤岡 藤岡市森字台４５２－７　外 大和リース ヤオコー クスリのアオキ 1 2016年7月15日 2017年3月16日 3,777

建物設置者名 小売業者名

参照：経済産業省 2017 年 2 月 1 日発表「平成 28 年度　大規模小売店舗立地法　法第 5 条第 1 項（新設）届出の概要　　【2016 年 12 月末】」より
注 1：本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものである。
注 2：データが複数ある項目（小売業者名等）については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合がある。

続きは正規版をご覧下さい。


