
大規模小売店舗立地法届け出

ＳＣ

ＳＭ

ＨＣ・ＤＳ

百貨店・駅ビル

家具

家電

専門店
2020年8月号

出店計画情報
全国版

出店計画情報
全国版



☆調査方法

大規模小売店立地法にもとづく届出概要について、調

査対象期間のものをとりまとめたものです。

開店予定日が過ぎた計画は、新設する日を

『9999.99.99』で表示してあります。

当月に情報変更があった場合には、該当項目を

赤字で表示しています。

☆調査対象期間

2020年8月20日以降オープン予定のもの

（2020年8月20日時点）

表示基準

小売業・業態分類基準

スーパー SM・SSM・GMS・スーパーセンター

百貨店・駅ビル 百貨店・駅ビル・専門大店

HC・DS HC・DS・DIY・家具ホームセンター

専門店 衣料専門店、カー用品専門店・ドラッグストア・スポーツ用品専門店・ベビー用品専門店・手芸専門店など

家電 家電量販店

家具 家具・インテリア

複合SC 異業種複合SC（同一企業グループ含む）大規模な計画

その他 再開発ビル（核店が決まっていないもの）、複合商業施設で小規模な計画

情報修正・新規入手の表示のあるものが今回新しく入手した情報

開店予定日 届け出上の開店予定日。情報が入り次第更新。

大規模小売店舗名 仮称と表示してあるものは、届け出段階で未定なもの。

店舗面積 全て㎡表示

核店舗 建物の核となる店舗

所在地 届け出上の所在地（登記上の住所の場合が多い）

備考 駐車台数、その他情報



【ツルハHD 今季出店は１３０店】全国規模でドミナント
ドラッグストア業界大手の㈱ツルハホールディングスは、２０２１年５月期に、１３０店の積極出店を計画しており、全国レベルでのドミナント戦略を推進する。同社は２０年５月期に、ド
ミナント戦略に基づく地域集中出店および既存店舗のスクラップ＆ビルドを推進するなど１２９店を新規出店し、６３店を閉店したことで純増が６８店となった。また、１９年７月４日付
で㈱ツルハが㈲おおがたむら調剤薬局（秋田県１店）を子会社化したこと、ならびに２０年５月１日付で㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本が㈱江頭エーザイから１店
事業譲渡されたことで２店が加わり、２０年５月期末の国内店舗数は２１５０店となった。新規出店の地域別内訳は、北海道２３、東北３０、関東甲信越３５、中部・関西１４、四国１９、
中国８、九州２３店となった。２１年５月期は、前期の１２９店よりも１店多い１３０店の積極出店を計画している。地域別では、北海道２１、東北２９、関東甲信越３５、中部・関西１９、中
国１４、四国１０、九州２店を予定し、４７店を閉店するため、純増は８３店となり、総店舗数は２２３３店になる見通し。JR九州ドラッグイレブンの２０６店（総店舗に含まず）が５月２８日
付でグループ入りするため、九州エリアは大幅に強化される見通し。同社は中期計画を設定しており、２４年５月期に売上高１兆円、店舗数３０００店を目標としている。
（商業施設新聞 ２３５４号）

【良品計画 出店立地を見直し】路面店を軸に
㈱良品計画は、出店立地を見直す。これまでショッピングセンターへの出店が中心だったが、コロナ禍で館の休業に合わせて店舗の休業を余儀なくされたことが大きかったことか
ら、施設の影響を受けにくい路面店出店を強化する。同社は２０２０年２月末時点で国内直営店舗は３６１店に上るが、緊急事態宣言後はピーク時で最大６割の店舗が休業し、４月
８日～５月２５日は９割以上が通常営業できなかった。SCに出店しているテナントのうち、消費者の生活を支える食品スーパーは営業できたが、同社店舗は営業できなかった。また
、同社でもスーパーを併設している「京都山科」や、１９年４月に石川県に開業した「野々市明倫通り」は営業を継続できた。同社松崎社長は「お客様に近いところに店舗を作ること
を今後の出店方針にしたい」とし、これまでのSC中心から路面店に軸を置いた出店とする。（商業施設新聞 ２３５５号）

