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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
ツルハドラッグ大麻中央店・バースデイ江

別店
江別市大麻南樹町1-3 アルファ都市設計 ツルハ しまむら 2020年4月17日 2020年12月18日 1,948

北海道 北海道 （仮称）旭川４条通１丁目複合施設
旭川市４条通１丁目2420-1、2241-

6、2241-5、3127
旭川電気軌道 ツルハ 2020年4月24日 2020年12月25日 1,174

北海道 北海道 コメリハードアンドグリーン余市店 余市郡余市町黒川町654-7 コメリ コメリ 2020年5月20日 2021年1月1日 4,029

北海道 北海道 （仮称）サツドラ釧路町店 釧路郡釧路町曙４丁目11番13 太平ホーム北海道
サッポロドラッグスト

アー
2020年12月14日 2021年8月15日 1,280

北海道 北海道 サツドラ岩見沢６条店 岩見沢市５条西３丁目２－１ほか
サッポロドラッグスト

アー

サッポロドラッグスト

アー
2020年12月22日 2021年8月23日 1,219

北海道 北海道 （仮称）コストコホールセール石狩倉庫店 石狩市新港南２丁目100－１
コストコホールセール

ジャパン

コストコホールセール

ジャパン
2020年7月30日 2021年3月31日 10,511

北海道 北海道 コメリハード＆グリーン新ひだか店
日高郡新ひだか町静内駒場６－１ほ

か
コメリ コメリ ローソン

アクティブサ

ポート
2020年9月25日 2021年5月26日 4,091

北海道 札幌市 ネクステージ清田
札幌市清田区美しが丘4条10丁目

463-6　ほか
ネクステージ ネクステージ 2020年5月8日 2020年10月31日 4,819

北海道 札幌市 コープさっぽろ　しろいし中央店
札幌市白石区中央３条３丁目26-1、

17-1、17-3、18
コープさっぽろ コープさっぽろ 2020年9月23日 2021年4月1日 2,097

北海道 札幌市 （仮称）コメリパワー札幌北野店
札幌市清田区北野3条5丁目57-63ほ

か
コメリ コメリ 2020年12月25日 2021年12月1日 7,134

東北 青森県 スーパーセンタートライアルおいらせ店
青森県上北郡おいらせ町上久保６３

－１０外

株式会社トライアルカ

ンパニー

株式会社トライアルカ

ンパニー
2020年6月23日 2021年3月30日 3,828

東北 青森県
ツルハドラッグ黒石一番町店・セリア黒石一

番町店
黒石市一番町189番地外

株式会社くらしすた不

動産
株式会社ツルハ 株式会社セリア 2020年12月22日 2021年8月23日 1,841

東北 岩手県 ツルハドラッグ大槌店
岩手県上閉伊郡大槌町大槌第23地

割字沢山６番地１　外

芙蓉総合リース株式

会社
株式会社ツルハ 2020年4月17日 2020年12月18日 1,213

東北 岩手県 ツルハドラッグ遠野松崎店
遠野市松崎町白岩19地割31番地１ほ

か

芙蓉総合リース株式

会社
株式会社ツルハ 2020年6月29日 2021年3月1日 1,190

東北 岩手県 （仮称）クスリのアオキ津志田店 盛岡市津志田町二丁目103番１ クスリのアオキ クスリのアオキ 2020年8月28日 2021年4月29日 1,342

東北 岩手県 （仮称）クスリのアオキ太日通り店
奥州市水沢太日通り二丁目30番１号

ほか
クスリのアオキ クスリのアオキ 2020年9月10日 2021年5月11日 1,358

東北 岩手県
スーパーマーケットマイヤ水沢店・薬王堂

水沢店
奥州市水沢八反町10番１外　地内 マイヤ 薬王堂 マイヤ 薬王堂 2020年10月9日 2021年6月10日 2,978

東北 山形県 ヤマザワ谷地店 西村山郡河北町谷地字月山堂１１５８番外ヤマザワ ヤマザワ サンデー 2 2020年4月7日 2020年12月8日 6,577

東北 山形県 （仮称）クスリのアオキ金池店 米沢市金池六丁目４番５号外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2020年6月12日 2021年2月13日 1,365

