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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 木野タウン　ケーズデンキ棟 音更町木野大通東11丁目1-1ほか デンコードー デンコードー 2019年4月16日 2019年12月17日 3,134

北海道 札幌市 コープさっぽろ新琴似店
北区新琴似1条11丁目115-2、1条12

丁目118-1
オリックス

生活協同組合コープ

さっぽろ
他4 2019年4月11日 2019年11月12日 4,810

北海道 札幌市 ツルハドラッグ本町2条店 東区本町2条4丁目12-2の内 ほか 淨藏 ツルハ セブンイレブン 他1 2019年4月25日 2019年11月25日 1,755

北海道 札幌市 ガリバー札幌清田店 清田区美しが丘4条5丁目2-12 東原　俊郎 IDOM 2019年4月25日 2019年11月25日 3,939

北海道 札幌市
（仮称）アウトドア専門店　CORSO

SAPPORO
手稲区富丘3条4丁目11-1ほか アイビック アイビック 2019年5月14日 2020年1月10日 1,413

東北 青森県 マエダストア売市店 八戸市売市四丁目６－９外 孫作 マエダ 2019年5月28日 2020年1月29日 1,471

東北 岩手県 スーパーセンタートライアル滝沢店 滝沢市牧野林873番ほか トライアルカンパニー トライアルカンパニー 2019年5月9日 2020年2月29日 4,182

東北 宮城県 （仮称）ゆりあげの郷食彩館 名取市閖上字昭和１１番１　外 伊藤チェーン 伊藤チェーン 未定 2019年5月20日 2020年6月14日 4,223

東北 福島県
(仮称)アメリカ屋矢野目店・眼鏡市場福島

店
福島市南矢野目谷地７０番地の２ アメリカ屋 ○ アメリカ屋 メガネトップ 2019年5月9日 2020年1月10日 1,056

東北 福島県 クスリのアオキ天寧寺店 会津若松市天寧寺町２１９番１外６筆 クスリのアオキ クスリのアオキ 2019年5月28日 2020年1月29日 1,440

関東 茨城県 ドラッグストアセキ阿見店
稲敷郡阿見町大字阿見字宮脇2355

番１　外
セキ薬品 セキ薬品 2019年5月31日 2020年2月1日 1,208

関東 群馬県 ネッツトヨタ群馬前橋こじまた店 前橋市小島田町１７４番１　外 ネッツトヨタ群馬 ネッツトヨタ群馬 2019年4月1日 2020年11月15日 1,152

関東 群馬県 (仮称)群馬県吉岡町計画 北群馬郡吉岡町大久保７４７　外 ダイワロイヤル ドン・キホーテ 2019年5月14日 2020年1月15日 2,162

関東 埼玉県 ヤオコー所沢有楽町店 所沢市有楽町669番地　外 ヤオコー ヤオコー 2019年4月18日 2019年12月19日 1,845

関東 埼玉県 （仮称）ケースデンキ北本店 北本市深井4丁目54番外
ケーズホールディング

ス

ケーズホールディング

ス
2019年5月9日 2020年1月10日 2,995

関東 千葉県 （仮称）フォルテ白井 白井市根字念仏塚４７６番２ほか ベルク ベルク 4 2019年4月5日 2019年12月6日 4,630

関東 千葉県 （仮称）フォルテ船橋行田 船橋市行田一丁目３８２番１ ベルク ベルク 3 2019年5月16日 2020年9月1日 4,364

関東 千葉県 (仮称）クスリのアオキ井野店 佐倉市井野字大野1387番1ほか クスリのアオキ クスリのアオキ 2019年5月28日 2020年2月1日 1,426

関東 東京都 （仮称）イオンタウン稲城 稲城市東長沼1254番1ほか イオンタウン イオンマーケット ○ 2019年4月9日 2019年12月10日 3,500

関東 東京都 （仮称）ドン・キホーテ五反田店 品川区東五反田一丁目12番地1ほか
日本アセットマーケティ

ング
ドン・キホーテ 2019年4月11日 2019年12月12日 1,665

関東 東京都 （仮称）豊洲２－１街区商業施設計画 江東区豊洲二丁目15番12ほか 三井不動産 未定 2019年4月19日 2020年4月1日 6,174

関東 東京都 （仮称）新宮下公園等整備事業 渋谷区神宮前六丁目20番ほか 三井不動産 未定 2019年4月23日 2020年3月1日 7,913

関東 東京都 WATERS takeshiba（ウォーターズ竹芝） 港区海岸一丁目22番１ほか 東日本旅客鉄道 未定 2019年5月21日 2020年4月1日 4,089

