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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 札幌市 コープさっぽろやまはな店 中央区南22条西10丁目1203-6
生活協同組合コープ

さっぽろ
コープさっぽろ 2021年4月20日 2021年11月1日 2,519

東北 青森県 ツルハドラッグ大間上野店
下北郡大間町大字大間字上野5番1

外
芙蓉総合リース ツルハ 2021年4月14日 2021年12月15日 1,174

東北 秋田県 テラタ鹿渡店
秋田県山本郡三種町鹿渡字西小瀬川

１７５－２　外
テラタ テラタ 2021年4月23日 2021年12月24日 1,245

東北 秋田県
薬王堂秋田十文字店・セブン-イレブン十

文字佐賀会店

横手市十文字町佐賀会字下沖田40-

6.61-5.61-6
マルシメ Shu 薬王堂

セブン-イレブ

ン・ジャパン
2021年4月22日 2021年12月23日 1,168

東北 福島県 (仮称)ヨークタウン二本松インター 二本松市成田町一丁目８１０－１外 ヨークベニマル ヨークベニマル 2021年4月23日 2021年12月24日 3,801

関東 栃木県 （仮称）クスリのアオキ栃木薗部店
栃木県栃木市薗部町三丁目字南880

番１　外
クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年4月16日 2021年12月17日 1,837

関東 群馬県 クスリのアオキ前橋富士見店 前橋市富士見町小暮282番1　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年4月2日 2021年12月3日 1,272

関東 群馬県 太田飯塚ＳＣ 太田市飯塚681-1　外 関東建設工業 フレッセイ 2021年4月30日 2021年12月31日 3,651

関東 埼玉県 東京インテリア入間店 入間市宮寺字開発３１８６－２外５筆 東京インテリア 東京インテリア 2021年4月8日 2021年12月9日 7,759

関東 東京都 ヨドバシ西新宿ＭＹビル 新宿区西新宿一丁目10番1号
ヨドバシホールディン

グス
ヨドバシカメラ 2021年4月30日 2121年1月1日 3,749

関東 新潟県 （仮称）ミッドタウン小舟 新発田市小舟町1丁目7番1号外 石井組 1 ウオロク 上新電機 2 2021年4月27日 2021年12月28日 6,497

関東 長野県 （仮称）ダイレックス千曲店 千曲市大字寂蒔535番１ほか ダイレックス ダイレックス 2021年4月16日 2021年12月17日 1,312

関東 山梨県 クスリのアオキ河東中島店
中巨摩郡昭和町河東中島字十二枚

1803番1外
クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年4月13日 2021年12月14日 1,303

関東 山梨県 ディスカウントドラッグコスモス中小河原店 甲府市中小河原一丁目1575番3外 コスモス薬品 コスモス薬品 2021年4月27日 2021年12月28日 1,518

関東 静岡県 （仮称）クリエイトＳＤ三島南町店 三島市南町264番10 クリエイトＳＤ クリエイトエス・ディー 2021年4月15日 2021年12月16日 1,346

関東 新潟市 ウエルシア新潟上所中店 新潟市中央区上所中1丁目150番地 日生不動産販売 ウエルシア薬局 2021年4月15日 2021年12月16日 1,168

関東 浜松市 （仮称）杏林堂薬局根洗店 浜松市北区根洗町字東130-1 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2021年4月2日 2021年12月3日 2,222

中部 愛知県 クスリのアオキ碧南中町店 碧南市棚尾本町四丁目１０番地
株式会社クスリのアオ

キ

株式会社クスリのアオ

キ
2021年4月20日 2021年12月21日 1,494

中部 富山 クスリのアオキ八尾南店 富山市八尾町井田4948番3　ほか クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年4月2日 2021年 12月3日 1,426

近畿 福井県 ドラッグコスモス三国店
坂井市三国町三国東六丁目６０５番

外６筆
㈱コスモス薬品 ㈱コスモス薬品 2021年4月1日 2021年12月2日 1,528

近畿 福井県 ウエルシア敦賀中央町店 敦賀市中央町二丁目４ ウエルシア薬局㈱ ウエルシア薬局㈱
マックスバリュ

北陸㈱
2021年4月28日 2021年12月31日 2,177.48

近畿 福井県 ウエルシア鯖江上河端町店 鯖江市上河端町３－２５ ウエルシア薬局㈱ ウエルシア薬局㈱
マックスバリュ

北陸㈱
2021年4月28日 2021年12月31日 2,047.78

近畿 福井県 ウエルシア福井北四ツ居店
福井市北四ツ居一丁目２５０１　外８

筆
ウエルシア薬局㈱ ウエルシア薬局㈱

マックスバリュ

北陸㈱
2021年4月30日 2021年12月31日 1,099.03

近畿 滋賀県 クスリのアオキ虎姫店 長浜市五村字長田207番ほか8筆 クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年4月6日 2021年12月7日 1,336

