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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

他 核店舗１ 核店舗２ 他

北海道 北海道 岩見沢市5条6丁目商業施設 岩見沢市5条東6丁目3番38ほか12筆 アルファコート ツルハ 〇 2018年4月19日 2018年12月20日 1,598

北海道 北海道
AOKI岩見沢店・ツルハドラッグ岩見沢大和

2条店
岩見沢市大和2条8丁目1-2ほか5筆 AOKI ケーアイケー AOKI ツルハ 2018年4月10日 2018年12月11日 1,560

北海道 北海道 サツドラ千歳店 千歳市新富３丁目９番３号 キムラ サッポロドラッグストア 2018年4月20日 2018年12月21日 1,461

北海道 北海道 ツルハドラッグ余市大川店
余市郡余市町大川町18丁目13-6ほ

か
サンリバーはせがわ ツルハ 2018年9月5日 2019年5月5日 1,369

北海道 北海道 ガリバー登別室蘭店 登別市若草町2丁目31-1 亀田実業 IDOM 2018年10月9日 2019年6月10日 3,731

北海道 北海道 スーパーアークス釧路店
釧路市鳥取大通2丁目2-10のうちほ

か
福原 福原 2018年10月25日 2019年6月26日 4,857

北海道 北海道 Aruku-zaka Street 虻田郡倶知安町字山田166番1
MHL　ARK

Development
未定 2018年10月26日 2019年6月27日 2,025

北海道 北海道 ツルハドラッグ千歳住吉店 千歳市住吉2丁目7番11ほか アルファプロジェクト ツルハ 2018年10月30日 2019年7月1日 1,376

北海道 北海道 ツルハドラッグ北見美芳東店 北見市美芳町7丁目1番4ほか みんと ツルハ 2018年11月30日 2019年8月1日 1,257

北海道 北海道 マックスバリュ函館深掘店 函館市深掘町52番2ほか マックスバリュ北海道 マックスバリュ北海道 2018年11月30日 2019年8月1日 1,289

北海道 札幌市 東苗穂1条2丁目複合店舗
札幌市東区東苗穂1条2丁目468番61

ほか
やまいち開発商事 ユニクロ

セブン－イレブ

ン・ジャパン
2018年4月18日 2018年10月25日 1,777

北海道 札幌市 マックスバリュ月寒店
札幌市豊平区月寒中央通2丁目316-

5ほか
マックスバリュ北海道 マックスバリュ北海道 2018年4月26日 2018年10月26日 1,692

北海道 札幌市 サツドラ北8条西22丁目店
札幌市中央区北8条西22丁目3番1の

内ほか

サッポロドラッグスト

アー
サッポロドラグストアー 2018年5月28日 2018年11月29日 1,274

北海道 札幌市 サツドラ東雁来 札幌市東区東雁来11条4丁目
サッポロドラッグスト

アー
サッポロドラッグストア 未定 未定 2018年6月8日 2018年12月8日 2,194

北海道 札幌市 ＤＣＭホーマック菊水元町店
札幌市白石区菊水元町3条5丁目33

番地ほか
マルミ藤美商事 ＤＣＭホーマック 2018年7月3日 2019年4月1日 2,615

北海道 札幌市 BRANCH札幌月寒
札幌市豊平区月寒東３条11丁目21-5

ほか
大和リース 未定 2018年10月25日 2019年6月10日 5,986

東北 青森県 （仮称）トヨタカローラ青森本社 青森市大字浜田字玉川２４６－１外 トヨタカローラ青森 トヨタカローラ青森 くるま工房 2018年8月20日 2019年4月21日 5,320

東北 青森県 マエダストア八重田店 青森市造道２丁目２８１－１外 前田商事 マエダ 2018年8月28日 2019年4月29日 1,159

東北 青森県 （仮称）マックスバリュ八戸上組町店 八戸市大字上組町３３外 マックスバリュ東北 マックスバリュ東北 未定 ○ 2018年9月12日 2019年5月13日 1,674

東北 岩手県 ニトリ一関店 一関山目字大槻１番地 ニトリ ニトリ 2018年5月28日 2019年2月1日 3,553

東北 岩手県 （仮称）アクロスプラザ盛岡みたけＤゾーン 盛岡市みたけ二丁目133番58 大和ハウス工業 ヴィクトリア 2018年9月28日 2019年5月29日 2,109

東北 宮城県 テックランド大崎古川店 大崎市古川稲葉１丁目１６３番１ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2018年4月9日 2018年12月10日 2,493

