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は 9 月届出案件です。

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 北海道 サツドラ千歳店 千歳市新富３丁目９番３号 キムラ サッポロドラッグストア 2018年4月20日 2018年12月21日 1,461

北海道 北海道 ツルハドラッグ余市大川店
余市郡余市町大川町18丁目13-6ほ

か
サンリバーはせがわ ツルハ 2018年9月5日 2019年5月5日 1,369

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

北海道 札幌市 サツドラ北8条西22丁目店
札幌市中央区北8条西22丁目3番1の

内ほか

サッポロドラッグスト

アー
サッポロドラグストアー 2018年5月28日 2018年11月29日 1,274

北海道 札幌市 サツドラ東雁来 札幌市東区東雁来11条4丁目
サッポロドラッグスト

アー
サッポロドラッグストア 未定 未定 2018年6月8日 2018年12月8日 2,194

北海道 札幌市 ＤＣＭホーマック菊水元町店
札幌市白石区菊水元町3条5丁目33

番地ほか
マルミ藤美商事 ＤＣＭホーマック 2018年7月3日 2019年4月1日 2,615

東北 青森県 （仮称）トヨタカローラ青森本社 青森市大字浜田字玉川２４６－１外 トヨタカローラ青森 トヨタカローラ青森 くるま工房 2018年8月20日 2019年4月21日 5,320

東北 青森県 マエダストア八重田店 青森市造道２丁目２８１－１外 前田商事 マエダ 2018年8月28日 2019年4月29日 1,159

東北 青森県 （仮称）マックスバリュ八戸上組町店 八戸市大字上組町３３外 マックスバリュ東北 マックスバリュ東北 未定 ○ 2018年9月12日 2019年5月13日 1,674

東北 岩手県 ニトリ一関店 一関山目字大槻１番地 ニトリ ニトリ 2018年5月28日 2019年2月1日 3,553

東北 岩手県 （仮称）アクロスプラザ盛岡みたけＤゾーン 盛岡市みたけ二丁目133番58 大和ハウス工業 ヴィクトリア 2018年9月28日 2019年5月29日 2,109

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 宮城県
みやぎ生活協同組合石巻渡波店・薬王堂

石巻渡波店
石巻市後生橋１－３ 薬王堂 ○ 薬王堂

みやぎ生活協

同組合
2018年6月20日 2019年2月21日 1,983

東北 宮城県 ツルハドラッグ宮城村田店・北海屋村田店
柴田郡村田町大字村田字松崎７番１

ほか
芙蓉総合リース ○ ツルハ 北海屋 2018年7月30日 2019年3月31日 2,281

東北 宮城県 （仮称）コメリホームセンター白石店 白石市大平森合字森合沖５９　外 コメリ コメリ 2018年9月6日 2019年5月7日 5,980

東北 秋田県 （仮称）秋田外旭川複合店舗
秋田市外旭川字大谷地29番地1　外

22筆
大和情報サービス プロノ 西松屋 ○ 2018年6月6日 2019年2月7日 2,535

東北 秋田県 （仮称）ナイス本荘東店 由利本荘市上大野114番地外29筆 秋田フードセンター ナイス 未定 2018年7月24日 2019年3月25日 5,590

東北 秋田県 （仮称）テラタ能代大瀬店 能代市字東大瀬５２番２外 テラタ テラタ能代大瀬店 未定 2018年9月10日 2019年5月11日 3,305

東北 福島県 （仮称）カワチ薬品白河中山南店 白河市中山南5番35外 カワチ薬品 ○ カワチ薬品 大地 2018年7月17日 2019年3月18日 1,534

東北 福島県 ケーズデンキいわき鹿島店
いわき市鹿島町船戸字京塚3番地1ほ

か
デンコードー デンコードー 2018年7月23日 2019年3月24日 4,755

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

東北 仙台市 （仮称）ＢＲＡＮＣＨ仙台長命ケ丘（ＷＥＳＴ）
仙台市泉区長命ケ丘二丁目21-1、

21-2
大和リース ヤマト屋書店 未定 ○ 2018年8月27日 2019年4月28日 4,069

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 茨城県 （仮称）カワチ薬品桜の郷店 東茨城郡茨城町桜の郷1200番1 カワチ薬品 カワチ薬品 2018年5月21日 2019年1月22日 1,490