関東 東京都
（仮称）有明北3-1地区計画　大規模商業

施設
江東区有明二丁目１番203ほか 住友不動産 未定 2019年5月21日 2020年4月1日 33,182

関東 東京都 （仮称）東京国際空港第2ゾーン計画 大田区羽田空港二丁目2番ほか
羽田エアポート都市開

発
未定 2019年5月31日 2020年4月1日 3,745

関東 静岡県 (仮称)杏林堂新所原店 湖西市駅南三丁目12-26外
杏林堂グループ・ホー

ルディングス

杏林堂グループ・ホー

ルディングス
2019年4月26日 2019年12月27日 2,023

関東 静岡県 ハードストック富士
富士市新富士駅南土地区画整理事業

第26街区外
エンチョー エンチョー 2019年4月26日 2019年12月27日 1,934

関東 静岡県 ハードストック島田 島田市東町1307 石川慶一 エンチョー 2019年5月28日 2020年1月29日 1,323

関東 千葉市 （仮称）ネクステージ千葉幕張店
千葉市花見川区幕張町五丁目417番

地263
ネクステージ ネクステージ 2019年5月17日 2019年12月27日 3,905

関東 横浜市 （仮称）コーナンPRO鶴見獅子ケ谷店
横浜市鶴見区獅子ケ谷3丁目470番2

ほか
コーナン商事 コーナン商事 2019年4月18日 2019年12月19日 1,440

関東 横浜市 （仮称）三和青葉区もえぎ野商業施設計画 横浜市青葉区もえぎ野１番２ 三和ホールディングス 三和 2019年5月21日 2020年1月22日 2,808

関東 浜松市 （仮称）フィール浜松白羽店 浜松市南区白羽町５０－１
フィールホールディン

グス

フィールコーポレー

ション
2019年4月15日 2019年12月15日 2,271

関東 浜松市 ガリバーアウトレット浜松宮竹店 浜松市東区宮竹町２１８－１ 龍光 ＩＤＯＭ 2019年4月15日 2019年12月16日 6,080

関東 浜松市 （仮称）杏林堂薬局浜北小松店 浜松市浜北区小松467-1ほか 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2019年4月19日 2019年12月20日 1,515

中部 愛知県 スギ薬局蔵子店 豊川市蔵子七丁目17番地1 スギホールディングス スギ薬局 2019年4月26日 2019年12月26日 1,448

中部 愛知県 （仮称）豊田四郷　複合店舗
豊田市四郷駅周辺土地区画整理地

32街区1ほか8筆
ＭＵＬプロパティ エディオン 中部薬品 2019年5月22日 2020年3月1日 2,849

中部 岐阜県 （仮称）イオンタウン各務原鵜沼（Ａゾーン） 各務原市鵜沼西町3丁目154－1 イオンタウン イオンビッグ 2019年4月19日 2019年11月27日 7,513

中部 岐阜県 （仮称）イオンタウン各務原鵜沼（Ｂゾーン） 各務原市鵜沼西町3丁目175 イオンタウン 未定 2019年4月19日 2019年11月27日 3,342

中部 岐阜県 （仮称）イオンタウン各務原鵜沼（Ｃゾーン） 各務原市鵜沼西町3丁目254－1 イオンタウン 未定 2019年4月19日 2019年11月27日 1,192

中部 三重県 (仮称）ぎゅーとらラブリー小田店
三重県伊賀市小田町字泥畑260番ほ

か9筆
Y'ｓcorporation ぎゅーとら 未定 未定 2019年4月10日 2019年12月11日 2,985

中部 三重県 (仮称）ドラッグコスモス桔梗が丘店 三重県名張市蔵持町原出1347-1　他 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年4月26日 2019年12月27日 1,654