東北 宮城県
（仮称）ビッグハウスししおり店・薬王堂気仙

沼鹿折店

気仙沼市鹿折地区被災市街地復興土

地区画整理事業仮換地１９街区、２０

街区

ベルジョイス ○ ベルジョイス 薬王堂 2018年4月27日 2018年12月28日 2,568

東北 宮城県
みやぎ生活協同組合石巻渡波店・薬王堂

石巻渡波店
石巻市後生橋１－３ 薬王堂 ○ 薬王堂

みやぎ生活協

同組合
2018年6月20日 2019年2月21日 1,983

東北 宮城県 ツルハドラッグ宮城村田店・北海屋村田店
柴田郡村田町大字村田字松崎７番１

ほか
芙蓉総合リース ○ ツルハ 北海屋 2018年7月30日 2019年3月31日 2,281

東北 宮城県 （仮称）コメリホームセンター白石店 白石市大平森合字森合沖５９　外 コメリ コメリ 2018年9月6日 2019年5月7日 5,980

東北 宮城県 南三陸商業施設
本吉郡南三陸町 被災市街地復興土

地区画整理事業地内 Ｔ４２街区
芙蓉総合リース ツルハ ○ 2018年10月1日 2019年6月2日 2,302

東北 宮城県 （仮称）ウジエスーパー吉岡店
黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目５

番８、外
ウジエスーパー ウジエスーパー 2018年10月5日 2019年6月28日 2,134

東北 宮城県 デイリーポート新鮮館 富谷店 富谷市上桜木二丁目３番３ マルニ マルニ 2018年10月26日 2019年6月27日 2,173

東北 宮城県 ツルハドラッグ石巻湊店 石巻市湊字大門崎３０６番１　ほか 大和リース ツルハ 2018年11月5日 2019年7月6日 1,162

東北 宮城県 （仮称）フレスコキクチ柴田船岡店
柴田郡柴田町大字船岡字新田２１６

番　外
キクチ キクチ ツルハ 2018年11月9日 2019年7月11日 2,915

東北 宮城県 （仮称）ヤマザワ角田店 角田市角田字中島下５２０－１　外 ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 2018年11月19日 2019年7月20日 3,680

東北 秋田県 （仮称）秋田外旭川複合店舗
秋田市外旭川字大谷地29番地1　外

22筆
大和情報サービス プロノ 西松屋 ○ 2018年6月6日 2019年2月7日 2,535

東北 秋田県 （仮称）ナイス本荘東店 由利本荘市上大野114番地外29筆 秋田フードセンター ナイス 未定 2018年7月24日 2019年3月25日 5,590

東北 秋田県 （仮称）テラタ能代大瀬店 能代市字東大瀬５２番２外 テラタ テラタ能代大瀬店 未定 2018年9月10日 2019年5月11日 3,305

東北 福島県 （仮称）カワチ薬品白河中山南店 白河市中山南5番35外 カワチ薬品 ○ カワチ薬品 大地 2018年7月17日 2019年3月18日 1,534

東北 福島県 ケーズデンキいわき鹿島店
いわき市鹿島町船戸字京塚3番地1ほ

か
デンコードー デンコードー 2018年7月23日 2019年3月24日 4,755

東北 福島県 （仮称）ヨークベニマル小名浜店 いわき市小名浜愛宕町７番地１他 ヨークベニマル ヨークベニマル 2018年11月30日 2019年7月31日 1,698

東北 仙台市 （仮称）ＢＲＡＮＣＨ仙台長命ケ丘（ＥＡＳＴ） 仙台市青葉区桜ヶ丘七丁目71－25 大和リース みやぎ生活協同組合 ツルハ ○ 2018年4月27日 2018年12月28日 3,700

