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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 コープさっぽろ　ふかがわ店 深川市1条15番16ほか
大印深川地方卸売市

場
コープさっぽろ 〇 2017年4月11日 2017年12月12日 2,775

北海道 北海道 DCMホーマック永山2条店 旭川市永山2条6丁目57番１ほか DCMホーマック FBM DCMホーマック FBM 2017年4月13日 2017年12月14日 6,825

北海道 北海道 (仮称)ザ・ビッグ緑が丘店
旭川市緑が丘東3条1丁目3番3648ほ

か
マックスバリュ北海道 マックスバリュ北海道 2017年4月21日 2017年12月22日 1,941

北海道 北海道 サツドラ昭和中央店(仮称) 釧路市昭和中央1丁目109－5ほか 大和情報サービス
サッポロドラッグスト

アー
2017年5月11日 2018年1月12日 1,279

北海道 北海道 (仮称)ビッグハウス東光店 旭川市東光10丁目147番地103ほか 道北アークス 道北アークス 2017年5月12日 2018年1月13日 2,543

北海道 北海道 （仮称）東光ショッピングセンター 旭川市東光8条1丁目227番地8の内 ダイゼン ダイゼン 〇 2017年6月19日 2018年2月20日 2,360

北海道 札幌市 札幌平成観光ビル
札幌市中央区南２条西４丁目２番１１

号
平成観光 ドン・キホーテ 2017年5月31日 2017年12月10日 1,807

東北 青森県 （仮称）いとく浜の町店 弘前市大字浜の町西1丁目5－21外 伊徳 伊徳 2017年5月2日 2018年1月3日 4,568

東北 青森県 （仮称）ウチダ企画店舗 むつ市小川町一丁目104-1外 ウチダ企画 西松屋チェーン ツルハ 2017年7月10日 2018年3月11日 2,024

東北 岩手県
(仮称）やまや盛岡本宮店　シュープラザ盛

岡本宮店　複合店舗
盛岡市本宮三丁目18番３ほか２筆 やまや チヨダ やまや チヨダ 2017年6月22日 2018年2月23日 1,282

東北 岩手県 (仮称)マイヤ花泉店 一関市花泉町涌津２２番ほか マイヤ マイヤ 2017年7月7日 2018年2月9日 1,370

東北 宮城県 （仮称）コメリホームセンター亘理店
亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北１１０

番２　外
コメリ コメリ 2017年6月21日 2018年2月22日 6,948

東北 宮城県 （仮称）フジヤ石巻店 石巻市蛇田字新沼田２２７番１　外 フジヤ フジヤ 2017年7月13日 2018年3月14日 1,296

東北 秋田県 秋田トヨタ自動車大曲複合店舗
大仙市飯田堰東218-1、219、220、

221、222、223
秋田トヨタ自動車 くるま工房 秋田トヨタ自動車 くるま工房 2017年4月18日 2017年12月19日 2,482

東北 福島県 AOKI福島南総本店 福島市黒岩字中島２番地1他 AOKI 1 AOKI 岸波商店 2017年4月21日 2017年12月22日 1,903

東北 福島県 (仮称)ヨークタウン金屋 郡山市田村町金屋字冬室118番１外 ヨークベニマル 1 ヨークベニマル ダイユーエイト 2017年4月21日 2017年12月22日 5,686

