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平成 29 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【2017 年 12 月届出 】
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1

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

他 核店舗１ 核店舗２ 他

東北 岩手県 （仮称）アクロスプラザ盛岡みたけＣゾーン 盛岡市みたけ二丁目133番38  大和ハウス工業 サンデー 2017年12月1日 2018年8月2日 4,494

東北 福島県 （仮称）シティ株式会社様貸店舗新築工事
福島県いわき市小名浜字蛭川南５番

３、５番４
シティ ヨークベニマル 2017年12月28日 2018年7月27日 1,968

東北 仙台市 （仮称）イオン仙台卸町店
仙台市若林区卸町一丁目1番-1ほか

8筆
イオンリテール イオンリテール 未定 2017年12月4日 2018年8月5日 19,058

関東 栃木県 （仮称）那須塩原南町計画 那須塩原市南町1307-1外 大和ハウス工業 クスリのアオキ 未定 2017年12月8日 2018年8月9日 1,206

関東 埼玉県 カインズホーム熊谷店 熊谷市新堀字北原９５２番１１外 カインズ カインズ 1 2017年12月13日 2018年8月14日 7,878

関東 千葉県 ユニクロ成田店 成田市ウイング土屋150番ほか まる三 ユニクロ 2017年12月1日 2018年8月2日 1,501

関東 神奈川県 サンドラッグ浜見平店 茅ヶ崎市松尾１の20 内藤均 サンドラッグ 2017年12月14日 2018年8月15日 1,316

関東 長野県 コメリホームセンター立科店
立科町大字芦田字東大定1174－１ほ

か
コメリ コメリ 2017年12月26日 2018年8月27日 4,017

関東 山梨県 グリーンタウン甲府東（北エリア） 甲府市向町字蛭田121番1外 オギノ
ツルハ、オンザ

サミット
オギノ ツルハ 2017年12月20日 2018年8月21日 4,088

関東 静岡県 （仮称）沼津岡宮複合商業施設 沼津市岡宮字大荒狗1199－1　外 大和情報サービス オギノ スギ薬局 1 2017年12月6日 2018年8月7日 3,330

関東 静岡県 （仮称）コメリパワー吉田店
榛原郡吉田町浜田土地区画整理事業

施行地区内24街区１他
コメリ コメリ 2017年12月13日 2018年8月14日 9,303

中部 愛知県 （仮称）上新電機刈谷一ツ木店
刈谷市一ツ木町三丁目10番地4ほか

15筆
上新電機 上新電機 2017年12月20日 2018年8月21日 2,409

中部 岐阜県 (仮称)ドラッグコスモス薮田西店 岐阜市薮田西一丁目7番1　外 (株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2017年12月13日 2018年8月14日 1,689

中部 岐阜県 ケーズデンキ岐阜正木店 岐阜市正木北町8番1　外 （株）ギガス （株）ギガス 2017年12月21日 2018年8月22日 2,380

中部 富山県 大阪屋ショップ上北島店 高岡市上北島76番１　ほか14筆 アイエヌエル 大阪屋ショップ 2017年12月15日 2018年7月1日 2,100

中部 富山県 上北島ショッピングセンター 高岡市上北島33番１　ほか37筆 アイエヌエル しまむら しまむら 2 2017年12月15日 2018年7月1日 2,901

中部 富山県 ウエルシア薬局氷見窪店 氷見市窪538番１　ほか ウエルシア薬局 ウエルシア薬局 2017年12月21日 2018年7月1日 1,256

中部 名古屋市 ドラッグコスモス下志段味店
名古屋市守山区大字吉根字日ノ後

603番　ほか2筆
コスモス薬品 コスモス薬品 2017年12月28日 2018年8月29日 1,701

近畿 滋賀県 （仮称）ドラッグコスモス一里山店 大津市一里山七丁目2105番12 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年12月25日 2018年8月26日 1,238

近畿 大阪府 （仮称）ジョーシン和泉中央複合店舗 和泉市いぶき野三丁目15番 上新電機 上新電機
ショッピングセ

ンター池忠
1 2017年12月6日 2018年8月7日 6,000

近畿 大阪府
（仮称）マナベインテリアハーツ八尾外環状

店
八尾市柏村町三丁目170番地ほか 大和情報サービス

マナベインテリアハー

ツ
2017年12月6日 2018年8月7日 6,126

近畿 大阪府 （仮称）ＪＲ岸辺駅ビル開発 吹田市岸部新町17ほか 西日本旅客鉄道 未定 5 2017年12月18日 2018年10月1日 3,861

近畿 大阪府 モアイプラザ 吹田市豊津町10番6 モアイ興産 ドン・キホーテ ○ 2017年12月28日 2018年8月29日 1,352

近畿 兵庫県 （仮称）ドラッグコスモス豊岡中陰店 豊岡市中陰字横枕560-１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年12月13日 2018年8月14日 1,539