【２０年開業SC見込み 下期は２０施設】通期では４１施設
一般社団法人日本ショッピングセンター協会（JCSC)は、２０２０年下期（７～１２月）オープン予定のSC等商業施設をまとめた。それによると、下期開業は２０施設となり、このうち愛
知県において、２０年オープンのうち最大規模の「三井ショッピングパークららぽーと愛知東郷」を含む５施設がオープンする。また、これにより２０年通期でのオープン数は４１施設
になる見通し。２０年下期のオープンSCは、開業済みも含めて２０施設になるとしている。なお、現段階では、すべての商業施設がSCの基準を満たしているかは不明なため、「SC
等商業施設」としている。エリア別では愛知県が５施設、次いで東京都と埼玉県が４施設と続く。傾向としては、NSCタイプ、オフィス・ホテル・公共・公益施設を取り込んだ複合型、
共有部にゆとりを持たせたり、緑を多く配置していることで、街との調和を意識した施設が多いとしている。また、２０年上期は２１SCが開業したことで、２０年通期の開業は４１施設と
なる見通し。近年のオープンSCは、１１年が５４SC 、１２年が３５SC、１３年が６５SC、１４年が55SC、１５年が６０SC、１６年が５４SC、１７年が４８SC、１８年が３７SC、１９年が４６SCとなっ
ている。（商業施設新聞 ２３５６）

【ヲタ活調査 女子約７割がヲタ自覚】SIBUYA１０９エンタテイメント
㈱SIBUYA109エンタテイメントとCCマーケティング㈱は、２０歳前後（１５歳～２４歳）の女性来館者を対象に「ヲタ活」についての調査を行った。「ジャニヲタ」「LDHヲタ」「K-POPヲタ
」などのカテゴリに分類し、各カテゴリの特徴を比較・分析した。調査によると、全国の２０歳前後の女性のうち約７割が「ヲタ」であることを自覚しており、年間可処分所得の約１０％を
ヲタ活に費やしていることが分かった。１年間に自由に使える平均金額は５７万７６５４円で、そのうち１年間にヲタ活に使う平均金額は５万８２７１円となった。グループインタビューで
は、「推し（応援している人やグループ、コンテンツ）」の活動スケジュールに合わせて月々の支出は変動し、それらに合わせて資金繰りをしている声も多かった。また、ヲタの内訳
をみてみると、最も多いのはジャニヲタで２７.１％を占めた。次いで、「アニメ・マンガヲタ」が２２.６％、「バンドヲタ」が１５.８％、K-POPヲタが１１.７％、「テーマパークヲタ」が６％、
LDHヲタが４％、「坂道ヲタ」が３％となった。最も多いジャニヲタは、ヲタ同士の情報交換が活発であることが一番の特徴で、主な情報源はTVや雑誌などのマスメディアと
Insutagramだった。K-POPヲタは、推しの来日に合わせて開催される握手会や、POPUPストアへの来店など、各種イベントに積極的に参加しており、主な情報源はInstagramのほ
かにYouTubueやTikTokであることが分かった。SNSを最大限に活用してグローバルなヲタ活を繰り広げているのも特徴となった。各カテゴリによってファッションに対する意識が異
なり、ファッションスタイルも特徴的であることが分かった。ジャニヲタでは「量産型ファッション」と呼ばれるガーリーな服、LDHヲタは芸能人や有名人のファッションを真似したり、フ
ァッション動向に敏感であった。K-POPヲタは、韓国テイストを取り入れており、」女性からのウケが気になる」という数値が高いのも特徴で、また２０歳前後の女性の中で、韓国カル
チャーがトレンドの中心を担っていることが分かった。一方で、アニメ・マンガヲタは、ファッションについては自信がなく、関心も低い傾向が明らかになった。グループインタビュー
では、ファッションよりも自分の好きなコンテンツに対してお金と時間を使いたいという声が多く上がった。（商業施設新聞 ２３５６）

Tｏｐｉｃｓ ・・・ここでは、流通情報、出店情報などを詳しくお伝えします。・・・ 2020年8月



全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８.２０⽇現在
核店舗1 店舗面積 核店舗2 店舗面積

