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【試読版】

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【2018 年 2 月届出 】
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契約企業以外の閲覧・利用、非契約者への譲渡を固く禁じております。
不正利用は利用規約違反であり、著作権法に抵触する恐れがあります。

参照：経済産業省 2018 年 4月 2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　【2018 年 1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。

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

北海道 北海道 サツドラ帯広西８条店 帯広市西18条南17丁目2、4-1 日本甜菜製糖
サッポロドラッグスト

アー
2018年2月1日 2018年10月2日 1,281

東北 青森県 （仮称）桜川商業施設 青森市桜川7丁目649-1外 大和リース
青森県民生活協同組

合
ツルハ 2018年2月22日 2018年10月23日 2,035

東北 岩手県 （仮称）矢幅駅西口ショッピングセンター
紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第５地

割300番
ユニバース サンデー ユニバース サンデー 2018年2月27日 2018年10月28日 6,336

東北 宮城県 （仮称）Ａ＆ＣＯＯＰ角田店 角田市角田字田町１００番１　外 コープエステート エーコープ宮城 2018年2月16日 2018年10月17日 1,484

東北 宮城県 南気仙沼商業施設
気仙沼市 南気仙沼地区被災市街地

復興土地区画整理事業地内 ５０街区
宮城三菱自動車販売 ツルハ 千田商事 ○ 2018年2月26日 2018年10月27日 2,204

東北 山形県 (仮称)鶴岡市上畑町商業施設 鶴岡市上畑町３番２外 オリックス 八文字屋 東北セイムス 八文字屋 2018年2月7日 2018年10月8日 1,275

関東 栃木県 （仮称）フォルテ美しが丘 小山市美しが丘1丁目19-1 ベルク ベルク ナフコ 2 2018年2月7日 2018年10月8日 6,908

関東 栃木県 （仮称）ヨークタウン那須塩原上厚崎店 那須塩原市上厚崎字小林373番1外 ヨークベニマル 2 ヨークベニマル マツモトキヨシ 1 2018年2月14日 2018年10月15日 6,269

関東 栃木県 とりせん蔵の街店 栃木市富士見町字寺西1040番4外 とりせん とりせん 未定 2018年2月28日 2018年11月1日 2,996

関東 群馬県 （仮称）ベルク藤岡店 藤岡市藤岡８０４－２６　外 山土木材 ベルク ベルク マツモトキヨシ 2018年2月20日 2018年10月21日 2,976

関東 埼玉県 （仮称）北本中央商業施設計画 北本市中央四丁目６３外 三橋管財 1 ヤオコー ○ 2018年2月7日 2018年10月8日 2,564

関東 埼玉県 （仮称）カインズモール新座
埼玉県新座市大和田二・三丁目地区

土地区画整理事業地２２街区
カインズ カインズ 1 2018年2月13日 2018年10月14日 13,394

関東 埼玉県 （仮称）マミーマート下戸田店 戸田市下戸田二丁目３１番２号外 マミーマート マミーマート 2018年2月28日 2018年11月1日 2,059

関東 千葉県 （仮称）マミーマート柏旭町店
柏市旭町８丁目９３４番２の１の３ほ

か
マミーマート マミーマート 2018年2月14日 2018年10月15日 2,114

関東 東京都 （仮称）ヒューリック有楽町二丁目開発計画 千代田区有楽町二丁目４番１ほか ヒューリック 未定 2018年2月2日 2018年10月3日 3,178

関東 東京都 スーパーバリュー世田谷松原店 世田谷区松原二丁目６８２番２
ＮＴＴ東日本プロパ

ティーズ
スーパーバリュー 2018年2月16日 2018年10月17日 1,325

関東 東京都 （仮称）大森西商業施設計画 大田区大森西三丁目１番３８ 三菱商事都市開発 未定 2018年2月16日 2018年10月17日 5,039

関東 東京都 （仮称）ビバホーム豊島店 北区豊島四丁目１番地４０ほか
三井住友ファイナンス

＆リース
LIXILビバ 未定 2018年2月26日 2019年3月1日 6,720

関東 東京都 マロニエ×並木　読売銀座プロジェクト 中央区銀座三丁目１０３番３ほか 読売新聞東京本社 良品計画 2018年2月27日 2019年3月1日 2,790

関東 新潟県 （仮称）ドラッグトップス三条西本成寺店 三条市西本成寺二丁目1196-１　外 大和リース 星光堂薬局 2018年2月27日 2018年10月28日 1,140

関東 静岡県 （仮称）エブリィビッグデー沼津西沢田店 沼津市西沢田字榎田330外 ビッグ富士 ビッグ富士 2018年2月21日 2018年10月22日 2,223

関東 静岡県 マックスバリュ御殿場東田中店 御殿場市東田中２丁目138外 マックスバリュ東海 マックスバリュ東海 2018年2月27日 2018年11月1日 1,672

中部 愛知県 （仮称）アプライド一宮店・how's一宮店 一宮市三ツ井4丁目1－1 アプライド アプライド ハウズ 2018年2月9日 2018年10月10日 1,595

