
　　　　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 変更する日
取下げ
（×）

他 核店舗１ 核店舗２ 他 届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

東北 福島県
みやぎ生活協同組合ふくしま
梁川店

伊達市梁川町御八郎１３－１
みやぎ生活協同
組合

みやぎ生活協同
組合 大創産業 1 2023年2月27日 2023年2月28日

東北 福島県
みやぎ生活協同組合ふくしま

やのめ店
福島市南矢野目字向原１－１外

みやぎ生活協同
組合

みやぎ生活協同
組合 キャンドゥ 3 2022年10月26日 2022年10月27日

東北 福島県
みやぎ生活協同組合ふくしまあ

だたら店
二本松市油井字中田１－１

みやぎ生活協同
組合

みやぎ生活協同
組合 大創産業 4 2022年10月6日 2022年10月7日

東北 山形県
コメリハード&グリーン鶴岡店・
コメリＰＲＯ鶴岡店・鶴岡協同の
家こぴあ

鶴岡市余慶町１番地26外
生活協同組合共
立社

コメリ
生活協同組合共
立社

コメリ ○ 2022年10月3日 2022年10月4日

東北 福島県
みやぎ生活協同組合ふくしま
方木田店

福島市大森字北島２０－１
みやぎ生活協同
組合

みやぎ生活協同
組合 サンドラッグ 3 2022年9月1日 2022年9月8日

東北 岩手県 (仮称)クスリのアオキ摺沢店
一関市大東町摺沢字新右エ門土
手7番地1外

クスリのアオキ クスリのアオキ 2022年8月29日

①2023年2月15日
（開店時刻及び閉店
時刻、駐車場の利
用時間帯並びに出
入口の数及び位置
の変更）
②2023年4月30日
（駐車場の位置の変
更）

1,498

東北 仙台市 みやぎ生活協同組合沖野店
仙台市若林区沖野三丁目13番15
外

みやぎ生活協同
組合

みやぎ生活協同
組合

2022年7月28日 2022年8月1日 1,366

東北 青森県
スーパードラッグアサヒ黒石バ
イパス店

黒石市追子野木一丁目572番2外 横浜ファーマシー 横浜ファーマシー 2022年7月6日 2022年8月22日

東北 岩手県 （仮称）クスリのアオキ一関店 一関市山目字三反田224番地外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2022年6月30日 2023年3月1日 1,212 1,409
東北 岩手県 （仮称）クスリのアオキ水沢店 奥州市水沢高屋敷141番地1外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2022年6月23日 2022年7月27日 3,357

東北 岩手県 （仮称）クスリのアオキ千厩店
一関市千厩町千厩字構井田22番
地外

クスリのアオキ クスリのアオキ 2022年6月23日 2022年8月3日 1,991

東北 山形県 コメリPRO酒田店 酒田市みずほ一丁目20番地１外 コメリ コメリ 2022年6月10日 2023年2月11日 1,500 1,997
東北 山形県 カワチ薬品山形南店 山形市若宮二丁目17番２号 カワチ薬品 カワチ薬品 2022年5月26日 2022年6月16日

東北 福島県
みやぎ生活協同組合ふくしま
笹谷店

福島市笹谷字中谷地１４－１
みやぎ生活協同
組合

みやぎ生活協同
組合 花の店サトウ 2023年3月22日 2023年3月23日

東北 福島県
みやぎ生活協同組合ふくしまい
ずみ店

福島市森合字清水７
みやぎ生活協同
組合

みやぎ生活協同
組合 日本トイザらス 3 2023年3月29日 2023年3月30日

関東 茨城県 カワチ薬品田尻店 日立市田尻町四丁目36番10号 カワチ薬品 カワチ薬品 2022年7月28日 2022年8月1日 1,641
関東 栃木県 カワチ薬品佐野店 佐野市堀米町435番地1 カワチ薬品 カワチ薬品 2022年6月3日 2022年6月16日 2,518
関東 栃木県 カワチ薬品佐野朝日店 佐野市朝日町713番地１ カワチ薬品 カワチ薬品 2022年7月28日 2022年8月1日 1,731
関東 埼玉県 野本ビル 加須市三俣二丁目4-10ほか 野本不動産 北辰商事 2022年6月6日 2023年2月7日 3,934 2,898

関東 埼玉県 カワチ薬品本庄店
本庄市大字西富田字弥藤治２６２
番１外

カワチ薬品 カワチ薬品 2022年7月1日 2022年8月1日 2,961

関東 埼玉県 ビバホームプロ日高店 日高市大字鹿山551外 小倉園 ビバホーム 2022年7月6日 2022年7月24日 1,496
関東 埼玉県 カワチ薬品神川店 神川町大字渡瀬７１４番地１ カインズ カワチ薬品 2023年1月31日 2023年2月23日 2,395