近畿 滋賀県 （仮称）湖南市吉永複合店舗 湖南市吉永字中川原355番５ほか 滋賀交通株式会社 近江堂 ローソン 徳地悟 2021年4月13日 2021年12月14日 1,646

近畿 大阪府 (仮称)東大阪市神田町計画 東大阪市神田町151番1外 日本エスコン 万代 2021年4月15日 2021年12月16日 1,231

近畿 兵庫県 ザグザグ恵美酒店
姫路市大津区恵美酒町二丁目112番

ほか
ザグザグ ザグザグ 2021年4月8日 2021年12月9日 1,290

中国 鳥取県 ドラッグストアウェルネス大山町店 西伯郡大山町塩津９０２－３ 芙蓉総合リース

ツルハグループドラッ

グ＆ファーマシー西日

本

2021年4月23日 2021年12月24日 1,080

中国 島根県 ダイレックス益田店 益田市乙吉町イ22番２外 ダイレックス ダイレックス 2021年4月15日 2021年12月16日 1,296

中国 岡山県 ハローズ玉島店
倉敷市玉島字川中大道西１９６２番３

ほか
ハローズ ハローズ 2021年4月20日 2021年12月21日 4,032

中国 広島県 （仮称）ドラッグコスモス草戸店 福山市草戸町２丁目８７７－１　外４筆
株式会社コスモス薬

品

株式会社コスモス薬

品
2021年4月9日 2021年12月10日 1,537

中国 山口県 （仮称）ウォンツ山口嘉川店 山口市嘉川1383の1

ツルハグループドラッ

グ＆ファーマシー西日

本

ツルハグループドラッ

グ＆ファーマシー西日

本

2021年4月30日 2022年1月1日 1,114

中国 岡山市 あまつひプレイス
岡山市中区平井七丁目1081番1　ほ

か
永岡商事 ファミリーマート 未定 2021年4月12日 2021年12月13日 1,007

四国 徳島県 (仮称)ホームセンターコーナン徳島八万店 徳島市八万町大野１２８－３他 NOB　JAPAN 1 コーナン商事 2021年4月22日 2021年12月23日 1,983

四国 香川県 (仮称)ミナトグループ商業施設 高松市朝日町三丁目448番18　外 ミナト総合サービス 湊商事 ウエルシア薬局
四国トランス

テック

セブン-イレブ

ン・ジャパン、

アイ・ティー・

エックス

2021年4月9日 2021年12月10日 1,736

四国 高知県 ドラッグコスモス大埇店 南国市大埇字実兼甲1772-2　外 オリックス不動産 オリックス不動産 2021年4月28日 2021年12月29日 1,422

九州 福岡県 トリアーダMUNAKATA 宗像市光岡286番1外 玉屋 ドン・キホーテ 3 2021年4月15日 2021年12月16日 5,699

九州 福岡県 （仮称）下大利商業施設 大野城市下大利一丁目216番1外4筆 九州旅客鉄道 イオン九州 2021年4月16日 2021年12月17日 1,870

九州 福岡県 （仮称）ミスターマックス糸島店 糸島市高田四丁目138番1 オリックス不動産 ミスターマックス 未定 2021年4月27日 2021年12月28日 3,010

九州 長崎県 ダイレックス三重店
長崎県長崎市京泊三丁目1929番13

外
ダイレックス ダイレックス 2021年4月16日 2021年12月17日 1,820

九州 長崎県 （仮称）マルキョウ大村松並 長崎県大村市松並二丁目888番１外 マルキョウ マルキョウ ナフコ 2021年4月26日 2021年12月27日 2,911

九州 熊本県 （仮称）ドラッグコスモス増永店 荒尾市増永字上甲1900番2 コスモス薬品 コスモス薬品 2021年4月15日 2021年12月16日 1,371

九州 大分県 ＨＩヒロセスーパーコンボ三重店（仮称） 豊後大野市三重町赤嶺1518
ホームインプルーブメ

ントひろせ

ホームインプルーブメ

ントひろせ
2021年4月30日 2021年12月31日 4,900

九州 大分県 （仮称）ドラッグコスモス中津蛭子店 中津市蛭子町二丁目10番1 コスモス薬品 コスモス薬品 2021年4月30日 2021年12月31日 1,447

九州 鹿児島県 （仮称）ドラッグコスモス松元店 鹿児島市石谷町1260番５ コスモス薬品 コスモス薬品 2021年4月30日 2021年12月31日 1,198

沖縄 沖縄県
バースデイ・シャンブル八重山ファッション

モール店
石垣市字大浜南大浜４２８番５ほか 株式会社しまむら 株式会社しまむら 2021年4月6日 2021年12月5日 1,798

建物設置者名 小売業者名 店舗面積

の合計

（㎡）

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。

出典：令和 3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　　【2021 年 4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。


