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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

北海道 北海道 （仮称）サツドラ紋別市本町店 紋別市本町７丁目４０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
2021年4月1日 2021年12月1日 1,281

北海道 北海道 コメリハード＆グリーン士別店 士別市西１条19丁目463-142　ほか コメリ コメリ 2021年4月8日 2021年12月9日 4,785

北海道 北海道 ペットワールドPROX音更店
河東郡音更町木野大通東１０丁目１

－４　ほか
ルーキーファーム ジョイフルエーケー 2021年5月19日 1,396

北海道 北海道 コメリパワー函館西桔梗店 函館市爾志桔梗町246番４　ほか コメリ コメリ 2021年6月10日 2022年2月11日 8,795

北海道 札幌市 （仮称）サツドラ北26条店 北区北26条西4丁目22-65
サッポロドラッグスト

アー

サッポロドラッグスト

アー
2021年5月14日 2021年11月30日 1,299

北海道 札幌市 ツルハドラッグ北４条店 中央区北４条西18丁目８番１号
社会医療法人社団カ

レスサッポロ
ツルハドラッグ 2021年7月26日 2022年3月27日 1,296

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 青森県 (仮称)ニトリ十和田店 十和田市元町西一丁目６－１外 ニトリ ニトリ 2021年5月28日 2022年1月29日 2,611

東北 岩手県 クスリのアオキ紫波桜町店 紫波郡紫波町桜町字田頭95番ほか クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年5月11日 2022年1月12日 1,347

東北 岩手県
ツルハドラッグ北上常盤台店・ワークマンプ

ラス北上常盤台店
北上市常盤台四丁目177番地1 石川店装 ワークマン ツルハ ワークマン 2021年5月28日 2022年1月29日 1,389

東北 岩手県 マルイチ宮古店 宮古市舘合町127番2ほか4筆 マルイチ マルイチ 2021年6月14日 2022年2月15日 1,848

東北 岩手県 （仮称）カワチ薬品大船渡店
大船渡市大船渡町字野々田157番地

１ほか13筆
カワチ薬品 カワチ薬品 2021年7月5日 2022年3月4日 1,463

東北 宮城県 利府ペアガーデン
宮城郡利府町利府字新大谷地

４７－１　外
ダイワロイヤル ドンキホーテ デンコードー ○ 2021年6月21日 2022年2月22日 6,818

東北 宮城県 ツルハドラッグ石巻広渕店
石巻市広渕馬場屋敷３４番地１

　外
ＭＵＬプロパティ ツルハ 2021年6月21日 2022年2月22日 1,334

東北 宮城県 （仮称）クスリのアオキ大河原店
柴田郡大河原町大谷字西原前４６－

１　外
クスリのアオキ クスリのアオキ 菓匠三全 2021年6月29日 2022年3月1日 1,936

東北 宮城県 （仮称）ドラッグストアモリ角田大町店 角田市角田字大町１３番１ ドラッグストアモリ くすりのベル 2021年7月29日 2022年3月30日 1,455

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 山形県 ツルハドラッグ最上町店
最上郡最上町大字向町字町浦107番

3外
NTT・TCリース ツルハ 2021年6月2日 2022年2月3日 1,228

東北 山形県 ツルハドラッグ真室川店
最上郡真室川町大字新町字下荒川

139番2外
NTT・TCリース ツルハ 2021年6月11日 2022年2月12日 1,239

東北 山形県 （仮称）クスリのアオキ河北店 西村山郡河北町谷地砂田70番1外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年6月21日 2022年2月22日 1,804

東北 山形県 （仮称）クスリのアオキ高畠店 高畠町大字福沢字福沢一459番7外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2 2021年6月29日 2022年3月1日 1,673

東北 山形県 おーばん白鷹店 白鷹町大字荒砥乙1027番地２外 おーばん おーばん 2021年7月8日 2022年3月9日 1,454

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

東北 福島県 JA農産物直売所　愛情館 郡山市朝日二丁目９１番１
全国農業協同組合連

合会

全国農業協同組合連

合会　福島県本部
2021年6月11日 2022年2月12日 1,372

東北 福島県 （仮称）クスリのアオキ福島玉川店
石川郡玉川村大字小高字北畷１４番

１外
クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年7月6日 2022年4月20日 1,386

東北 仙台市 シエロ茂庭 仙台市太白区茂庭新熊野50番地１外 ホットハウス 薬王堂 ファミリーマート ○ 2021年5月20日 2022年1月21日 1,621

東北 仙台市 （仮称）仙台錦ケ丘店舗計画 仙台市青葉区錦ケ丘一丁目2-81　他 クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年6月14日 2022年2月15日 1,781

