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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

店舗面積

の合計

（㎡）

他 核店舗１ 核店舗２ 他

北海道 北海道 コープさっぽろ　ふかがわ店 深川市1条15番16ほか
大印深川地方卸売市

場
コープさっぽろ 〇 2017年4月11日 2017年12月12日 2,775

北海道 北海道 DCMホーマック永山2条店 旭川市永山2条6丁目57番１ほか DCMホーマック FBM DCMホーマック FBM 2017年4月13日 2017年12月14日 6,825

東北 秋田県 秋田トヨタ自動車大曲複合店舗
大仙市飯田堰東218-1、219、220、

221、222、223
秋田トヨタ自動車 くるま工房 秋田トヨタ自動車 くるま工房 2017年4月18日 2017年12月19日 2,482

東北 福島県 AOKI福島南総本店 福島市黒岩字中島２番地1他 AOKI 1 AOKI 岸波商店 2017年4月21日 2017年12月22日 1,903

東北 福島県 (仮称)ヨークタウン金屋 郡山市田村町金屋字冬室118番１外 ヨークベニマル 1 ヨークベニマル ダイユーエイト 2017年4月21日 2017年12月22日 5,686

東北 仙台市 (仮称）アクロスプラザ富沢西（A街区）

仙台市太白区富沢字鍛冶屋敷16-1

外

仙台市太白区富田字京ノ北67-1　外

MULプロパティ ヨークベニマル
トップカル

チャー
2017年4月25日 2017年12月25日 5,968

東北 仙台市 (仮称）アクロスプラザ富沢西（B街区） 仙台市太白区富田字京ノ北11-1　外 MULプロパティ
マツモトキヨシ東日本

販売
やまや 3 2017年4月25日 2017年12月25日 2,525

関東 栃木県 （仮称）BIG ONE TSUTAYA佐野店 佐野市田島町字東51外 ランドグラン
ビッグワンホールディ

ングス
2017年4月27日 2017年12月28日 2,525

関東 栃木県 (仮称）栃木市倭町複合店舗 栃木市倭町280番3外 田中総業 クスリのアオキ ジンズ 2017年4月28日 2017年12月29日 1,193

関東 千葉県 （仮称）マルエツ流山おおたかの森店

流山都市計画事業新市街地地区一体

型特定土地区画整理事業Ｄ１０５街区

１画地ほか

正和 マルエツ 2017年4月10日 2017年12月11日 1,894

関東 千葉県 （仮称）マミーマート野田山崎店
野田市山崎字北大和田１３７３番９ほ

か
マミーマート マミーマート 2017年4月28日 2017年12月29日 1,644

関東 東京都 （仮称）新宿三丁目プロジェクト 新宿区新宿三丁目２４番１号ほか 三井不動産株式会社 未定 2017年4月7日 2017年12月8日 1,412

中部 愛知県 (仮称)クロスモール豊川Ａ 豊川市正岡町池田725ほか14番 オリックス スギ薬局 5 2017年4月28日 2018年3月15日 7,208

中部 愛知県 (仮称)クロスモール豊川B 豊川市正岡町胡麻田710ほか28筆 オリックス ＤＣＭカーマ 2017年4月28日 2018年3月15日 7,101

中部 名古屋市 ドラッグコスモス瀬古店
名古屋市守山区瀬古一丁目813番2

ほか7筆
コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月7日 2017年12月8日 1,365

近畿 滋賀県 （仮称）ドラッグコスモス八幡中山店
長浜市八幡中山町字塚町305番4ほ

か
コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月4日 2017年12月5日 1,639

近畿 滋賀県 ファッションセンターしまむら近江八幡店 近江八幡市土田町1316-1ほか しまむら しまむら 2017年4月7日 2017年12月8日 1,198

近畿 京都府 （仮称）ドラッグコスモス石原店 福知山市石原二丁目１２番外 コスモス薬品 2017年4月4日 2017年12月5日 1,213

近畿 京都府 （仮称）ドラッグコスモス兜台店 木津川市兜台六丁目３番１ コスモス薬品 2017年4月10日 2017年12月11日 1,309

近畿 大阪府 （仮称）ビエラ千里丘 吹田市長野西2022番
ＪＲ西日本不動産開発

株式会社
佐竹食品株式会社 2017年4月18日 2017年12月19日 1,462

近畿 大阪府 （仮称）ライフ八戸ノ里駅前店 東大阪市下小阪五丁目47番２ほか 天正株式会社
株式会社ライフコーポ

レーション
2017年4月21日 2017年12月22日 6,883

近畿 兵庫県 （仮称）ドラッグコスモス姫路英賀店 姫路市飾磨区浜新田乙18番１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月5日 2017年12月6日 1,199

