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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 北海道 コメリハードアンドグリーン余市店 余市郡余市町黒川町654-7 コメリ コメリ 2020年5月20日 2021年1月1日 4,029

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 青森県 スーパーセンタートライアルおいらせ店
青森県上北郡おいらせ町上久保６３

－１０外

株式会社トライアルカ

ンパニー

株式会社トライアルカ

ンパニー
2020年6月23日 2021年3月30日 3,828

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 岩手県 ツルハドラッグ遠野松崎店
遠野市松崎町白岩19地割31番地１ほ

か

芙蓉総合リース株式

会社
株式会社ツルハ 2020年6月29日 2021年3月1日 1,190

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 山形県 （仮称）クスリのアオキ金池店 米沢市金池六丁目４番５号外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2020年6月12日 2021年2月13日 1,365

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 福島県 マルト新尼子店 いわき市平字尼子町三丁目１番外
マルトグループホール

ディングス
マルト くすりのマルト 2020年6月30日 2021年3月1日 2,687

東北 福島県 (仮称)クスリのアオキ鏡石店 岩瀬郡鏡石町中町９７番外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2020年7月22日 2021年3月23日 1,308

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 茨城県 （仮称）コスモス大堤店 古河市大堤字松並西1988番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年7月22日 2021年3月23日 1,529

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 栃木県 カルナ駅東店 宇都宮市宿郷三丁目16番3号外 美㐂 かましん 3 2020年6月30日 2021年9月1日 5,185

関東 栃木県 日光ランドマーク 日光市今市412番地1外 ジェイピー かましん 3 2020年7月21日 2021年3月22日 3,315

関東 群馬県 ニトリ渋川店 渋川市白井字北中道2355番　外 ニトリ ニトリ 2020年6月29日 2021年3月1日 3,494

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 埼玉県 （仮称）イオンモール川口 川口市安行領根岸３１８０ サイボー イオンリテール ○ 2020年6月10日 2021年2月11日 33,000

関東 埼玉県 ウエルシア川口領家店 川口市領家三丁目１８６９外 ヤハギ水道 ウエルシア薬局 2020年6月18日 2021年2月19日 1,213

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 東京都 サンドラッグ恋ヶ窪店 小平市上水本町六丁目4番1号
オザキエンタープライ

ズ
サンドラッグ 1 2020年6月26日 2021年2月27日 1,236

関東 東京都 (仮称)池上駅ビル 大田区池上六丁目73番2ほか 東急 1 未定 6 2020年6月30日 2021年3月1日 1,681

関東 東京都 （仮称）上用賀プロジェクト 世田谷区上用賀六丁目111番2ほか 野村不動産 未定 2020年7月14日 2021年3月15日 2,301

関東 東京都
春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開

発事業施設建築物（南街区）
文京区小石川一丁目100番

春日・後楽園駅前地

区市街地再開発組合
未定 2020年7月22日 2021年4月1日 1,658

関東 東京都
春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開

発事業施設建築物（北街区）
文京区小石川一丁目102番1ほか

春日・後楽園駅前地

区市街地再開発組合
未定 2020年7月22日 2021年4月1日 1,887

関東 神奈川県 （仮称）平塚見附台計画 平塚市錦町４の４ほか 大和情報サービス オーケー 2020年6月24日 2021年3月20日 2,119

関東 神奈川県 （仮称）ヤオコー三浦初声店
三浦市初声町入江字一番地83の３ほ

か
ヤオコー ヤオコー 2020年7月14日 2021年3月15日 3,174

関東 山梨県 クスリのアオキ石和広瀬店
笛吹市石和町広瀬字不二塚町1374

番15外
クスリのアオキ クスリのアオキ 2020年7月22日 2021年3月23日 1,383

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 静岡県 （仮称）クスリのアオキ富士中島店 富士市中島字二番割482-１ クスリのアオキ クスリのアオキ 2020年6月1日 2021年2月2日 1,220

関東 静岡県 ズースクエア藤枝 藤枝市築地字草島528-1 エンチョー エンチョー 2020年6月18日 2021年2月20日 1,217

関東 静岡県 （仮称）クスリのアオキ細江店 牧之原市細江字上ヤリ3803-1 クスリのアオキ クスリのアオキ 2020年6月30日 2021年3月1日 1,329