関東 茨城県 （仮称）ヨークベニマル牛久柏田店 牛久市上柏田四丁目19番18号　外 ダイワロイヤル(株) ヨークベニマル 2021年5月25日 2022年2月18日 1,741

関東 茨城県 （仮称）カスミ研究学園店 つくば市研究学園三丁目23番3号 カスミ カスミ 2021年6月9日 2022年2月10日 1,831

関東 茨城県 （仮称）クスリのアオキ八千代店
結城郡八千代町八千代中央土地区画

整理事業40街区2号　外
クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年6月18日 2022年2月19日 1,322

関東 茨城県 コスモス薬品笠間市旭町店 笠間市旭町３８１－８　外 ルチルス コスモス薬品 2021年7月1日 2022年3月2日 1,489

関東 茨城県 （仮称）カワチ薬品結城北店 結城市大字結城字湿辺7555番1　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2021年7月5日 2022年3月6日 1,454

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 栃木県 （仮称）ドラッグコスモス鶴田店
宇都宮市鶴田　第２土地区画整理事

業地内９街区１～６画地
コスモス薬品 コスモス薬品 2021年5月26日 2022年1月27日 1,183

関東 栃木県 （仮称）クスリのアオキ那珂川店 那須郡那珂川町小川字神田206番 クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年5月19日 2022年1月20日 1,311

関東 栃木県 （仮称）ドラッグコスモス下永田店 那須塩原市下永田七丁目1059番4 ランドグラン コスモス薬品 2021年7月5日 2022年3月6日 1,512

関東 栃木県 （仮称）ドラッグコスモス雨ヶ谷店 小山市大字雨ヶ谷西坪37番地１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2021年7月21日 2022年3月22日 1,506

関東 栃木県 （仮称）ヨークタウン那須塩原西富山 那須塩原市西富山46番地１　外 ヨークベニマル ヨークベニマル 1 2021年7月16日 2022年3月17日 3,629

関東 栃木県 （仮称）クスリのアオキ合戦場店 栃木市都賀町合戦場372番地　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年7月30日 2022年3月31日 1,239

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 群馬県 クスリのアオキ阿左美南店 みどり市笠懸町阿左美337番１　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年5月7日 2022年1月8日 1,357

関東 群馬県 GEO内ケ島店 太田市内ケ島801-1 ゲオホールディングス ゲオホールディングス 2021年5月25日 2022年1月26日 1,266

関東 群馬県 （仮称）ドラッグコスモス六供店
前橋市六供町　六供土地区画整理事

業１８８街区
コスモス薬品 コスモス薬品 2021年5月26日 2022年1月27日 1,557

関東 群馬県 （仮称）ドラッグコスモス子持店 渋川市吹屋659番7　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2021年5月26日 2022年1月27日 1,534

関東 群馬県 前橋市ＣＣＣＲＣ複合計画 前橋市朝日町３丁目２１－１７ 大和ハウス工業 フレッセイ 2021年6月30日 2022年3月1日 4,482

関東 群馬県 クスリのアオキ藤岡浄法寺店 藤岡市浄法寺１１３８番地１ クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年6月30日 2022年3月1日 1,310

関東 群馬県 クスリのアオキ榛東店
北群馬郡榛東村大字広馬場字八ノ海

道１２０８番１　外
クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年7月14日 2022年3月15日 1,295

関東 群馬県 スズキアリーナトヨナガ前橋中央 前橋市上長磯町３０５番地１ トヨナガ トヨナガ 2021年7月21日 2022年11月20日 1,050

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 埼玉県 (仮称）ヤオコー和光南店 和光市南1丁目１６ほか ヤオコー ヤオコー 2021年5月31日 2022年2月1日 1,580

関東 埼玉県 ドラッグコスモス羽生中岩瀬店
羽生市岩瀬土地区画整理事業１２８

街区２１～２９画地
コスモス薬品 コスモス薬品 2021年6月2日 2022年2月3日 1,532

関東 千葉県 （仮称）コスモスユーカリが丘店
佐倉市西ユーカリが丘四丁目14番8

外
コスモス薬品 コスモス薬品 2021年5月21日 2022年1月22日 1,417

関東 千葉県 メトロ市川店 市川市田尻三丁目844番地1外
メトロキャッシュアンド

キャリージャパン

メトロキャッシュアンド

キャリージャパン
2021年5月24日 2022年1月25日 2,362

関東 千葉県 （仮称）流山おおたかの森Ｓ・Ｃ Ｂ４３街区
流山市おおたかの森西一丁目１３番５

外
東神開発 未定 2021年5月31日 2022年2月1日 8,027

関東 千葉県 （仮称）クスリのアオキ五井中央店 市原市五井字仲場５３６１番１外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年6月2日 2022年2月3日 1,519