中部 岐阜県 （仮称）ザ・ビッグ可児御嵩店 可児郡御嵩町上恵土956　外 第一リース イオンビッグ 2018年2月1日 2018年10月1日 4,995

中部 岐阜県 （仮称）ドラッグコスモス長松店 大垣市長松町字小柳1258番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年2月7日 2018年10月8日 1,633

中部 岐阜県 （仮称）トライアル岐南八剣北店 羽島郡岐南町八剣北7丁目143番 トライアルカンパニー トライアルカンパニー 2018年2月22日 2018年10月23日 3,730

中部 岐阜県 （仮称）ドラッグコスモス穂積店
瑞穂市別府字井場二ノ町1537番1

外
コスモス薬品 コスモス薬品 2018年2月27日 2018年10月28日 1,645

中部 富山県 滑川商業施設 滑川市沖田新22番　ほか29筆
バローホールディング

ス

明文堂プラン

ナー
バロー 4 2018年2月13日 2018年10月14日 5,431

近畿 福井県 （仮称）ドン・キホーテ武生店
越前市横市町２４字小門１４番８　他１

９筆
中部土地開発 ドン・キホーテ 2018年2月21日 2018年11月1日 3,308

近畿 福井県 （仮称）アクロス芝原店
越前市芝原三丁目１字東江崎１番

外１８筆
クスリのアオキ

大和情報サー

ビス
クスリのアオキ 2 2018年2月22日 2018年10月22日 2,280

近畿 滋賀県 （仮称）ドラッグコスモス高月店 長浜市高月町唐川字大道13番1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2018年2月2日 2018年10月3日 1,500

近畿 滋賀県 スーパーハズイ水口店 甲賀市水口町暁4800-1 ハズイ ハズイ食料品店 2018年2月2日 2018年10月3日 1,686

近畿 滋賀県 アヤハディオ栗東店 栗東市小柿八丁目1番13号ほか 綾羽 アヤハディオ 2018年2月19日 2018年10月20日 3,937

近畿 大阪府
（仮称）ファッションセンターしまむら大阪狭

山店
大阪狭山市茱萸木４丁目３９５番ほか しまむら しまむら 2018年2月5日 2018年12月6日 1,157

近畿 兵庫県 （仮称）マックスバリュ三田三輪店 三田市三輪四丁目1-13ほか マックスバリュ西日本 マックスバリュ西日本 2018年2月23日 2018年10月24日 1,489

近畿 兵庫県 （仮称）伊伝居複合商業施設 姫路市伊伝居字岸ノ下516-１ほか 大和情報サービス マックスバリュ西日本 2 2018年2月28日 2018年10月29日 2,349

近畿 兵庫県 （仮称）イオンタウン川西 川西市多田桜木一丁目102ほか イオンタウン ダイエー 8 2018年2月28日 2018年11月1日 5,797

近畿 和歌山県 （仮称）松源岩出中迫店 岩出市中迫字中ノ池560番1　他 松源 松源 未定 2018年2月16日 2018年10月17日 2,300

近畿 大阪市 EDGE心斎橋ビル
大阪市中央区西心斎橋二丁目25番１

ほか14筆
三井住友信託銀行 トゥモローランド 1(未定) 2018年2月23日 2018年10月24日 1,496

近畿 堺市 (仮称)ドラッグコスモス原山台店 堺市南区原山台五丁456番24他 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年2月5日 2018年10月6日 1,637

中国 岡山市 （仮称）ゆめマート岡山久米 岡山市北区久米字向田１９２番ほか イズミ イズミ 2018年2月27日 2018年11月1日 1,895

九州 福岡県 ホームプラザナフコ　中間店
中間市大字垣生字東七反田１５０１番

１　ほか
ナフコ ナフコ 2018年2月9日 2018年10月10日 3,759

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス大牟田店 大牟田市大字甘木１２番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年2月23日 2018年10月24日 2,027

九州 佐賀県 (仮称）ドラッグストアモリ武雄店
佐賀県武雄市朝日町大字甘久字石木

１９４番１　外
ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2018年2月19日 2018年10月20日 1,467

九州 宮崎県 エディオン都城吉尾店 都城市吉尾町6099 エディオン エディオン 2018年2月15日 2018年10月16日 2,883

九州 宮崎県 （仮称）ＨＥＡＲＴＹながやま住吉店 宮崎市大字島之内6311番地１　ほか ながやま ながやま 未定 2018年2月28日 2018年10月29日 2,163

九州 鹿児島県 ドラッグコスモス志布志店
志布志市有明町野井倉字上ノ濱8299

番２　外
コスモス薬品 コスモス薬品 2018年2月23日 2018年10月24日 1,715

九州 鹿児島県 （仮称）ドラッグコスモス高山店
肝属郡肝付町後田字後牧2370番１

外
コスモス薬品 コスモス薬品 2018年2月23日 2018年10月24日 1,526

九州 北九州市 （仮称）ゆめマート城野
北九州市小倉南区城野一丁目940番

1　外
イズミ イズミ 2018年2月20日 2018年10月21日 2,026

建物設置者名 小売業者名 店舗面積

の合計
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