関東 静岡県 （仮称）クスリのアオキ掛川細谷店 掛川市細谷字久保田899-1外４筆 クスリのアオキ クスリのアオキ 2020年6月30日 2021年3月1日 1,329

関東 静岡県 （仮称）函南町平井複合商業施設 田方郡函南町平井832-183 森養魚場 セリア マキヤ 2020年6月30日 2021年3月1日 1,084

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 横浜市 ユーコープ神大寺店
横浜市神奈川区神大寺二丁目４１番

１号
北村　三雄

生活協同組合ユー

コープ
2020年6月19日 2021年3月30日 1,259

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 3,005

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 三重県 (仮称）ドラッグコスモス川井店 松阪市川井町字髙皿1023番1　他 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年6月17日 2021年2月18日 1,359

中部 三重県 (仮称）津市藤方賃貸施設　建築工事 津市藤方５８９番１、590番1 三交不動産 ゲオストア 西松屋チェーン 2020年7月31日 2021年4月1日 1,779

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

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

ダイワロイヤル株式会

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

建物設置者名 小売業者名
店舗面積

の合計

（㎡）

は 2020 年 7 月届出案件です。

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 7 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。
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㈱ライフフーズ様用　契約企業様以外の利用は利用規約違反となります。
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主催者企画

エントリー

詳しくはWEBサイトをご覧ください。

2019年10月1日（火）～2020年9月30日（水）までに 販売された商品対象商品

応募方法 WEBサイトのみでの受付です。　

応募締切

▲

年 月 日●水 までエントリー無料！

審査概要

： （ ～ 、土・日・祝日を除く） ：
： ＠

お弁当・お惣菜大賞事務局
（株）日経イベント・プロ内

お問い合わせ先 主催

■エントリー部門（自薦・他薦可）
「スーパーマーケット」「CVS・専門店 他」に業態を分け、各部門ごとに評価基準を設け審査いたします。

お弁当・お惣菜大賞 の定番商品部門は「中華点心」にフォーカスを当て、優れた商品を選出します。
※ 年 月 日～ 年 月 日までの間に販売された実績があることが条件です。　※祭事・催事部門については、祭事・催事向けに販売された商品を対象とします。（例：クリスマス、七
夕、運動会等）　※商品の内容により、事務局の判断でエントリー部門を変更させていただく場合がございます。　※類似商品のエントリーは 点までとします。

中華点心 弁 当

 

部
門 惣 菜

 

部
門 サラダ

 

部
門 麺

 

部
門

寿 司

 

部
門おにぎり

 

部
門丼

 

部
門 パ ン

 

部
門 スイーツ

 

部
門 祭事・催事

 

部
門

 

部
門

餃子・焼売・小籠包など
（定番商品）

受賞後の商品販売について、各賞受賞商
品と入選商品はシールを貼る事ができます。
※シールのデザインは変更する場合があります。

デリカテッセン・トレードショー
年 月 日（水）～ 月 日（金）幕張メッセにて開催

表彰式・受賞商品展示
お弁当・お惣菜大賞 選出商品を掲
載した「惣菜デリ最前線 」を発行し、
デリカテッセン・トレードショー 来場者
へ配布します（予定）。

お弁当・お惣菜大賞 受賞商品はデリカ
テッセン・トレードショー にて、商品もしくは
パネル展示を行い、最優秀賞の受賞者は個別
の表彰式に参加いただく予定です。

受賞のメリット 受賞のメリット 受賞のメリット

最優秀賞 優秀賞・特別賞 最終審査を経て入選

受賞シールを貼って
売上アップ！

TV・新聞等に取り上げられ
商品や売場の認知度アップ！

表彰式・受賞商品展示があり
担当者の

モチベーションアップ！
様々なテレビ番組に取り上げていただいています。
■日本テレビ 「ヒルナンデス！」
■TBS 「Nスタ」

■フジテレビ 「めざましテレビ」
 「Live News it!」

祭事
・
催事

おにぎり

スイーツ

寿司

サラダ

麺 丼

弁当

パン

惣菜