関東 千葉県 （仮称）フォルテ我孫子 我孫子市つくしの四丁目８０番１外 ベルク ベルク 2 2021年7月9日 2022年3月10日 3,645

関東 千葉県 （仮称）クリエイトＳＤ松戸常盤平店 松戸市常盤平一丁目８番外 クリエイトエス・ディー クリエイトエス・ディー 1 2021年7月28日 2022年3月29日 1,630

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 2022年1月1日 3,749

関東 東京都 （仮称）ビバモール八王子多摩美大前 八王子市鑓水二丁目108番1ほか ビバホーム ビバホーム 22 2021年5月19日 2022年1月20日 21,430

関東 東京都 （仮称）コーンズ・ハウスⅡ 港区芝三丁目46番3ほか
コーンズ・アンド・カン

パニー・リミテッド

コーンズ・アンド・カン

パニー・リミテッド
2021年6月11日 2023年1月1日 1,634

関東 東京都 （仮称）ニトリ目黒店 目黒区下目黒六丁目992番3ほか ニトリ ニトリ 2021年7月1日 2022年3月2日 6,836

関東 東京都 (仮称)亀戸六丁目計画 江東区亀戸六丁目31番1 野村不動産 未定 2021年7月14日 2022年4月1日 22,500

関東 東京都 (仮称)昭島もくせいの杜商業施設計画 昭島市もくせいの杜二丁目50番8 フーコット 1 未定 2021年7月14日 2022年3月15日 4,500

建物設置者名 小売業者名 店舗面積

の合計

（㎡）

大規模小売店舗名 所在地 届出日 新設する日局名 自治体名

は 2021 年 7 月届出案件です。

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　
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。
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エントリーのご案内

エントリー

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

2020年10月1日（木）～2021年9月30日（木）までに 販売された商品対象商品

応募方法 WEBサイトのみでの受付です。　

応募締切

▲ 2021年9月30日●木18:00までエントリー無料！

審査概要

TEL：03-6812-8688（10:00～17:00、土・日・祝日を除く）  FAX：03-6812-8649
E-mail：award＠obentou-osouzai.jp

お弁当・お惣菜大賞事務局
（株）日経イベント・プロ内

お問い合わせ先 主催

■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2022の定番商品部門は「タイ・ベトナム料理」にフォーカスを当て、優れた商品を選出します。
※2020年10月1日～2021年9月30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。

タイ・ベトナム料理（定番商品） 弁 当
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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。
※シールのデザインは変更する場合があります。

デリカテッセン・トレードショー2022
2022年2月16日（水）～2月18日（金）幕張メッセにて開催

表彰式・受賞商品展示
お弁当・お惣菜大賞2022選出商品を掲
載した「惣菜デリ最前線2022」を発行し、
デリカテッセン・トレードショー2022来場者
へ配布します（予定）。

お弁当・お惣菜大賞2022受賞商品はデリカ
テッセン・トレードショー2022にて、商品もしくは
パネル展示を行い、最優秀賞の受賞者は個別
の表彰式に参加いただく予定です。

受賞のメリット 受賞のメリット 受賞のメリット

受賞シールを貼って
売上アップ！

TV・新聞等に取り上げられ
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！様々なテレビ番組に取り上げていただいています。
■日本テレビ系 「news every.」 
■TBS系 「Nスタ」「あさチャン！」
■フジテレビ系 「めざましテレビ」「Live News イット!」

最優秀賞 優秀賞・特別賞 入選

主催者企画
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㈱ライフフーズ様用　契約企業様以外の利用は利用規約違反となります。

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　
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。

