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平成 30 年度 大規模小売店舗立地法
第 5 条 第 1 項（ 新 設 ） 届 出 の 概 要【2018 年 4 月 届 出 】
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参照：経済産業省 2018 年 6 月 1 日発表「平成 30 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 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。

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 岩見沢市5条6丁目商業施設 岩見沢市5条東6丁目3番38ほか12筆 アルファコート ツルハ 〇 2018年4月19日 2018年12月20日 1,598

北海道 北海道
AOKI岩見沢店・ツルハドラッグ岩見沢大和

2条店
岩見沢市大和2条8丁目1-2ほか5筆 AOKI ケーアイケー AOKI ツルハ 2018年4月10日 2018年12月11日 1,560

北海道 札幌市 東苗穂1条2丁目複合店舗
札幌市東区東苗穂1条2丁目468番61

ほか
やまいち開発商事 ユニクロ

セブン－イレブ

ン・ジャパン
2018年4月18日 2018年10月25日 1,777

北海道 札幌市 マックスバリュ月寒店
札幌市豊平区月寒中央通2丁目316-

5ほか
マックスバリュ北海道 マックスバリュ北海道 2018年4月26日 2018年10月26日 1,692

東北 宮城県 テックランド大崎古川店 大崎市古川稲葉１丁目１６３番１ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2018年4月9日 2018年12月10日 2,493

東北 宮城県
（仮称）ビッグハウスししおり店・薬王堂気仙

沼鹿折店

気仙沼市鹿折地区被災市街地復興土

地区画整理事業仮換地１９街区、２０

街区

ベルジョイス ○ ベルジョイス 薬王堂 2018年4月27日 2018年12月28日 2,568

東北 仙台市 （仮称）ＢＲＡＮＣＨ仙台長命ケ丘（ＥＡＳＴ） 仙台市青葉区桜ヶ丘七丁目71－25 大和リース みやぎ生活協同組合 ツルハ ○ 2018年4月27日 2018年12月28日 3,700

関東 茨城県 （仮称）イオン新下市 水戸市柳町2-11-6 伊勢甚本社 イオンリテール 未定 2018年4月10日 2018年10月26日 1,800

関東 東京都 (仮称)アクロスプラザ東久留米 東久留米市上の原二丁目333番３
三井住友ファイナンス

＆リース
未定 2018年4月24日 2018年12月25日 3,200

関東 長野県 上諏訪駅前商業施設（仮称） 諏訪市諏訪1－6－1ほか 諏訪駅前開発 ツルヤ 2018年4月23日 2019年2月6日 3,344

関東 山梨県 （仮称）ドン・キホーテ甲府店 甲府市国母六丁目６１７番３外
日本アセットマーケティ

ング
ドン・キホーテ 2018年4月9日 2018年12月10日 3,453

中部 岐阜県 （仮称）スーパーセンターオークワ多治見店 多治見市幸町八丁目1番　外 オークワ オークワ 2018年4月6日 2018年12月7日 6,274

中部 岐阜県 （仮称）ドラッグコスモス又丸店 岐阜市又丸19番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年4月23日 2018年12月24日 1,698

中部 名古屋市 バロー高辻店
名古屋市昭和区福江三丁目711番2

ほか4筆

バローホールディング

ス
バロー 2018年4月4日 2018年12月5日 3,332

近畿 滋賀県 （仮称）フレンドマート近江八幡店 近江八幡市鷹飼町452番地１ほか 平和堂 平和堂 未定 2018年4月17日 2018年11月15日 1,587

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 しまむら しまむら 2018年4月25日 2018年12月13日 1,198