2020.09.28 北海道 苫小牧市 スーパー （仮称）フードD365⾒⼭店
（建替え） 苫小牧市⾒⼭町2丁目3-3ほか

1,745
豊月

駐⾞場52台、駐輪場30台。

2020.99.99 北海道 函館市 スーパー コープさっぽろとくら店 函館市⼾倉町224-4
1,447

コープさっぽろ
1106

テナント
341

駐⾞場50台、駐輪場30台。

2021.01.01 北海道 余市郡余市
町 ＨＣ・ＤＳ ハードアンドグリーン余市店 余市郡余市町⿊川町654-7

4,029
コメリ

駐⾞場86台、駐輪場8台。

2020.09.01 北海道 札幌市清田
区 専門店 （仮称）美しが丘商業施設 札幌市清田区美しが丘4条6丁

目483番71の内ほか 2,539
サッポロドラッグ
ストアー 1276

ティーガイア
駐⾞場87台、駐輪場57台。

2020.10.15 北海道 北⾒市 専門店 ツルハドラッグ北⾒南町店 北⾒市南町1-4-3
2,147

ツルハ
1257

テナント
890

駐⾞場108台、駐輪場20台。

2020.10.15 北海道 北⾒市 専門店 ツルハドラッグ北⾒中央三輪北店 北⾒市中央三輪2-312-1
1,258

ツルハ
駐⾞場53台、駐輪場12台。

2020.12.25 北海道 旭川市 専門店 （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 1,174

ツルハ
駐⾞場60台、駐輪場10台。

2020.99.99 北海道 北⾒市 専門店 サツドラ北⾒若葉店（建て替え） 北⾒市⾼栄⻄町10丁目94－3
1,283

サッポロドラッグ
ストアー 駐⾞場36台、駐輪場14台。

2020.10.08 北海道 岩⾒沢市 家電 ケーズデンキ岩⾒沢店（建替え） 岩⾒沢市⼤和4条7丁目17-1ほ
か 3,615

デンコードー
駐⾞場179台、駐輪場25台。

2020.11.30 北海道 標津郡中標
津町 家具 ニトリ中標津店 標津郡中標津町桜ヶ丘3-27ほか

2,538
ニトリ

駐⾞場40台、駐輪場20台。

2020.12.01 北海道 釧路市 複合ＳＣ 鳥取複合商業施設・ＤＣＭホー
マック 釧路市鳥取⼤通2-2-10

7,726
ＤＣＭホーマッ
ク 6206

テナント
1520

スーパーアークス鳥取⼤通店の敷地に出店
する。駐⾞場635台、駐輪場60台。

2020.12.18 北海道 江別市 その他 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

1,948
ツルハ

949
しまむら

999
駐⾞場69台、駐輪場7台。

2021.03.30 新規入手 ⻘森県 上北郡おいら
せ町 ＨＣ・ＤＳ スーパーセンタートライアルおいら

せ店
上北郡おいらせ町上久保６３－
１０外 3,828

株式会社トラ
イアルカンパ
ニー

駐⾞場185台、駐輪場30台。

2020.11.01 岩手県 奥州市 ＨＣ・ＤＳ (仮称)コメリパワー水沢 奥州市水沢佐倉河字横枕31番
地外 9,317

コメリ
駐⾞場154台、駐輪場13台。

2020.12.15 岩手県 花巻市 ＨＣ・ＤＳ トライアル花巻店 花巻市四日町3-54-20
3,703

トライアルカンパ
ニー 駐⾞場117台、駐輪場28台。

2020.12.18 岩手県 上閉伊郡⼤
槌町 専門店 ツルハドラッグ⼤槌店 上閉伊郡⼤槌町⼤槌第２３地

割 1,213
ツルハ

駐⾞場46台、駐輪場10台。

2020.99.99 岩手県 盛岡市 専門店 （仮称）アクロスプラザ盛岡みたけ
Ｄゾーン 盛岡市みたけ二丁目133番58

2,109
ヴィクトリア

駐⾞場76台、駐輪場61台。

2021.03.01 新規入手 岩手県 遠野市 専門店 ツルハドラッグ遠野松崎店 遠野市松崎町白岩19-31-1
1,190

ツルハ
駐⾞場45台、駐輪場12台。

所在地 店舗面積
（㎡）

主な小売業者名 備考新設する日 情報内容 都道府県 市区町村 業態 ⼤規模小売店舗名

1



全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８.２０⽇現在
核店舗1 店舗面積 核店舗2 店舗面積

