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北海道 北海道 （仮称）ツルハドラッグ日高富川店 沙流郡日高町富川南１丁目３８９－１
大和ハウスリ
アルティマネ
ジメント

ツルハ 2022年5月10日 2023年1月11日 1,135

北海道 北海道 ツルハドラッグ旭川近文店 旭川市北門町14丁目2144－129
ツルハ ツルハ 2022年5月13日 2023年1月14日 1,270

北海道 北海道 （仮称）サツドラ留萌潮静店 留萌市潮静１丁目１－１，１－２，１－３ サラサ
サッポロドラッグス
トアー

2022年7月6日 2023年3月7日 1,281

北海道 北海道 DCMニコット羅臼店 目梨郡羅臼町知昭町２５－１の内 DCMニコット DCMニコット 2022年7月15日 2023年3月16日 1,179

北海道 北海道
スーパーセンタートライアル幕別
店

中川郡幕別町札内みずほ町１６０番１　ほか
トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2022年9月13日 2023年5月13日 5,287

北海道 北海道 DCM室蘭寿町店 室蘭市寿町２丁目14番１ DCM 未定 DCM
2022年9月28日 2023年5月29日 8,363

北海道 北海道
（仮称）北広島市中央３丁目複合
商業施設 北広島市中央３丁目２－４　ほか コープさっぽろ 大谷木材産業 コープさっぽろ ラウディ ５予定 2022年10月17日 2023年6月15日 5,452

北海道 北海道 サツドラ函館戸倉店 函館市戸倉町２２４番４　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 2022年12月1日 2023年8月2日 1,271

北海道 北海道 美原SC 釧路市美原４丁目１番１　ほか 山新新免商店
きりんやほか
４ 山新新免商店 きりんや 4 2022年12月27日 2023年8月28日 1,707

北海道 北海道 CAA北広島（仮称） 北広島市美沢５丁目1-1
ひまわりホー
ルディングス

キャンパーズアンド
アングラーズ 2023年1月27日 2023年9月28日 1,265

北海道 北海道
（仮称）MORUE中島第3期
Bブロック 室蘭市中島本町１丁目3-8の内 中道リース 未定 2023年1月27日 2023年9月28日 1,001

北海道 北海道
（仮称）旭川市永山11条3丁目商
業施設

旭川市永山11条3丁目
119-37の内 道北アークス 未定 2023年1月27日 2023年9月28日 1,547

北海道 北海道
（仮称）音更町木野大通西7丁目
商業店舗

河東郡音更町木野大通西7丁目
1番地24

木野農業協同
組合 未定 2023年2月7日 2023年10月8日 1,787

北海道 北海道 清里町地域交流拠点施設 斜里郡清里町羽衣町62-2 清里町 未定 2023年2月27日 2023年10月28日 1,205

北海道 北海道 サツドラ当別太美店 石狩郡当別町太美町1470-4、1470-5、1470-7
サッポロドラッ
グストアー

サッポロドラッグス
トア－ 2023年3月6日 2023年11月7日 1,310

北海道 北海道
スーパーセンタートライアル北見
並木店 北見市並木町534番1　ほか

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2023年3月13日 2023年11月11日 4,851

北海道 札幌市 （仮称）発寒8-14複合商業施設 西区発寒８条14丁目516-457
アルファホー
ルディングス

ツルハ メガネトップ 1 2022年4月25日 2022年12月26日 1,542

北海道 札幌市
スーパーセンタートライアル新発
寒店 手稲区新発寒一条一丁目1118番1外

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2022年10月4日 2023年6月5日 2,127

北海道 札幌市 マックスバリュ南平岸店 豊平区平岸３条13丁目6-1 イオン北海道 イオン北海道 2022年11月9日 2023年7月10日 2,598

北海道 札幌市
（仮称）南2西3南西地区市街地再
開発ビル 中央区南2条西3丁目20番

南2西3南西地
区市街地再開
発組合 未定 2022年11月16日 2023年7月17日 5,296

北海道 札幌市 ネクステージ東苗穂店 東区東苗穂2条3丁目4-62 ネクステージ ネクステージ 2022年12月26日 2023年8月24日 6,443

北海道 札幌市 マックスバリュ山鼻店 中央区南10条西11丁目1267-1ほか イオン北海道 イオン北海道 2023年1月19日 2023年9月20日 1,863

北海道 札幌市 （仮称）ケーズデンキ屯田店 北区屯田８条10丁目1-1
トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2023年2月20日 2023年10月20日 4,967

北海道 札幌市
（仮称）札幌すすきの駅前複合開
発計画 南4条西4丁目4番地1 東急不動産 4 未定 2023年3月15日 2023年11月16日 6,185
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北海道 札幌市 BiVi新さっぽろ 厚別中央１条6丁目493-64他 大和リース 未定 2023年3月31日 2023年12月1日 8,162

東北 青森県 （仮称）ケーズデンキ八戸白銀店 八戸市白銀町字右新井田道１ー１外
大和ハウスリ
アルティマネ
ジメント

デンコードー 2022年7月25日 2023年3月26日 2,293

東北 青森県 （仮称）薬王堂おいらせ百石店 上北郡おいらせ町獺野５０－１外 薬王堂 薬王堂 2022年11月30日 2023年7月31日 1,215

東北 青森県 （仮称）サンデー八戸尻内店 八戸市大字尻内町字島田１７－５外 サンデー サンデー 2022年12月22日 2023年8月23日 2,446
東北 青森県 （仮称）ユニバース城下店 八戸市城下二丁目７－３外 ユニバース ユニバース 2023年3月15日 2023年11月16日 2,005

東北 青森県 ツルハドラッグ鰺ヶ沢店 西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字久富１７－１外
芙蓉総合リー
ス

ツルハ 2023年3月20日 2023年11月21日 1,497.36

東北 青森県 （仮称）むつ旭町複合商業施設 むつ市旭町１１２番地 外 福萬組
ツルハ
セリア

2023年3月20日 2023年11月21日
979.38
661.56

東北 秋田県 ツルハドラッグにかほ象潟北店 にかほ市象潟町字大門6番地1ほか
NTT・TCリー
ス

ツルハ 2022年4月28日 2022年12月29日 1,180

東北 秋田県 よねや南店 横手市平和町７－１ よねや商事 2022年5月16日 2023年1月17日 1,566

東北 秋田県 ツルハドラッグ由利本荘店 由利本荘市中梵天１０６番地外
大和ハウスリ
アルティマネ
ジメント

ツルハ 2022年7月19日 2023年3月20日 1,125

東北 秋田県
（仮称）コメリパワー能代東イン
ター店

能代市鰄渕字一本柳１番外 コメリ コメリ 2022年8月22日 2023年4月23日 9,590

東北 秋田県 ハッピー・ドラッグ鹿角毛馬内店 鹿角市十和田毛馬内字中陣場110-1外
丸大さくらヰ
薬局

丸大さくらヰ薬局 2022年9月6日 2023年5月7日 1,160

東北 秋田県 ツルハドラッグ能代長崎店 能代市字長崎91番地 ツルハ ツルハ 2022年10月31日 2023年7月1日 1,163

東北 岩手県 DCM宮古店 宮古市長町二丁目4番地1外 KOUYA DCM 2022年7月20日 2023年3月31日 2,354

東北 岩手県 (仮称)アクロスプラザ盛岡 盛岡市津志田南一丁目101番３外
大和ハウスリ
アルティマネ
ジメント

ニトリ ウエルシア 5 2022年8月3日 2023年4月4日 6,446

東北 岩手県 （仮称）カワチ薬品水沢水山店 奥州市水沢水山187 カワチ薬品 カワチ薬品 2022年12月28日 2023年8月29日 1,458

東北 岩手県
(仮称)ヤマダデンキテックランド
New一関店

一関市中里字南白幡145番　外 仁田工務店 ヤマダデンキ 2023年3月24日 2023年11月25日 3,804

東北 山形県 ツルハドラッグ酒田八幡店 酒田市市条字水上80番地外
NTT・TCリー
ス

ツルハ 2022年4月5日 2022年12月8日 1,213

東北 山形県 (仮称)ヤマザワ天童新長岡店 天童市中里七丁目４番29号外 ヤマザワ ヤマザワ 2022年5月31日 2023年2月1日 2,264

東北 山形県
（仮称）川西町メディカルタウン商
業施設

東置賜郡川西町大字西大塚字安海檀1389番４外 ヤマザワ ヤマザワ 2 2022年7月19日 2023年3月20日 2,924

東北 山形県 カワチ薬品米沢成島 米沢市成島町二丁目2921番５外 カワチ薬品 カワチ薬品 2022年8月10日 2023年2月7日 1,483

東北 山形県 クスリのアオキ米沢泉町店 米沢市泉町一丁目1911 番地１外
クスリのアオ
キ

クスリのアオキ 2022年9月12日 2023年5月13日 1,344

東北 山形県 ツルハドラッグ天童鍬ノ町店 天童市鍬ノ町一丁目１番６号外 ツルハ ツルハ
2022年10月28日 2023年6月29日 1,099

東北 山形県 ヤマザワ東根蟹沢店 東根市大字蟹沢字下縄目2293番地１外 ヤマザワ ヤマザワ 2023年1月6日 2023年9月7日 2,142
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東北 山形県
ツルハドラッグ尾花沢店・ダイソー
尾花沢店

尾花沢市上町四丁目1749番地２外 ツルハ ツルハ 大創産業 2023年3月13日 2023年10月12日 1,936

東北 山形県
くらしのセンターコープ桜田店・ツ
ルハドラッグ山形桜田店

山形市桜田東四丁目９番11号外
生活協同組合
共立社

1
生活協同組合共立
社

ツルハ 2023年3月20日 2023年11月21日 2,429

東北 福島県 ツルハドラッグ福島飯坂店 福島市飯坂町平野字上前田６番１ほか ホットハウス ツルハ 2022年4月11日 2022年12月12日 1,264

東北 福島県 フレスポ郡山 郡山市南二丁目１２番外 大和リース セカンドストリート ミニストップ ○ 2022年5月30日 2023年1月31日 5,300

東北 福島県 （仮称）トライアル伊達上保原店 伊達市保原町上保原字正地内３７番１外 大和リース
トライアルカンパ
ニー

2022年7月7日 2023年3月8日 4,983

東北 福島県 ツルハドラッグ猪苗代梨木店 猪苗代町梨木西１１番地ほか ツルハ ツルハ 2023年2月20日 2023年10月21日 1,277

東北 福島県 ツルハドラッグ南会津田島店 南会津町田島字田島柳２９番地１ほか ツルハ ツルハ 2023年2月20日 2023年10月21日 1,199

東北 福島県
（仮称）くすりのマルト健康の森好
間店

いわき市好間町中好間字５１番１他 くすりのマルト マルト くすりのマルト マルト 1 2023年3月20日 2023年11月21日 1,500

東北 福島県 TSUTAYA BOOK STORE 福島南 福島市黒岩字浜井場５番地の１外 MIDORI MIDORI
マツモトキヨシ東
日本販売

2023年3月27日 2023年11月28日 2,841

東北 宮城県 （仮称）ドラッグストアモリ石巻東中里店石巻市東中里三丁目２０番１　外
ドラッグストア
モリ

ドラッグストアモリ 2022年5月23日 2023年1月24日 1,115

東北 宮城県
ツルハドラッグ角田幸町店・ブック
TOWN角田店

角田市角田字幸町５７番地　外
トウシンベス
テート

ツルハ
東北進学ゼミナー
ル

2022年7月7日 2023年3月8日 1,820

東北 宮城県 ツルハドラッグ登米豊里店 登米市豊里町小口前１９８番地　外
三菱HCキャピ
タルコミュニ
ティー

ツルハ 2022年8月15日 2023年4月16日 1,277

東北 宮城県 （仮称）ドラッグストアモリ岩沼店 岩沼市末広二丁目５番１　外
ドラッグストア
モリ

ドラッグストアモリ
2022年10月3日 2023年6月4日 1,452

東北 宮城県
イエローハット築館店・TSUTAYA
築館店・ドコモショップ栗原店・
シャトレーゼ築館店

栗原市築館字留場桜１０番４　外 ホットマン ホットマン
兼松コミュニケー
ションズ 2022年10月5日 2023年6月6日 1,537

東北 宮城県 （仮称）カワチ薬品石巻伊原津店 石巻市伊原津二丁目７５　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2023年1月26日 2023年9月27日 1,453

東北 仙台市 （仮称）ヤマダデンキ仙台あすと長町店仙台市太白区あすと長町三丁目1番２ ヤマダデンキ ヤマダデンキ 2022年4月26日 2022年8月28日 13,160

東北 仙台市 ドラッグストアモリ六郷店 仙台市若林区六郷159番1　外
ドラッグストア
モリ

ドラッグストアモリ 2022年6月22日 2023年2月23日 1,066

東北 仙台市 （仮称）ヨドバシカメラ仙台第1ビル 仙台市宮城野区榴岡一丁目3番1号
ヨドバシホー
ルディングス

ヨドバシカメラ 2022年8月10日 2023年4月11日 24,779

東北 仙台市 ヤマザワ中野栄店 仙台市宮城野区栄二丁目24番10号 ヤマザワ ヤマザワ セリア 2022年9月16日 2023年5月17日 1,474

東北 仙台市 ドラッグストアモリ西中田店 仙台市太白区西中田三丁目５番４
ドラッグストア
モリ

ドラッグストアモリ 2023年1月25日 2023年9月26日 1,411

東北 仙台市 （仮称）仙台上杉通りプラザ計画 仙台市青葉区上杉二丁目１８－１　外 住販システム ヨークベニマル 2023年3月9日 2023年11月10日 2,027

関東 茨城県 （仮称）オークビレッジ神栖 神栖市大野原四丁目１８２番５２　外 タイヨー タイヨー 良品計画 7 2022年4月20日 2022年12月21日 9,149

関東 茨城県 （仮称）笠間市旭町商業施設計画 笠間市旭町４５３－１　外 日榮産業 カスミ 未定 2 2022年4月28日 2022年12月29日 4,313

関東 茨城県 クスリのアオキ山方店 常陸大宮市山方字上小池８２１番　外
クスリのアオ
キ

クスリのアオキ 2022年5月19日 2023年1月20日 1,303

関東 茨城県 コスモス神立店 土浦市神立中央二丁目４０１１番６９１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年5月25日 2023年1月26日 1,552
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令和４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　

建物設置者名 小売業者名

　　　　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。

経済産業省

2023/5/1

関東 茨城県 クスリのアオキ八雲店 笠間市八雲二丁目１２０８番１　外
クスリのアオ
キ

クスリのアオキ 2022年6月2日 2023年2月3日 1,302

関東 茨城県 コスモス北茨城店 北茨城市中郷町上桜井字道ノ下２２７８番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年6月9日 2023年2月10日 1,568

関東 茨城県 （仮称）カワチ薬品牛久田宮店 牛久市田宮字中屋敷３２８　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2022年6月23日 2023年2月24日 1,492

関東 茨城県 （仮称）カインズ常陸太田店 常陸太田市東部土地区画整理事業２－１街区１３画地 カインズ カインズ ワークマン 2022年6月30日 2023年3月1日 9,060

関東 茨城県 （仮称）フォレストモール常陸太田 常陸太田市東部土地区画整理事業１街区１画地
合同会社フォ
レストプロパ
ティ

ヨークベニマル 2022年7月13日 2023年3月14日 5,541

関東 茨城県
圏央道常総インターチェンジ周辺
地域整備事業（商業）

常総市水海道都市計画事業常総インターチェンジ周辺地区土
地区画整理事業６街区４画地

戸田建設 戸田建設 2022年7月29日 2023年3月30日 2,718

関東 茨城県 ツルハドラッグ羽鳥店 小美玉市羽刈字五万堀６３８番１４　外
ＪＡ三井リース
建物

ツルハ 2022年8月1日 2023年4月2日 1,136

関東 茨城県 コスモス平須店 水戸市平須町字新山１８２８番８４１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年8月17日 2023年4月18日 1,382

