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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 （仮称）サツドラ紋別市本町店 紋別市本町７丁目４０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
2021年4月1日 2021年12月1日 1,281

北海道 北海道 コメリハード＆グリーン士別店 士別市西１条19丁目463-142　ほか コメリ コメリ 2021年4月8日 2021年12月9日 4,785

北海道 北海道 ペットワールドPROX音更店 河東郡音更町木野大通東１０丁目１ ルーキーファーム ジョイフルエーケー 2021年5月19日 1,396

北海道 北海道 コメリパワー函館西桔梗店 函館市爾志桔梗町246番４　ほか コメリ コメリ 2021年6月10日 2022年2月11日 8,795

北海道 北海道 コープさっぽろ　しずない店
日高郡新ひだか町静内こうせい町２

丁目16の内

生活協同組合コープ

さっぽろ

生活協同組合コープ

さっぽろ
2021年7月28日 2022年3月29日 3,119

北海道 札幌市 （仮称）サツドラ北26条店 北区北26条西4丁目22-65
サッポロドラッグスト

アー

サッポロドラッグスト

アー
2021年5月14日 2021年11月30日 1,299

北海道 札幌市 ツルハドラッグ北４条店 中央区北４条西18丁目８番１号
社会医療法人社団カ

レスサッポロ
ツルハドラッグ 2021年7月26日 2022年3月27日 1,296

北海道 札幌市 コープさっぽろやまはな店 中央区南22条西10丁目1203-6
生活協同組合コープ

さっぽろ
コープさっぽろ 2021年4月20日 2021年11月1日 2,519

北海道 札幌市 フィッシュランド美しが丘店 清田区美しが丘１条８丁目314-7 フィッシュランド フィッシュランド 2021年10月22日 2022年6月23日 1,585

東北 青森県 ツルハドラッグ大間上野店 下北郡大間町大字大間字上野5番1 芙蓉総合リース ツルハ 2021年4月14日 2021年12月15日 1,174

東北 青森県 (仮称)ニトリ十和田店 十和田市元町西一丁目６－１外 ニトリ ニトリ 2021年5月28日 2022年1月29日 2,611

東北 青森県
（仮称）ハッピー・ドラッグ元町西店　マエダ

ストア元町西店
十和田市元町西四丁目92-2外 丸大サクラヰ薬局 マエダ 丸大サクラヰ薬局 マエダ 2021年8月24日 2022年4月25日 2,548

東北 青森県 ツルハドラッグ弘前岩木店 弘前市大字一町田字村元714外 大和情報サービス ツルハ 2021年8月25日 2022年4月26日 1,127

東北 岩手県 クスリのアオキ紫波桜町店 紫波郡紫波町桜町字田頭95番ほか クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年5月11日 2022年1月12日 1,347

東北 岩手県
ツルハドラッグ北上常盤台店・ワークマンプ

ラス北上常盤台店
北上市常盤台四丁目177番地1 石川店装 ワークマン ツルハ ワークマン 2021年5月28日 2022年1月29日 1,389

東北 岩手県 マルイチ宮古店 宮古市舘合町127番2ほか4筆 マルイチ マルイチ 2021年6月14日 2022年2月15日 1,848

東北 岩手県 （仮称）カワチ薬品大船渡店 大船渡市大船渡町字野々田157番地 カワチ薬品 カワチ薬品 2021年7月5日 2022年3月4日 1,463

東北 岩手県 （仮称）クスリのアオキ渋民店 盛岡市渋民字泉田168番ほか クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年7月29日 2022年3月30日 1,359

東北 岩手県 ツルハドラッグ宮古千徳店 宮古市上鼻二丁目8番地75ほか ツルハ ツルハ 2021年8月25日 2022年4月26日 1,200

東北 岩手県 クスリのアオキ真柴店 一関市真柴字中田68番２の一部ほか クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年8月30日 2022年5月1日 1,346

東北 岩手県 (仮称）クスリのアオキ北鬼柳店 北上市北鬼柳5地割1番1ほか クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年9月15日 2022年5月16日 1,359

東北 宮城県 利府ペアガーデン
宮城郡利府町利府字新大谷地

４７－１　外
ダイワロイヤル ドンキホーテ デンコードー ○ 2021年6月21日 2022年2月22日 6,818

東北 宮城県 ツルハドラッグ石巻広渕店
石巻市広渕馬場屋敷３４番地１

　外
ＭＵＬプロパティ ツルハ 2021年6月21日 2022年2月22日 1,334

東北 宮城県 （仮称）クスリのアオキ大河原店 柴田郡大河原町大谷字西原前４６－ クスリのアオキ クスリのアオキ 菓匠三全 2021年6月29日 2022年3月1日 1,936