近畿 奈良県 （仮称）ドラッグコスモス葛本店 橿原市葛本町308番地1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月28日 2017年12月29日 1,341

近畿 大阪市 （仮称）デイリーカナートイズミヤ我孫子店 大阪市住吉区我孫子東２丁目17番外
エイチ・ツー・オーア

セットマネジメント
イズミヤ 2017年4月28日 2017年12月29日 2,094

近畿 大阪市 （仮称）コーナンＰＲＯ東中浜店 大阪市城東区東中浜８丁目４番２　他 コーナン商事 コーナン商事 2017年4月28日 2017年12月29日 1,462

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス松美町店 山口市松美町7-1 大和リース コスモス薬品 2017年4月19日 2018年2月 1,605

四国 香川県 ドラッグコスモス飯山店 丸亀市飯山町川原926番地1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月19日 2017年12月20日 1,525

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス高田店 みやま市高田町濃施北580　他 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月20日 2017年12月21日 1,538

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス吾田店 日南市上平野町1丁目10-4 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月28日 2017年12月29日 1,520.84

九州 鹿児島県 （仮称）Aコープ末吉店 曽於市末吉町本町一丁目6番地 鹿児島県くみあい開発 エーコープ鹿児島 2017年4月7日 2017年12月8日 1,542

九州 鹿児島県 ダイレックス国分店 霧島市国分松木東1149番4 外 ダイワロイヤル ダイレックス 2017年4月7日 2017年12月8日 1,757

九州 鹿児島県 （仮称）ダイレックス姶良店 姶良市西餠田字森ノ下279番地１  外 ダイワロイヤル ダイレックス 2017年4月7日 2017年12月8日 1,627

九州 鹿児島県 ドラッグコスモス若葉店 薩摩川内市若葉町41番 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月26日 2017年12月27日 1,540

九州 福岡市 （仮称）ドラッグコスモス三苫店 福岡市東区三苫四丁目1000番1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月14日 2017年12月15日 1,283

九州 北九州市 （仮称）ドラッグストアモリ陣山店
北九州市八幡西区陣山二丁目25番

外
ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2017年4月27日 2017年12月28日 1,308

沖縄 沖縄県 （仮称）サンエー板良敷店 与那原町字板良敷613番地３ほか サンエー サンエー 2017年4月28日 2018年5月15日 2,009

建物設置者名 小売業者名

参照：経済産業省 2017 年 6 月 1 日発表「平成 29 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　【2017 年 4 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。
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■『Food Navigation』とは・・・
　スーパーマーケットの新店をはじめ、コンビニや一部外食など、惣菜を中心に生鮮部門などもレポート
　する Web 閲覧媒体です。特に惣菜においては、各バイヤーのコメントなど鮮度感のある情報を提供し
　ております。
■年間サービス利用料金
　年間サービス利用料：９０，９００円＋税（税込 98,�72 円）
■ご利用にあたって
　※当サービス利用申込企業様は当サービス「利用規約」を承諾したものとします。
　※当サービスでは、会員様が安全にご利用頂けるよう暗号化ファイル（FinalCode システム）での提
　　供を実施しております。FinalCode の動作環境としては、OS は Windows7 以降、Web ブラウザー
　　は Internet Explorer 10、11、 Microsoft Edge となっております。※ JavaScript 使用※ Cookie 使用。
　※また、当サービスは契約企業内のみでの利用となっており、営業手段としての利用は禁止しております。
■お問合せ
　株式会社フードナビゲーションジャパン　担当：小池　宛
　TEL. 048-424-5546　　Mail : info@foodnavigation.com

※続きは年間購読にお申し込み下さい。