関東 千葉県 カワチ薬品八日市場店
匝瑳市八日市場イ字大堺709番地
1ほか ケーヨー カワチ薬品 2022年12月14日 2022年12月15日 2,254

関東 東京都

ドラッグストアセキ秋川店 あきる野市秋川五丁目2番地4ほか セキ薬品 セキ薬品 2022年10月31日

①2023年7月1日（店
舗面積）

②2022年11月17日
（施設の運営方法に

関する事項） 1,498 1,264
関東 東京都 AKIBAカルチャーズZONE 千代田区外神田一丁目7番6号 三井住友信託銀 らしんばん 6 2023年2月2日 2023年2月17日 2,851

関東 新潟県
柏崎東ショッピングセンターパ
ルス

柏崎市柳田町38番地1　外 コメリ 2 コメリ 原信 1 2022年8月8日 2023年4月9日 6,731 8,451

関東 新潟県 アテーナ柏崎店 柏崎市柳田町34番地　外 コメリ コメリ 2022年8月8日 2023年4月9日 2,598 2,817
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関東 長野県 Ａ・コープ駒ヶ根店 駒ヶ根市東町15381－１ほか
上伊那農業協同
組合

長野県Ａ・コープ 2022年7月15日 2023年3月15日 1,485 1,908

関東 長野県 信濃の里ショッピングタウン 長野市川中島町御厨41番地3ほか 本久 ケーヨー シューマート 2023年1月6日 2023年9月13日 5,377 6,290
関東 さいたま ドン・キホーテ大宮店 さいたま市北区東大成二丁目685 山栄 ドン・キホーテ 2022年12月1日 2023年1月10日 1,100

関東 横浜市 島忠ホームズ横浜店
横浜市鶴見区岸谷三丁目781番の
１外 島忠 島忠 １者 2023年2月28日 2023年11月1日 6,428 8,395

関東 川崎市
星ケ丘ショッピングプラザ

川崎市多摩区菅北浦四丁目11番
地8号

新都市ライフホー
ルディングス 百合丘産業 2022年10月26日 2022年12月1日 1,395

関東 浜松市 ショッピングセンター ベル21
浜松市北区細江町中川1900番地
の1

アサヒコーポレー
ション カルナ アイメイク 2者 2022年12月26日 2023年4月13日 6,012

関東 東京都 町田忠生ショッピングセンター 町田市木曽西二丁目17番21号 尚山堂 Olympic 三和 1 2023年3月29日 2023年4月1日 6,899

中部 石川県 クスリのアオキ百坂店 金沢市百坂町ニ25番地1ほか6筆
モモサカプラザ株
式会社

株式会社クスリ
のアオキ 2023年2月10日 2023年10月11日 1,640 1,795

近畿 京都府 ソフィアモール 八幡市欽明台北１番地
太閤木下建設株
式会社

株式会社やまさ 2022年6月20日 2022年9月1日 7,120

近畿 大阪市 コクミンドラッグ西粉浜店 住之江区粉浜西一丁目12番35号 株式会社コクミン 株式会社コクミン 2023年2月28日 2023年3月1日 1,326

中国 鳥取県 ホープタウン 米子市米原二丁目１番１号 etto ホープタウン 17 2022年12月28日

①2001年1月1日（店
舗面積の変更）

②2021年5月10日
（小売店舗の変更）

③2008年1月1日（駐
車場の位置及び収

容台数の変更）
④2001年1月1日（閉

店時刻の変更）
⑤2001年1月1日（来
客駐車場利用可能

時間の変更）
⑥2008年1月1日（駐
車場出入口の数及

び位置の変更） 12,662 12,499

中国 岡山県
ひまわり山陽店・ルーブル山陽
店

赤磐市下市字善正寺４７８番地１
ほか 日本地所倉庫 ひまわり ルーブル 2022年12月28日 2023年2月21日 1,456

四国 愛媛 フジ宇和島南店 宇和島市中沢町二丁目1番34号 フジ フジ・リテイリング 2022年5月17日 2022年12月16日 3,396 1,414
九州 福岡県 ラ・ムー羽山台店 大牟田市大字三池427番6、外8筆 マミーズ マミーズ 未定 2022年10月27日 2022年11月18日
九州 熊本県 ｲｵﾝﾓｰﾙ宇城　ウエストランド 宇城市小川町大字河江1番１ 三井住友信託銀 ニトリ 未定 2023年3月1日 2023年3月2日