関東 茨城県 （仮称）カワチ薬品下妻店 下妻市横根字昼喰島５７６番　外 すぎのや カワチ薬品
2022年9月7日 2023年5月8日 1,487

関東 茨城県 伊勢甚新友部スクエア 笠間市住吉字細谷１３６５番１　外 伊勢甚本社 ヨークベニマル カワチ薬品 6
2022年9月16日 2023年5月17日 5,126

関東 茨城県 （仮称）那珂ファッションモール 那珂市菅谷３６２４番地　外 しまむら しまむら
2022年10月11日 2023年6月12日 2,172

関東 茨城県 コスモス元吉田店 水戸市元吉田町字一里塚西１２７６番１
コスモス薬品 コスモス薬品 2022年10月14日 2023年6月15日 1,390

関東 茨城県 ベルク古河諸川店 古河市諸川字愛宕前４９８－２　外 ベルク ベルク 2022年11月29日 2023年7月30日 3,041

関東 茨城県 （仮称）富士見ヶ丘複合店舗計画 つくばみらい市富士見ヶ丘一丁目２８番４
大和ハウス工
業

ツルハ カワサキ 2
2022年12月1日 2023年12月1日 2,215

関東 茨城県 （仮称）カインズ阿見店 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字鶉原２０３３番１７８　外 カインズ カインズ 2023年1月26日 2023年9月27日 12,444

関東 茨城県 （仮称）ベイシア阿見店 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字鶉原２０３３番１５１　外 ベイシア ベイシア 2023年1月26日 2023年9月27日 3,915

関東 茨城県 （仮称）ケーズデンキ日立滑川店 日立市滑川町一丁目３０３　外
ケーズホール
ディングス

ケーズホールディ
ングス 2023年1月31日 2023年10月1日 4,039

関東 茨城県 しまむら白山店 取手市白山三丁目甲２５９番１ しまむら しまむら 2023年3月7日 2023年11月8日 1,106

関東 茨城県 コスモス古河松並店 古河市松並二丁目４７５０番２ コスモス薬品 コスモス薬品 2023年3月20日 2023年11月21日 1,390

関東 栃木県 ツルハドラッグ矢板片岡店 矢板市乙畑字中割1609番１　外 ツルハ ツルハ 2022年5月10日 2023年1月11日 1,256

関東 栃木県 （仮称）たいらや高根沢店 塩谷郡高根沢町宝石台五丁目11番　外 エコス たいらや 2022年5月31日 2023年2月1日 2,072

関東 栃木県 ゲオ小山羽川ビル 小山市羽川503番地3
ゲオホール
ディングス

ゲオストア やまや 2022年8月5日 2023年4月16日 1,094

関東 栃木県 ドラッグコスモスゆいの杜店 宇都宮市ゆいの杜七丁目13番5　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年8月25日 2023年4月26日 1,508

関東 栃木県
（仮称）クスリのアオキ宇都宮上
田原店

宇都宮市上田原町ウスガ台323番1　外
クスリのアオ
キ

クスリのアオキ
2022年9月14日 2023年5月15日 1,312

関東 栃木県 ドラッグコスモス益子店 芳賀郡益子町大字益子字頭無1387番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品
2022年9月29日 2023年5月30日 1,375
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令和４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　

建物設置者名 小売業者名

　　　　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。

経済産業省

2023/5/1

関東 栃木県 ドラッグコスモス下野祇園店 下野市祇園一丁目24番 コスモス薬品 コスモス薬品
2022年9月29日 2023年5月30日 1,394

関東 栃木県
（仮称）宇都宮市西川田本町複合
施設

宇都宮市西川田本町3-147-1　外 大和リース 未定
2022年10月3日 2023年6月4日 1,128

関東 栃木県
（仮称）クスリのアオキ真岡亀山
店

真岡市亀山北土地区画整理事業28街区14号　外
クスリのアオ
キ

クスリのアオキ
2022年10月3日 2023年6月4日 1,255

関東 栃木県
スーパーセンタートライアル足利
上渋垂店

足利市上渋垂町（土地区画整理事業用地②）
トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2022年10月20日 2023年6月21日 5,226

関東 栃木県 （仮称）TAIRAYA野木店 下都賀郡野木町丸林608番地1　外 エコス たいらや 2022年11月9日 2023年7月10日 2,360

関東 栃木県 ドラッグコスモス大田原住吉店 大田原市住吉町二丁目2494番8 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年12月12日 2023年8月13日 1,379

関東 栃木県 アクタス宇都宮店 宇都宮市インターパーク6-2-12 スタイル スタイル 2023年2月28日 2023年10月29日 1,549

関東 栃木県 ドラッグコスモスかみのかわ店 河内郡上三川町大字上三川字冨士山3499番2 コスモス薬品 コスモス薬品 2023年3月8日 2023年11月9日 1,375

関東 群馬県 コストコホールセール明和町倉庫店邑楽郡明和町矢島512番1　外
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

2022年4月14日 2022年12月15日 10,503

関東 群馬県 ドラッグコスモス大泉朝日店 邑楽郡大泉町朝日三丁目610番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年6月2日 2023年4月1日 1,557

関東 群馬県
(仮称)IKEA前橋・ユニクロ前橋南
インター店

前橋市亀里町2008番
イケア・ジャパ
ン

ユニクロ イケア・ジャパン ユニクロ 2022年6月30日 2023年3月1日 12,959

関東 群馬県 クスリのアオキ前橋下大島店 前橋市下大島町字中川原1070番1　外
クスリのアオ
キ

クスリのアオキ 2022年7月1日 2023年3月2日 1,239

関東 群馬県 （仮称）太陽自動車前橋店 前橋市亀里町371番6　外 太陽自動車 太陽自動車 2022年7月1日 2023年3月2日 1,020

関東 群馬県 ドラッグコスモス大間々店 みどり市大間々町大間々412番2　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年7月15日 2023年3月16日 1,506

関東 群馬県 （仮称）ジョイフル本田吉岡店 北群馬郡吉岡町字片貝364-1　外
ジョイフル本
田

ジョイフル本田 ジャパンミート 未定 2022年7月29日 2023年3月30日 35,725

関東 群馬県
（仮称）テックライフセレクト前橋
吉岡店

北群馬郡吉岡町字七日市526-1　外 ヤマダデンキ ヤマダデンキ 2022年7月29日 2023年3月30日 13,246

関東 群馬県 レクサス太田、レクサスＣＰＯ太田 太田市飯塚町１８２９-３　外
群馬トヨタグ
ループ

群馬トヨタ自動車 2022年8月1日 2024年4月1日 2,052

関東 群馬県 ドラッグコスモス吉岡大久保店 北群馬郡吉岡町大字大久保字大畑７５１番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年8月5日 2023年4月6日 1,392

関東 群馬県 ドラッグコスモス渋川有馬店 渋川市有馬字茂沢１１３番２　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年8月19日 2023年5月1日 1,384

関東 群馬県 フレッセイ境町店 伊勢崎市境百々東２２-１５　外 フレッセイ フレッセイ 2022年8月19日 2023年4月20日 2,141

関東 群馬県 ドラッグコスモス関根町店 前橋市関根町二丁目９番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品
2022年9月16日 2023年5月17日 1,389

関東 群馬県 石井スポーツ高崎店
高崎市菅谷町字村東２０番９８４ ヨドバシカメラ 石井スポーツ

2022年9月30日 2023年6月1日 3,587

関東 群馬県 クスリのアオキ沼田栄店 沼田市栄町２０２番　外
クスリのアオ
キ

クスリのアオキ
2022年10月7日 2023年6月8日 1,658

関東 群馬県 ドラッグコスモス内ケ島店 太田市内ケ島町５４５番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年12月26日 2023年10月1日 1,386

関東 群馬県 ドラッグコスモス高橋場店 沼田市高橋場町字林ノ上４５８３番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2023年1月12日 2024年1月31日 1,390
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経済産業省

2023/5/1

関東 群馬県 ベイシア高崎倉賀野店 高崎市倉賀野町３１００番５ ベイシア ベイシア 2023年2月17日 2023年10月18日 3,597

関東 群馬県
（仮称）栄町ショッピングモール計
画 沼田市栄町２１０-１　外 フレッセイ フレッセイ 未定 3 2023年2月20日 2023年10月21日 7,017

関東 群馬県 ドラッグコスモス玉村店 佐波郡玉村町大字下新田字八街北圃３７５番　外
大和ハウス工
業 コスモス薬品 2023年2月20日 2023年10月21日 1,166

関東 群馬県 （仮称）カインズ太田丸山SC 太田市丸山町１２５９番　外 カインズ カインズ ベイシア 4 2023年2月28日 2023年11月1日 11,514

関東 群馬県 （仮称）西松屋桐生相生店 桐生市相生町５丁目４８０－１　外
西松屋チェー
ン 西松屋チェーン 2023年3月23日 2023年11月24日 1,167

関東 群馬県 ドラッグコスモス高崎吉井店 高崎市吉井町池字中井１４２８番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2023年3月27日 2024年1月5日 1,384

関東 群馬県 （仮称）富岡ファッションモール 富岡市富岡字坪之内１６７６番１　外 しまむら しまむら 2023年3月30日 2023年11月30日 2,055

関東 埼玉県 （仮称）ドラッグコスモス吹上店 鴻巣市南一丁目２０９４番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年4月8日 2022年12月9日 1,497

関東 埼玉県 ヤオコー加須店 加須市大門町105番地１外 ヤオコー ヤオコー ウエルシア 2022年5月23日 2023年1月24日 4,912

関東 埼玉県 和光エイノビル 和光市元町６番５号 FTE 西友 セリア 2022年6月1日 2023年2月2日 2,398

関東 埼玉県 （仮称）でんきち蕨店 蕨市北町五丁目３号 でんきち でんきち 2022年6月2日 2023年2月3日 1,950

関東 埼玉県
（仮称）ドラッグコスモス花園イン
ター店

深谷市荒川字原宿８１１番１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年6月3日 2023年2月4日 1,496

関東 埼玉県
（仮称）ドラッグコスモス本庄小島
店

本庄市小島二丁目１７８５番１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年7月20日 2023年3月21日 1,392

関東 埼玉県
（仮称）新河岸ファッションモール
店

川越市大字砂新田字新河岸道附６１番３　外７筆 小峯喜美代 しまむら 2022年7月27日 2023年3月28日 1,954

関東 埼玉県
（仮称）ケーズデンキ花園イン
ター店

深谷市荒川字鍛冶ケ谷戸３９８番１外
ケーズホール
ディングス

ケーズホールディ
ングス

2022年8月19日 2023年4月20日 2,977

関東 埼玉県 ハードオフ・オフハウス久喜店 久喜市大字久喜本767-3 青木商会 大宮電気 2022年8月26日 2023年4月27日 1,148

関東 埼玉県
（仮称）ドラッグコスモス鴻巣人形
超四丁目店

鴻巣市人形四丁目２７１２－３外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年8月31日 2023年5月1日 1,386

関東 埼玉県 （仮称）ドラッグコスモス北本店 北本市本宿二丁目４１，４２番地２ コスモス薬品 コスモス薬品 2022年8月31日 2023年5月1日 1,385

関東 埼玉県
（仮称）草加松原団地近隣型商業
施設街区計画

草加市松原三丁目１６３８番１１ 東武鉄道 未定
2022年9月13日 2023年5月14日 2,693

関東 埼玉県 ドラッグコスモス日高旭ヶ丘店 日髙市大字旭ヶ丘字竹の台７２７番１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年11月22日 2023年7月23日 1,404

関東 埼玉県 ドラッグコスモス石橋店 東松山市石橋1593番22 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年11月28日 2023年7月29日 1,391

関東 埼玉県 ドラッグコスモス大利根店 加須都市計画野中土地区画整理事業８０街区４画地外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年11月28日 2023年7月29日 1,213

関東 埼玉県 （仮称）イオンスタイル武蔵狭山 狭山市入間川三丁目３６２４番１外
イオンリテー
ル イオンリテール 2022年12月1日 2023年9月1日 5,860

関東 埼玉県 （仮称）フーコット深谷 深谷市上柴町東二丁目２５－５ フーコット フーコット 2022年12月2日 2023年8月3日 3,012

関東 埼玉県
（仮称）ヤオコー深谷上野台店舗
建替計画 深谷市大字上野台３０２８－１外 神藤商事 ヤオコー サンドラッグ 2022年12月2日 2023年8月3日 2,540
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令和４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　

建物設置者名 小売業者名

　　　　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。

経済産業省

2023/5/1

関東 埼玉県 ドラッグコスモス七本木店 上里町大字七本木三軒西前１８６９番２外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年12月7日 2023年8月8日 1,375

関東 埼玉県 （仮称）クリエイトS・D久喜菖蒲店 久喜市菖蒲町新堀４７３
クリエイトエ
ス・ディー

クリエイトエス・
ディー 2022年12月12日 2023年8月13日 1,406

関東 埼玉県 （仮称）オーケー新座野火止店 新座市野火止一丁目1100番48ほか
野火止テニス
クラブ オーケー 2023年1月31日 2023年10月10日 1,739

関東 埼玉県 ドラッグコスモス新曽南店 戸田市新曽南一丁目5185番外 コスモス薬品 コスモス薬品 2023年2月24日 2023年10月25日 1,276

関東 埼玉県 ドラッグコスモス児玉店 本庄市児玉町八幡山38番1 コスモス薬品 コスモス薬品 2023年2月24日 2023年10月25日 1,387

関東 埼玉県 ドラッグコスモス嵐山店 嵐山町大字菅谷字東側１３６番１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2023年3月2日 2023年11月3日 1,394

関東 埼玉県 （仮称）三芳竹間沢商業施設計画 三芳町あ字竹間沢３８１番６ フーコット フーコット 2023年3月6日 2023年11月7日 3,428

関東 埼玉県 （仮称）ウエルシア新座野火止店 新座市野火止六丁目16番13号
ウエルシア薬
局 ウエルシア薬局 2023年3月9日 2023年11月10日 1,182

関東 埼玉県 （仮称）所沢駅西口再開発計画 所沢市東住吉637番2外 西武鉄道 住友商事 未定 2023年3月20日 2024年9月1日 32,000

関東 千葉県 （仮称）クリエイトＳ・Ｄ船橋藤原店 船橋市藤原四丁目２７４番１０
クリエイトエ
ス・ディー

クリエイトエス・
ディー

2022年5月25日 2023年1月26日 1,698

関東 千葉県 （仮称）クスリのアオキ安房岩井店 南房総市久枝字松原３０４番ほか
クスリのアオ
キ

クスリのアオキ 2022年5月25日 2023年1月26日 1,322

関東 千葉県 （仮称）クリエイトＳ・Ｄ栄町安食店 印旛郡栄町安食一丁目19番1
大和ハウス工
業

クリエイトエス・
ディー

2022年6月6日 2023年2月7日 1,344

関東 千葉県
（仮称）ドラッグコスモス東金田間
店

東金市田間字末無91番1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2022年6月7日 2023年2月8日 1,184

関東 千葉県 イオン市川妙典店　３番街 市川市妙典四丁目１０４番地１ほか
妙典タウンセ
ンター

イオンバイク 2 2022年7月15日 2009年11月1日 1,894

関東 千葉県 （仮称）オーケー海神南店 船橋市海神町南１丁目１５５６番３ほか
オーケー店舗
保有

オーケー 2022年7月19日 2023年3月20日 2,086

関東 千葉県 （仮称）ドラッグコスモス南柏店 柏市豊四季字弁天谷４９２番４ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2022年7月27日 2023年3月28日 1,360