所在地 店舗面積
（㎡）

主な小売業者名 備考新設する日 情報内容 都道府県 市区町村 業態 ⼤規模小売店舗名

2020.09.08 宮城県 東松島市 スーパー フレスコキクチ矢本店 東松島市矢本字新沼128
2,886

フレスコ
1893

ツルハ
993

駐⾞場129台、駐輪場50台。

2020.99.99 宮城県 石巻市 専門店 ツルハドラッグ石巻湊店 石巻市湊字⼤門崎306-1
1,162

ツルハ
駐⾞場38台、駐輪場8台。

2021.02.10 宮城県 ⼤崎市 専門店 （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

1,798
クスリのアオキ

駐⾞場100台、駐輪場52台。

2020.10.07 宮城県 宮城郡利府
町 複合ＳＣ イオンモール利府北棟・南棟（増

床） 宮城郡利府町利府新屋田前22
77,913

増床（南棟）
45785

既存（北
棟） 32128

既存の北棟の南側に南棟を新
設し北棟と繋ぐ。

2021.01.28 宮城県 仙台市太白
区 その他 （仮称）富沢⻄商業施設 仙台市太白区富沢字鍛冶屋敷

37－3外 1,367
未定

2020.99.99 秋田県 仙北市 スーパー ビックフレック角館店 仙北市角館町上菅沢360番地7
ほか 2,455

中央市場 未定
駐⾞場82台、駐輪場65台。

2020.08.24 秋田県 にかほ市 専門店 （仮称）薬王堂にかほ象潟店・
（仮称）象潟調剤薬局

にかほ市象潟町字沖ノ田１番地
1,同字後田77番地1 1,097

薬王堂
997

サンケー
100

駐⾞場41台、駐輪場10台。

2020.09.01 秋田県 秋田市 その他 （仮称）八橋新国道複合店舗 秋田市八橋⼤畑一丁目226-1
ほか10筆 2,303

メガ
1371

イエローハット
532

眼鏡市場136㎡。駐⾞場100
台、駐輪場72台。

2020.12.01 ⼭形県 天童市 専門店 （仮称）クスリのアオキ中⾥店 天童市中⾥四丁目１番５号外
1,775

クスリのアオキ
駐⾞場71台、駐輪場37台。

2021.02.13 新規入手 山形県 米沢市 専門店 （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
1,365

クスリのアオキ
駐⾞場52台、駐輪場39台。

2020.10.26 ⼭形県 鶴岡市 家電 ケーズデンキ鶴岡店（建替え） 鶴岡市美咲町２１番地２外
2,830

デンコードー
駐⾞場112台、駐輪場16台。

2020.12.08 ⼭形県 ⻄村⼭郡河
北町 複合ＳＣ ヤマザワ谷地店（移転） ⻄村⼭郡河北町谷地字月⼭堂

１１５８番外 6,577
ヤマザワ

2106
サンデー

2910
ヤマザワ薬品664㎡ほか。駐⾞
場397台、駐輪場29台。

2021.11.10 ⼭形県 寒河江市 その他 （仮称）おーばん寒河江⻄店・
⻄松屋寒河江店

寒河江市⼤字寒河江字内の袋
４９番地の１外 2,768

おーばん
1781

⻄松屋チェー
ン 987

⻄松屋の敷地におーばんが出店。駐⾞場
122台、駐輪場80台。

2020.10.26 福島県 郡⼭市 スーパー (仮称)ヨークタウン島店 郡⼭市島二丁目４１２外
3,721

ヨークベニマル
1817

テナント
1904

駐⾞場178台、駐輪場106
台。

2020.11.01 福島県 二本松市 スーパー メガステージ二本松Ａエリア 二本松市作田２４０番ほか４９
筆 4,146

ヨークベニマル
2367

薬王堂
973

駐⾞場280台、駐輪場124
台。

2021.03.01 新規入手 福島県 いわき市 スーパー マルト新尼子店 いわき市平字尼子町三丁目１番
外 2,687

マルト
2010

くすりのマルト
677

駐⾞場88台、駐輪場77台。

2020.11.01 福島県 二本松市 ＨＣ・ＤＳ メガステージ二本松Ｂエリア 二本松市作田２２番１ほか７５
筆 4,947

ダイユーエイト
4807

駐⾞場244台、駐輪場146
台。

2020.11.10 福島県 田村市 専門店 ツルハドラッグ田村⼤越店 田村市⼤越町下⼤越字中田１
４６番２ほか 1,223

ツルハドラッグ
駐⾞場54台、駐輪場15台。
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2021.01.28 福島県 南相馬市 専門店 (仮称)カワチ薬品原町東店 南相馬市原町区北原字前田２
５番３外 1,446