近畿 兵庫県 （仮称）ウッディタウン複合商業施設 三田市けやき台一丁目５番
北摂コミュニティ開発

センター
上新電機 3 2018年4月5日 2018年12月6日 5,511

近畿 兵庫県 （仮称）ニトリ尼崎店 尼崎市大庄北五丁目71番 ニトリ ニトリ 2018年4月27日 2018年12月28日 6,791

近畿 奈良県 （仮称）ドラッグコスモス奈良大淀店 大淀町土田２２１番２ コスモス薬品 コスモス薬品 2018年4月6日 2018年12月7日 1,704

近畿 和歌山県 （仮称）ドラッグコスモス高野口店
橋本市高野口町小田字小北289番3

外
コスモス薬品 コスモス薬品 2018年4月25日 2018年12月26日 1,716

中国 岡山県 西松屋新北畝店 倉敷市北畝五丁目６８１番地２ほか
芙蓉総合リース株式

会社
西松屋チェーン 2018年4月9日 2018年12月10日 1,062

中国 岡山県 （仮称）ドラッグコスモス鴨方店 浅口市鴨方町字鳥落通２２２３ほか
ＭＵＬプロパティ株式

会社
コスモス薬品 2018年4月17日 2018年12月18日 1,539

中国 広島県
(仮称）スーパードラッグひまわり三吉店・Ｔ

ＳＵTAYA三吉店
福山市三吉町五丁目１７１番２０　外 ププレひまわり 1 ププレひまわり モラブス 2018年4月16日 2018年12月17日 2,063

中国 広島県 ダイレックス曙店 福山市曙三丁目１９７番　外５筆 三菱ＵＦＪリース ダイレックス 2018年4月20日 2018年12月21日 1,534

中国 山口県 (仮称)宇部空港前複合店舗 宇部市岬町三丁目１１５２の２ 丸喜 1 丸喜 セリア 1 2018年4月25日 2018年12月26日 2,296

中国 岡山市 （仮称）ドラッグコスモス吉備津店 岡山市北区西辛川402-1,406-1 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年4月23日 2018年12月24日 1,315

中国 岡山市 （仮称）ザグザグ西大寺店
岡山市東区西大寺上三丁目599番１

ほか
ザグザグ ザグザグ 2018年4月26日 2018年12月27日 1,192

四国 愛媛県 エースワン八幡浜店 八幡浜市松柏丙832番地2　外 エースワン エースワン 2018年4月23日 2018年11月21日 1,468

四国 香川県 ゆめマート木太 高松市木太町字西浜2438番地3　外 イズミ イズミ 2018年4月27日 2018年12月28日 1,886

四国 徳島県 小松島日開野ショッピングセンター
小松島市日開野町字弥三次14番地1

ほか
三興コーポレーション ダイレックス 平惣 3 2018年4月6日 2018年12月7日 4,203

四国 徳島県 ドラッグストアモリ徳島応神店
徳島市応神町東貞方字貞光76番1ほ

か
ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2018年4月13日 2018年12月14日 1,289

九州 福岡県 （仮称）ダイレックス前原店 糸島市前原西一丁目９０２番３　外 ダイワロイヤル ダイレックス 2018年4月6日 2018年12月7日 1,530

九州 福岡県 ザ・ビッグエクスプレス宇美店
糟屋郡宇美町宇美中央三丁目２３番

３号
星寿 マックスバリュ 2018年4月13日 2018年12月14日 1,050

九州 福岡県 （仮称）万惣朝倉店 朝倉市一木字相割５１６番　外 万惣 万惣 2018年4月18日 2018年12月19日 2,355

九州 佐賀県 （仮称）ドラッグストアモリ鳥栖市蔵上新店 佐賀県鳥栖市蔵上二丁目２７０番　外 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2018年4月11日 2018年12月12日 1,250

九州 熊本県 ドン・キホーテ八代店 八代市本野町字中正坊２０４９番　外 ハイブリッジ企画 ドン・キホーテ 2018年4月24日 2018年12月25日 2,906

九州 大分県 （仮称）スーパー細川下郡店 大分市下郡字内ケ迫1391番１　外
NTT西日本アセット・プ

ランニング
スーパー細川 2018年4月2日 2018年12月3日 1,260

九州 大分県 HIヒロセ竹田店
竹田市大字君ヶ園字トチセ402番１ほ

か19筆

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
2018年4月2日 2018年12月3日 6,000

九州 大分県 （仮称）ドラッグストアモリ須賀店 大分市須賀一丁目123番　外 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2018年4月10日 2018年12月11日 1,285

九州 宮崎県 ドラッグコスモス赤江店 宮崎市大字恒久468番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年4月5日 2018年12月6日 1,308

九州 宮崎県 ドラッグコスモス財光寺店
日向市大字財光寺字沖ノ原953番6

外
コスモス薬品 コスモス薬品 2018年4月23日 2018年12月24日 1,918

九州 鹿児島県 ダイレックス新出水店 出水市向江町766番　外 ダイレックス ダイレックス その他未定 2018年4月20日 2018年12月21日 2,361

建物設置者名 小売業者名

店舗面積

の合計

（㎡）