東北 山形県 （仮称）ウエルシア酒田北店 酒田市ゆたか一丁目15番20号 ウエルシア薬局 ウエルシア薬局 2020年8月11日 2021年3月5日 1,308

東北 山形県 （仮称）クスリのアオキ寒河江西店 寒河江市大字寒河江字鶴田１５番１号外クスリのアオキ クスリのアオキ 2020年11月6日 2021年7月6日 1,390

東北 山形県 ジョイントパークコム・薬王堂寒河江西根店
寒河江市大字西根字石川西266番地

1外
伊藤建設 薬王堂 薬王堂 2 2020年12月18日 2021年8月19日 1,700

東北 宮城県 ドラッグストアモリ亘理逢隈店
亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北１６６

番１　外
ドラッグストアモリ くすりのベル 2020年9月7日 2021年5月8日 1,495

東北 宮城県 （仮称）クスリのアオキ古川駅東店 大崎市古川駅東二丁目７６　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2020年5月29日 2021年2月10日 1,798

東北 宮城県 （仮称）クスリのアオキ岩沼藤浪店 岩沼市藤浪一丁目１９２－１　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2020年11月25日 2021年7月26日 1,329

東北 秋田県 （仮称）イオン新能代ショッピングセンター
秋田県能代市鰄渕字古屋布１番外９

７筆
イオンモール イオン東北 未定 未定 2020年12月10日 2021年8月11日 19,800

東北 福島県 (仮称)カワチ薬品原町東店
南相馬市原町区北原字前田２５番３

外
カワチ薬品 カワチ薬品 2020年5月27日 2021年1月28日 1,446

東北 福島県 マルト新尼子店 いわき市平字尼子町三丁目１番外
マルトグループホール

ディングス
マルト くすりのマルト 2020年6月30日 2021年3月1日 2,687

東北 福島県 (仮称)クスリのアオキ鏡石店 岩瀬郡鏡石町中町９７番外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2020年7月22日 2021年3月23日 1,308

東北 福島県 (仮称)クスリのアオキ太平寺店 福島市太平寺字沖高５４番１外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2020年8月13日 2021年4月14日 1,310

東北 福島県 (仮称)クスリのアオキ喜多方西店 喜多方市字町西９０００番１外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2020年8月28日 2021年4月29日 1,478

東北 福島県 (仮称)カインズ会津若松店
会津若松市神指町大字南四合字幕内

南６３２番地１他
カインズ カインズ 2020年10月30日 2021年6月30日 7,000

東北 福島県 （仮称）ハシドラッグ川俣店
伊達郡川俣町大字鶴沢字社前８３番

１外
ハシドラッグ ハシドラッグ 2020年12月28日 2021年8月29日 1,678

東北 仙台市 （仮称）富沢西商業施設
仙台市太白区富沢字鍛冶屋敷37－3

外
大和リース 未定 2020年5月27日 2021年1月28日 1,367

東北 仙台市 ドラッグストアモリ明石南店 仙台市泉区明石南三丁目7番1号 ドラッグストアモリ くすりのベル 2020年9月30日 2020年5月31日 1,265

関東 茨城県 さくらの杜ショッピングセンター つくば市さくらの森25番４　外 コメリ 2 コメリ ヨークベニマル 3 2020年5月22日 2021年1月23日 13,649

関東 茨城県 （仮称）コスモス大堤店 古河市大堤字松並西1988番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年7月22日 2021年3月23日 1,529

関東 茨城県 （仮称）ドラッグコスモス古河女沼店 古河市女沼字向川北336番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年10月1日 2021年6月2日 1,529

関東 茨城県 （仮称）ドラッグコスモスひたちなか松戸店 ひたちなか市松戸町３丁目３番２　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年10月12日 2021年6月13日 1,453

関東 茨城県 （仮称）コスモス平泉東店 神栖市平泉東三丁目26番３　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年10月16日 2021年6月17日 1,558

関東 茨城県 （仮称）ドラッグコスモス鹿嶋平井店
鹿嶋市大字平井字鹿嶋道北1325番２

外
コスモス薬品 コスモス薬品 2020年11月18日 2021年7月19日 1,449

関東 茨城県 （仮称）コスモス東光台店 石岡市東光台四丁目2855番１ 日榮産業 コスモス薬品 2020年12月16日 2021年8月17日 1,531

関東 栃木県 (仮称）ヨークベニマル今泉町店 宇都宮市今泉町字中原158-1 ヨークベニマル ヨークベニマル 2020年5月26日 2021年1月27日 1,287