カワチ薬品
駐⾞場57台、駐輪場10台。

2020.10.29 茨城県 古河市 スーパー （仮称）古河⼤堤商業施設 古河市⼤堤字田向148番１外
2,817

ヤオコー
2034

未定
783

駐⾞場109台、駐輪場81台。

2020.10.99 茨城県 ⿅嶋市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）コメリパワー⿅嶋店 ⿅嶋市⼤字宮中字中町附4800
番10外 17,859

コメリ
13674

カスミ
7/24OP済
み

1972
クスリのアオキ1028㎡、未定テナント。駐⾞
場796台、駐輪場75台。

2020.99.99 茨城県 神栖市 ＨＣ・ＤＳ コメリ神栖土合店 神栖市土合⻄1-10000-136
2,542

コメリ
駐⾞場42台、駐輪場8台。

2020.99.99 茨城県 東茨木郡城
⾥町 ＨＣ・ＤＳ ダイユーエイト茨城城⾥店 東茨木郡城⾥町⼤字石塚字3-

2183-1 2,950
駐⾞場132台、駐輪場24台。

2020.09.28 茨城県 鉾田市 専門店 ドラッグストアトライウェル鉾田店
（増床） 鉾田市新鉾田二丁目６番２

1,210
トライアルカンパ
ニー 駐⾞場45台、駐輪場20台。

2020.10.07 茨城県 那珂市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス竹ノ内店 那珂市竹ノ内2-10-2
1,525

コスモス薬品
駐⾞場59台、駐輪場15台。

2021.01.23 茨城県 つくば市 複合ＳＣ さくらの杜ＳＣ つくば市さくらの森25-4
13,649

コメリ
9260

ヨークベニマル
2357

ほかテナント数店。駐⾞場967
台、駐輪場84台。

2021.99.99 茨城県 つくば市 その他 （仮称）つくば並木ＳＣ つくば市並木四丁目３番２
4,509

カスミ
2525

ドラッグストア
1058

日⽤品店596㎡など。駐⾞場
172台、駐輪場129台。

2021.01.27 栃木県 宇都宮市 スーパー (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
1,287

ヨークベニマル
駐⾞場50台、駐輪場36台。

2021.09.01 新規入手 栃木県 宇都宮市 スーパー カルナ駅東店 宇都宮市宿郷三丁目16番3号
外 5,185

かましん

2020.12.01 栃木県 那須塩原市 専門店 カワチ薬品那須塩原店 那須塩原市前弥六57-1
1,446

カワチ薬品 和光メガネの北隣に出店する。
駐⾞場47台、駐輪場20台。

2020.12.01 栃木県 ⾜利市 専門店 ドラッグコスモス⾜利新⼭店 ⾜利市新⼭町2259-2
1,691

コスモス薬品
駐⾞場60台、駐輪場20台。

2020.99.99 栃木県 ⼤田原市 家具 東京インテリア家具⼤田原店（建
替え） ⼤田原市中央2-14-11

3,507
駐⾞場60台、駐輪場10台

2020.09.10 情報修正 群馬県 前橋市 専門店 ⻄松屋前橋元総社町店 前橋市元総社町蒼海の前橋都
市計画事業地 11,155

⻄松屋 ※9/10オープン。駐⾞場43台、
駐輪場8台。

2020.11.23 群馬県 ⾼崎市 専門店 クスリのアオキ⾼崎上豊岡店 ⾼崎市上豊岡町５７８－１０
外 1,531

クスリのアオキ
駐⾞場52台、駐輪場20台。

2021.03.01 新規入手 群馬県 渋川市 家具 ニトリ渋川店 渋川市白井字北中道2355番外
3,494

ニトリ
駐⾞場60台、駐輪場12台。

2020.11.03 群馬県 前橋市 その他 ベイシア前橋みなみ⻄地区専門店 前橋市新堀町1041
5,147

カンセキ
1160 セリア 636

駐⾞場276台、駐輪場87台。
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2020.11.12 群馬県 前橋市 その他 前橋南ショッピングパーク 前橋市公田町670-1
4,909