東北 仙台市 （仮称）ＢＲＡＮＣＨ仙台長命ケ丘（ＷＥＳＴ）
仙台市泉区長命ケ丘二丁目21-1、

21-2
大和リース ヤマト屋書店 未定 ○ 2018年8月27日 2019年4月28日 4,069

関東 茨城県 （仮称）イオン新下市 水戸市柳町2-11-6 伊勢甚本社 イオンリテール 未定 2018年4月10日 2018年10月26日 1,800

関東 茨城県 （仮称）カワチ薬品桜の郷店 東茨城郡茨城町桜の郷1200番1 カワチ薬品 カワチ薬品 2018年5月21日 2019年1月22日 1,490

関東 茨城県 （仮称）サンキ研究学園店 つくば市研究学園3丁目24番 エムジーリース 三喜 2018年7月20日 2019年3月21日 2,482

関東 茨城県 （仮称）水戸市西原貸店舗新築工事 水戸市西原一丁目3523番1　外 ダイワロイヤル カスミ
ウエルシア薬

局
1 2018年9月26日 2019年5月27日 3,496

関東 茨城県 ベイシア潮来店 潮来市須賀南321番　外 ベイシア ベイシア 3 2018年9月26日 2019年5月27日 8,647

関東 茨城県 （仮称）ヨークタウン取手店 取手市戸頭大明神1118番1　外 青野産業 ヨークベニマル サンドラッグ 6 2018年10月12日 2019年6月13日 5,090

関東 茨城県 （仮称）ヨークベニマル東海舟石川店
那珂郡東海村大字舟石川東海中央土

地区画整理施行地区内53街区
ダイワロイヤル ヨークベニマル 2018年10月31日 2019年7月1日 1,961

関東 栃木県 ツルハドラッグさくら喜連川店 さくら市喜連川字松並3592番外 芙蓉総合リース ツルハ 2018年7月27日 2019年3月28日 1,114

関東 栃木県 ヤオハン東店 鹿沼市東町一丁目101番1外 八百半フードセンター 八百半フードセンター 1 2018年8月3日 2019年4月4日 1,735

関東 栃木県 （仮称）TRIAL小山美しが丘店 小山市美しが丘一丁目19番2 トライアルカンパニー トライアルカンパニー 2018年8月31日 2019年5月1日 4,148

関東 栃木県 （仮称）カワチ薬品大沢店
日光市木和田島字小松原1570番11

外
カワチ薬品 カワチ薬品 2018年10月4日 2019年6月5日 1,483

関東 栃木県 （仮称）クスリのアオキ末広店 大田原市末広二丁目3048番1外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2018年10月25日 2019年6月25日 1,469

関東 栃木県 （仮称）平松本町複合店 宇都宮市平松本町762番4外 クスリのアオキ 1 クスリのアオキ 1 2018年11月29日 2019年7月30日 1,150

関東 群馬県 アクロスプラザ笠懸Ａ～Ｄ・Ｈ棟 みどり市笠懸町阿左美１２８５番１　外 大和情報サービス フレッセイ しまむら 1 2018年7月6日 2019年3月7日 4,368

関東 群馬県 アクロスプラザ笠懸Ｅ～Ｇ棟 みどり市笠懸町阿左美１３０８番１　外 大和情報サービス ウェルシア薬局 セリア 2018年7月6日 2019年3月7日 1,550

関東 群馬県 太田西矢島町複合店舗 太田市西矢島町５８１番１　外 大和情報サービス 未定 2018年8月27日 2019年4月28日 1,120

関東 群馬県 ベルク前橋北代田店 前橋市北代田町字西久保２８　外 ベルク ベルク 2018年9月28日 2019年5月29日 2,142

関東 群馬県 （仮称）ニトリ高崎倉賀野店
高崎市倉賀野町字原付２６８１番４

外
ヤマダイ大竹 ニトリ 未定 2018年11月1日 2019年9月1日 7,383

関東 埼玉県 （仮称）ピアシティ原馬室 鴻巣市原馬室字上曽部114番1外 カスミ カスミ 未定 2 2018年6月4日 2019年2月5日 4,029

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 2019 年 1 月 4 日発表「平成 30 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 11 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。

は11月届出案件です。
※続きは正規版をご覧下さい。
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株式会社フードナビゲーションジャパン　　　担当　：　小池  宛

