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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 北海道 サツドラ函館石川店 函館市石川町472-3 函館バス
サッポロドラッグスト

アー
2018年12月18日 2019年8月19日 1,565

北海道 北海道 ツルハドラッグ広尾店 広尾郡広尾町並木通東2丁目2 広振 ツルハ 2018年12月25日 2019年8月26日 1,231

北海道 北海道 マックスバリュ函館若松店 函館市若松町25番1ほか マックスバリュ北海道 マックスバリュ北海道 2019年1月10日 2019年9月11日 1,743

北海道 北海道 ツルハドラッグ旭川神楽5条店 旭川市神楽5条12丁目456番4ほか LINKLE ツルハ 2019年1月22日 2019年9月23日 1,210

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 青森県 いとく浜の町店
弘前市大字浜の町西一丁目５－２１

外
伊徳 伊徳

丸大サクラヰ

薬局
○ 2018年12月19日 2019年8月20日 3,638

東北 青森県 （仮称）コープあおもり和徳店 弘前市野田二丁目１８外
生活協同組合コープ

あおもり

生活協同組合コープ

あおもり
2019年1月18日 2019年9月19日 1,558

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 宮城県 大河原小島商業施設 柴田郡大河原町字小島２１番地の２ 仙南ハウス産業 ツルハ 未定 2019年1月15日 2019年9月16日 1,463

東北 宮城県
（仮称）イエローハット利府店・ＴＳＵＴＡＹＡ

利府店

宮城郡利府町利府字新揺橋７５番１

外
ホットマン ホットマン 2019年1月15日 2019年9月16日 2,120

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 山形県 （仮称）ヨークタウン東根神町 東根市神町西五丁目1015番64外 ヨークベニマル ○ ヨークベニマル 未定 2018年12月18日 2019年8月19日 3,827

東北 山形県 元気市場たかはし元木店 山形市元木一丁目６８番１外 高橋畜産食肉 高橋畜産食肉 2019年1月8日 2019年9月9日 1,911

東北 福島県 カワチ薬品白河西店 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 福島県 （仮称）ダイユーエイト新八島田店 福島市南沢又市字中道南１番１外 ダイユーエイト ダイユーエイト 2018年12月12日 2019年8月13日 5,970

東北 福島県 ツルハドラッグ白河結城店 白河市結城４３番地
ＮＥＣキャピタルソ

リューション
ツルハ 2018年12月14日 2019年8月15日 1,222

東北 福島県 （仮称）ハシドラッグ鳥谷野店 福島市鳥谷野字芝切１５番地１　外 ハシドラッグ ハシドラッグ 2019年1月11日 2019年9月12日 1,218

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

東北 仙台市 （仮称）Frespo富沢西 仙台市太白区富田字京ノ北52-1　外 大和リース ツルハ
フローリスト花

の杜
○ 2018年12月17日 2019年8月17日 3,583

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 茨城県 （仮称）水戸元吉田PJ計画 水戸市元吉田町字岡崎1030番4　外 青野産業 ヨークベニマル ジーユー 6 2018年12月12日 2019年8月13日 10,932

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 栃木県 とりせん栃木店 栃木市箱森町418-2外 とりせん とりせん 2 2019年1月11日 2019年10月1日 5,719

建物設置者名 小売業者名
店舗面積

の合計

（㎡）

は 2019 年 1 月届出案件です。
参照：経済産業省 2019 年 3 月 1 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　【2019 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。