関東 栃木県 カルナ駅東店 宇都宮市宿郷三丁目16番3号外 美㐂 かましん 3 2020年6月30日 2021年9月1日 5,185

関東 栃木県 日光ランドマーク 日光市今市412番地1外 ジェイピー かましん 3 2020年7月21日 2021年3月22日 3,315

関東 栃木県 （仮称）足利市福居町複合施設 足利市福居町254-1　ほか 中道リース フレッセイ 6 2020年8月17日 2021年4月18日 4,915

関東 栃木県 （仮称）ドラッグコスモス森友店 日光市森友字大桑道下1004番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年9月11日 2021年5月12日 1,504

関東 栃木県 （仮称）ドラッグコスモス足利小俣店 足利市小俣町1772番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年11月16日 2021年7月17日 1,484

関東 栃木県 （仮称）クスリのアオキ下武子店 鹿沼市下武子町字宮上野54番１　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2020年11月24日 2021年7月25日 1,340

関東 栃木県 （仮称）ドラッグコスモス城東店 宇都宮市城東二丁目26番2 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年12月7日 2021年8月8日 1,492

関東 栃木県 ツルハドラッグ栃木西方町店 栃木市西方町本城字金井川西44番1 芙蓉総合リース ツルハ 2020年12月14日 2021年8月15日 1,136

関東 栃木県 （仮称）ドラッグコスモス黒磯店 那須塩原市清住町95番5 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年12月24日 2021年8月25日 1,460

関東 群馬県 ニトリ渋川店 渋川市白井字北中道2355番　外 ニトリ ニトリ 2020年6月29日 2021年3月1日 3,494

関東 群馬県 ドラッグコスモス邑楽店
邑楽郡邑楽町大字中野字元宿2995

番2　外
コスモス薬品 コスモス薬品 2020年8月7日 2021年4月8日 1,524

関東 群馬県 クスリのアオキ吉岡大久保店 北群馬郡吉岡町大字大久保2885-１ クスリのアオキ クスリのアオキ 2020年8月21日 2021年4月22日 1,271

関東 群馬県 クスリのアオキ伊勢崎東小保方店 伊勢崎市東小保方町3503　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2020年8月28日 2021年4月29日 1,324

関東 群馬県 （仮称）ツルヤみどり店 みどり市笠懸町鹿３９２２番１　外 ツルヤ ツルヤ 2020年9月30日 2021年5月31日 3,522

関東 群馬県 ウエルシア前橋三俣店 前橋市三俣町三丁目18番１　外 ウエルシア薬局 ウエルシア薬局 2020年10月15日 2021年6月16日 1,174

関東 群馬県 クスリのアオキ前橋小相木町店 前橋市小相木町584－１　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2020年10月23日 2021年6月24日 1,506

関東 埼玉県 （仮称）ダイレックス下間久里店 越谷市下間久里821番1ほか ダイレックス ダイレックス 2020年5月15日 2021年1月16日 1,726

関東 埼玉県 （仮称）イオンモール川口 川口市安行領根岸３１８０ サイボー イオンリテール ○ 2020年6月10日 2021年2月11日 33,000

関東 埼玉県 ウエルシア川口領家店 川口市領家三丁目１８６９外 ヤハギ水道 ウエルシア薬局 2020年6月18日 2021年2月19日 1,213

関東 埼玉県 （仮称）ベルク戸田氷川町店 戸田市氷川町二丁目１番８号外 小山企業 ベルク 2020年8月14日 2021年4月15日 2,184

関東 埼玉県 （仮称）ドラッグコスモスせんげん台店 越谷市千間台西三丁目3番37 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年9月4日 2021年5月5日 1,355

関東 埼玉県 （仮称）ヤオコーふじみ野大原店 ふじみ野市大原二丁目1番30号 ヤオコー ヤオコー 未定 2020年9月4日 2021年5月5日 2,998

建物設置者名 小売業者名 店舗面積

の合計

（㎡）

は 2020 年 12 月届出案件です。

出典：令和２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　　【２０２０年 12 月末】　
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。