惣菜売場でのポイントは弁当。弁当類は平
台で展開され、弁当の盛り付けに特に力

を入れているという。百貨店の商品の盛り付け
を目指し、ボリュームを出しつつ、豪華に見得

るように、品
目や色合いな
ども工夫され
ている。

「あゆの塩焼」

「アジフライ」

米　飯

温惣菜

「赤魚の粕漬け弁当」

「季節の彩りはづき弁当」
「季節の味覚御膳」

「豚肉アスパラチーズ巻弁当」

「厚切り鮭弁当」

惣　菜

■ 3.11 以降の変化

　東北エリアを見ていると、3.11 大震災以降の購買
行動が変わってきたように見える。一つは高齢化、年
金、社会保障に関する不安から、1 円でも安くという
節約志向にある。もう一方では、同じ買い物をするの
であれば、商品を吟味して安全・安心など、価値のあ
るものを買うというニーズが一段と高まっており、大
きく二極化してきたといえる。どっちつかずの商品や
サービスは消え行く傾向にあるようだ。自分達のター
ゲットとコンセプトを明確にし、お客様を創造してい
く時代になってきたといえる。さらに、3 つ目に東北
の数字を見ていると、ハレの日のイベントの数字が伸
びていることが分かる。当社でも節分は前年比 120％
であった。普段は節約していても、イベント時は家族
団欒や絆の考え方から、故郷を大事にしようという傾
向が出てきている。
　ベニマルの店舗でもエリア毎で経営環境が全く異
なっている。茨城、栃木、山形など震災の影響が比較
的少なかったエリアでは、経営状況が比較的に厳しい
というのが実態ではなかろうか。それは昨年の備蓄的
買物行動の有無などが影響している。また、震災復興
の補助金や雇用などの影響もエリア毎に違い、これら
の環境の違いが経営状況にも顕著に表れてきている。

■ CVS は好調

　CVS は極めて好調のようだ。「開いてて良かった
…」という時代から変化し、近年では SM 的な機能
を充実させてきている。以前は SM との価格差が
あったが、プライベートブランド（PB）商品の導
入など、最近は差が無くなってきているのが現状。
セブン＆アイグループでは、セブンイレブンがグ
ループの 8 割も利益を出している状況であり、さ
らにグループをけん引していって欲しい。また、我々

も好調なセブンイレブンのマネジメント力などを
もっと学ぶべきであると思っている。

■セブンプレミアム商品について

　セブンプレミアム商品の開発には、明確な目標や
志、コンセプトが必要。これからはカテゴリー毎に
“ コア ” 商品を作らなくては生き残れない。セブン
プレミアムシリーズに関してはリピーターが増えて
おり、特にゴールドシリーズに関しては、月を追う
ごとに増えている。価格は安くはないが支持は高い。
大事なのはベーシックな商品でリピーターをしっか
り作っていくこと。珍しいものを作るより、基本の
商品で多くの支持を集めていくことが大切。

■ SM にとっての PB

　我々の商売の最大のプライベートブランドは野菜
であり、鮮魚であり、精肉であり、デリカテッセン
である。そこにデイリーや加食、セブンプレミアム
セブンプレミアム商品の開発には、明確な目標や志、
コンセプトが必要。これからはカテゴリー毎に “ コ
ア ” 商品を作らなくては生き残れない。セブンプレ
ミアムシリーズに関してはリピーターが増えてお
り、特にゴールドシリーズに関しては、月を追うご
とに増えている。価格は安くはないが支持は高い。
大事なのはベーシックな商品でリピーターをしっか
り作っていくこと。珍しいものを作るより、基本の
商品で多くの支持を集めていくことが大切。
　東北エリアを見ていると、3.11 大震災以降の購買
行動が変わってきたように見える。一つは高齢化、年
金、社会保障に関する不安から、1 円でも安くという
節約志向にある。もう一方では、同じ買い物をするの
であれば、商品を吟味して安全

ヨークベニマル矢野目店オープン当日、㈱

ヨークベニマルの大髙善興社長（代表取

締役社長 兼 COO、セブン＆アイ HLD. 取締役）

は震災後 � 年の東北エリア、自社について次

のようにコメントした。

「
ヤ
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◀▲上記記事は過去
掲載記事例です。

申込日：　　　年　　月　　日（　　　年　　月より利用開始）

■『Food Navigation』とは・・・
　スーパーマーケットの新店をはじめ、コンビニや一部外食など、惣菜を中心に生鮮部門などもレポートする Web
　閲覧媒体です。特に惣菜においては、各バイヤーのコメントなど鮮度感のある情報を提供しております。
■年間サービス利用料金
　年間サービス利用料：９０，９００円＋税（税込 98,�72 円）　※こちらは小売業様価格となります。
■ご利用にあたって
　※当サービス利用申込企業様は当サービス「利用規約」を承諾したものとします。
　※当サービスでは、会員様が安全にご利用頂けるよう暗号化ファイル（FinalCode システム）での提供をしてお
　　ります。FinalCode の動作環境としては、OS は Windows7 以降、Web ブラウザーは Internet Explorer 10、
　　11、 Microsoft Edge となっております。※ JavaScript 使用※ Cookie 使用。
　※また、当サービスは契約企業内のみでの利用となっており、営業手段としての利用は禁止しております。