他 核店舗１ 核店舗２ 他

近畿 和歌山県 （仮称）ドラッグコスモス有田宮崎店
和歌山県有田市宮崎町字箕川85番1

外

株式会社コスモス薬

品

株式会社コスモス薬

品
2021年5月21日 2022年1月22日 1,545

近畿 和歌山県 （仮称）NEX御坊店 和歌山県御坊市薗字中島575番１外
エバグリーン廣甚株式

会社

エバグリーン廣甚株式

会社
2021年5月28日 2022年1月29日 2,135

近畿 和歌山県 ニトリ新宮店
和歌山県新宮市橋本一丁目3833番1

外
株式会社ニトリ 株式会社ニトリ 2021年5月31日 2022年2月1日 2,518

近畿 和歌山県 （仮称）エバグリーン徳田店
和歌山県有田郡有田川町大字徳田

535番1

エバグリーン廣甚株式

会社

エバグリーン廣甚株式

会社
2021年7月28日 2022年3月29日 1,375

近畿 大阪市 （仮称）淀川区田川プロジェクト 大阪市淀川区田川３丁目7番　外
株式会社マルハチエ

ステート
株式会社マルハチ 未定 2021年6月3日 2022年2月4日 2,391

近畿 大阪市 （仮称）ケーズデンキ東住吉中野店 大阪市東住吉区中野１丁目15番１
株式会社関西ケーズ

デンキ

株式会社関西ケーズ

デンキ
2021年7月21日 2022年3月22日 2,095

近畿 神戸市 （仮称）クロスモール須磨
神戸市須磨区多井畑字池ノ奥上５番

１の一部 外

オリックス不動産株式

会社

株式会社コスモス薬

品

株式会社関西

ケーズデンキ
2021年7月20日 2022年3月21日 3,950

近畿 神戸市 （仮称）コープ北鈴蘭台 神戸市北区甲栄台4丁目14番34
生活協同組合コープ

こうべ

生活協同組合コープ

こうべ
2021年7月30日 2022年3月31日 1,621

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 島根県 （仮称）ドラッグコスモス嘉久志店 江津市嘉久志町イ１８６０番１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2021年5月21日 2022年1月22日 1,498

中国 島根県 ドラッグストア　ウェルネス川本店 邑智郡川本町因原７３４－１外 梅木秀昭

ツルハグループドラッ

グ＆ファーマシー西日

本

2021年6月22日 2022年2月23日 1,015

中国 島根県 ドラッグストア　ウェルネス黒田店 松江市黒田町４５４－１ ふなつ本店

ツルハグループドラッ

グ＆ファーマシー西日

本

2021年7月8日 2022年3月9日 1,065

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 岡山県 （仮称）ザグザグ金光店 浅口市金光町占見新田４６－１ ザグザグ ザグザグ 2021年6月9日 2022年2月10日 1,327

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 山口県 （仮）)ドラッグストアモリ柳井店 柳井市柳井4830の2 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2021年6月24日 2022年2月25日 1,311

中国 山口県 （仮）)ドラッグストアモリ川棚店 下関市豊浦町大字川棚6375の1 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2021年6月25日 2022年2月26日 1,344

中国 山口県 ウォンツ宇部亀浦店 宇部市大字西岐波4675の3

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7月21日 2022年3月22日 1,092

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

中国 広島市 西村ジョイＪＯＹＰＲＯ五日市店
広島市佐伯区五日市町大字石内字

笹ヶ原10489番の一部ほか
オリックス不動産 西村ジョイ

オートバックス

南日本販売
2021年6月10日 2022年2月11日 4,420

中国 岡山市 ハローズ東古松店
岡山市北区東古松五丁目383番1の

一部ほか
ＪＲ西日本不動産開発 ハローズ 2021年6月2日 2022年2月3日 2,123

四国 徳島県 ドラッグコスモス土成店 阿波市土成町土成字南原256番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2021年6月21日 2022年2月22日 1,537

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 徳島県 マルナカ山川店 吉野川市山川町前川206番地1 マックスバリュ西日本 1 マックスバリュ西日本 2021年7月27日 2022年3月28日 2,086

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 愛媛県 （仮称）ドラッグコスモス土居田店 松山市土居田263番1、264番1、265番1 コスモス薬品 コスモス薬品 2021年7月8日 2022年3月9日 1,151