関東 千葉県 （仮称）ダイレックス八街店 八街市大木字北大富向６７１番１０９ほか ダイレックス ダイレックス 2022年7月27日 2023年3月28日 1,379

関東 千葉県 木更津P９新築工事 木更津市金田東二丁目９番１ 三井不動産 未定 3 2022年7月29日 2023年4月30日 2,312

関東 千葉県 （仮称）木更津市江川複合施設 木更津市江川字下沼５４４番１０ほか
大和ハウスリ
アルティマネ
ジメント

未定 1
2022年9月6日 2023年5月7日 2,521

関東 千葉県
（仮称）クリエイトS・D流山セントラ
ルパーク駅西口店

流山都市計画事業運動公園周辺地区一体型特定土地区画
整理事業１４１街区４画地ほか

クリエイトエ
ス・ディー

クリエイトエス・
ディー 2022年9月9日 2023年5月10日 1,400

関東 千葉県 （仮称）ニトリ松戸古ケ崎店 松戸市古ケ崎字曽根裏２４７７番１ほか ニトリ ニトリ
2022年9月26日 2023年5月27日 4,098

関東 千葉県 （仮称）ドラッグコスモス四街道店 四街道市栗山字細野１０５２番４２８ほか コスモス薬品 コスモス薬品
2022年9月27日 2023年5月28日 1,160

関東 千葉県 （仮称）カワチ薬品東金店 東金市道庭字古番屋600番1 カワチ薬品 カワチ薬品
2022年9月29日 2023年5月30日 1,405

関東 千葉県 せんどう新茂原店 茂原市長尾字内芝2546番1ほか せんどう せんどう
2022年9月30日 2023年5月31日 1,909

関東 千葉県 （仮称）フォルテ富里 富里市御料字葉山９３７番２ほか ベルク 0 ベルク 3
2022年10月13日 2023年6月14日 4,459
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建物設置者名 小売業者名
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経済産業省

2023/5/1

関東 千葉県 スーパーガッツ大原店 いすみ市大原字青田１１７９番ほか 木村屋 0 木村屋 0
2022年10月24日 2023年6月25日 1,686

関東 千葉県 ドラッグコスモス横芝光店 山武郡横芝光町栗山字稔台４４６２番１ほか コスモス薬品 0 コスモス薬品 0 2022年11月29日 2023年7月30日 1,393

関東 千葉県 （仮称）コスモス大和田新田店 八千代市大和田新田字新木戸前９４番６ほか コスモス薬品 0 コスモス薬品 0 2022年11月28日 2023年7月29日 1,090

関東 千葉県 ナリタヤ布佐店 我孫子市布佐字下町3078番1ほか
ナリタヤホー
ルディングス 0 ナリタヤ 0 2022年11月30日 2023年7月31日 1,496

関東 千葉県 （仮称）クリエイトＳ・Ｄ東金家徳店 東金市家徳字南下６１番ほか
クリエイトエ
ス・ディー 0

クリエイトエス・
ディー 0 2022年12月12日 2023年8月12日 1,355

関東 千葉県 ユニクロ木更津店 木更津市ほたる野四丁目1番13ほか ユニクロ 0 ユニクロ 0 2023年1月16日 2023年9月17日 1,534

関東 千葉県 ドラッグコスモス松戸六高台店 松戸市六高台一丁目５８番１ほか コスモス薬品 0 コスモス薬品 0 2023年1月20日 2023年9月21日 1,219

関東 千葉県 （仮称）ネクステージ柏店 柏市柏字東宮前５８６番４ほか ネクステージ 0 ネクステージ 0 2023年1月27日 2023年9月28日 5,574

関東 千葉県 （仮称）クリエイトＳ・Ｄ富里御料店 富里市御料字葉山１００９番１４ほか
クリエイトエ
ス・ディー 0

クリエイトエス・
ディー 0 2023年1月31日 2023年9月1日 1,639

関東 千葉県 ドラッグコスモス旭西店 旭市ニ字北仙台3250番ほか コスモス薬品 0 コスモス薬品 0 2023年2月21日 2023年10月22日 1,384

関東 千葉県 クスリのアオキ広場店 鴨川市広場字松崎858番1ほか
クスリのアオ
キ 0 クスリのアオキ 0 2023年2月22日 2023年10月23日 1,237

関東 千葉県 （仮称）ヤオコー松戸上本郷店 松戸市上本郷二丁目4005番ほか ヤオコー 0 ヤオコー 3 2023年2月22日 2023年11月1日 2,818

関東 千葉県 （仮称）ベルク船橋藤原店 船橋市藤原五丁目306番1ほか ベルク 0 ベルク 0 2023年2月27日 2023年10月28日 2,116

関東 千葉県 （仮称）クリエイト千葉多古町店 香取郡多古町多古字穂浪1585番ほか
クリエイトエ
ス・ディー 0

クリエイトエス・
ディー 0 2023年3月17日 2023年11月18日 1,480

関東 千葉県 （仮称）SUVLAND船橋 船橋市習志野四丁目１２７番地２ほか ファースト信託 0 ネクステージ 0 2023年3月28日 2023年11月29日 7,827

関東 千葉県 （仮称）コスモス流山店 流山市流山九丁目800番21ほか コスモス薬品 0 コスモス薬品 0 2023年3月31日 2023年12月1日 1,390

関東 東京都 （仮称）ケーズデンキ足立竹ノ塚店足立区伊興本町二丁目26番地10ほか
ケーズホール
ディングス

ケーズホールディ
ングス

2022年4月12日 2022年12月13日 2,526

関東 東京都 （仮称）いなげや練馬西大泉店舗計画練馬区西大泉二丁目19番2号 ＣＲＥＳＴ いなげや 2022年4月13日 2022年12月14日 1,638

関東 東京都 （仮称）多慶屋Ｂ地区計画 台東区台東四丁目33番1ほか
多慶屋ホール
ディングス

多慶屋 サミット 1 2022年4月27日 2022年12月28日 3,138

関東 東京都 アニメイト東池袋本店 豊島区東池袋一丁目20番10号ほか
アニメイトホー
ルディングス

アニメイト 2022年6月7日 2023年3月31日 3,645

関東 東京都 （仮称）東池袋一丁目計画 豊島区東池袋一丁目13番7ほか 住友商事 未定 2022年6月7日 2023年5月31日 2,676

関東 東京都 （仮称）板橋蓮根計画 板橋区蓮根二丁目35番地4の一部ほか
ファーストリテ
イリング

ファーストリテイリン
グ

ジンズ 2022年6月23日 2023年2月24日 2,530

関東 東京都 （仮称）ライフ梅島店 足立区梅島一丁目13番5ほか
ライフコーポ
レーション

ライフコーポレー
ション

2022年7月8日 2023年3月9日 1,800

関東 東京都 （仮称）自由が丘二丁目計画 目黒区自由が丘二丁目27番1ほか8筆 イオンモール イオンマーケット ○ 2022年8月9日 2023年9月1日 2,493

関東 東京都 （仮称）スタジオツアー計画 練馬区春日町一丁目1624番地1ほか 伊藤忠商事
ワーナーブラザー
ススタジオジャパン

2022年8月24日 2023年4月29日 1,460
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経済産業省

2023/5/1

関東 東京都 （仮称）虎ノ門・麻布台地区計画 港区麻布台一丁目1000番１ほか
虎ノ門・麻布
台地区市街地
再開発組合

未定
2022年9月9日 2023年7月1日ほか 19,000

関東 東京都 （仮称）四ツ木店舗新築工事 葛飾区四つ木五丁目213番地１ 細井商店 サンベルクス 1
2022年9月29日 2023年5月31日 1,341

関東 東京都 （仮称）テックランド葛飾店 葛飾区立石五丁目４３２番地ほか ヤマダデンキ ヤマダデンキ
2022年9月30日 2023年6月1日 2,590

関東 東京都
虎ノ門一・二丁目地区第一種市
街地再開発事業（A-１街区）

港区虎ノ門二丁目108番1 森ビル 未定
2022年10月5日 2023年7月15日 8,816

関東 東京都
虎ノ門一・二丁目地区第一種市
街地再開発事業（A-2街区）

港区虎ノ門一丁目300番1 森ビル 未定
2022年10月5日 2023年7月15日 2,844

関東 東京都 （仮称）新小岩駅南口駅ビル 葛飾区新小岩一丁目618番3ほか
東日本旅客鉄
道 未定 2022年12月23日 2023年10月1日 1,453

関東 東京都 （仮称）練馬中村南第二ビル 練馬区中村南三丁目20番2号ほか 中村隆商事 いなげや 2023年1月19日 2023年9月20日 1,435

関東 東京都
Shibuya Sakura Stage SHIBUYA
サイド（Ａ街区） 渋谷区桜丘町123番

渋谷駅桜丘口
地区市街地再
開発組合 未定 2023年3月29日 2023年11月30日 12,170

関東 東京都
Shibuya Sakura Stage SAKURA
サイド（Ｂ街区） 渋谷区桜丘町124番

渋谷駅桜丘口
地区市街地再
開発組合 未定 2023年3月29日 2023年11月30日 4,631

関東 東京都 （仮称）晴海5-7街区選手村計画 中央区晴海五丁目2番 三井不動産 未定 2023年3月31日 2024年3月1日 5,000

関東 神奈川県 （仮称）ベルク厚木船子店 厚木市船子字宮ノ前1,053ほか ベルク ベルク 2022年5月31日 2023年5月1日 2,271

関東 神奈川県 （仮称）平塚プロジェクト 平塚市大神字二之堰780ほか イオンモール 未定 2022年6月30日 2023年3月1日 30,000

関東 神奈川県 （仮称）三和厚木飯山店 厚木市飯山2,058の１
三和ホール
ディングス

三和 2022年7月1日 2023年3月2日 2,171

関東 神奈川県
（仮称）大和ビルディング大和南
ビル 大和市大和南２－1,121の１ほか

大和ビルディ
ング

三和
2022年10月31日 2023年7月1日 1,176

関東 神奈川県 クリエイトSD平塚北店 平塚市大神字西出口2,017の１ほか
クリエイトエ
ス・ディー

クリエイトエス・
ディー 2023年1月6日 2023年9月7日 1,545

関東 神奈川県
（仮称）クリエイトエス・ディー愛川
春日台店 愛甲郡愛川町中津字大塚前1,600の１ほか

クリエイトエ
ス・ディー

クリエイトエス・
ディー 2023年1月27日 2023年9月28日 1,392

関東 神奈川県 （仮称）湘南平塚ＳＣ計画 平塚市黒部丘325の１ほか アークランズ アークランズ 2023年2月28日 2023年10月29日 35,000

関東 神奈川県 ドラッグコスモス綾瀬市役所前店 綾瀬市深谷中1-1の44ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2023年3月10日 2023年11月10日 1,172

関東 新潟県 （仮称）ダイレックス燕吉田店 新潟県燕市吉田字流間3698番 外
大和ハウスリ
アルティマネ
ジメント

ダイレックス 2022年5月19日 2023年1月20日 1,160

関東 新潟県 カワチ薬品長岡七日町店 長岡市福山町字川原396番１　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2022年7月11日 2023年3月12日 1,610

関東 新潟県 （仮称）ヤマダデンキNew上越店 上越市富岡3468-4　外 ヤマダデンキ ヤマダデンキ 2022年7月29日 2023年3月30日 6,492

関東 新潟県
（仮称）クスリのアオキ五泉村松
店

五泉市村松字本田屋4458-1
クスリのアオ
キ

クスリのアオキ
2022年10月27日 2023年6月28日 1,214

関東 新潟県 燕東太田ショッピングセンター 燕市東太田字上枯木7073-1　外 原信 原信 良品計画 1 2023年2月6日 2023年10月7日 4,683

関東 新潟県
（仮称）はれまちショッピングセン
ター 上越市土橋2603番地　外

Jマテ．ランド
コム ウオロク 7 2023年3月8日 2023年11月9日 7,292
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令和４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　

建物設置者名 小売業者名

　　　　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。

経済産業省

2023/5/1

関東 新潟県 （仮称）クスリのアオキ厚田店 糸魚川市大字大和川1268
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2023年3月30日 2023年11月31日 1,369

関東 長野県 （仮称）イオンタウン松本村井 松本市村井町南二丁目1064番１ほか イオンタウン イオンビッグ ヤマダデンキ 2 2022年5月31日 2023年2月1日 7,800

関東 長野県 ナナーズ東御店 東御市滋野字小原乙2516－２ ナナーズ ナナーズ 2022年6月1日 2023年3月31日 1,954

関東 長野県
（仮称）コメリハード＆グリーン野
辺山店

南佐久郡南牧村大字板橋字小板橋880番地５ コメリ 菊本 コメリ 菊本 2022年7月5日 2023年3月6日 1,246

関東 長野県 IKONE　City 長野市稲田３丁目2542ほか 東邦建工 ウエルシア薬局 カーメルウォンツ 1 2022年8月12日 2023年4月13日 1,780

関東 長野県
（仮称）クスリのアオキ長野豊丘
店

下伊那郡豊丘村大字神稲12442番ほか
クスリのアオ
キ

クスリのアオキ 2022年8月16日 2023年4月17日 1,229

関東 長野県
（仮称）ファッションセンターしまむ
ら飯田店

飯田市鼎一色164番１ほか しまむら しまむら 2022年8月17日 2023年4月18日 1,240

関東 長野県 （仮称）クスリのアオキ立科店 北佐久郡立科町大字芦田字釈子裏1175番３ほか
クスリのアオ
キ

クスリのアオキ
2022年9月15日 2023年5月16日 1,231

関東 長野県 道の駅「花の駅千曲川」 飯山市大字常盤7425番地ほか 飯山市
ながの農業協同組
合 モンベル 2022年11月1日 2023年7月2日 1,269

関東 長野県
（仮称）業務スーパー・モダンパッ
ク伊那店 伊那市御園73－１ほか 折勝 折勝 2023年1月10日 2023年9月11日 1,354

関東 長野県 （仮称）プラスワン箕輪店 上伊那郡南箕輪村135－１番地ほか プラスワン プラスワン 2023年3月23日 2023年12月31日 4,004

関東 山梨県 クスリのアオキ西条新田店 昭和町西条新田字村北249番外
クスリのアオ
キ

クスリのアオキ 2022年5月10日 2023年1月11日 1,327

関東 山梨県 （仮称）ダイレックス蓬沢店 甲府市蓬沢一丁目54番１外 ダイレックス ダイレックス 2022年6月8日 2023年2月9日 1,215

関東 山梨県 クスリのアオキ山寺店 南アルプス市山寺字下河原1288番2外
クスリのアオ
キ

クスリのアオキ 2022年7月26日 2023年3月27日 1,329

関東 山梨県
ディスカウントドラッグコスモス篠
原店

甲斐市篠原字戸田道下834 番1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年7月26日 2023年3月27日 1,209

関東 山梨県
ディスカウントドラッグコスモス甲
斐龍地店

甲斐市龍地字竜ヶ池6705番 外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年8月30日 2023年5月1日 1,382

関東 山梨県 クスリのアオキ竜王新町店 甲斐市竜王新町字大原2222番1 外
クスリのアオ
キ

クスリのアオキ
2022年9月30日 2023年6月1日 1,232

関東 静岡県 TSUTAYA御殿場店 御殿場市茱萸沢95－５ほか 綿安商店 精文館書店 2022年5月27日 2023年1月28日 1,572

関東 静岡県 エブリィビッグデー清水町堂庭店 駿東郡清水町堂庭字前田207－１ほか ビッグ富士 ビッグ富士 2022年5月30日 2023年1月31日 1,653