中部 三重県
（仮称）三重トヨタ自動車株式会社四日市久

保田店

三重県四日市市久保田二丁目２６８

－１外５筆
三重トヨタ自動車 三重トヨタ自動車 2019年5月31日 2020年2月1日 1,229

中部 富山県 （仮称）射水鷲塚ショッピングセンター 射水市鷲塚７２番１　ほか４筆 KSIプランニング マックスバリュ北陸 2 2019年4月5日 2019年11月15日 3,569

中部 石川県 ドラッグコスモス山代温泉店
加賀市山代温泉北部二丁目18番1

外11番
コスモス薬品 コスモス薬品 2019年4月9日 2019年12月10日 1,525

中部 名古屋市 ケーズデンキ名西店 名古屋市西区堀越二丁目 101番 ギガス ギガス 2019年4月25日 2019年12月26日 3,333

近畿 福井県 クスリのアオキ江守中店 福井市江守中2丁目1502番地 クスリのアオキ クスリのアオキ 2019年5月21日 2020年1月22日 1,462

近畿 滋賀県 ドラッグコスモス石部店 湖南市石部中央四丁目1168番１ほか コスモス薬局 コスモス薬局 2019年4月23日 2019年12月1日 1,654

近畿 大阪府 （仮称）松原天美ショッピングセンター 松原市天美東３丁目地内
セブン＆アイ・クリエイ

トリンク
未定 2019年4月23日 2020年11月1日 34,000

近畿 大阪府 松源光明池店 和泉市和田町２５６番地 他 松源 松源 2019年4月10日 2019年12月11日 1,485

近畿 大阪府 （仮称）吹田市長野東商業施設 吹田市長野東2038 他
NTT西日本アセット･プ

ランニング
さとう 2019年5月29日 2020年1月30日 1,942

近畿 大阪府 （仮称）松源和泉砂川駅前店 泉南市信達牧野206番　他 松源 松源 2019年5月31日 2020年2月1日 1,464

近畿 奈良県 （仮称）トライアル桜井粟殿店 桜井市粟殿1017番9ほか マルハン トライアルカンパニー 2019年5月23日 2020年1月24日 3,418

近畿 大阪市
（仮称）イオン野田海老江ショッピングセン

ター
大阪市福島区海老江一丁目1番9 イオンリテール 未定 イオンリテール 未定 2019年4月24日 2019年12月25日 2,566

近畿 大阪市 （仮称）ライフ南堀江店
大阪市西区南堀江三丁目17番8 他1

筆
ライフコーポレーション ライフコーポレーション 2019年5月13日 2020年1月14日 3,500

近畿 神戸市 ( 仮称)コーナンＰＲＯ伊川谷店
神戸市西区伊川谷町潤和字有久

1115番１他
エル・ビー コーナン商事 2019年4月12日 2019年12月13日 1,461

近畿 堺市 （仮称）ジョーシン堺長曽根店 堺市北区長曽根町１９１５－１他 上新電機 上新電機 2019年4月26日 2019年12月27日 2,361

中国 広島県 フタバ図書海田店 安芸郡海田町南大正町1262番1ほか フタバ図書 浜岡管財 フタバ図書 2019年4月12日 2019年10月25日 2,376

中国 山口県 サンキュードラッグ上田中町店 下関市上田中町二丁目9の37 サンキュードラッグ サンキュードラッグ 2019年4月24日 2019年12月25日 1,247

中国 山口県 フジ桜馬場店 周南市桜馬場通三丁目16 フジ フジ 2019年4月26日 2019年12月27日 1,238

中国 山口県 スーパーセンタートライアル長府才川店 下関市長府才川二丁目４８９の１ トライアルカンパニー トライアルカンパニー 2019年5月8日 2020年5月29日 2,970

