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他 核店舗１ 核店舗２ 他

北海道 北海道 木野タウン　ケーズデンキ棟 音更町木野大通東11丁目1-1ほか デンコードー デンコードー 2019年4月16日 2019年12月17日 3,134

北海道 北海道
旭川豊岡タウンプラザ　GU棟　SHOE・

PLAZA棟
旭川市豊岡4条4丁目1-13ほか

セントラルリーシング

システム
ジーユー チヨダ 2019年9月4日 2020年5月5日 1,454

北海道 北海道 リラィアブルブックス　運動公園通り店
釧路町桂木3丁目7番1、７番2、8番

ほか
リラィアブル リラィアブル 2019年9月26日 2020年5月27日 1,379

北海道 北海道 コープさっぽろ　とくら店 函館市戸倉町224番－４ほか コープさっぽろ コープさっぽろ 未定 2019年10月8日 2020年6月9日 1,447

北海道 北海道 ツルハドラッグ旭川永山３条西店 旭川市永山３条８丁目76番１ 北海道リース ツルハ 2019年10月23日 2020年6月24日 1,527

北海道 北海道 スーパーセンタートライアル苫小牧西店 苫小牧市錦岡53番1 トライアルカンパニー トライアルカンパニー 2019年11月8日 2020年8月5日 4,312

北海道 北海道 マックスバリュ苫小牧日新町店
苫小牧市日新町2丁目348番12の内

ほか
マックスバリュ北海道 マックスバリュ北海道 2019年11月15日 2020年7月16日 2,063

北海道 北海道 ツルハドラッグ帯広西20条店 帯広市西20条南２丁目23番地１ほか ツルハ ツルハ 2019年12月20日 2020年8月21日 1,254

北海道 北海道 （仮称）フードD365　見山店 苫小牧市見山町2丁目3-3ほか 豊月 豊月 2020年1月27日 2020年9月28日 1,745

北海道 北海道 ケーズデンキ岩見沢店 岩見沢市大和4条7丁目17-1ほか デンコードー デンコードー 2020年2月7日 2020年10月8日 3,615

北海道 札幌市 コープさっぽろ新琴似店
北区新琴似1条11丁目115-2、1条12

丁目118-1
オリックス

生活協同組合コープ

さっぽろ
他4 2019年4月11日 2019年11月12日 4,810

北海道 札幌市 ツルハドラッグ本町2条店 東区本町2条4丁目12-2の内 ほか 淨藏 ツルハ セブンイレブン 他1 2019年4月25日 2019年11月25日 1,755

北海道 札幌市 ガリバー札幌清田店 清田区美しが丘4条5丁目2-12 東原　俊郎 IDOM 2019年4月25日 2019年11月25日 3,939

北海道 札幌市
（仮称）アウトドア専門店　CORSO

SAPPORO
手稲区富丘3条4丁目11-1ほか アイビック アイビック 2019年5月14日 2020年1月10日 1,413

北海道 札幌市 （仮称）スポーツ用品店 札幌市西区発寒9条12丁目675-3 アルペン アルペン 2019年6月14日 2020年1月25日 3,796

北海道 札幌市 サンドラッグ平岡 3 条店
札幌市清田区平岡 3 条 1 丁目 47-

1、47-16
彦蔵 サンドラッグプラス

セブンイレブン

-ジャパン
他1 2019年6月20日 2019年12月20日 1,283

北海道 札幌市 DCMホーマック桑園店 中央区北10条西16丁目1-2 芙蓉総合リース DCMホーマック 2019年8月28日 2020年4月1日 4,520

北海道 札幌市 サツドラ北８条店 東区北８条東４丁目19-24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
2019年9月20日 2020年4月21日 1,718