関東 静岡県 田子重神戸店 榛原郡吉田町神戸字山王1600-1　ほか 田子重 田子重 2022年6月3日 2023年2月4日 2,215

関東 静岡県
（仮称）オギノ富士宮万野原新田
店

富士宮市万野原新田3742
大和ハウス工
業株式会社
沼津支店

オギノ 2022年6月17日 2023年2月18日 1,747

関東 静岡県 ドラッグコスモス吉原店 富士市南町45－１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2022年7月1日 2023年3月2日 1,505

関東 静岡県 クリエイトＳＤ御殿場永原店
御殿場市萩原字追分1273-12ほか

クリエイトエ
ス・ディー

クリエイトエス・
ディー

タカラ・エムシー 2022年7月26日 2023年3月27日 1,218

関東 静岡県 クリエイトＳＤ御殿場中山店
御殿場市竈字大石864-1ほか

クリエイトエ
ス・ディー

クリエイトエス・
ディー

タカラ・エムシー 2022年8月19日 2023年4月20日 1,740
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建物設置者名 小売業者名

　　　　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。
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経済産業省

2023/5/1

関東 静岡県 イオンタウン湖西新居
湖西市新居町新居250-11ほか イオンタウン マックスバリュ東海 未定 2022年8月19日 2023年4月20日 3,875

関東 静岡県 伊豆リゾートテナントビル 下田市三丁目823-1ほか 伊豆リゾート ワタナベ
マックスバリュ東
海

2022年8月29日 2023年4月30日 1,232

関東 静岡県
ドラッグコスモス石津店

焼津市南部土地区画整理事業192街区　符号７、８、９、10 コスモス薬品 コスモス薬品
2022年9月6日 2023年5月7日 1,511

関東 静岡県 （仮称）弓沢町複合店舗計画 富士宮市弓沢町697ほか
大和ハウスリ
アルティマネ
ジメント

オギノ マツモトキヨシ 2
2022年9月16日 2023年5月17日 5,065

関東 静岡県
（仮称）ヤマダデンキ清水柿田川
店

駿東郡清水町八幡字雨降川添51ほか ヨシコン ヤマダデンキ
2022年9月27日 2023年5月28日 5,998

関東 静岡県 ドラッグコスモス大岩店 富士宮市大岩字峰谷戸533－２ コスモス薬品 コスモス薬品
2022年9月29日 2023年5月30日 1,388

関東 静岡県 ミソラタウン掛川 掛川市高御所字前坪345－１ほか フジ都市開発 良品計画 遠鉄ストア 3
2022年9月30日 2023年5月31日 5,847

関東 静岡県 精文館書店豊田町店 磐田市小立野１－１ほか 精文館書店 精文館書店
2022年10月5日 2023年6月6日 1,242

関東 静岡県 ドラッグコスモス沼津原店 沼津市原字東添1050－９ほか コスモス薬品 コスモス薬品
2022年10月13日 2023年6月14日 1,377

関東 静岡県 ドラッグコスモス半済店 菊川市半済字島2605ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2022年12月28日 2023年8月29日 1,367
関東 静岡県 （仮称）杏林堂薬局島田駅南店 島田市横井三丁目5829-2ほか 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2023年1月18日 2023年9月19日 2,515
関東 静岡県 （仮称）ケーズデンキ新掛川店 掛川市大池2774－１ほか ギガス ギガス 2023年1月23日 2023年9月24日 2,999
関東 静岡県 （仮称）杏林堂薬局森町店 周智郡森町草ヶ谷412-1ほか 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2023年1月27日 2023年9月28日 2,019
関東 静岡県 ドラッグコスモス成滝店 掛川市成滝字榎445－１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2023年2月3日 2023年10月4日 1,356

関東 静岡県 杏林堂薬局富士永田店 富士市永田町二丁目23－１ほか

三菱ＨＣキャ
ピタルプロパ
ティ 杏林堂薬局 2023年2月10日 2023年10月11日 1,436

関東 静岡県 クリエイトＳＤ御殿場新橋店 御殿場市新橋740－１ほか
クリエイトエ
ス・ディー

クリエイトエス・
ディー 2023年2月17日 2023年10月18日 1,442

関東 静岡県 クリエイトＳ・Ｄ伊豆加殿店 伊豆市加殿55－１ほか
クリエイトエ
ス・ディー

クリエイトエス・
ディー 2023年3月24日 2023年11月25日 1,289

関東 さいたま市（仮称）さいたま市岩槻商業店舗 さいたま市岩槻区府内三丁目1324番1　外
ファーストリテ
イリング ユニクロ ジーユー 2022年12月1日 2023年9月22日 2,789

関東 さいたま市
（仮称）浦和駅西口南高砂地区第
一種市街地再開発ビル さいたま市浦和区高砂一丁目1000番　ほか

浦和駅西口南
高砂地区市街
地再開発組合 未定 2022年12月23日 2026年8月1日 9,575

関東 さいたま市(仮称)ヨークフーズ中浦和店 さいたま市桜区西堀四丁目1290-1　外 ヨーク ヨーク 2023年2月9日 2023年10月10日 3,794

関東 千葉市 （仮称）マインズ千葉 千葉市中央区富士見二丁目１番　外
千葉駅東口地
区市街地再開
発組合

ビックカメラ 2022年4月26日 2022年12月27日 12,639

関東 千葉市 コーナンＰＲＯ千葉松ヶ丘インター店千葉市中央区星久喜町1158-18
コーナン商事
株式会社

コーナン商事株式
会社

2022年5月30日 2023年1月31日 1,994

関東 千葉市 ネクステージ千葉北店 千葉市稲毛区長沼原町676 マルハン ネクステージ 2022年8月24日 2025年4月25日 9,739

関東 千葉市 精文館書店花見川店 千葉市花見川区作新台６丁目1502-7他1筆 精文館書店 精文館書店 2022年11月14日 2023年7月15日 1,766

関東 千葉市 （仮称）ケーズデンキ美浜店 千葉市美浜区新港153番地
ケーズホール
ディングス

ケーズホールディ
ングス 2022年11月30日 2023年8月1日 3,902

関東 千葉市 （仮称）コスモス高津戸店 千葉市緑区高津戸100-1　外
株式会社コス
モス薬品

株式会社コスモス
薬品 2022年5月31日 2023年2月1日 1,551

関東 千葉市 （仮称）ダイレックスおゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央七丁目30番地7 ダイレックス ダイレックス 2023年3月15日 2023年11月30日 1,543
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経済産業省

2023/5/1

関東 千葉市 （仮称）ヤマダデンキ千葉中央店 千葉市中央区村田町893番地176 ヤマダデンキ ヤマダデンキ 2023年3月31日 2023年12月1日 8,206

関東 横浜市 （仮称）ニトリ新山下店 横浜市中区新山下三丁目６番11号 ニトリ ニトリ
2022年9月22日 2023年5月23日 6,238

関東 横浜市 （仮称）イオンモール横浜西口店 横浜市西区南幸二丁目16番１号ほか 権田金属工業 ダイエー 未定
2022年10月24日 2023年9月1日 16,179

関東 横浜市 ロイヤルプロ横浜上郷 横浜市栄区上郷町字石原719番ほか
ロイヤルホー
ムセンター

ロイヤルホームセ
ンター 建材等関連品 2023年2月28日 2023年10月29日 2,309

関東 横浜市
（仮称）業務スーパー横浜いずみ
店 横浜市泉区和泉町7405番地の11 神戸物産 神戸物産 〇 2023年3月30日 2023年12月1日 2,083

関東 川崎市 （仮称）ヤオコー川崎枡形店 川崎市多摩区枡形一丁目１１９１番１　ほか ヤオコー ヤオコー
2022年9月1日 2023年7月1日

3,680

関東 相模原市 クリエイトＳＤ相模原東大沼店 相模原市南区東大沼三丁目30番22号
クリエイトエ
ス・ディー

クリエイトエス・
ディー

未定 2022年6月29日 2023年4月21日 1,710

関東　 新潟市 （仮称）山谷北ショッピングセンター新潟市秋葉区新津字山谷北5184-1外 北越ケーズ 2 北越ケーズ ニトリ ワークマン 2022年4月21日 2022年12月22日 7,677

関東 新潟市 （仮称）アークプラザ新潟Ｂ街区 新潟市中央区姥ケ山76-1　外
アークランドサ
カモト株式会
社

ハードオフコーポ
レーション

パリミキ 2022年5月13日 2023年1月14日 1,735

関東 新潟市 （仮称）新潟高架駅ビル（東） 新潟市中央区花園一丁目901-2　外
東日本旅客鉄
道株式会社

未定 2022年5月17日 2023年1月31日 9,007

関東 新潟市 （仮称）新潟高架駅ビル（西） 新潟市中央区花園一丁目901-2　外
東日本旅客鉄
道株式会社

未定 2022年5月17日 2024年2月29日 7,185

関東 新潟市 （仮称）ダイレックス新潟大学前店 新潟市西区坂井砂山四丁目423番1　外
ダイレックス株
式会社

ダイレックス 2022年6月6日 2023年2月7日 1,678

関東 新潟市
（仮称）河渡新町ショッピングプラ
ザ

新潟市東区河渡新町2丁目260番4　外 株式会社廣瀬
株式会社沼垂
不動産

株式会社星光堂薬
局

株式会社ウオロク 2
2022年9月27日 2023年5月28日 5,901

関東 新潟市 （仮称）クスリのアオキ船戸山店 新潟市江南区船戸山４丁目327番4
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2022年12月1日 2023年8月2日 1,260

関東 新潟市
（仮称）ひらせいホームセンター
食良品館・ダイソー附船町店 新潟市中央区附船町1丁目字下島4385番1

株式会社ひら
せいホームセ
ンター

ひらせいホームセ
ンター 2023年2月6日 2023年2月6日 2,296

関東 静岡市 （仮称）ネクステージ静岡店 静岡市駿河区池田162
ダイナムビジ
ネスサポート

ネクステージ 2022年4月7日 2022年12月8日 6,167

関東　 静岡市 （仮称）ネッツ静岡草薙店 静岡市清水区草薙1982-6
ネッツトヨタ静
岡

ネッツトヨタ静岡 2022年4月28日 2023年1月1日 1,499

関東 浜松市 ドラッグコスモス新都田店 静岡県浜松市北区新都田二丁目129番1　外12筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年8月8日 2023年4月9日 1,419

関東 浜松市 ドラッグコスモス高丘北店 静岡県浜松市中区高丘北二丁目129 番43 外1 筆 コスモス薬品 コスモス薬品
2022年10月14日 2023年6月15日 1,368

関東 浜松市 ドラッグコスモス舞阪店 静岡県浜松市西区舞阪町長十新田300番3の一部　外1筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2023年1月11日 2023年9月12日 1,376

関東 浜松市
（仮称）イオン西伊場ショッピング
センター A街区 静岡県浜松市中区西伊場町2300-187

イオンリテー
ル イオンリテール 2023年3月13日 2023年11月14日 2,431

関東 浜松市
（仮称）イオン西伊場ショッピング
センター Ｂ街区 静岡県浜松市中区西伊場町2300-187

イオンリテー
ル ジンズ ジンズ ユニクロ 未定 2023年3月13日 2023年11月14日 2,526

中部 愛知県 ズースクエア岡崎店 岡崎市上和田町字森崎45番
フジケング
ループホール
ディングス

エンチョー 2022年6月6日 2023年2月7日 1,503

中部 愛知県 ＤＣＭ春日井高森台店 春日井市高森台10丁目１番１ DCM DCM 2022年6月24日 2023年2月25日 3,998.7

中部 愛知県 クスリのアオキ元浜店 東海市元浜町12番７ほか
クスリのアオ
キ

クスリのアオキ 2022年6月24日 2023年2月25日 1,754



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
店舗面積
の合計
（㎡）
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他 核店舗１ 核店舗２ 他

令和４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　

建物設置者名 小売業者名

　　　　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。

経済産業省

2023/5/1

中部 愛知県 PROsite 高浜店 高浜市稗田町四丁目１－20
ホームセン
ターバロー

ホームセンターバ
ロー

2022年6月29日 2023年3月1日 1,636

中部 愛知県 （仮称）オークワ春日井店
春日井熊野桜佐土地区画整理事業組合保留地35街区29画
地　ほか

オークワ オークワ 2022年7月7日 2023年3月8日 3,259

中部 愛知県 （仮称）カネスエ豊橋中浜店 豊橋市小浜町字切払85番１　ほか８筆 カネスエ商事 カネスエ商事 2022年7月8日 2023年3月9日 2,985

中部 愛知県 ドラッグコスモス大久伝南店 豊明市新田町下ノ割71番５ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2022年8月24日 2023年4月25日 1,188

中部 愛知県 （仮称）ニトリ常滑店 常滑市りんくう一丁目25番12ほか ニトリ ニトリ 2022年8月29日 2023年4月21日 4,455

中部 愛知県 クスリのアオキ莇生店 みよし市莇生町山田52番６ほか
クスリのアオ
キ

クスリのアオキ
2022年9月5日 2023年5月6日 1,247

中部 愛知県 ドラッグコスモス緒川店 知多郡東浦町大字緒川字旭12-７ほか コスモス薬品 コスモス薬品
2022年10月4日 2023年6月5日 1,403

中部 愛知県 （仮称）カネスエ津島愛宕店 津島市愛宕町七丁目114-１ほか カネスエ商事 カネスエ商事 2022年11月24日 2023年7月25日 2,223

中部 愛知県
（仮称）クリエイトSD瀬戸共栄通
店 瀬戸市共栄通七丁目３番１ほか

クリエイトエ
ス・ディー

クリエイトエス・
ディー 2022年12月26日 2023年8月27日 1,399

中部 愛知県 （仮称）コーナンPRO春日井店 春日井市稲口町三丁目１－１ほか コーナン商事 コーナン商事 2022年12月28日 2023年8月29日 2,533

中部 愛知県 （仮称）牟呂ファッションモール
豊橋市牟呂町豊橋柳生川南部土地区画整理事業20街区１ほ
か しまむら しまむら 2022年12月28日 2023年8月29日 2,063

中部 愛知県
（仮称）ウエルシア豊川駅前通り
店 豊川市駅前通四丁目26番1号　ほか5筆

ウエルシア薬
局 ウエルシア薬局 2023年3月10日 2023年11月11日 1,157

中部 愛知県 三洋堂書店大田川店 東海市大田町畑間30番地　ほか10筆 タツミホーム 三洋堂書店 2023年3月13日 2023年11月14日 1,416

中部 岐阜県
（仮称）イオンタウン岐阜北方（Ｂ
ゾーン）

本巣郡北方町曲路東二丁目１－１
（株）ヤマダデ
ンキ

（株）ヤマダデンキ 2022年4月11日 2022年12月12日 6,773

中部 岐阜県 （仮称）ニトリ瑞穂店 瑞穂市穂積字中原１７５０番１　外 （株）ニトリ （株）ニトリ 2022年4月28日 2022年12月29日 5,180

中部 岐阜県 ドラッグコスモス下有知店 関市下有知字才泉坊山下１６１番１　外
(株)コスモス
薬品

(株)コスモス薬品 2022年5月23日 2023年1月24日 1,561

中部 岐阜県 ドラッグコスモス御嵩上恵土店 可児郡御嵩町上恵土字前畑1171番　外
(有)ローゼンク
イーン商会

(株)コスモス薬品 2022年7月8日 2023年3月9日 1,363

中部 岐阜県 （仮称）ヨシヅヤ笠松店 羽島郡笠松町如月町１８　外６筆 (株)義津屋 (株)ワイストア 2022年8月12日 2023年4月21日 4,091

中部 岐阜県 （仮称）ニトリ各務原店 各務原市鵜沼各務原町一丁目２４－１　外 (株)ニトリ (株)ニトリ
2022年10月20日 2023年6月21日 5,134