近畿 和歌山県
総合リサイクルマーケット　ジャングル和歌

山店
和歌山市次郎丸字橋折10-1 サカイ引越センター ジェイランド 2017年12月4日 2018年8月5日 1,872

近畿 神戸市 (仮称)ドラッグコスモス小束山店
神戸市垂水区多聞町字小束山868番

884
コスモス薬品 コスモス薬品 2017年12月27日 2018年8月28日 1,639

近畿 神戸市
(仮称)鈴蘭台駅前地区第二種市街地再開

発事業施設建築物

神戸市北区鈴蘭台北町１丁目6番13

外
大和リース 未定 14 2017年12月27日 2018年8月28日 1,251

近畿 堺市 (仮称)ラ・ムー堺中店 堺市中区平井770番1他 大黒天物産 大黒天物産 ヤマダ電機 2017年12月6日 2018年8月7日 5,849

中国 島根県 スーパーセンタートライアル雲南加茂店 雲南市加茂町加茂中１番１外 トライアルカンパニー トライアルカンパニー 2017年12月1日 2018年8月2日 4,267

中国 島根県 （仮称）ジュンテンドー新安来店 安来市安来町字八幡４０８番１外 ジュンテンドー ジュンテンドー 2017年12月6日 2018年7月1日 2,727

中国 広島県 （仮称）エブリイ西条寺家店
東広島市西条町寺家字友松４７５１番

２　外
エブリイ エブリイ 2017年12月27日 2018年7月1日 1,356

四国 高知県 西松屋高知神田店 高知市神田1147番地１ レデイ薬局 西松屋チェーン 2017年12月11日 2018年8月12日 1,072

四国 高知県 （仮称）ドラッグコスモス神田店 高知市神田723-２ オリックス コスモス薬品 2017年12月25日 2018年8月26日 1,483

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス春日天神山店 春日市天神山三丁目２番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年12月6日 2018年8月7日 1,323

九州 福岡県 （仮称）ニトリ直方店 直方市大字下境５９９番７　外 もち吉 ニトリ 未定 2017年12月14日 2018年8月15日 5,079

九州 福岡県 （仮称）飯塚商業施設 飯塚市中字龍ヶ口２２１番１　外 万惣 万惣 2017年12月22日 2018年8月23日 2,551

九州 福岡県 （仮称）ダイレックス大牟田甘木店 大牟田市大字甘木５１８番１　外 ブロッサム ダイレックス 2017年12月22日 2018年8月23日 1,684

九州 福岡県 （仮称）ドラッグストアモリ二日市南店
筑紫野市二日市南一丁目８０７番１

外
ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2017年12月28日 2018年8月29日 1,237

九州 佐賀県 (仮称）ドラッグコスモス山本店
佐賀県唐津市山本字中津１７４１番

外
コスモス薬品 コスモス薬品 2017年12月7日 2018年8月8日 1,696

九州 長崎県 （仮称）ドラッグコスモス多良見店
諫早市多良見町化屋1888番地、1887

番地の一部、1889番地の一部
コスモス薬品 コスモス薬品 2017年12月25日 2018年8月26日 1,717

九州 宮崎県 （仮称）ダイレックス大王店 都城市大王町41号8番　外 ダイレックス ダイレックス 2017年12月14日 2018年8月15日 1,648

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス門川店
東臼杵郡門川町上町4丁目39番　外8

筆
コスモス薬品 コスモス薬品 2017年12月28日 2018年8月29日 1,446

九州 福岡市 （仮称）田村複合店舗 福岡市早良区田村三丁目778番 アマノ・リビング サンドラッグ セリア 2017年12月28日 2018年8月29日 1,365

九州 熊本市 ホームプラザナフコ健軍店 熊本市東区錦ヶ丘30番10号 ナフコ ナフコ 2017年12月8日 2018年8月9日 4,375

建物設置者名 小売業者名
店舗面積

の合計

（㎡）

参照：経済産業省 2018 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　【2017 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。