東北 福島県 （仮称）イオンモールいわき小名浜

いわき市いわき都市計画小名浜港背

後地震災復興土地区画整理事業地内

（街区番号２符号１、２、３、４　街区番

号１符合１－１、１－２）

イオンモール イオンリテール 2017年5月17日 2018年6月1日 32,933

東北 仙台市 (仮称）アクロスプラザ富沢西（A街区）

仙台市太白区富沢字鍛冶屋敷16-1

外

仙台市太白区富田字京ノ北67-1　外

MULプロパティ ヨークベニマル
トップカル

チャー
2017年4月25日 2017年12月25日 5,968

東北 仙台市 (仮称）アクロスプラザ富沢西（B街区） 仙台市太白区富田字京ノ北11-1　外 MULプロパティ
マツモトキヨシ東日本

販売
やまや 3 2017年4月25日 2017年12月25日 2,525

東北 仙台市 南小泉複合施設 仙台市若林区遠見塚三丁目16番10 日本建設 ツルハ サトー商会 2017年5月29日 2018年1月30日 1,411

東北 仙台市 （仮称）柳生複合施設
仙台市太白区柳生1丁目10-610-8

他
大和リース ツルハ ティーガイア 2017年6月30日 2018年2月28日 1,177

関東 茨城県 （仮称）つくばみらいSC つくばみらい市富士見ヶ丘1丁目1 カスミ カスミ セキ薬品 2 2017年6月15日 2018年2月16日 4,372

関東 茨城県 （仮称）カスミ水戸堀町店 水戸市堀町字新田1021番1　外 カスミ カスミ 2017年7月25日 2018年3月26日 2,281

関東 栃木県 （仮称）BIG ONE TSUTAYA佐野店 佐野市田島町字東51外 ランドグラン
ビッグワンホールディ

ングス
2017年4月27日 2017年12月28日 2,525

関東 栃木県 (仮称）栃木市倭町複合店舗 栃木市倭町280番3外 田中総業 クスリのアオキ ジンズ 2017年4月28日 2017年12月29日 1,193

関東 栃木県 （仮称）クスリのアオキ高萩店 佐野市高萩町字屋敷西415番1外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2017年6月15日 2018年2月16日 1,792

関東 栃木県 トライウェル益子店
芳賀郡益子町大字益子字栗崎2795

番1他4筆
トライアルカンパニー トライウェル 2017年6月23日 2018年2月24日 1,615

関東 栃木県 トライウェル茂木店
芳賀郡茂木町大字茂木字番ノ前1398

番2他11筆
トライアルカンパニー トライウェル 2017年6月23日 2018年2月24日 1,857

関東 栃木県 ケーズデンキ鹿沼店 鹿沼市千渡1254番1外 オリックス
ケーズホールディング

ス
2017年6月27日 2018年2月28日 2,315

関東 栃木県 堀込ファッションモール 足利市堀込町2485-1 アルファ企画 しまむら 2017年7月11日 2018年3月12日 2,053

関東 栃木県 （仮称）ヨークベニマル鹿沼上殿店 鹿沼市上殿町字百目鬼928-1外 ヨークベニマル ヨークベニマル 2017年7月20日 2018年3月21日 1,962

関東 栃木県 ツルハドラッグ日光板橋店 日光市板橋字東原3174番1外 芙蓉総合リース ツルハ 2017年7月21日 2018年3月22日 1,216

関東 群馬県 パワーセンターうおかつ群馬町店
高崎市棟高町字南八幡街道１２１番

外
カルチャー カルチャー 未定 2017年5月2日 2017年12月上旬 2,491

関東 群馬県 カワチ薬品吉井店 高崎市吉井町池字釜ヶ渕１６００　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2017年6月8日 2018年2月9日 1,499

関東 群馬県 群馬トヨペットレクサスＣＰＯ前橋店 前橋市上長磯町３０４番１外 群馬トヨペット 群馬トヨペット 2017年7月26日 2018年3月27日 1,038

関東 埼玉県 ヤオコー東松山新宿町店 東松山市新宿町17―1 ヤオコー ヤオコー 2017年5月12日 2018年1月13日 3,849

関東 埼玉県 （仮称）鶴ヶ島計画 鶴ヶ島市脚折町五丁目1番1外
ケーズホールディング

ス

ケーズホールディング

ス
2017年5月16日 2018年1月17日 6,397

関東 埼玉県 （仮称）ビバモール本庄計画 本庄市中央二丁目１５９５番２外 アセットソリューション LIXILビバ 2017年6月29日 2018年3月1日 19,881

関東 埼玉県 メガセンタートライアル上里店 上里町大字七本木２１２１番地２外 トライアルカンパニー トライアルカンパニー 2017年6月9日 2018年2月10日 6,922