中部 岐阜県 （仮称）多治見複合計画 多治見市住吉町一丁目６番１

大和ハウスリ
アルティマネ
ジメント(株) (株)ニトリ (株)スギ薬局 2022年11月2日 2023年7月3日 5,739

中部 岐阜県 （仮称）ニトリ恵那店 恵那市長島正家517-1 (株)ニトリ (株)ニトリ 2022年11月4日 2023年7月5日 4,149

中部 岐阜県 （仮称）エディオン岐阜正木店 正木北町１４－１　外 (株)エディオン (株)エディオン 2022年11月14日 2023年11月3日 2,342

中部 岐阜県 ドラッグコスモス中富店 美濃加茂市中富町一丁目字福平２２７６番１４　外
（有）ローゼン
クイーン商会 (株)コスモス薬品 2023年1月4日 2023年9月5日 1,359

中部 岐阜県 ニトリ高山店 高山市上岡本町七丁目４９９

(株)ＮＴＴ西日
本アセット・プ
ランニング (株)ニトリ 2023年1月11日 2023年9月12日 3,432

中部 岐阜県 （仮称）ネクステージ岐阜店 岐阜市入舟町五丁目８番地１　外
(株)ネクステー
ジ (株)ネクステージ 2023年1月12日 2023年9月13日 10,419

中部 岐阜県 ドラッグコスモス平賀店 関市平賀町四丁目５０番　外
(株)コスモス
薬品 （株）コスモス薬品 2023年1月23日 2023年9月24日 1,394
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建物設置者名 小売業者名

　　　　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。
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経済産業省

2023/5/1

中部 三重県 （仮称）ドラッグコスモス小黒田店 松阪市小黒田字西沖234　他
株式会社コス
モス薬品

株式会社コスモス
薬品

2022年4月25日 2022年12月26日 1,562

中部 三重県 クスリのアオキ松阪三雲店 松阪市小舟江町権現244番2　他
株式会社クス
リのアオキ

株式会社クスリの
アオキ

2022年6月15日 2022年5月1日 1,265

中部 三重県 (仮称）ラ・ムー松阪垣鼻店 松阪市垣鼻町字堀ノ内809-27　他
大黒天物産株
式会社

2022年7月19日 2023年3月20日 1,905

中部 三重県 （仮称）ドラッグコスモス松ヶ崎店 松阪市久米町字向興1246-1 他
株式会社コス
モス薬品

株式会社コスモス
薬品

2022年8月1日 2023年4月2日 1,457

中部 三重県 ドラッグコスモス上地店 伊勢市上地町4331番　他
株式会社コス
モス薬品

株式会社コスモス
薬品

2022年8月17日 2023年4月18日 1,205

中部 三重県 （仮称）ラ・ムー名張店 名張市夏見字浅尾23番地　他
大黒天物産株
式会社

大黒天物産株式会
社

1
2022年9月9日 2023年5月10日 2,879

中部 三重県 （仮称）テックランドNew松阪店 松阪市久米町1030番地1
株式会社ヤマ
ダホールディ
ングス

株式会社ヤマダデ
ンキ 2022年9月14日 2023年5月15日 5,021

中部 三重県 イオンタウン松阪船江（Aゾーン） 松阪市船江町1392番地の3ほか
イオンタウン
株式会社 2022年12月16日 2023年8月17日 3,346

中部 三重県 ドラッグコスモス阿下喜店 いなべ市北勢町阿下喜字中川原3343ほか
株式会社コス
モス薬品 2022年12月26日 2023年8月27日 1,387

中部 三重県
Fマート桑名東店、（仮称）スギ薬
局桑名東店 桑名市大字大福678番1　他

株式会社一号
舘

スギホール
ディングス株
式会社 株式会社一号舘

スギホールディン
グス株式会社 2023年3月20日 2023年11月21日 2,203

中部 富山県 ドラッグコスモス魚津江口店 魚津市江口397番　他２筆
株式会社コス
モス薬品

株式会社コスモス
薬品

2022年4月1日 2022年11月1日 1,511

中部 富山県
生鮮市場Jump黒部店・クスリの
アオキ田家新店

黒部市田家新742番地　ほか
有限会社さん
せん

有限会社さんせん
株式会社クスリの
アオキ

2022年6月22日 2023年2月23日 1,905

中部 富山県 クスリのアオキ森尻店 上市町森尻634番　他２筆
株式会社クス
リのアオキ

株式会社クスリの
アオキ

2022年8月8日 2023年5月1日 1,357

中部 富山県 クスリのアオキ五本榎店 富山市五本榎54番１　ほか
株式会社クス
リのアオキ

株式会社クスリの
アオキ

2022年8月31日 2023年4月1日 1,312

中部 富山県 ドラッグコスモス柳原店 滑川市柳原59番16　他4筆
株式会社コス
モス薬品

株式会社コスモス
薬品

2022年8月31日 2023年5月1日 1,387

中部 富山県 クスリのアオキ四方店 富山市四方荒屋字漆縄割1474-1　ほか
株式会社クス
リのアオキ

株式会社クスリの
アオキ 2022年10月7日 2023年6月8日 1,552

中部 富山県 クスリのアオキ立山日俣店 立山町日俣字井合坪割321番１　他10筆
株式会社クス
リのアオキ

株式会社クスリの
アオキ 2022年10月27日 2023年7月12日 1,343

中部 富山県 ドラッグコスモス射水大島店 射水市新開発459番１　他７筆
株式会社コス
モス薬品

株式会社コスモス
薬品 2022年11月21日 2023年7月1日 1,363

中部 富山県 クスリのアオキ黒部西店 黒部市黒部市立野111番１　他７筆
株式会社クス
リのアオキ

株式会社クスリの
アオキ 2023年2月13日 2023年9月20日 1,204

中部 富山県 ドラッグコスモス米島店 高岡市米島字表向801番１　他
株式会社コス
モス薬品

株式会社コスモス
薬品 2023年2月28日 2023年10月1日 1,351

中部 富山県 クスリのアオキ大光寺店 魚津市大光寺字坊丸1150番　他
株式会社クス
リのアオキ

株式会社クスリの
アオキ 2023年2月28日 2023年11月1日 1,305

中部 富山県 （仮称）ウエルシア富山天正寺店 富山市天正寺1106番1他

株式会社リベ
ラ・リアル・エ
ステート・マネ

ウエルシア薬局株
式会社 2023年3月7日 2023年11月8日 1,215

中部 石川県 ニトリかほく店 かほく市森子82番1
株式会社ニト
リ

株式会社ニトリ 2022年4月11日 2022年12月12日 3,527

中部 石川県 クスリのアオキ松任新旭店 白山市新田町34-1　ほか
株式会社クス
リのアオキ

株式会社クスリの
アオキ

2022年5月19日 2023年1月20日 1,719

中部 石川県
（仮称）野々市市西部中央複合商
業施設

野々市市西部中央土地区画整理事業　第55街区

大和ハウスリ
アルティマネ
ジメント株式
会社

株式会社アミ
ング

株式会社アミング 株式会社どんたく 2 2022年6月13日 2023年3月1日 4,735

中部 石川県 ドラッグコスモス藤野店 七尾市藤野町イ27番　ほか8筆
株式会社コス
モス薬品

株式会社コスモス
薬品

2022年6月20日 2023年2月21日 1,563
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経済産業省

2023/5/1

中部 石川県
大阪屋ショップ松任相木店・スギ
薬局相木店

白山市松任駅北相木第二地区土地区画整理事業25街区26
街区

株式会社大阪
屋ショップ

スギホール
ディングス株
式会社

株式会社大阪屋
ショップ

株式会社スギ薬
局

2022年6月30日 2023年3月1日 3,024

中部 石川県 クスリのアオキ田鶴浜店 七尾市田鶴浜ぬ11ほか
株式会社クス
リのアオキ

株式会社クスリの
アオキ 2022年9月9日 2023年5月10日 1,549

中部 石川県 （仮称）ラ・ムー金沢近岡店 金沢市近岡町294－2　ほか8筆
株式会社アル
プ企画

2
大黒天物産株式会
社

株式会社モリワン 2
2022年9月26日 2023年5月27日 2,767

中部 石川県 クスリのアオキ二日市店 野々市市二日市248番地ほか
株式会社クス
リのアオキ

株式会社クスリの
アオキ 2022年10月31日 2023年7月1日 1,181

中部 石川県 （仮称）野々市市御経塚SC 野々市市御経塚二丁目49番1ほか
アークランズ
株式会社 2

アークランズ株式
会社

株式会社ヤマダデ
ンキ

イオンリテー
ル株式会社 2022年11月24日 2023年7月25日 31,152

中部 石川県 （仮称）宝町ファッションモール店 小松市宝町62番1ほか4筆
株式会社しま
むら 株式会社しまむら 2022年12月19日 2023年8月20日 2,300

中部 石川県
（仮称）七尾市石崎町土地利用計
画 七尾市石崎町ヨ１－２の一部ほか

大和ハウスリ
アルティマネ
ジメント株式 株式会社どんたく

ウエルシア薬局株
式会社 2023年3月2日 2023年11月3日 2,377

中部 石川県 ドラッグコスモス額新保店 金沢市額新保1丁目365番ほか7筆
株式会社コス
モス薬品

株式会社コスモス
薬品 2023年3月3日 2023年11月4日 1,326

中部 石川県 ドラッグコスモス羽咋店 羽咋市石野町ロ58番1ほか3筆
株式会社コス
モス薬品

株式会社コスモス
薬品 2023年3月14日 2023年11月15日 1,333

中部 名古屋市 ドラッグコスモス桶狭間店 名古屋市緑区桶狭間神明1505番 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年5月11日 2023年1月12日 1,344

中部 名古屋市 アオキスーパー福徳店 名古屋市北区光音寺町字野方1919番4の一部　ほか1筆
アオキスー
パー

アオキスーパー 1 2022年6月30日 2023年3月1日 2,182

中部 名古屋市 緑区白土商業施設 名古屋市緑区白土803番　ほか13筆 東海ハウス あかのれん セリア 2022年8月23日 2023年4月24日 1,438

中部 名古屋市 (仮称)ケーズデンキ千種竹越店 名古屋市千種区京命一丁目1005　ほか5筆 ギガス ギガス
2022年9月30日 2023年5月31日 3,183

中部 名古屋市 瑞穂プロジェクト(南ブロック) 名古屋市瑞穂区大喜新町3丁目5番1　ほか3筆 中電不動産 未定 2022年12月27日 2024年4月1日 2,217

中部 名古屋市 バロー中小田井店 名古屋市西区中小田井四丁目380番 バロー バロー 1 2023年2月24日 2023年10月25日 4,558

中部 名古屋市 コーナンＰＲＯ新守山店 名古屋市守山区新守山2906番 コーナン商事 コーナン商事 2023年3月3日 2023年11月4日 1,150

近畿 福井県 ドラッグコスモス水落店 鯖江市水落町二丁目３１０１番　外１３筆
株式会社コス
モス薬品

株式会社コスモス
薬品

2022年8月25日 2023年4月26日 1,395

近畿 福井県 ウエルシア福井文京店 福井市文京六丁目８０１番　ほか
伸光商事株式
会社

ウエルシア薬局株
式会社

2022年8月10日 2023年4月11日 1,253

近畿 福井県 ドラッグコスモス朝日店 丹生郡越前町気比庄7字江代町1番2　外6筆
株式会社コス
モス薬品

株式会社コスモス
薬品 2022年11月24日 2023年7月25日 1,318

近畿 福井県 100満ボルト坂井春江店 坂井市春江町江留中31字１番1　外6筆
株式会社サン
キュー

株式会社サン
キュー 2022年12月2日 2023年8月3日 3,280

近畿 福井県 ニトリ福井空港通り店 坂井市坂井町東長田27字井越1番2　外6筆
株式会社ニト
リ 株式会社ニトリ 2022年12月15日 2023年8月16日 2,550

近畿 福井県 ケーズデンキ坂井店 坂井市春江町江留中字大割5番1　ほか

浜本ホール
ディングス株
式会社

株式会社関西ケー
ズデンキ 2022年12月21日 2023年8月22日 4,019

近畿 福井県 ドラッグコスモス金津店 あわら市大溝二丁目3510番　外10筆
株式会社コス
モス薬品

株式会社コスモス
薬品 2022年12月27日 2023年8月28日 1,347

近畿 滋賀県 三洋堂書店高月店 長浜市高月町東物部字三安112番地1
スギホール
ディングス

三洋堂書店 2022年4月7日 2022年12月8日 1,379

近畿 滋賀県 （仮称）ニトリ長浜店 長浜市小堀町字赤町414番地1ほか ニトリ ニトリ 2022年4月28日 2022年12月29日 5,156

近畿 滋賀県 （仮称）ケーズデンキ近江八幡店 近江八幡市土田町1400番１　ほか
関西ケーズデ
ンキ

関西ケーズデンキ 未定 2022年8月17日 2023年4月18日 4,129
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建物設置者名 小売業者名

　　　　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。

経済産業省

2023/5/1

近畿 滋賀県
（仮称）バロー草津下物店、（仮
称）クスリのアオキ草津下物店

草津市下物町字堤51番１ほか７筆 バロー
クスリのアオ
キ

バロー クスリのアオキ
2022年10月25日 2023年6月26日 2,894

近畿 滋賀県 （仮称）ケーズデンキ栗東店 栗東市小柿七丁目548番ほか
関西ケーズデ
ンキ 関西ケーズデンキ 2022年11月25日 2023年7月26日 3,506

近畿 滋賀県 （仮称）八日市ファッションモール店東近江市八日市東本町335番１ しまむら しまむら 2023年2月1日 2023年10月2日 3,249

近畿 滋賀県 ドラッグコスモス堅田店 大津市本堅田六丁目3033番１ コスモス薬品 コスモス薬品 2023年2月8日 2023年10月9日 1,386

近畿 京都府 コメリハード&グリーン京丹波店 船井郡京丹波町須知居屋ノ下17番　ほか コメリ コメリ 2022年4月22日 2023年10月31日 4,142

近畿 京都府 ジュンテンドー京丹波店 船井郡京丹波町蒲生蒲生野267番1ほか ジュンテンドー ジュンテンドー 2022年5月16日 2023年3月1日 3,438

