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出典：令和２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 5 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。

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
ツルハドラッグ大麻中央店・バースデイ江

別店
江別市大麻南樹町1-3 アルファ都市設計 ツルハ しまむら 2020年4月17日 2020年12月18日 1,948

北海道 北海道 （仮称）旭川４条通１丁目複合施設
旭川市４条通１丁目2420-1、2241-

6、2241-5、3127
旭川電気軌道 ツルハ 2020年4月24日 2020年12月25日 1,174

北海道 札幌市 ネクステージ清田
札幌市清田区美しが丘4条10丁目

463-6　ほか
ネクステージ ネクステージ 2020年5月8日 2020年10月31日 4,819

東北 岩手県 ツルハドラッグ大槌店
岩手県上閉伊郡大槌町大槌第23地

割字沢山６番地１　外

芙蓉総合リース株式

会社
株式会社ツルハ 2020年4月17日 2020年12月18日 1,213

東北 山形県 ヤマザワ谷地店 西村山郡河北町谷地字月山堂１１５８番外ヤマザワ ヤマザワ サンデー 2 2020年4月7日 2020年12月8日 6,577

東北 宮城県 （仮称）クスリのアオキ古川駅東店 大崎市古川駅東二丁目７６　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2020年5月29日 2021年2月10日 1,798

東北 福島県 (仮称)カワチ薬品原町東店
南相馬市原町区北原字前田２５番３

外
カワチ薬品 カワチ薬品 2020年5月27日 2021年1月28日 1,446

東北 仙台市 （仮称）富沢西商業施設
仙台市太白区富沢字鍛冶屋敷37－3

外
大和リース 未定 2020年5月27日 2021年1月28日 1,367

関東 茨城県 さくらの杜ショッピングセンター つくば市さくらの森25番４　外 コメリ 2 コメリ ヨークベニマル 3 2020年5月22日 2021年1月23日 13,649

関東 栃木県 (仮称）ヨークベニマル今泉町店 宇都宮市今泉町字中原158-1 ヨークベニマル ヨークベニマル 2020年5月26日 2021年1月27日 1,287

関東 埼玉県 （仮称）ダイレックス下間久里店 越谷市下間久里821番1ほか ダイレックス ダイレックス 2020年5月15日 2021年1月16日 1,726

関東 千葉県 （仮称）野田市山崎商業施設計画
野田市山崎字北大和田１３２６番２ほ

か
オリックス 1 Ｇ－７スーパーマート 1 2020年4月24日 2020年11月30日 1,582

関東 千葉県 （仮称）フォルテ千葉ニュータウン 印西市中央南二丁目２番１ ベルク ベルク 2 2020年5月15日 2021年1月16日 3,345

関東 千葉県 ウエルシア香取佐原店
香取市佐原字道元洲イ４２００番７ほ

か
ウエルシア薬局 ウエルシア薬局 2020年5月22日 2021年1月23日 1,212

関東 東京都 （仮称）日立自動車教習所跡地計画 小平市上水本町四丁目1480番1ほか 大和情報サービス 未定 2020年4月28日 2020年12月29日 3,300

関東 東京都 （仮称）五反野店建替計画 足立区中央本町二丁目51番１ほか 山種不動産 サミット 2 2020年4月30日 2020年12月31日 3,492

関東 静岡県 （仮称）ウエルシア牧之原波津店 牧之原市波津168－1ほか ウエルシア薬局 ウエルシア薬局 2020年4月9日 2020年12月10日 1,247

関東 静岡県 ニトリ掛川店 掛川市成滝字北大門432－1ほか ニトリ ニトリ 2020年4月23日 2020年12月24日 3,541

関東 静岡県 （仮称）マックスバリュ藤枝薮田店 藤枝市下薮田60－1 静岡鉄道 マックスバリュ 2020年4月30日 2020年12月31日 1,153

関東 静岡県 KADODE OOIGAWA 島田市竹下字寺の前57-1ほか 大井川農業協同組合 KADODE　OOIGAWA 2020年5月22日 2021年1月23日 1,982