関東 茨城県 （仮称）サンキ研究学園店 つくば市研究学園3丁目24番 エムジーリース 三喜 2018年7月20日 2019年3月21日 2,482

関東 茨城県 （仮称）水戸市西原貸店舗新築工事 水戸市西原一丁目3523番1　外 ダイワロイヤル カスミ
ウエルシア薬

局
1 2018年9月26日 2019年5月27日 3,496

関東 茨城県 ベイシア潮来店 潮来市須賀南321番　外 ベイシア ベイシア 3 2018年9月26日 2019年5月27日 8,647

関東 栃木県 ツルハドラッグさくら喜連川店 さくら市喜連川字松並3592番外 芙蓉総合リース ツルハ 2018年7月27日 2019年3月28日 1,114

関東 栃木県 ヤオハン東店 鹿沼市東町一丁目101番1外 八百半フードセンター 八百半フードセンター 1 2018年8月3日 2019年4月4日 1,735

関東 栃木県 （仮称）TRIAL小山美しが丘店 小山市美しが丘一丁目19番2 トライアルカンパニー トライアルカンパニー 2018年8月31日 2019年5月1日 4,148

関東 群馬県 アクロスプラザ笠懸Ａ～Ｄ・Ｈ棟 みどり市笠懸町阿左美１２８５番１　外
大和情報サービス株

式会社
フレッセイ しまむら 1 2018年7月6日 2019年3月7日 4,368

関東 群馬県 アクロスプラザ笠懸Ｅ～Ｇ棟 みどり市笠懸町阿左美１３０８番１　外
大和情報サービス株

式会社
ウェルシア薬局 セリア 2018年7月6日 2019年3月7日 1,550

関東 群馬県 太田西矢島町複合店舗 太田市西矢島町５８１番１　他
大和情報サービス株

式会社
未定 2018年8月27日 2019年4月28日 1,120

関東 群馬県 ベルク前橋北代田店 前橋市北代田町字西久保２８　外 ベルク ベルク 2018年9月28日 2019年5月29日 2,142

関東 埼玉県 （仮称）ピアシティ原馬室 鴻巣市原馬室字上曽部114番1外 （株）カスミ カスミ 未定 2 2018年6月4日 2019年2月5日 4,029

関東 埼玉県 （仮称）久喜菖蒲商業施設
久喜都市計画事業菖蒲町菖蒲土地区

画整理事業１街区１画地　外

アークランドサカモト

（株）　　　　　　　（株）

ヤオコー

アークランドサカモト

（株）
（株）ヤオコー 未定 2018年6月6日 2019年2月7日 27,207

関東 埼玉県 （仮称）草加谷塚上町計画
草加市谷塚上町字立野271番1の一

部　外

サンベルクスホール

ディング
サンベルクス 未定 未定 2018年8月3日 2019年4月4日 4,840

関東 埼玉県 （仮称）ベルク和光白子店
和光市白子三丁目中央土地区画整理

事業５街区５－１外
ベルク ベルク 2018年8月30日 2019年5月1日 2,120

関東 千葉県 （仮称）旭萬力ショッピングモール 旭市萬力字五番割4428番ほか ナリタヤ 1 ナリタヤ 1 2018年5月10日 2019年1月11日 3,054

関東 千葉県 ケーヨーデイツー高塚店 松戸市高塚新田字赤作２４７番１ほか ケーヨー ケーヨー 2018年5月16日 2019年1月17日 1,649

関東 千葉県 （仮称）クリエイトエス・ディー北柏店 柏市根戸字高野台４６７番１０３ クリエイトエス・ディー クリエイトエス・ディー 1 2018年5月25日 2019年1月26日 2,038

関東 千葉県 （仮称）四街道市もねの里商業施設計画 四街道市もねの里六丁目１０番３ほか 新昭和 未定 4 2018年7月24日 2019年3月25日 5,212

関東 千葉県 （仮称）ケーズデンキ松戸八柱店 松戸市河原塚字木戸場３１６番４ほか
ケーズホールディング

ス

ケーズホールディング

ス
2018年7月30日 2019年3月31日 2,138

関東 千葉県 （仮称）ゆりまち袖ケ浦駅前モール

袖ケ浦都市計画事業袖ケ浦駅海側特

定土地区画整理事業7 街区2-1 画地

ほか

新昭和 せんどう ○ 2018年9月25日 2019年5月26日 4,114

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 東京都 （仮称）オオゼキ松原店 世田谷区松原四丁目979番２ほか オオゼキ オオゼキ ○ 2018年6月29日 2019年3月1日 1,345

関東 東京都 （仮称）スーパービバホーム東久留米店
東久留米市上の原一丁目333番２ほ

か

三井住友ファイナンス

＆リース株式会社
株式会社ＬＩＸＩＬビバ 2018年7月5日 2019年3月6日 10,137

関東 東京都
武蔵小金井駅南口第2地区第一種市街地

再開発事業
小金井市本町六丁目1827番１ほか

武蔵小金井駅南口第

2地区市街地再開発

組合

未定 2018年8月16日 2019年6月1日 5,378

関東 東京都 ノジマ青梅インター店 青梅市新町六丁目１６番１１ほか 株式会社ノジマ ノジマ ○ 2018年8月20日 2019年4月21日 2,738

建物設置者名 小売業者名
店舗面積

の合計

（㎡）

参照：経済産業省 2018 年 11 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 8 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。