近畿 京都府 ドラッグコスモス峰山店 京丹後市峰山町丹波小字沖田717番　他
株式会社コス
モス薬品

株式会社コスモス
薬品

2022年6月16日 2023年2月17日 1,407

近畿 京都府 ドラッグコスモス舞鶴白鳥店 京都府舞鶴市字森小字勘尻83番　他14筆
株式会社コス
モス薬品

株式会社コスモス
薬品

2022年8月18日 2023年4月19日 1,397

近畿 京都府
(仮称)スーパーサンフレッシュ狛
田駅前モール

相楽郡精華町狛田一丁目13番16　外
株式会社サン
フレッシュ

株式会社サンフ
レッシュ

株式会社ゆうホー
ルディングス

未定
2022年9月29日 2023年5月30日 1,356

近畿 大阪府 瓢箪山センター 東大阪市瓢箪山町274番1外 GOMEI ダイエー 大創産業 2022年4月8日 2022年12月9日 1,558

近畿 大阪府
（仮称）ホームセンターコーナン日
根野店

泉佐野市日根野4434番3他 コーナン商事 コーナン商事 2022年4月1日 2022年12月2日 6,342

近畿 大阪府 (仮称)ラ・ムー枚方養父店 枚方市養父東町1339番6 外
大黒天物産株
式会社

大黒天物産株式会
社

2022年6月21日 2023年2月22日 1,330

近畿 大阪府 デイリーカナート鶴山台 和泉市鶴山台二丁目１番５号
独立行政法人
都市再生機構
西日本支社

カナート 2022年6月1日 2023年2月2日 1,199

近畿 大阪府
（仮称）コーナンPRO外環八尾山
本店

八尾市服部川一丁目19番地
コーナン商事
株式会社

コーナン商事株式
会社

2022年6月28日 2023年3月1日 1,655

近畿 大阪府 （仮称）フォレストモール八尾 八尾市郡川一丁目１番１ほか
株式会社オー
クワ

株式会社オークワ 2 2022年6月28日 2023年3月1日 3,075

近畿 大阪府 （仮称）星田駅北商業施設 交野市星田駅北土地区画整理事業21街区１画地ほか
株式会社日本
エスコン

株式会社万代 2 2022年6月29日 2023年3月1日 3,733

近畿 大阪府 （仮称）交野星田パーク 交野市星田駅北土地区画整理事業11街区１画地ほか
株式会社さと
う

株式会社さとう 1 2022年6月29日 2023年3月1日 2,293

近畿 大阪府 松源熊取五門店 熊取町五門東二丁目7番17号 株式会社松源 株式会社松源 2022年7月21日 2023年3月22日 1,300

近畿 大阪府 （仮称）コーナンＰＲＯ枚方大峰店 枚方市大峰南町4040番7 他 松原商事 コーナン商事 2022年7月11日 2023年3月12日 1,595

近畿 大阪府 ダイレックス泉大津店 泉大津市曽根町二丁目132番１他 ダイレックス ダイレックス 2022年7月22日 2023年3月23日 1,666

近畿 大阪府 （仮称）エディオン星田店 交野市星田駅北土地区画整理事業12街区1-1画地ほか エディオン エディオン 2022年8月26日 2023年5月1日 2,317

近畿 大阪府 （仮称）イオンタウン松原新堂 松原市新堂四丁目２５　外９４筆、水路敷
イオンタウン
株式会社、株
式会社ハンズ

株式会社ダイエー
株式会社ハンズマ
ン 2022年9月30日 2023年9月30日 25,895

近畿 大阪府 （仮称）ダイレックス熊取駅西店 泉佐野市熊取駅前西地区土地区画整理事業1街区1画地　他 ダイレックス ダイレックス
2022年10月17日 2023年6月18日 1,775

近畿 大阪府 （仮称）イオン東岸和田 岸和田市土生町二丁目32番７　ほか
イオンリテー
ル

6 イオンリテール ヤマダデンキ 18
2022年10月28日 2023年6月29日 15,853

近畿 大阪府
(仮称)ドラッグコスモス八尾郡川
店

八尾市郡川土地区画整理事業4街区2-3画地 他 コスモス薬品 コスモス薬品
2022年10月19日 2023年6月20日 1,394

近畿 大阪府 （仮称）万代高槻インター店 高槻市成合南土地区画整理事業6街区4－1画地ほか 万代 万代 未定物販 1
2022年10月6日 2023年6月7日 3,587
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経済産業省

2023/5/1

近畿 大阪府 （仮称）ザグザグ東大阪店 東大阪市吉原二丁目３番１ほか ザグザグ ザグザグ 2022年12月28日 2023年8月29日 1,309

近畿 大阪府 （仮称）クスリのアオキ箱殿店 東大阪市箱殿町518番１ほか
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2022年12月28日 2023年8月29日 1,231

近畿 大阪府 （仮称）ニトリ茨木南目垣店 茨木市南目垣・東野々宮土地区画整理事業１街区２画地 ニトリ ニトリ 2023年1月27日 2023年9月28日 5,066

近畿 大阪府 （仮称）イオンタウン守口 守口市京阪本通二丁目32番ほか イオンタウン 株式会社ダイエー 未定 2023年3月24日 2023年11月25日 5,130

近畿 和歌山県 松源小雑賀店 和歌山県和歌山市小雑賀二丁目431番 株式会社松源 2022年4月13日 2022年12月14日 2,450

近畿 和歌山県 ドラッグコスモス岩橋店 和歌山県和歌山市岩橋字宮ノ段981番１
株式会社コス
モス薬品

2022年4月27日 2022年12月28日 1,193

近畿 和歌山県
ローソン岩出岡田店・（仮称）ケー
ズデンキ岩出店

和歌山県岩出市岡田字堺田228番１外
関西ケーズデ
ンキ

ローソン 関西ケーズデンキ 立川麻希 2022年7月13日 2023年3月14日 2,809

近畿 和歌山県 （仮称）ツルハドラッグ高野口店 和歌山県橋本市高野口町名古曽字久原348番１外 ツルハ ツルハ 2022年7月26日 2023年3月27日 1,175

近畿 和歌山県 松源伏原店 和歌山県橋本市高野口町伏原106番地 松源 松源 2022年8月9日 2023年4月10日 2,100

近畿 和歌山県 （仮称）西松屋梶取店 和歌山県和歌山市梶取162-１
西松屋チェー
ン

西松屋チェーン
2022年9月20日 2023年5月21日 1,174

近畿 和歌山県 ジュンテンドー野上店 和歌山県海南市野上中字寺中501番外 ジュンテンドー ジュンテンドー
2022年10月5日 2023年6月6日 3,179

近畿 和歌山県
（仮称）ドラッグコスモス有田箕島店・
（仮称）産直市場よってって有田店

和歌山県有田市箕島51外 コスモス薬品 プラス コスモス薬品 プラス
2022年10月26日 2023年6月27日 1,944

近畿 和歌山県 （仮称）ドラッグコスモス御坊薗店 和歌山県御坊市薗字上薗田425番1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年12月16日 2023年8月17日 1,368

近畿 和歌山県 スーパーセンタートライアル岩出店 和歌山県岩出市西野115-1
トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2022年12月26日 2023年8月27日 4,617

近畿 和歌山県 （仮称）スーパーエバグリーン橋本店 和歌山県橋本市東家六丁目330番３外
エバグリーン
廣甚 エバグリーン廣甚 2023年3月22日 2023年11月23日 2,513

近畿 兵庫県
（仮称）スーパーマルハチ下坂部
店

尼崎市下坂部二丁目202番　ほか
マルハチエス
テート

マルハチ 2022年5月11日 2023年1月12日 1,773

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス加古川別
府店

加古川市別府町西脇字辻ヶ内180　ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2022年6月15日 2023年2月16日 1,499

近畿 兵庫県
（仮称）ケーズデンキ西宮えびす
南店

西宮市浜町９番の一部
関西ケーズデ
ンキ

関西ケーズデンキ 2022年6月20日 2023年2月21日 3,065

近畿 兵庫県 （仮称）ザグザグ相生栄店 相生市栄町1111番３　ほか ザグザグ ザグザグ 2022年7月1日 2023年3月2日 1,305

近畿 兵庫県 （仮称）スーパーセンタートライアル赤穂細野店赤穂市細野町28番１　ほか
トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー

2022年7月5日 2023年2月1日 4,954

近畿 兵庫県 （仮称）ハローズ野里店 姫路市西中島字片掛ヶ８番１　ほか ハローズ ハローズ 2022年7月25日 2023年3月26日 1,895

近畿 兵庫県 （仮称）ラ・ムー三木大村店 三木市大村字城ノ前574-3　ほか 大黒天物産 大黒天物産 2022年8月17日 2023年4月18日 1,660

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス東二見店 明石市二見町東二見字荒内1105　ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2022年11月30日 2023年7月31日 1,342

近畿 兵庫県 （仮称）マルアイ新広畑店 姫路市広畑区才742番地　ほか マルアイ レディ薬局 マルアイ レディ薬局 2023年2月9日 2023年10月10日 1,987

近畿 兵庫県 （仮称）イトウゴフク広畑店 姫路市広畑区才754番地１　ほか マルアイ イトウゴフク 2023年2月9日 2023年10月10日 1,296

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス三木加佐
店 三木市加佐字町田221番１　ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2023年2月27日 2023年10月28日 1,300
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経済産業省

2023/5/1

近畿 兵庫県
（仮称）コーナンPRO西宮北イン
ター店 西宮市山口町下山口二丁目112番２　ほか

ドリームアドバ
ンス コーナン商事 2023年2月27日 2023年10月28日 1,299

近畿 兵庫県 （仮称）明石西二見商業施設 明石市二見町西二見西山ノ上44番地 コーナン商事

マルハチエス
テート
津田物産 コーナン商事 マルハチ 津田物産 2023年3月31日 2023年12月1日 18,919

近畿 奈良県 （仮称）天理指柳商業施設計画 天理市指柳町４３７
株式会社クス
リのアオキ

株式会社クスリの
アオキ

2022年5月31日 2023年2月1日 1,542

近畿 奈良県
（仮称）スーパーエバグリーンあ
すか店 明日香村御園5番1ほか

エバグリーン
廣甚（株）

エバグリーン廣甚
（株） 2022年12月27日 2023年8月28日 2,294

近畿 京都市
（仮称）京都市伏見区御堂前町計
画

京都市伏見区御堂前町616　外 東急不動産 イオンリテール ○ 2022年4月28日 2024年3月10日 2,910

近畿 京都市 京都生協コープ二条駅 京都市中京区西ノ京星池町230番地他
京都生活協同
組合

京都生活協同組合 ○ 2022年6月30日 2023年11月1日 3,431

近畿 京都市 （仮称）万代吉祥院店 京都市南区吉祥院前河原町10番　外 株式会社万代 株式会社万代
2022年10月31日 2023年7月1日 1,652

近畿 大阪市 ロイヤルプロ住之江公園 住之江区南加賀屋一丁目187番６
ロイヤルホー
ムセンター

ロイヤルホームセ
ンター

2022年4月4日 2022年12月5日 2,406

近畿 大阪市 ニトリ阿倍野店 阿倍野区長池町22番1 ニトリ ニトリ 2022年6月6日 2023年2月7日 6,844

近畿 大阪市 （仮称）心斎橋プロジェクト 中央区南船場三丁目8-4　外 ヒューリック 未定
2022年9月2日 2026年2月28日 7,185

近畿 大阪市 （仮称）生野巽南物品販売店舗 生野区巽南五丁目29　外
関電不動産開
発

万代 未定
2022年9月30日 2023年5月31日 2,008

近畿 大阪市 （仮称）ケーズデンキ長吉出戸店 平野区長吉出戸六丁目496番12
関西ケーズデ
ンキ 関西ケーズデンキ 2022年11月2日 2023年7月3日 2,054

近畿 大阪市 都島中通物販店舗 都島区都島中通一丁目55番ほか１筆
関電不動産開
発

ライフコーポレー
ション 2022年11月14日 2023年7月15日 1,101

近畿 大阪市 （仮称）コーナンPRO西成梅南店 西成区梅南一丁目１番３号 コーナン商事 コーナン商事 2022年12月28日 2023年8月29日 1,876

近畿 大阪市 （仮称）鶴見緑地公園店舗計画 鶴見区浜一丁目779番１ 外 大和リース アルペン 2023年1月6日 2023年9月7日 2,547

近畿 大阪市 （仮称）万代天王寺店 大阪市阿倍野区天王寺町南一丁目20番１
JR西日本不
動産開発 万代 2023年3月7日 2023年11月8日 1,766

近畿 神戸市 神戸ダイヤモンドビル 中央区明石町48
千歳コーポ
レーション

2022年7月29日 2023年3月30日 1,200

近畿 神戸市 （仮称）ザグザグ垂水名谷店 神戸市 垂水区名谷町 64-1 他 ザグザグ ザグザグ 2023年2月3日 2023年10月10日 1,424

近畿 堺市 (仮称)堺市中区東八田商業施設 中区東八田258番1

ＮＴＴ西日本ア
セット・プラン
ニング 株式会社松源 未定2件 2022年12月28日 2023年8月29日 3,138

近畿 堺市 バロー堺豊田店 南区豊田839番2
株式会社バ
ロー 株式会社バロー 2022年12月28日 2023年8月29日 1,944

近畿 堺市 （仮称）コープ野々井店 南区野々井684番1ほか

大阪いずみ市
民生活協同組
合

大阪いずみ市民生
活協同組合 未定2者 2023年2月9日 2023年10月10日 3,379

中国 鳥取県 （仮称）ドラッグコスモス吉方店 鳥取市吉方１３９番地２ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2022年4月5日 2022年12月6日 1,308

中国 鳥取県 （仮称）マックスバリュ米子河崎店 米子市河崎１３６９ほか
マックスバリュ
西日本

マックスバリュ西日
本

2022年7月26日 2023年3月27日 1,476

中国 鳥取県 岡田商店境港本店 境港市新屋町3533 岡田商店 岡田商店 木村鮮魚商店
2022年9月5日 2023年5月3日 1,297

中国 鳥取県 エスマートつのい店 鳥取市桂木251－１ほか 山田恒産 1 エスマート 2022年12月26日 2023年8月27日 1,706

中国 鳥取県 （仮称）ザグザグ道笑町店 米子市道笑町四丁目26－１の一部ほか ザグザグ ザグザグ 2022年12月28日 2023年8月29日 1,200



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
店舗面積
の合計
（㎡）

取下げ
（×）

他 核店舗１ 核店舗２ 他

令和４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　

建物設置者名 小売業者名

　　　　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。

経済産業省

2023/5/1

中国 島根県
ドラッグストアウェルネス東出雲
店

松江市東出雲町出雲郷８６１外
ツルハグルー
プ　ドラッグ＆
ファーマシー

ツルハグループ　ド
ラッグ＆ファーマ
シー西日本

2022年4月8日 2022年12月9日 1,158

中国 島根県
（仮称）ドラッグストア　ウェルネス
川津北店

松江市西川津町６５９－１外
ツルハグルー
プ　ドラッグ＆
ファーマシー

ツルハグループ　ド
ラッグ＆ファーマ
シー西日本

2022年9月16日 2023年5月17日 1,218
中国 島根県 ドラッグコスモス大社店 出雲市大社町北荒木字中分６０８番５外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年11月2日 2023年6月19日 1,417

中国 島根県
（仮称）マルイナチュラルガーデン
黒田 松江市黒田町４１８外

サンインマル
イ サンインマルイ ○ 2023年2月2日 2023年10月3日 6,226

×

中国 島根県 ドラッグコスモス斐川西店 出雲市斐川町富村８００番外 コスモス薬品 コスモス薬品 2023年2月21日 2023年10月22日 1,372
中国 岡山県 （仮称）ドラッグコスモス高梁段町 高梁市段町９８６番２ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2022年8月30日 2023年5月1日 1,161
中国 岡山県 （仮称）ドラッグコスモス金光店 浅口市金光町占見新田66番1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2022年8月30日 2023年5月1日 1,434
中国 岡山県 （仮称）エディオン児島店 倉敷市児島駅前１丁目１番 ナイカイ塩業 エディオン 2022年9月12日 2023年5月13日 2,334
中国 岡山県 （仮称）ザグザグ勝央店 勝田郡勝央町岡５１８ ザグザグ ザグザグ 2022年10月28日 2023年6月29日 1,445

中国 岡山県 ドラッグコスモス中畝店
倉敷市中畝７丁目４９番１、４９番４の一部、４９番５、４９番７の
一部 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年11月7日 2023年7月8日 1,359