東北 宮城県 （仮称）ドラッグストアモリ角田大町店 角田市角田字大町１３番１ ドラッグストアモリ くすりのベル 2021年7月29日 2022年3月30日 1,455

東北 宮城県 （仮称）ドラッグストアモリ大崎市古川店 大崎市古川若葉町一丁目１１番１　外 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2021年10月11日 2022年6月12日 1,486

東北 秋田県 テラタ鹿渡店 秋田県山本郡三種町鹿渡字西小瀬川 テラタ テラタ 2021年4月23日 2021年12月24日 1,245

東北 秋田県
薬王堂秋田十文字店・セブン-イレブン十

文字佐賀会店

横手市十文字町佐賀会字下沖田40-

6.61-5.61-6
マルシメ Shu 薬王堂

セブン-イレブ

ン・ジャパン
2021年4月22日 2021年12月23日 1,168

東北 秋田県 男鹿なまはげモール 秋田県男鹿市船越字内子218-1外 伊徳 薬王堂 伊徳 薬王堂 セリア 2021年8月12日 2022年4月21日 6,192

東北 秋田県 ツルハドラッグ能代花園町店 秋田県能代市花園町２０２番

ＮＥＣキャピタルソ

リューションズ株式会

社

ツルハ 2021年8月26日 2022年4月27日 1,159

東北 山形県 ツルハドラッグ最上町店 最上郡最上町大字向町字町浦107番 NTT・TCリース ツルハ 2021年6月2日 2022年2月3日 1,228

東北 山形県 ツルハドラッグ真室川店
最上郡真室川町大字新町字下荒川

139番2外
NTT・TCリース ツルハ 2021年6月11日 2022年2月12日 1,239

東北 山形県 （仮称）クスリのアオキ河北店 西村山郡河北町谷地砂田70番1外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年6月21日 2022年2月22日 1,804

東北 山形県 （仮称）クスリのアオキ高畠店 高畠町大字福沢字福沢一459番7外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2 2021年6月29日 2022年3月1日 1,673

東北 山形県 おーばん白鷹店 白鷹町大字荒砥乙1027番地２外 おーばん おーばん 2021年7月8日 2022年3月9日 1,454

東北 山形県 (仮称)カワチ薬品酒田東両羽店 酒田市東両羽町106-4外 カワチ薬品 カワチ薬品 2021年10月5日 2022年6月6日 1,487

東北 山形県 ツルハドラッグ山形南原店 山形市南原三丁目１番地２外 ツルハ ツルハ 2021年10月18日 2022年6月19日 1,210

東北 福島県 (仮称)ヨークタウン二本松インター 二本松市成田町一丁目８１０－１外 ヨークベニマル ヨークベニマル 2021年4月23日 2021年12月24日 3,801

東北 福島県 JA農産物直売所　愛情館 郡山市朝日二丁目９１番１
全国農業協同組合連

合会

全国農業協同組合連

合会　福島県本部
2021年6月11日 2022年2月12日 1,372

東北 福島県 （仮称）クスリのアオキ福島玉川店
石川郡玉川村大字小高字北畷１４番

１外
クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年7月6日 2022年4月20日 1,386

東北 福島県 （仮称）クスリのアオキ本宮岩根店 本宮市岩根字北原田６７番１外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年8月4日 2022年4月5日 1,342

東北 福島県 （仮称）クスリのアオキ白河西郷店
西白河郡西郷村大字米字西原７番１

外
クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年9月9日 2022年5月10日 1,818

東北 仙台市 シエロ茂庭 仙台市太白区茂庭新熊野50番地１外 ホットハウス 薬王堂 ファミリーマート ○ 2021年5月20日 2022年1月21日 1,621

東北 仙台市 （仮称）仙台錦ケ丘店舗計画 仙台市青葉区錦ケ丘一丁目2-81　他 クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年6月14日 2022年2月15日 1,781

関東 茨城県 （仮称）ヨークベニマル牛久柏田店 牛久市上柏田四丁目19番18号　外 ダイワロイヤル(株) ヨークベニマル 2021年5月25日 2022年2月18日 1,741

関東 茨城県 （仮称）カスミ研究学園店 つくば市研究学園三丁目23番3号 カスミ カスミ 2021年6月9日 2022年2月10日 1,831

関東 茨城県 （仮称）クスリのアオキ八千代店
結城郡八千代町八千代中央土地区画

整理事業40街区2号　外
クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年6月18日 2022年2月19日 1,322

関東 茨城県 コスモス薬品笠間市旭町店 笠間市旭町３８１－８　外 ルチルス コスモス薬品 2021年7月1日 2022年3月2日 1,489

関東 茨城県 （仮称）カワチ薬品結城北店 結城市大字結城字湿辺7555番1　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2021年7月5日 2022年3月6日 1,454

関東 茨城県 （仮称）クスリのアオキ土師店 笠間市土師字沖田丸1280番9　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年8月10日 2022年4月11日 1,303