関東 埼玉県 スーパーバリュー上尾緑丘店 上尾市緑丘一丁目１番４０号 ＮＴＴ東日本プロパティ スーパーバリュー 2017年7月4日 2018年3月5日 1,519

関東 埼玉県 アクロスプラザ坂戸 坂戸市日の出町２５１番１外 丸加商事 マルエツ 2017年7月31日 2018年4月1日 3,880

関東 埼玉県 （仮称）ベルク寄居 大里郡寄居町寄居９２５－２外 ベルク ベルク 2 2017年7月31日 2018年4月1日 3,313

関東 千葉県 （仮称）マルエツ流山おおたかの森店

流山都市計画事業新市街地地区一体

型特定土地区画整理事業Ｄ１０５街区

１画地ほか

正和 マルエツ 2017年4月10日 2017年12月11日 1,894

関東 千葉県 （仮称）マミーマート野田山崎店
野田市山崎字北大和田１３７３番９ほ

か
マミーマート マミーマート 2017年4月28日 2017年12月29日 1,644

関東 千葉県 （仮称）カスミ我孫子新木店 我孫子市南新木二丁目１番１ カスミ カスミ 2017年5月26日 2018年1月27日 1,935

関東 千葉県 （仮称）イオンタウン君津 君津市中野五丁目１７番８ほか イオンタウン イオンリテール ○ 2017年7月13日 2018年3月14日 5,600

関東 千葉県 （仮称）東松戸二丁目商業施設計画 松戸市東松戸二丁目５番１
長谷工コーポレーショ

ン
未定 4 2017年7月31日 2018年4月1日 3,350

関東 千葉県 （仮称）フォレストモール印西牧の原 印西市滝野三丁目１番 フォレストモール 未定 4 2017年7月31日 2018年4月1日 3,500

関東 東京都 （仮称）新宿三丁目プロジェクト 新宿区新宿三丁目８０７番１ほか 三井不動産 未定 2017年4月7日 2017年12月8日 1,412

関東 東京都 （仮称）オーケー四つ木店 葛飾区四つ木三丁目９７番１ほか オーケー店舗保有 オーケー 2017年5月11日 2018年1月12日 2,015

関東 東京都 （仮称）いなげや練馬関町店 練馬区関町南四丁目６８３番５１ テルウェル東日本 いなげや 2017年7月21日 2018年3月22日 1,962

関東 東京都
（仮称）国分寺駅北口地区第一種市街地再

開発事業（西街区棟）
国分寺市本町三丁目３００１番 住友不動産 11

三越伊勢丹フード

サービス
未定 2017年7月28日 2018年4月1日 5,179

関東 東京都 （仮称）ロイヤルホームセンター足立 足立区堀之内一丁目６１８番１ほか
ロイヤルホームセン

ター

ロイヤルホームセン

ター
2017年7月28日 2018年3月29日 7,200

関東 新潟県 原信城岡店 長岡市城岡３丁目17番１ 原信 原信 2017年7月27日 2018年3月28日 2,703

関東 長野県 ウエルシア薬局長野川中島店
長野市稲里町中氷鉋字陣馬川原

963-1
ウエルシア薬局 ウエルシア薬局 2017年6月22日 2018年2月23日 1,171

関東 山梨県 いちやまマート竜王アルプス通り店 甲斐市西八幡字東冷間1436番1外 いちやまマート いちやまマート 2017年6月21日 2018年2月22日 2,052

関東 山梨県 ユニクロ甲斐アルプス通り店 甲斐市西八幡字東冷間1434番1外 ＭＵＬプロパティ ユニクロ 2017年7月3日 2018年3月4日 1,500

関東 山梨県 韮崎本町商業施設 韮崎市本町3丁目4199番外 山梨交通 ツルハ 2017年7月20日 2018年3月21日 1,121

関東 山梨県 (仮称)ＤＣＭくろがねや上野原店
上野原市上野原駅南土地区画整理地

内1街区外
ＤＣＭくろがねや ＤＣＭくろがねや 2017年7月20日 2018年3月21日 3,404

建物設置者名 小売業者名