中国 岡山県
（仮称）わたなべ生鮮館　瀬戸内
インター店 瀬戸内市邑久町豊原３３６番１　ほか

わたなべ生鮮
館 わたなべ生鮮館 2023年1月26日 2023年9月27日 1,292

中国 広島県
ａｐｏｒｔ呉

呉市西中央三丁目７番１７ほか
NTT西日本ア
セット・プラン
ニング

フレスタ ザグザグ 2022年6月15日 2023年2月16日 1,883

中国 広島県 （仮称）ダイレックス大竹店 大竹市北栄８３８番　外
ダイレックス株
式会社

ダイレックス株式会
社

2022年7月5日 2023年3月23日 1,525

中国 広島県 （仮称）ザグザグ尾道高須店 尾道市高須町字大新５２８１番　外
株式会社ザグ
ザグ

ザグザグ 2022年8月1日 2023年4月2日 1,165

中国 広島県 （仮称）おだ商店手城店 福山市南手城町四丁目１０５７番　ほか
株式会社小田
商店

株式会社小田商店 2022年8月17日 2022年12月19日 1,381

中国 広島県 ドラッグコスモス旭町店 福山市旭町3番６
株式会社コス
モス薬品

株式会社コスモス
薬品

2022年8月18日 2023年4月19日 1,330

中国 広島県 マルショク三次店 三次市十日市東四丁目1110番1　外 サンリブ サンリブ
2022年9月21日 2023年5月22日 1,457

中国 広島県 （仮称）ザグザグ出来庭店 安芸郡熊野町出来庭五丁目1952番1　外 ㈱ザグザグ ㈱ザグザグ 2022年10月31日 2023年7月1日 1,204

中国 広島県
（仮称）ドラッグコスモス三原皆実
店 三原市皆実一丁目1843-1外2筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年11月2日 2023年7月3日 1,291

中国 広島県 （仮称）フレスポ三次プラザ 三次市十日市中一丁目2155番5ほか
大和リース株
式会社 株式会社フレスタ

株式会社良品計
画

株式会社ツル
ハグループド
ラッグ＆ファー 2023年3月20日 2023年11月21日 4,718

中国 山口県 ドラッグコスモス山口緑町店 山口市緑町2351番 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年6月6日 2023年2月7日 1,185

中国 山口県
ウェスタまるき小羽山店　セリア
まるき小羽山店

宇部市大字中山８７の５ 丸喜 セリア 丸喜 セリア 2022年7月13日 2023年3月14日 1,688

中国 山口県 ドラッグコスモス小郡下郷店 山口市小郡下郷3419の１ コスモス薬品 コスモス薬品 2022年7月29日 2023年3月30日 1,389

中国 山口県 ウォンツ下関菊川店 下関市菊川町大字下岡枝157の１

ツルハグルー
プ　ドラッグ＆
ファーマシー
西日本

ツルハグループ　ド
ラッグ＆ファーマ
シー西日本

2022年8月12日 2023年4月13日 1,098

中国 山口県 ドラッグコスモス宇部中山店 宇部市大字中山1116の１ コスモス薬品 コスモス薬品 2022年8月29日 2023年4月30日 1,191

中国 山口県 ウォンツ宇部鍋倉店 宇部市鍋倉町1410の２
ツルハグルー
プ　ドラッグ＆
ファーマシー

ツルハグループ　ド
ラッグ＆ファーマ
シー西日本

2022年9月21日 2023年5月22日 1,092

中国 山口県 ウォンツ防府松崎店 防府市南松崎町１６３０
ツルハグルー
プ　ドラッグ＆
ファーマシー

ツルハグループ　ド
ラッグ＆ファーマ
シー西日本

2022年10月3日 2022年10月14日 1,079

中国 山口県
（仮称）ドラッグストアモリ遠石一
丁目店 周南市遠石一丁目１２４７番３

ドラッグストア
モリ、ミッド
フォー

ドラッグストアモリ、
ミッドフォー 2022年10月19日 2023年6月20日 1,607
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経済産業省

2023/5/1

中国 山口県 ウォンツ西岩国店 岩国市錦見六丁目２３７３番地

ツルハグルー
プ　ドラッグ＆
ファーマシー

ツルハグループ　ド
ラッグ＆ファーマ
シー西日本 2022年12月2日 2023年8月3日 1,266

中国 山口県 （仮称）ウォンツ山口大内千坊店 山口市大内千坊四丁目１７５６の１

ツルハグルー
プ　ドラッグ＆
ファーマシー

ツルハグループ　ド
ラッグ＆ファーマ
シー西日本 2022年12月8日 2023年8月9日 1,156

中国 山口県 （仮称）ドラッグストアモリ長門店 長門市東深川８２３の２
（株）ドラッグス
トアモリ

（株）ドラッグストア
モリ 2023年3月13日 2023年3月24日 1,370

中国 山口県
（仮称）コーナンPRO下関綾羅木
店 下関市綾羅木新町四丁目１９３の１

コーナン商事
（株） コーナン商事（株） 2023年3月24日 2023年4月7日 1,722

中国 山口県 （仮称）アルク長門店 長門市東深川８０３の１

（株）ウィル
コーポレーショ
ン （株）丸久 2023年3月30日 2023年4月14日 1,393

中国 広島市 ハローズ観音新町店 広島市西区観音新町三丁目６０番１
JR西日本プロ
パティーズ

ハローズ 2022年6月8日 2023年2月9日 2,090

中国 広島市
THE RYOWA TRINITY TOWN(商
業棟）

広島市西区福島町二丁目20番２の一部 トリニティ ダイレックス
2022年10月31日 2023年7月1日 1,734

中国 広島市
(仮称)スーパーオートバックス広
島観音新町店 広島市西区観音新町四丁目2873番１

オートバックス
セブン

オートバックス南日
本販売広島カンパ
ニー 2022年12月9日 2023年8月10日 1,099

中国 広島市 ドラッグコスモス吉島新町店 広島市中区吉島新町一丁目８９０番の一部 コスモス薬品 コスモス薬品 2023年1月23日 2023年9月24日 1,316
中国 岡山市 ハローズ十日市店 岡山市北区十日市西町80番１ほか ハローズ ハローズ 2022年11月28日 20223/07/29 1,093
中国 岡山市 （仮称）カインズ岡山南店 岡山市南区海岸通二丁目2番44 カインズ カインズ ザグザグ 2023年3月1日 2023年11月2日 9,721

四国 徳島県
(仮称)ドラッグストアモリ徳島鴨島
店

吉野川市鴨島町上下島381番1外
ドラッグストア
モリ

ドラッグストアモリ 2022年4月13日 2022年12月14日 1,308

四国 徳島県 （仮称）ドラッグストアモリ国府店 徳島市国府町桜間字銭亀40番3　外
ドラッグストア
モリ

ドラッグストアモリ 2022年7月7日 2023年3月8日 1,353

四国 徳島県 ドラッグコスモス鴨島内原店 吉野川市鴨島町内原467番地1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2022年8月29日 2023年4月30日 1,182

四国 香川県 (仮称)今里町商業施設 高松市今里町10番１号　外
ウエルシア薬
局

今西 ウエルシア ブックオフウィズ 2022年4月15日 2022年12月16日 1,239

四国 香川県 (仮称)ダイレックス多度津店 多度津町大字南鴨字糺252番1　外
大和ハウスリ
アルティマネ
ジメン

ダイレックス 2022年6月20日 2023年2月21日 1,276

四国 香川県 ラ・ムー香川町店 高松市香川町川東下603番地　外 大黒天物産 大黒天物産 2022年6月29日 2023年3月1日 1,449

四国 香川県
(仮称)ホームセンター高松上天神
店

高松市上天神町字源太也111番1ほか
オリックス不
動産

コーナン商事 2022年6月30日 2023年3月1日 5,458

四国 香川県
ダイレックス善通寺・ハタダ善通
寺店

善通寺市上吉田町字寝馬352番１　外 ダイレックス ハタダ ダイレックス ハタダ 2022年8月1日 2023年4月2日 1,293

四国 香川県
(仮称)ダイレックス高松レイン
ボー店

高松市多肥上町字日暮1328番１　外 ダイレックス ダイレックス 2022年8月12日 2023年4月13日 1,280

四国 香川県 (仮称)Shimadaya高松新本店 高松市鹿角町425番１　外 島田屋 島田屋 2022年8月23日 2023年4月24日 4,063

四国 香川県 マルナカ多度津店 多度津町庄1029番地　外
マックスバリュ
西日本

マックスバリュ西日
本 2022年9月30日 2023年6月1日 1,810

四国 香川県 くすりのレデイ木太店 高松市木太町5034番２　外 レデイ薬局 レデイ薬局 2022年10月31日 2023年7月1日 1,150

四国 香川県 (仮称)ザグザグ坂出京町店 坂出市京町三丁目1383番４　外 ザグザグ ザグザグ 2022年11月1日 2023年7月2日 1,340

四国 香川県 ドラッグコスモス三木町池戸店 木田郡三木町大字池戸字上池3002番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年11月4日 2023年7月5日 1,336

四国 香川県
ドラッグコスモス高松中央イン
ター店 高松市木太町字小原739番３　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2023年1月19日 2023年9月20日 1,349

四国 愛媛県
くすりのレデイ鬼北店・ファミリー
マート鬼北永野店

北宇和郡鬼北町永野市361番地1　外 フジ 1 レデイ薬局 トウヤマ 2022年4月1日 2022年11月15日 1,344



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
店舗面積
の合計
（㎡）
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他 核店舗１ 核店舗２ 他

令和４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　

建物設置者名 小売業者名

　　　　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。

経済産業省

2023/5/1

四国 愛媛県
（仮称）ドラッグストアモリ古三津
店

松山市古三津二丁目1210番　外
ドラッグストア
モリ

ドラッグストアモリ 2022年8月8日 2023年4月9日 1,576

四国 愛媛県 ｍａｃ久万高原店 上浮穴郡久万高原町久万536番地1　外 大屋 大屋 2022年8月12日 2023年3月15日 1,070

四国 愛媛県 （仮称）ドラッグコスモス河野店 松山市河野中須賀318番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品
2022年9月29日 2023年5月30日 1,391

四国 愛媛県 ハローズ東予店 西条市三津屋198番1ほか ハローズ ハローズ
2022年10月7日 2023年4月20日 3,000

四国 愛媛県 （仮称）ドラッグストアモリ祓川店 松山市祓川二丁目2039番1　外
ドラッグストア
モリ

ドラッグストアモリ
2022年10月7日 2023年6月8日 1,290

四国 愛媛県 ドラッグコスモス土居店 四国中央市土居町中村1263番地1　外 コスモス薬品 コスモス薬品
2022年10月11日 2023年4月29日 1,176

四国 愛媛県 ダイレックス今治石井店 今治市石井町一丁目268番1　外 ダイレックス ダイレックス
2022年10月20日 2023年6月21日 1,598

四国 愛媛県 ダイレックス束本店 松山市束本二丁目39番1
ＮTT西日本ア
セット・プラン
ニング

ダイレックス
2022年10月20日 2023年6月21日 1,597

四国 愛媛県 フジ志津川店 東温市志津川南六丁目1番地1 フジ レデイ薬局 フジ・リテイリング 2023年1月31日 2023年9月1日 2,557

四国 愛媛県 （仮称）ニトリ四国中央店 四国中央市下柏町字三歩一地19番1　外 ニトリ ニトリ 2023年3月17日 2023年11月18日 3,468

四国 愛媛県 （仮称）ドラッグコスモス北土居店 松山市北土居三丁目451-1、451-10 コスモス薬品 コスモス薬品 2023年3月24日 2023年11月25日 1,365

四国 高知県
（仮称）コメリハード＆グリーン宿
毛店

高知県宿毛市宿毛字鷲州5548　他 コメリ コメリ 2022年6月30日 2023年3月1日 4,455

四国 高知県 エースワン十津店 高知市十津一丁目2437番1　外 エースワン エースワン 2022年7月25日 2023年3月23日 1,461

四国 高知県
（仮称）ドラッグコスモス宿毛幸町
店

高知県宿毛市幸町1925他 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年7月28日 2023年3月29日 1,409

四国 高知県 ツルハドラッグ南国岡豊店 南国市岡豊町小蓮字小宮432番地　外 株式会社ツルハ 株式会社ツルハ 2023年2月13日 2023年10月14日 1,103

四国 高知県 ｍａｃ南国大埇店 南国市大埇字門田甲746番地６　外 株式会社大屋
株式会社大屋

2023年3月15日 2023年11月16日 1,320

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス田主丸店 久留米市田主丸町豊城字黒嶋1660番1他6筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年4月4日 2022年12月5日 1,286

九州 福岡県 （仮称）ダイレックス古賀舞の里店 古賀市舞の里三丁目19番1外 ダイレックス ダイレックス 2022年4月6日 2022年12月7日 1,085

九州 福岡県 （仮称）西松屋八女蒲原店 八女市蒲原字榎町1072番他
西松屋チェー
ン

西松屋チェーン 2022年4月21日 2022年12月22日 1,149



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
店舗面積
の合計
（㎡）
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令和４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　

建物設置者名 小売業者名

　　　　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。

経済産業省

2023/5/1

九州 福岡県 マルキョウ那珂川店 那珂川市片縄西四丁目1094番1外 マルキョウ マルキョウ 2022年4月28日 2022年12月29日 1,223

九州 福岡県 （仮称）ラ・ムー田川店 田川市大字夏吉194-171外6筆 大黒天物産 大黒天物産 2022年6月23日 2023年2月24日 1,655

九州 福岡県
（仮称）ドラッグストアモリ八女本
村店

八女市本村字荷稲610番外
ドラッグストア
モリ

ドラッグストアモリ 2022年7月28日 2023年3月29日 1,480

九州 福岡県 （仮称）ラ・ムー大牟田店 大牟田市北磯町2番50外8筆 マミーズ マミーズ 未定 2022年7月29日 2023年3月30日 3,351

九州 福岡県 （仮称）エフコープ粕屋店 糟屋郡粕屋町酒殿駅南土地区画整理地内１７街区１～１５ エフコープ エフコープ 未定 2022年8月25日 2023年4月26日 1,880

九州 福岡県 （仮称）ラ・ムー田主丸店 久留米市田主丸町上原字坂溝71番2、71番6 マミーズ マミーズ
2022年9月7日 2023年5月8日 1,581

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス頓野店
直方市大字頓野3822番1、3822番7、3824番、3825番1、3827
番1、3828番1

コスモス薬品 コスモス薬品
2022年9月14日 2023年5月15日 1,485

九州 福岡県
（仮称）ドラッグストアモリ大牟田
沖田店

大牟田市沖田町309番外
ドラッグストア
モリ

ドラッグストアモリ
2022年10月4日 2023年6月5日 1,477

九州 福岡県 （仮称）ドラッグストアモリ甘木店 朝倉市甘木字後町1844番1の一部外
ドラッグストア
モリ

1 ドラッグストアモリ 長嶌百合佳
2022年10月14日 2023年6月15日 1,486

九州 福岡県 （仮称）ドラッグストアモリ宮若店 宮若市宮田字梨子元3676番1の一部外
ドラッグストア
モリ

ドラッグストアモリ
2022年10月21日 2023年6月22日 1,482

九州 福岡県 ドラッグストアモリ北泉店 行橋市北泉五丁目730番1外
ドラッグストア
モリ

ドラッグストアモリ
2022年10月21日 2023年6月22日 1,477

九州 福岡県 （仮称）ゆめタウン飯塚 飯塚市菰田西三丁目１番１号外 イズミ イズミ 未定
2022年10月25日 2023年7月1日 21,126

九州 福岡県 （仮称）ラ・ムー苅田店 京都郡苅田町大字南原字浮殿下2085-28 大黒天物産 大黒天物産 未定 2022年11月4日 2023年7月5日 2,455