関東 茨城県 （仮称）タイヨー取手戸頭店 取手市戸頭八丁目１番１ みずほ丸紅リース タイヨー 2021年8月20日 2022年4月21日 2,391

関東 茨城県 （仮称）コスモス河和田店 水戸市河和田一丁目1841番1 コスモス薬品 コスモス薬品 2021年10月14日 2022年6月15日 1,557

関東 茨城県 （仮称）コスモス羽鳥店 小美玉市羽鳥字開2780番1 コスモス薬品 コスモス薬品 2021年10月14日 2022年6月15日 1,483

関東 栃木県 （仮称）クスリのアオキ栃木薗部店 栃木市薗部町三丁目字南880番１　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年4月16日 2021年12月17日 1,837

関東 栃木県 （仮称）ドラッグコスモス鶴田店 宇都宮市鶴田　第２土地区画整理事 コスモス薬品 コスモス薬品 2021年5月26日 2022年1月27日 1,183

関東 栃木県 （仮称）クスリのアオキ那珂川店 那須郡那珂川町小川字神田206番 クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年5月19日 2022年1月20日 1,311

関東 栃木県 （仮称）ドラッグコスモス下永田店 那須塩原市下永田七丁目1059番4 ランドグラン コスモス薬品 2021年7月5日 2022年3月6日 1,512

関東 栃木県 （仮称）ドラッグコスモス雨ヶ谷店 小山市大字雨ヶ谷西坪37番地１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2021年7月21日 2022年3月22日 1,506

関東 栃木県 （仮称）ヨークタウン那須塩原西富山 那須塩原市西富山46番地１　外 ヨークベニマル ヨークベニマル 1 2021年7月16日 2022年3月17日 3,629

関東 栃木県 （仮称）クスリのアオキ合戦場店 栃木市都賀町合戦場372番地　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年7月30日 2022年3月31日 1,239

関東 栃木県 （仮称）コストコホールセール壬生倉庫店 下都賀郡壬生町大字安塚3360
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
2021年8月6日 2022年4月7日 10,504

関東 栃木県 （仮称）小山市喜沢複合店舗計画 小山市大字喜沢字海道西1254　外 ランドグラン スギ薬局
セカンドスト

リート
2021年9月14日 2022年5月15日 1,653

関東 栃木県 （仮称）ヨークベニマル鹿沼千渡店 鹿沼市千渡字西久保1842番　外 ヨークベニマル ヨークベニマル 未定 2021年9月10日 2022年5月11日 2,247

関東 栃木県 （仮称）ドラッグコスモス佐野田沼店 佐野市田沼町1825番2　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2021年9月17日 2022年5月18日 1,518

関東 栃木県 （仮称）ドラッグコスモス千渡店 鹿沼市千渡1099番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2021年10月29日 2022年10月30日 1,494

関東 群馬県 クスリのアオキ前橋富士見店 前橋市富士見町小暮282番1　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年4月2日 2021年12月3日 1,272

関東 群馬県 太田飯塚ＳＣ 太田市飯塚681-1　外 関東建設工業 フレッセイ 2021年4月30日 2021年12月31日 3,651

関東 群馬県 クスリのアオキ阿左美南店 みどり市笠懸町阿左美337番１　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年5月7日 2022年1月8日 1,357

関東 群馬県 GEO内ケ島店 太田市内ケ島801-1 ゲオホールディングス ゲオホールディングス 2021年5月25日 2022年1月26日 1,266

関東 群馬県 （仮称）ドラッグコスモス六供店 前橋市六供町　六供土地区画整理事 コスモス薬品 コスモス薬品 2021年5月26日 2022年1月27日 1,557

関東 群馬県 （仮称）ドラッグコスモス子持店 渋川市吹屋659番7　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2021年5月26日 2022年1月27日 1,534

関東 群馬県 前橋市ＣＣＣＲＣ複合計画 前橋市朝日町３丁目２１－１７ 大和ハウス工業 フレッセイ 2021年6月30日 2022年3月1日 4,482

関東 群馬県 クスリのアオキ藤岡浄法寺店 藤岡市浄法寺１１３８番地１ クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年6月30日 2022年3月1日 1,310

関東 群馬県 クスリのアオキ榛東店
北群馬郡榛東村大字広馬場字八ノ海

道１２０８番１　外
クスリのアオキ クスリのアオキ 2021年7月14日 2022年3月15日 1,295

建物設置者名 小売業者名

店舗面積

の合計

（㎡）

契約企業以外の閲覧・利用、非契約者への譲渡を固く禁じております。
不正利用は利用規約違反であり、著作権法に抵触する恐れがあります。

※続きは正規版にお申し込み下さい。

出典：令和３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　
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。

は 2021 年 10 月届出案件です。