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

四国 高知県 エースワン新本町店 高知市新本町二丁目41番5　外 エースワン エースワン 2021年6月7日 2022年2月8日 1,497

四国 香川県 (仮称)ニトリ観音寺店 観音寺市本大町1644番1　外 ニトリ ニトリ 2021年5月31日 2022年2月1日 3,486

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 福岡県
JR久留米駅前第二街区第一種市街地再開

発事業計画
久留米市城南町36番１

JR久留米駅前第二街

区市街地再開発組合
未定 2021年6月1日 2025年4月1日 2,935

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス酒殿店
糟屋郡粕屋町酒殿「酒殿駅南土地区

画整理事業」仮換地：16街区の3,4,5,6
コスモス薬品 コスモス薬品 2021年6月30日 2022年3月1日 1,201

九州 佐賀県 唐津商業施設 佐賀県唐津市鏡4727番1ほか5筆
アルクホールディング

ス
ドン・キホーテ 2021年6月23日 2022年2月24日 2,405

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 長崎県 （仮称）ドラッグコスモス白岳店 長崎県佐世保市白岳町50-19 コスモス薬品 ドラックコスモス 2021年6月14日 2022年2月15日 1,558

九州 長崎県 マルキョウ日野 佐世保市日野町856番1外 マルキョウ マルキョウ 2021年7月7日 2022年3月8日 1,378

九州 長崎県 （仮称）ドラッグストアモリ広田店 佐世保市広田四丁目333番地1外 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2021年7月12日 2022年3月13日 1,455

九州 長崎県 (仮称）ドラッグコスモス佐世保大塔店 佐世保市大塔町1906番１ほか ドラッグコスモス ドラッグコスモス 2021年7月14日 2022年3月15日 1,223

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 熊本県 （仮称）ダイレックス東山鹿店
山鹿市方保田字十三部２８７０番１

外
ダイレックス ダイレックス 2021年7月14日 2022年3月15日 1,638

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 大分県 （仮称）ドラッグストアモリ明野店 大分市大字猪野字三屋1559番1　外 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2021年5月14日 2022年1月15日 1,350

九州 大分県 ダイソー大分豊饒店・新鮮市場南大分店 大分市豊饒二丁目196番　外 新鮮マーケット 大創産業 新鮮マーケット 2021年6月14日 2022年2月15日 1,692

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

九州 鹿児島県
センテラス天文館（Centerrace

TENMONKAN)
鹿児島市千日町１番１　他53筆

千日町１・４番街区市

街地再開発組合
未定 2021年5月13日 2022年4月1日 8,815

九州 鹿児島県 （仮称）ドラッグストアモリ国分広瀬店
霧島市国分広瀬１丁目1017番104

外
ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2021年5月20日 2022年1月21日 1,418

九州 鹿児島県 （仮称）ドラッグストアモリ草牟田店 鹿児島市草牟田２丁目4020番１　外 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2021年5月20日 2022年1月21日 1,006

九州 鹿児島県 （仮称）ドラッグコスモス鹿屋運動公園前店 鹿屋市西原２丁目104番１ コスモス薬品 コスモス薬品 2021年6月4日 2022年2月5日 1,472

九州 鹿児島県 Books　Misumi　鹿屋店 鹿屋市寿7-12-1 Misumi Misumi 2021年6月23日 2022年2月24日 1,774

九州 鹿児島県 （仮称）西松屋鹿児島卸本町店 鹿児島市卸本町7番25 西松屋チェーン 西松屋チェーン 2021年7月12日 2022年3月13日 1,180

九州 鹿児島県 （仮称）ドラッグコスモス妙円寺店
日置市伊集院町徳重字前田平1786

番6の一部
コスモス薬品 コスモス薬品 2021年7月12日 2022年3月13日 1,498

九州 鹿児島県 ダイレックス谷山中央店 鹿児島市谷山中央二丁目702-13　外 ダイレックス ダイレックス 2021年7月14日 2022年3月15日 1,604

九州 福岡市 （仮称）福岡市青果市場跡地活用事業
福岡市博多区那珂六丁目351番地１

外

博多那珂６開発特定

目的会社
未定 2021年5月14日 2022年4月1日 46,380

九州 熊本市 ロッキー水前寺店 熊本市中央区水前寺2丁目4-15 ロッキー ロッキー 2021年5月6日 2022年1月4日 1,670

九州 北九州市 （仮称）八幡東田プロジェクト
北九州市八幡東区東田四丁目1番

101
イオンモール 未定 2021年7月13日 2022年4月1日 50,000

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

沖縄 沖縄県 東部今帰仁モール
国頭郡今帰仁村字平敷山出原282番

ほか4筆
東部開発株式会社 金秀商事株式会社

株式会社ふく薬

品
2021年7月6日 2022年7月1日 1,188

局名 自治体名 大規模小売店舗名 所在地
建物設置者名 小売業者名

届出日 新設する日
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。

は 2021 年 7 月届出案件です。
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