四国 愛媛県 ザグザグ伯方店 今治市伯方町叶浦甲1666-　外 ザグザグ ザグザグ 2019年4月11日 2019年12月12日 1,035

四国 愛媛県 mac富久店 松山市富久町430-2 エバーウッディ 大屋 大屋観光 未定 2019年5月31日 2020年2月1日 1,600

四国 高知県 エースワン横内店 高知市横内170番地１　外 エースワン エースワン 2019年5月29日 2020年1月30日 1,486

九州 福岡県 スーパーセンタートライアル桂川土居店
嘉穂郡桂川町大字土居字関町８１０

番１外
トライアルカンパニー トライアルカンパニー 2019年4月16日 2020年3月26日 4,145

九州 福岡県 （仮称）ビバモール東水巻
遠賀郡水巻町吉田南五丁目600番1

外
ダイワロイヤル LIXILビバ

トライアルカン

パニー
2019年4月26日 2019年12月27日 13,184

九州 福岡県 （仮称）ダイレックス岡垣店
遠賀郡岡垣町百合ヶ丘二丁目362番1

外
九州リースサービス ダイレックス 2019年5月29日 2020年1月30日 1,670

九州 長崎県 ドラックコスモス壱岐店
壱岐市郷ノ浦町柳田触字山中２５１番

１、２４６番の一部
コスモス薬品 コスモス薬品 2019年5月17日 2020年1月18日 1,632

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス浮之城店 宮崎市吉村町天神前甲142番地3 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年4月2日 2019年12月3日 1,450

九州 宮崎県 ブックスミスミ都城店 都城市早水町4500 Misumi Misumi 未定 2019年5月31日 2020年2月1日 3,111

九州 鹿児島県 (仮称)ドラッグストアモリ宮之城店 さつま郡さつま町旭町10番２号　外 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2019年4月22日 2019年12月23日 1,395

九州 熊本市
ドラックコスモス植木南店

・ドコモショップ植木店

熊本市北区植木町投刀塚字出口３２

１番２　他

コスモス薬局 天水総合カン

パニー
コスモス薬局

ドコモショップ

植木店
2019年4月11日 2019年12月12日 1,750

九州 熊本市 きくかわ 熊本市北区植木町滴水21-5 きくかわ きくかわ 2019年4月25日 2019年12月26日 1,235

沖縄 沖縄県 （仮称）与那原商業施設 与那原町字与那原1104番ほか３筆 金秀本社 金秀本社 2019年4月11日 2019年12月12日 2,026

建物設置者名 小売業者名
店舗面積

の合計

（㎡）

出典：経済産業省 2019 年 7 月 1 日発表「平成 31（令和元）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 5 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 2019 年 5 月届出案件です。
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主催者企画

TV
※シールのデザインは変更する場合があります。

最優秀賞 優秀賞・特別賞 最終審査を経て入選

受賞シールを貼って
売上アップ！

TV・新聞・雑誌等に取り上げられ

商品や売場の
認知度アップ！

表彰式・受賞商品展示があり

担当者の
モチベーションアップ！

審査概要

エントリー

■審査項目

■エントリー部門（自薦・他薦可）
「スーパーマーケット」「CVS・専門店 他」に業態を分け、各部門ごとに評価基準を設け審査いたします。

お弁当・お惣菜大賞2020の定番商品部門は「のり弁当」にフォーカスを当て、優れた商品を選出します。

1

2

3

審査項目 

審査項目 

審査項目 

おいしさ 〈最終審査のみ〉

テーマ または コンセプト

原材料のこだわり

4

5

6

7

審査項目 

審査項目 

審査項目 

審査項目 

調理法や味付け、作業効率のこだわり

見た目(盛り付け方、彩り、容器・包装等)のこだわり

オリジナリティー

値ごろ感

http://www.obentou-osouzai.jp/
詳しくはWEBサイトをご覧ください。

2018年10月1日（月）～2019年9月20日（金）までに 販売された商品対象商品

受付期間 2019年6月3日（月）10：00～2019年9月20日（金）18：00まで
応募方法 WEBサイトのみでの受付です。　

受賞後の商品販売について、
各賞受賞商品と入選商品は
シールを貼る事ができます。

デリカテッセン・トレードショー2020
2020年2月12日（水）～2月14日（金）幕張メッセにて開催

表彰式・受賞商品展示

※2018年10月1日～2019年9月20日までの間に販売された実績があることが条件です。　※祭事・催事部門については、祭事・催事向けに販売された商品を対象とします。（例：クリスマス、
七夕、運動会等）　※商品の内容により、事務局の判断でエントリー部門を変更させていただく場合がございます。　※類似商品のエントリーは5点までとします。

の り 弁 当 （定番商品） 弁 当
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応募締切

▲ 2019年9月20日●金エントリー無料！

53,285件
2019年応募総数

受賞のメリット

1
受賞のメリット

2
受賞のメリット

3