北海道 札幌市 ツルハドラッグ発寒13条店 西区発寒13条4丁目956-2ほか 清栄 NHR ツルハ
セブンイレブン

-ジャパン
2019年9月24日 2020年3月25日 1,150

北海道 札幌市 （仮称）美しが丘商業施設
清田区美しが丘4条6丁目483番71の

内　ほか

セントラルリーシング

システム

サッポロドラッグスト

アー
ティーガイア 2020年2月21日 2020年9月1日 2,539

東北 青森県 マエダストア売市店 八戸市売市四丁目６－９外 孫作 マエダ 2019年5月28日 2020年1月29日 1,471

東北 岩手県 スーパーセンタートライアル滝沢店 滝沢市牧野林873番ほか トライアルカンパニー トライアルカンパニー 2019年5月9日 2020年2月29日 4,182

東北 岩手県 いわいショッピングセンターNORTH 一関市中里字神明21番２ほか 一関開発 ダイユーエイト ドン・キホーテ しまむら 2019年7月18日 2020年3月19日 8,733

東北 岩手県 （仮称）ウエルシア薬局花巻店 花巻市桜台二丁目9-1　外 ウエルシア薬局 ウエルシア薬局 2019年7月24日 2020年3月25日 1,243

東北 岩手県 (仮称)コメリパワー水沢 奥州市水沢佐倉河字横枕31番地　外 コメリ コメリ 2019年12月19日 2020年11月1日 9,317

東北 岩手県 スーパーセンタートライアル花巻店 花巻市四日町三丁目54番２外 トライアルカンパニー トライアルカンパニー 2020年1月31日 2020年12月15日 3,703

東北 宮城県 （仮称）ゆりあげの郷食彩館 名取市閖上字昭和１１番１　外 伊藤チェーン 伊藤チェーン 未定 2019年5月20日 2020年6月14日 4,223

東北 宮城県 （仮称）石巻三ツ股複合商業施設 石巻市三ツ股二丁目３０番６　外 ダイワロイヤル マックスバリュ南東北 ツルハ 2019年8月27日 2020年4月28日 3,269

東北 宮城県
（仮称）フレスコキクチ東松島店・（仮称）ツ

ルハドラッグ矢本新沼店
東松島市矢本字新沼１２８番外２４筆 フレスコ

ＪＡ三井リース

建物
フレスコ ツルハ 2020年1月8日 2020年9月9日 2,886

東北 宮城県
（仮称）薬王堂東松島矢本店・（仮称）セブ

ンｰイレブン矢本あおい店
東松島市あおい１丁目１０３　外 薬王堂

セブンｰイレブ

ン・ジャパン
薬王堂

セブンｰイレブ

ン・ジャパン
2020年1月24日 2020年9月25日 1,160

東北 秋田県
（仮称）薬王堂にかほ象潟店・（仮称）象潟

調剤薬局

にかほ市象潟町字沖ノ田１番地1,同

字後田77番地1
薬王堂 〇 薬王堂 サンケー 2019年12月23日 2020年8月24日 1,097

東北 山形県
（仮称）ヤマザワ鶴岡茅原ショッピングセン

ター

鶴岡市茅原北土地区画整理事業地内

１４の１街区
ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 ダイユーエイト 2019年8月26日 2020年3月15日 7,642

東北 山形県 ケーズデンキ鶴岡店 鶴岡市美咲町２１番地２外 デンコードー デンコードー 2020年2月25日 2020年10月26日 2,830

東北 宮城県 （仮称）サンデー塩釜店 塩竈市新浜町二丁目３８番　外 オリックス サンデー 未定 2019年6月18日 2020年2月19日 4,554

東北 福島県
(仮称)アメリカ屋矢野目店・眼鏡市場福島

店
福島市南矢野目谷地７０番地の２ アメリカ屋 ○ アメリカ屋 メガネトップ 2019年5月9日 2020年1月10日 1,056

東北 福島県 クスリのアオキ天寧寺店 会津若松市天寧寺町２１９番１外６筆 クスリのアオキ クスリのアオキ 2019年5月28日 2020年1月29日 1,440

東北 福島県 (仮称)ヨークタウン島店 郡山市島二丁目４１２外 三瓶丸上商事 ヨークベニマル 1 2020年2月25日 2020年10月26日 3,721

東北 福島県 メガステージ二本松Ａエリア 二本松市作田２４０番ほか４９筆 アクティブワン ヨークベニマル 薬王堂 2 2020年2月28日 2020年11月1日 4,146

