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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【2018 年 1 月届出 】

2 0 � 8 年 0 3 月 2 6 日
NO.FNJ20�8 －【試読版】
Provided By Food Navigation Japan

Fo    dNavigation
http://www.foodnavigation.com

試
読
版

1

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 ツルハドラッグ月寒東2条店 札幌市豊平区月寒東2条18丁目163番12 赤松商事 ツルハ 2018年1月5日 2018年8月1日 1,156

北海道 札幌市 アクロスプラザ東苗穂 札幌市東区東苗穂4条2丁目5番9ほか エムジーリース
サッポロドラッグスト

アー
エムデジ 2018年1月26日 2018年9月1日 1,436

東北 岩手県
 (仮称）イオンスーパーセンター紫波古舘

店
紫波町高水寺字古屋敷6番地１

イオンスーパーセン

ター

イオンスーパーセン

ター
イオンリテール 2018年1月11日 2018年9月13日 2,141

東北 宮城県 カワチ薬品気仙沼店 気仙沼市赤岩杉ノ沢１２－１ カワチ薬品 カワチ薬品 2018年1月31日 2018年10月1日 1,362

関東 栃木県 （仮称）コメリパワー那須塩原店 那須塩原市二つ室31-3外 コメリ コメリ 2018年1月12日 2018年9月13日 9,331

関東 栃木県 アクロスプラザ宇都宮鶴田
宇都宮市鶴田第2土地区画整理事業地内

118街区2画地外
大和情報サービス イオンリテール 2018年1月29日 2018年9月30日 1,954

関東 神奈川県 （仮称）本厚木ＮＳＣ 厚木市田村町1,284の１ イトーヨーカ堂 イトーヨーカ堂 2018年1月24日 2019年1月24日 4,298

関東 新潟県 （仮称）テックランドNew長岡店 長岡市古正寺一丁目3141番地　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2018年1月18日 2018年9月19日 4,890

関東 新潟県 原信小出東店 魚沼市井口新田字欠下728番地１　外 原信 1 原信
トップカル

チャー
4 2018年1月18日 2018年9月19日 7,378

関東 静岡県 （仮称）クリエイトエス・ディー袋井山名店 袋井市山名町１－１ クリエイトエス・ディー クリエイトエス・ディー 2018年1月30日 2018年10月1日 1,401

中部 愛知県 （仮称）オートバックス西尾店 西尾市花ノ木町1丁目32番地　他4筆 クライム クライム 1 2018年1月31日 2018年11月1日 2,280

中部 三重県 （仮称）イオンモール津みなみ 津市田高茶屋小森町145番地　外187筆 イオンモール イオンリテール 未定 2018年1月24日 2018年9月25日 40,000

中部 富山県 大阪屋ショップ戸出店 高岡市戸出町四丁目1200－１　ほか38筆 大希 大阪屋ショップ 2018年1月19日 2018年6月30日 2,030

中部 石川県 クスリのアオキ志賀高浜店 羽咋郡志賀町高浜町ク15番27　外８筆 クスリのアオキ クスリのアオキ 2018年1月23日 2018年9月24日 1,466

近畿 福井県 クスリのアオキ小浜木崎店 小浜市木崎32号27番　外12筆 クスリのアオキ クスリのアオキ 2018年1月29日 2018年9月20日 1,800

近畿 滋賀県 （仮称）ドラッグコスモス愛知川店 愛知郡愛荘町豊満字砂川原448番５ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2018年1月19日 2018年9月20日 1,625

近畿 滋賀県 （仮称）ドラッグコスモス彦根駅東店 彦根市外町街区番号３番１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2018年1月19日 2018年9月20日 1,711

近畿 大阪府 吹田グリーンプレイスⅡ期開発 吹田市片山町410番2ほか ＪＲ西日本大阪開発 未定 2018年1月23日 2018年9月24日 1,970

近畿 兵庫県 （仮称）ハローズ魚住店 明石市魚住町長坂寺字辻ケ内284-1ほか ハローズ ハローズ 2018年1月15日 2018年9月16日 3,751

近畿 兵庫県 （仮称）トライアル養父店 養父市八鹿町朝倉1263-１ほか トライアルカンパニー トライアルカンパニー 2018年1月23日 2018年9月24日 3,960

近畿 兵庫県 （仮称）トンボプラザ 明石市硯町三丁目455-1ほか オリックス 上新電機 2(未定) 2018年1月24日 2018年9月25日 4,210

近畿 大阪市 福島五丁目・七丁目共同開発計画 大阪市福島区福島五丁目52番１　ほか 阪神電気鉄道 1 阪急オアシス 1(未定) 2018年1月30日 2018年10月1日 1,300

近畿 神戸市 （仮称)ミリオンタウン神戸北町 神戸市北区日の峰２丁目9-1他 万代 万代 3 2018年1月31日 2018年10月1日 7,000

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス岩国旭町店 岩国市旭町二丁目2688-1 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年1月31日 2018年10月1日 1,535

四国 愛媛県 （仮称）フジ波止浜店 松山市宮西一丁目2番1号 オリックス フジ 2018年1月22日 2018年9月23日 2,018

九州 福岡県 （仮称）フェスティバルガーデン上津 久留米市本山一丁目５４２番　外 ダイワロイヤル 東京靴 未定 2018年1月24日 2018年9月25日 2,955

九州 長崎県 （仮称）ダイレックス新島原店 島原市北門16番1　外22筆 ダイレックス ダイレックス 2018年1月9日 2018年9月10日 1,489

九州 鹿児島県 （仮称）加世田複合商業施設 南さつま市加世田地頭所町25番３　外 九州テックランド 青山商事 九州テックランド 青山商事 その他未定 2018年1月5日 2018年9月6日 4,178

九州 鹿児島県 （仮称）コメリパワー鹿屋店 鹿屋市笠之原町2035番１　外 コメリ コメリ 2018年1月5日 2018年9月6日 9,368

九州 北九州市 ダイレックス下曽根店
北九州市小倉南区下曽根四丁目2080番1

外
ダイレックス ダイレックス 2018年1月23日 2018年9月24日 1,918

九州 北九州市 ダイレックス相生店 北九州市八幡西区相生町8番 アイコー興産 ダイレックス 2018年1月25日 2018年9月26日 1,656

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。

参照：経済産業省 2018 年 3月 1日発表「平成 28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　【2018 年 1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。