九州 福岡県 直方貸店舗新築工事 直方市大字下境字548番6
ファーストリテ
イリング ユニクロ ジーユー 2022年11月30日 2023年7月31日 1,665

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス行橋中津
熊店 行橋市大字中津熊字岩田295-3、317-3 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年12月2日 2023年8月3日 1,261

九州 福岡県 （仮称）もちだんご村モールA地区 直方市大字下境856番1外 もち吉 カインズ 2022年12月28日 2023年8月29日 8,444

九州 福岡県 （仮称）もちだんご村モールB地区 直方市大字下境837番1外 もち吉 フードウェイ 新生堂薬局 未定 2022年12月28日 2023年8月29日 6,195

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス那珂川今
光店

那珂川市今光一丁目107番1、107番2、108番、109番、110番、
111番、112番、113番、127番、128番 コスモス薬品 コスモス薬品 2023年1月20日 2023年9月21日 1,214

九州 福岡県 グッデイ大野城店 大野城市御笠川六丁目８番１外 グッデイ グッデイ 2023年1月26日 2023年9月27日 3,981

九州 福岡県 ドラッグコスモス城島店 久留米市城島町楢津字奥諏訪１４３１番１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2023年1月31日 2023年10月1日 1,377

九州 福岡県 (仮称)エディオン久留米店 久留米市新合川一丁目98番、112番、113番 エディオン エディオン 2023年2月10日 2023年10月11日 2,926

九州 福岡県
（仮称）ドラッグストアモリ上宮永
店 柳川市上宮永町字北馬場143番外

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2023年2月17日 2023年10月18日 1,542

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス西福間店
福津市西福間一丁目4853-1、4858-1、中央五丁目4858-5、
4858-6 コスモス薬品 コスモス薬品 2023年3月6日 2023年11月7日 1,381

九州 福岡県 （仮称）ツルハドラッグ大善寺店 久留米市大善寺町夜明字カウセ町395番外

ツルハグルー
プドラッグ＆
ファーマシー

ツルハグループド
ラッグ＆ファーマ
シー西日本 2023年3月8日 2023年11月9日 1,153

九州 福岡県 （仮称）ツルハドラッグ合川店 久留米市合川町字西上ノ原66-5他12筆
オリックス不
動産

ツルハグループド
ラッグ＆ファーマ
シー西日本 2023年3月15日 2023年11月16日 1,055

九州 佐賀県 （仮称）ダイレックス唐津和多田店 唐津市和多田南先石４００６番１　外 ダイレックス ダイレックス 2022年7月25日 2023年3月26日 1,259
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建物設置者名 小売業者名

　　　　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。
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経済産業省

2023/5/1

九州 佐賀県
（仮称）ドラッグストアモリ赤松町
店 佐賀県佐賀市赤松町111番１　外

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2023年1月20日 2023年9月21日 1,340

九州 佐賀県 ホームプラザナフコ白石店 佐賀県杵島郡白石町大字福富3817番地　外 ナフコ ナフコ 2023年1月31日 2023年10月1日 4,440

九州 長崎県
（仮称）ドラッグコスモス大村幸町
店

大村市幸町25番177、25番188 コスモス薬品 コスモス薬品
2022年9月29日 2022年5月30日 1,213

九州 長崎県 ララプレイスひうみ店 長崎県佐世保市ひうみ町1879番26　外
生活協同組合
ララコープ

生活協同組合ララ
コープ 〇 2023年1月27日 2023年9月28日 4,075

九州 長崎県 （仮称）ニトリ長崎大村店 長崎県大村市松並二丁目912　外 ニトリ ニトリ 2023年2月28日 2023年10月29日 3,450

九州 熊本県 ドラッグコスモス高森店 熊本県阿蘇郡高森町字豆塚前２０７８番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年6月27日 2023年2月28日 1,307

九州 熊本県 ラ・ムー荒尾店 熊本県荒尾市宮内字下井手道1092番１７
マミーズ株式
会社

マミーズ株式会社 2022年8月5日 2023年4月6日 1,603

九州 熊本県 ドラッグコスモス阿蘇一の宮店 阿蘇市一の宮町宮地字東油町4523番2　外 コスモス薬品 コスモス薬品
2022年10月12日 2023年6月13日 1,361

九州 熊本県 ドラッグコスモス大津引水店 熊本県菊池郡大津町引水東原682番１　外
(株)コスモス
薬品 (株)コスモス薬品 2022年12月27日 2023年8月28日 1,213

九州 熊本県 ドラッグコスモス荒尾店 荒尾市宮内出目字下西田330番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2023年2月16日 2023年10月17日 1,378

九州 熊本県 ニトリ熊本大津店 熊本県菊池郡大津町大字室字西迫尻９５５番　外
株式会社ニト
リ ニトリ 2023年3月1日 2023年11月2日 4,120

九州 熊本県 ロッキー荒尾店 熊本県荒尾市荒尾字中牟田2039番1他8筆
株式会社ロッ
キー ロッキー 2023年3月15日 2023年11月16日 1,300

九州 大分県 （仮称）ドン・キホーテ別府店 別府市南的ヶ浜1000番地1 外
ユーコーラッ
キーウエスト

ドン・キホーテ 2022年4月8日 2022年12月9日 2,001

九州 大分県 フレンドタウンはんだ
大分市大字下判田字用作2249番1他52筆 マルミヤストア 新鮮マーケット

大創産業
2022年4月12日 2022年12月13日 2,830

九州 大分県
（仮称）ファッションセンターしまむ
ら・シャンブル日田ファッション
モール店

日田市大字十二町字前田５５７番１　外 しまむら しまむら 2022年7月20日 2023年4月27日 1,760

九州 大分県
（仮称）ファッションセンターしまむ
ら・バースデイ佐伯ファッション
モール店

佐伯市字新井樋脇９０３６番５  外 しまむら しまむら
2022年9月16日 2023年5月24日 2,234

九州 大分県 （仮称）ドラッグストアモリ関園店 大分市大字関園字中ノ島270番　外
ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2022年11月28日 2023年7月29日 1,478

九州 大分県 ドラッグコスモス下池永店 中津市下池永字北原５５０番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年12月28日 2023年8月29日 1,256

九州 大分県
（仮称）スーパーセンタートライア
ル春木川パーク店 別府市汐見町１１９番 青木商事

トライアルカンパ
ニー 2022年12月28日 2023年8月29日 3,019

×

九州 大分県 サンリブＢＵＯＮＯ萩原 大分市萩原二丁目１２３番　外 （株）サンリブ 2023年3月3日 2023年11月4日 5,257

九州 宮崎県 高原複合商業施設LaLaきりしま 西諸県郡高原町大字西麓字二本松1361番１ エイコー建設 ○ エイコー建設 2 2022年4月20日 2022年12月21日 1,934

九州 宮崎県
（仮称）ドラッグストアモリ北高鍋
店

児湯郡高鍋町大字北高鍋字大峯2616番　外
ドラッグストア
モリ

ドラッグストアモリ 2022年5月27日 2023年1月28日 1,453

九州 宮崎県 （仮称）ダイレックス大塚中央店 宮崎市大塚町京園3114－１ ダイレックス ダイレックス 2022年5月27日 2023年1月28日 1,570

九州 宮崎県 ドラッグコスモス高鍋中央店 児湯郡高鍋町大字北高鍋字小鶴1346番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品
2022年9月30日 2023年5月31日 1,319

九州 宮崎県
（仮称）ドラッグストアモリ日向亀
崎店 日向市亀崎西二丁目69番１　外

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2022年12月1日 2023年8月2日 1,341

×

九州 宮崎県 ドラッグコスモス城ヶ崎店 宮崎市城ヶ崎四丁目５番２ コスモス薬品 コスモス薬品 2022年12月1日 2023年8月2日 1,280
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経済産業省

2023/5/1

九州 宮崎県 （仮称）ダイレックス日南店 日南市中央通二丁目８番８ ダイレックス ダイレックス 2022年12月8日 2023年8月9日 1,722

九州 宮崎県 ドラッグコスモス桜園店 延岡市桜園町133番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2023年1月16日 2023年9月17日 1,392

九州 宮崎県 （仮称）ハピネス都城店 都城市松元町170番地　外 丸山物産 ハピネス 2023年1月23日 2023年9月24日 1,699

九州 宮崎県 ドラッグコスモス大王店 都城市大王町57号１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2023年1月25日 2023年9月26日 1,269

九州 宮崎県
（仮称）ドラッグストアモリ日向亀
崎店 日向市亀崎西二丁目69番１　外

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2023年3月8日 2023年11月9日 1,341

九州 宮崎県
スーパーセンタートライアル都城
店 都城市都北町717－４　外

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2023年3月10日 2023年11月11日 3,621

九州 鹿児島県
TSUTAYA伊集院店・ワークマン
プラス伊集院店

日置市伊集院町徳重一丁目16番10号　外
ヒガシマル開
発

○１ 大和 ワークマン ○１ 2022年5月10日 2023年1月10日 1,184

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグストアモリ鹿児島
駅西口店

鹿児島市浜町１番の一部
JR九州ビルマ
ネジメント

ドラッグストアモリ 2022年5月10日 2023年1月14日 1,201

九州 鹿児島県 （仮称）ドラッグイレブン知覧店 南九州市知覧町郡字勘場ノ元17825番１
ドラッグイレブ
ン

ドラッグイレブン 2022年6月24日 2023年2月25日 1,175

九州 鹿児島県
ドラッグコスモス大小路店・西松
屋薩摩川内店

薩摩川内市国分寺町字中間6969番　外
(株)コスモス
薬品

(株)西松屋
チェーン

(株)コスモス薬品
(株)西松屋チェー
ン

2022年7月15日 2023年3月16日 2,588

九州 鹿児島県
（仮称）交通局跡地ホテル・サー
ビス棟

鹿児島市高麗町43番１の一部，13
南国殖産株式
会社

株式会社エーコー
プ鹿児島

南国タケシタ薬局
株式会社

未定 2022年7月15日 2023年3月1日 2,660

九州 鹿児島県
（仮称）鹿児島中央駅西口複合ビ
ル

鹿児島市武一丁目２番１号他
九州旅客鉄道
株式会社

未定 2022年8月10日 2023年5月1日 2,595

九州 鹿児島県 ドラッグコスモス出水中央町店 出水市中央町１３７９番地　外
(株)コスモス
薬品

(株)コスモス薬品
2022年9月21日 2023年5月17日 1,367

九州 鹿児島県 ドラッグコスモス串木野日出店 いちき串木野市上名字釜牟田２８２番地　外
(株)コスモス
薬品

(株)コスモス薬品
2022年9月21日 2023年5月17日 1,323

九州 鹿児島県 （仮称）薩摩川内新築工事 鹿児島県薩摩川内市御陵下町字溝添３７７６番１　外
（株）大和リア
ルティマネジメ
ント

(株)ドン・キホーテ
2022年10月20日 2023年6月23日 2,809

九州 鹿児島県 ダイレックス東串良店 鹿児島県肝属郡東串良町池之原字境２６０５番１　外
(株)ダイレック
ス (株)ダイレックス 2022年11月4日 2023年7月4日 1,192

九州 鹿児島県 ドラッグコスモス知覧店 鹿児島県南九州市知覧町西元字木佐貫原１４６０５番１　外
(株)コスモス
薬品 (株)コスモス薬品 2022年11月29日 2023年7月29日 1,286

九州 鹿児島県 ドラッグコスモス垂水店 鹿児島県垂水市本城字港平３９７７番４　外
(株)コスモス
薬品 (株)コスモス薬品 2022年12月22日 2023年8月22日 1,202

九州 鹿児島県 ドラッグコスモス加世田東本町店 鹿児島県南さつま市加世田東本町１２番１
(株)コスモス
薬品 (株)コスモス薬品 2023年2月20日 2023年10月18日 1,381

九州 福岡市
（仮称）福岡市西区北原・田尻14
街区

福岡市西区北原・田尻土地区画整理14街区２　外

大和ハウスリ
アルティマネ
ジメント株式
会社

ユニクロ ○ 2022年6月27日 2023年2月28日 3,627

九州 福岡市
（仮称）福岡市西区北原・田尻21
街区

福岡市西区北原・田尻土地区画整理21街区　外

大和ハウスリ
アルティマネ
ジメント株式
会社

ヤマダデンキ 2022年7月20日 2023年3月21日 2,107

九州 福岡市 （仮称）ハローパーク千早 福岡市東区千早四丁目3025番２ ハローデイ ハローデイ 未定 2022年8月19日 2023年4月20日 2,948

九州 福岡市 研究開発次世代拠点 福岡市西区九大新町５番１　外
大和ハウス工
業

カルチャア・コンビ
ニエンス・クラブ

未定
2022年9月7日 2023年5月8日 3,031

九州 福岡市 （仮称）ドラッグコスモス中尾店 福岡市南区中尾三丁目628番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年10月13日 2023年6月14日 1,187
九州 福岡市 マルキョウ中尾店 福岡市南区中尾二丁目26番　外 (株)マルキョウ (株)マルキョウ 2023年1月30日 2023年10月1日 1,361

九州 北九州市
（仮称）コーナンＰＲＯ小倉北区明
和町店

北九州市小倉北区明和町１０１番３外 コーナン商事 コーナン商事 2022年4月25日 2022年12月26日 2,130

九州 北九州市
（仮称）コーナンＰＲＯ八幡西区陣
山１丁目店

北九州市八幡西区陣山一丁目３６番１外
西部ガス都市
開発

コーナン商事 2022年4月25日 2022年12月26日 1,687
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九州 北九州市 （仮称）ドラッグコスモス大谷店 北九州市八幡東区大谷一丁目190番18外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年7月8日 2023年3月9日 1,517

九州 北九州市 （仮称）マックスバリュ城野店 北九州市小倉南区富士見一丁目８１０番１外 イオン九州 イオン九州 未定
2022年9月30日 2023年5月31日 5,012

九州 北九州市 （仮称）折尾駅高架下商業施設 北九州市八幡西区北鷹見町２４３１番２外 九州旅客鉄道 未定
2022年9月30日 2023年6月1日 2,557

九州 北九州市 桃園複合ビル 北九州市八幡東区桃園二丁目４０番１外 現代産商 ＩＤＯＭ
2022年10月31日 2023年7月1日 9,846

九州 北九州市
（仮称）ドラッグコスモス門司柳原
店 北九州市門司区柳原町１番７ コスモス薬品 コスモス薬品 2022年11月10日 2023年7月11日 1,249

九州 北九州市 （仮称）ドラッグコスモス上葛原店 北九州市小倉南区上葛原一丁目14番111外 コスモス薬品 コスモス薬品 2022年12月9日 2023年8月10日 1,353
×

九州 熊本市 （仮称）近見複合 熊本市南区近見七丁目1701番1の一部

大和ハウスリ
アルティマネ
ジメント株式
会社

株式会社サンリブ 2022年8月29日 2023年4月30日 2,064

九州 熊本市
スーパーセンタートライアル尾ノ
上店 熊本市東区尾ノ上四丁目4768番地1 外

（株）トライア
ルカンパニー

（株）トライアルカン
パニー 2023年3月10日 2023年11月11日 4,064

沖縄 沖縄県 （仮称）ニトリ石垣店 石垣市字大浜南大浜421番１
株式会社ニト
リ

株式会社ニトリ 2022年8月19日 2023年4月20日 2,560

沖縄 沖縄県
（仮称）コストコホールセールジャ
パン沖縄南城倉庫店新築工事

南城市玉城字垣花桃原465番ほか44筆
コストコホール
セールジャパ
ン株式会社

コストコホールセー
ルジャパン株式会
社 2022年10月6日 2023年6月7日 10,503