関東 静岡県 田子重小笠店 菊川市下平川字内堀田1269番1ほか 田子重 田子重 2020年5月29日 2021年1月30日 2,361

関東 横浜市
（仮称）大船駅北第二地区第一種市街地再

開発事業施設建築物
横浜市栄区笠間二丁目２番ほか

大船駅北第二地区市

街地再開発組合
ライフコーポレーション 1 1 2020年5月26日 2021年1月27日 8,906

関東 川崎市
仮称）川崎高津区溝口商業

施設計画

川崎市高津区溝口五丁目

７５３番１
ＪＡ三井リース建物

株式会社ライフ

コーポレーション
2020年4月13日 2021年4月20日 3005

関東 浜松市 フィール浜松入野店 浜松市西区入野町6045-1
フィールホールディン

グス

フィールコーポレー

ション
2020年4月17日 2020年12月18日 1,215

中部 愛知県 （仮称）トヨタ生活協同組合メグリア花園店
豊田市花園土地区画整理事業54街

区1ほか10筆
トヨタ生活協同組合 トヨタ生活協同組合 未定 2020年5月1日 2021年1月2日 1,630

中部 愛知県 （仮称）ドラッグコスモス古知野店 江南市古知野町桃源117ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2020年5月28日 2021年1月29日 1,523

中部 岐阜県 カネスエ鶉店 岐阜市中鶉七丁目５３番　外 カネスエ商事 カネスエ商事 2020年4月10日 2020年12月11日 1,942

中部 三重県 クスリのアオキ明和店
多気郡明和町大字馬之上字香良須池

942-2外8筆
クスリのアオキ クスリのアオキ 2020年4月6日 2020年12月7日 1,461

中部 三重県 (仮称）ぎゅーとらラブリー名張蔵持店 名張市蔵持町里3330番ほか10筆 MAC ぎゅーとら
ココカラファイン

ヘルスケア
未定 2020年4月9日 2020年12月10日 3,311

中部 三重県
ゲオ鈴鹿西条店・セカンドストリート鈴鹿西

条店
鈴鹿市西條町４２３番地の1

ゲオ、セカンドストリー

ト
ゲオ

セカンドスト

リート
2020年5月26日 2021年1月27日 2,003

中部 富山県 ドラッグコスモス中神店 中神三丁目29番　ほか23筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年4月1日 2020年11月20日 1,504

中部 名古屋市 日本生命栄ビル
名古屋市中区錦三丁目2408番　ほか

3筆
日本生命保険 未定 2020年4月30日 2020年12月31日 4,500

近畿 兵庫県 (仮称)ハローズ東加古川モール
加古川市平岡町高畑字乾角451番17

ほか
ハローズ ハローズ ザグザグ 未定２者 2020年4月28日 2020年12月29日 4,966

近畿 兵庫県 （仮称）旧高須東小学校跡地開発 西宮市高須町一丁目１番６の一部 ＵＣＭ
ユタカファー

マシー
ユタカファーマシー 大創産業

サンディ

外未定１者
2020年4月30日 2021年1月1日 1,384

近畿 奈良県 三洋堂書店　橿原神宮店 橿原市石川町3番地1ほか
三洋堂ホールディング

ス
三洋堂書店 2020年4月21日 2020年12月22日 1,240

近畿 和歌山県 和歌山加納複合商業施設
和歌山県和歌山市加納字新白295番

1外

ダイヤロイヤル株式会

社

株式会社コスモス薬

品

株式会社エディオン
株式会社コス

モス薬品
2020年4月22日 2020年12月23日 3,177

近畿 神戸市 (仮称)スーパーマルハチ上池田店 神戸市長田区上池田3丁目1-2他 マルハチエステート マルハチ 2020年5月8日 2021年1月9日 1,712

近畿 堺市 (仮称）ﾄﾞﾗｯｸﾞｺｽﾓｽ深井畑山店 堺市中区深井畑山町229他 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年5月12日 2021年1月13日 1,541

中国 山口県 （仮称）ドラッグストアモリ田布施町店
熊毛郡田布施町大字下田布施７２７

の１４
ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2020年4月7日 2020年12月8日 1,462

中国 岡山県 ザグザグ玉島店
倉敷市玉島中央町二丁目５８１番３

ほか
ザグザグ ザグザグ 2020年5月28日 2021年1月29日 1,134

四国 徳島県 ドラッグストアモリ小松島店 小松島市江田町字腰前１８２番３他 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2020年4月23日 2020年12月24日 1,454