東北 福島県 メガステージ二本松Ｂエリア 二本松市作田２２番１ほか７５筆 アクティブワン ダイユーエイト 1 2020年2月28日 2020年11月1日 4,947

東北 仙台市 ファミーナ富沢店
仙台市太白区大字富田字京ノ北46番

地ほか
ファミーナ ファミーナ 2019年6月20日 2020年2月21日 1,530

関東 茨城県 ドラッグストアセキ阿見店
稲敷郡阿見町大字阿見字宮脇2355

番１　外
セキ薬品 セキ薬品 2019年5月31日 2020年2月1日 1,208

関東 茨城県 （仮称）カスミ神栖土合店 神栖市土合西一丁目10000番139　外 青野産業 カスミ 2019年6月3日 2020年2月4日 1,504

関東 茨城県 （仮称）ウエルシア結城下り松店 結城市下り松四丁目１番２　外 ウエルシア薬局 ウエルシア薬局 2019年6月7日 2020年2月8日 1,248

関東 茨城県 （仮称）コメリ神栖土合店 神栖市土合西一丁目10000番136　外 コメリ コメリ 2019年6月11日 2020年2月12日 2,542

関東 茨城県 （仮称）日立市東滑川ＳＣ 日立市東滑川町五丁目1994番地　外 日立ライフ ヨークベニマル LIXILビバ ○ 2019年6月28日 2020年2月29日 16,766

関東 茨城県 （仮称）ドラッグコスモス堀町店 水戸市堀町字新田1002番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年8月27日 2020年4月28日 1,182

関東 茨城県 （仮称）コメリパワー鹿嶋店
鹿嶋市大字宮中字中町附4800番10

外
コメリ コメリ カスミ 3 2019年9月30日 2020年7月1日 17,859

関東 茨城県 （仮称）コスモス龍ヶ崎店 龍ケ崎市藤ヶ丘一丁目１番１　外 ＭＵＬプロパティ コスモス薬品 2019年9月30日 2020年6月1日 1,320

関東 茨城県 （仮称）コスモスゆめみ野店 取手市ゆめみ野四丁目１番１
アドバンスホールディ

ングス
コスモス薬品 2019年10月24日 2020年6月25日 1,545

関東 茨城県 （仮称）コスモスさくらの森店 つくば市さくらの森１番４　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年12月25日 2020年8月26日 1,401

関東 茨城県 ドラッグストアトライウェル鉾田店 鉾田市新鉾田二丁目６番２ 箕輪　好洋 トライアルカンパニー 2020年1月27日 2020年9月28日 1,210

関東 茨城県 （仮称）コスモス竹ノ内店 那珂市竹ノ内二丁目10番２ 那珂ハウジング コスモス薬品 2020年2月6日 2020年10月7日 1,525

関東 茨城県 （仮称）古河大堤商業施設 古河市大堤字田向148番１　外 青野産業 ヤオコー 未定 2020年2月28日 2020年10月29日 2,817

関東 栃木県 （仮称）クスリのアオキ犬伏店 佐野市犬伏中町1934番地１ クスリのアオキ クスリのアオキ 2019年6月3日 2020年2月4日 1,780

関東 栃木県 （仮称）ドン・キホーテ大田原店 大田原市加治屋字加治屋83-27 とりせん ドン・キホーテ 2019年6月7日 2020年2月8日 4,141

関東 栃木県 （仮称）ツルハドラッグ那須塩原島方店 那須塩原市島方597番地1　外 ハウジング青木 ツルハ 2019年7月24日 2020年3月25日 1,133

関東 栃木県 （仮称）アクロスプラザ宝木（第１工区） 宇都宮市細谷町字下細谷715番1　外 大和情報サービス 田原屋 とりせん 3 2019年7月31日 2020年4月1日 5,175

関東 栃木県 （仮称）ツルハドラッグ鹿沼大門宿店 鹿沼市上殿町字西164-1　外 ならぶ ツルハ 2019年8月5日 2020年4月6日 1,136

関東 栃木県 かましん間々田店 小山市乙女三丁目265番地外 ジョーカー かましん 2019年10月30日 2020年7月1日 1,459

関東 栃木県 かましん駒生店 宇都宮市駒生町1288番地１外 かましん 2 かましん 2020年2月10日 2020年10月11日 3,856

関東 群馬県 ネッツトヨタ群馬前橋こじまた店 前橋市小島田町１７４番１　外 ネッツトヨタ群馬 ネッツトヨタ群馬 2019年4月1日 2020年11月15日 1,152

関東 群馬県 (仮称)群馬県吉岡町計画 北群馬郡吉岡町大久保７４７　外 ダイワロイヤル ドン・キホーテ 2019年5月14日 2020年1月15日 2,162

関東 群馬県 (仮称)前橋南ショッピングパーク 前橋市公田町６７０番地１　外 ツルヤ ツルヤ 未定 2019年7月12日 2020年10月31日 4,909

関東 群馬県 クスリのアオキ桐生広沢店
桐生市広沢町四丁目１９７０－２０３

外
クスリのアオキ クスリのアオキ 2019年9月19日 2020年5月20日 1,530

関東 群馬県 （仮称）ＪＡファーマーズ高崎吉井店 高崎市吉井町片山４４２番１　外 エーコープ関東 エーコープ関東 クスリのマルエ 2019年9月27日 2020年6月1日 2,798

関東 群馬県 ＧｕｎｍａＢＭＷ太田店 高崎市浜尻町５８５番地 モトーレン群馬 モトーレン群馬 2019年11月1日 2020年7月2日 1,002

関東 群馬県 西松屋前橋元総社町店
前橋都市計画事業元総社蒼海土地区

画整理事業９３街区１７０９外
西松屋チェーン 西松屋チェーン 2020年1月7日 2020年9月8日 1,155

関東 埼玉県 ヤオコー所沢有楽町店 所沢市有楽町669番地　外 ヤオコー ヤオコー 2019年4月18日 2019年12月19日 1,845

関東 埼玉県 （仮称）ケースデンキ北本店 北本市深井4丁目54番外
ケーズホールディング

ス

ケーズホールディング

ス
2019年5月9日 2020年1月10日 2,995

関東 埼玉県 （仮称）ＬＣモール花園2期計画 深谷市荒川字鍜治ケ谷戸356番外 LCホールディングス ニトリ ニトリ 2019年6月6日 2020年2月7日 3,632

関東 埼玉県 ニトリ春日部店 春日部市粕壁東二丁目81-1外2筆 ニトリ ニトリ 2019年7月9日 2020年3月10日 5,167

関東 埼玉県 （仮称）ケーズデンキ川口青木店 川口市青木三丁目７９５番　他
ケーズホールディング

ス

ケーズホールディング

ス
2019年7月17日 2020年3月18日 2,481

関東 埼玉県 （仮称）和光市南口駅ビル 和光市本町４－６ 東武鉄道 未定 2019年7月30日 2020年3月31日 1,967

店舗面積

の合計

（㎡）

小売業者名 届出日 新設する日局名 自治体名 大規模小売店舗名 所在地 建物設置者名

は 2020 年 2 月届出案件です。
出典：経済産業省「平成 31（令和元）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　　【2020 年 2 月末】」
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。

※続きは正規版にお申し込み下さい。