四国 愛媛県 ダイレックス松山店 松山市宮西一丁目150番１
NTT西日本アセット・プ

ランニング
ダイレックス 2020年4月1日 2020年12月2日 1,406

四国 香川県 ピカソこんぴら街道店
丸亀市綾歌町栗熊西字窪田892番地

３　外
ミワ商店 ミワ商店 2020年5月25日 2021年1月26日 2,120

四国 愛媛県 フジ松前店・ドラッグセイムス松前筒井店 伊予郡松前町筒井448番地１　外 大和情報サービス 1 フジ
西日本セイム

ス
2020年5月25日 2020年12月15日 2,258

四国 愛媛県 （仮称）ドラッグコスモス若水店 新居浜市若水町１丁目甲492-2 他 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年5月29日 2021年1月30日 1,541.45

九州 福岡県 （仮称）ドラッグストアモリ行橋行事店 行橋市大字草野字寺ノ下492番　外 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2020年4月16日 2020年12月17日 1,326

九州 福岡県 （仮称）ドラッグストアモリ志免店 糟屋郡志免町南里六丁目454番1　外 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2020年4月27日 2020年12月28日 1,261

九州 福岡県 （仮称）ドラッグストアモリ水巻店
遠賀郡水巻町吉田西三丁目1829番1

外
ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2020年5月25日 2021年1月26日 1,447

九州 福岡県 （仮称）ダイレックス新志免店 糟屋郡志免町南里七丁目521番1　外 ダイレックス ダイレックス 2020年5月29日 2021年1月30日 1,388

九州 福岡県 ライフガーデン甘木 朝倉市一木字合畝町1208番1 ダイワロイヤル 九州テックランド 3 2020年5月29日 2021年1月30日 5,983

九州 長崎県 ホームプラザナフコ　時津店資材館 西彼杵郡時津町日並郷2195番 ナフコ ナフコ 2020年5月28日 2021年1月29日 1,488

九州 熊本県
（仮称）コストコホールセール熊本御船倉庫

店

上益城郡御船町大字小坂字宮田689

番1　外31筆

コストコホールセール

ジャパン

コストコホールセール

ジャパン
2020年5月7日 2020年1月8日 10,251

九州 熊本県 ドラッグコスモス山鹿店 山鹿市古閑字十三部1029番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年5月14日 2020年1月15日 1,281

九州 大分県 （仮称）ニトリ大分三佐店 大分市三佐６丁目１００番外 ニトリ ニトリ 2020年5月28日 2021年1月29日 5,154

九州 宮崎県 （仮称）ダイレックス新西都店 西都市大字妻字平田1707番　外 ダイレックス ダイレックス 2020年4月20日 2020年12月21日 1,641

九州 宮崎県 ダイレックス早鈴店 都城市早鈴町1612番2　外 オリックス不動産 ダイレックス 2020年5月1日 2021年1月2日 1,636

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス南郷店 日南市南郷町東町8-1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年5月21日 2021年1月22日 1,463

九州 鹿児島県 (仮称)ドラッグストアモリ指宿湯の浜店 指宿市湯の浜二丁目1849番外 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2020年4月27日 2020年12月28日 1,465

九州 鹿児島県 西松屋新鹿児島出水店 出水市中央町1543番，外２筆
株式会社西松屋

チェーン

株式会社西松屋

チェーン
2020年5月14日 2021年1月15日 1,180

九州 福岡市 （仮称）原ショッピングセンター【Ａ区画】 福岡市早良区原六丁目756番１　外 ダイワロイヤル イオン九州 2020年5月26日 2021年1月27日 6,474

九州 福岡市 （仮称）原ショッピングセンター【Ｂ区画】 福岡市早良区原六丁目1192番２　外 ダイワロイヤル 未定 2020年5月26日 2021年1月27日 1,625

九州 北九州市 八幡西区光明貸店舗
北九州市八幡西区光明一丁目1921

番1　外
芙蓉総合リース ユニクロ 2020年5月12日 2021年4月9日 1,708

小売業者名建物設置者名 店舗面積

の

合計（㎡）

は 2020 年 5 月届出案件です。