ツルヤ ※11/12オープン。駐⾞場420
台、駐輪場140台。

2020.09.99 情報修正 埼玉県 羽生市 スーパー フォルテ羽生岩瀬 羽生市⼤字下岩瀬土地区画整
理事業地 3,210

ベルク
2027

テナント 駐⾞場177台、駐輪場189
台。

2020.10.01 埼玉県 草加市 スーパー （仮称）新田計画 草加市旭町六丁目495番1外
2,221

イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー新田店の建替え。駐⾞場81
台、駐輪場102台。

2020.09.02 埼玉県 所沢市 百貨店・駅ビ
ル

グランエミオ所沢第２期計画（増
床） 所沢市くすのき台1-14-5

8,911
増床

2498
既存

6413

※9/2オープン。新棟を建て駅舎と繋ぐ。テナ
ントは合計で約120店舗となる。駐⾞場
361台、駐輪場585台。

2020.08.26 情報修正 埼玉県 羽生市 ＨＣ・ＤＳ カインズ羽生店 羽生市⼤字下岩瀬土地区画整
理事業地 10,240

カインズ
8027

テナント ※8/26オープン。駐⾞場695
台、駐輪場208台。

2020.10.15 埼玉県 朝霞市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）カインズ朝霞店 朝霞市根岸台三丁目1番12の一
部 12,831

カインズ
8834

テナント 駐⾞場743台、駐輪場198
台。

2020.11.20 埼玉県 北本市 ＨＣ・ＤＳ カインズ北本店（増床） 北本市中丸8-117-1
9,296

増床
1012

既存カインズ
7828

既存のオートアールズ456㎡は現⾏通り。駐
⾞場440台、駐輪場23台。

2021.01.16 埼玉県 越谷市 ＨＣ・ＤＳ （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
1,726

ダイレックス
駐⾞場60台、駐輪場88台。

2020.09.29 埼玉県 さいたま市⼤
宮区 専門店 （仮称）さいたま新都心ファッショ

ンモール
さいたま市⼤宮区北袋町一丁目
６０２番１号 4,569

しまむら
2309

アベイル・バー
スデイ 2260

しまむら・アベイル・バースデイの３ブランドが出
店。駐⾞場204台、駐輪場230台。

2020.09.99 情報修正 埼玉県 北本市 専門店 ドラッグコスモス北本本宿店 北本市本宿1-98-1
1,494

コスモス薬品
駐⾞場78台、駐輪場45台。

2020.10.01 埼玉県 ⾏田市 専門店 （仮称）クスリのアオキ⾏田持田
店

⾏田市⼤字持田字⼤宮前972
番外 1,003

クスリのアオキ
駐⾞場37台、駐輪場41台。

2020.10.15 埼玉県 南埼玉郡宮
代町 専門店 （仮称）ドラックストアセキ上⾼野

店
南埼玉郡宮代町百間四丁目2番
22号 1,002

セキ薬品
駐⾞場37台、駐輪場31台。

2020.99.99 埼玉県 越谷市 専門店 （仮称）ドラッグコスモスせんげん
台店 越谷市千間台⻄3-3-37

1,343
コスモス薬品

駐⾞場46台、駐輪場71台。

2021.02.19 新規入手 埼玉県 川口市 専門店 ウエルシア川口領家店（建替
え） 川口市領家三丁目１８６９外

1,213
ウエルシア薬局

駐⾞場33台、駐輪場36台。

2020.99.99 埼玉県 新座市 家電 ケーズデンキ新新座店（建替え） 新座市中野二丁目2071番外
4,494

ケーズホール
ディングス

駐⾞場154台、駐輪場111
台。

2020.99.99 埼玉県 春日部市 家具 ニトリ春日部店 春日部市粕壁東二丁目81-1外
2筆 5,167

ニトリ
駐⾞場93台、駐輪場49台。

2020.09.99 埼玉県 ふじみ野市 複合ＳＣ イオンタウンふじみ野 ふじみ野市福岡2-1500-74
22,000

イオンタウン 駐⾞場1797台、駐輪場629
台。

2020.10.99 埼玉県 上尾市 複合ＳＣ イオンモール上尾 上尾市愛宕3-1808-1
22,650

イオンモール テナント約
130店

駐⾞場1768台、駐輪場648
台。
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2020.11.01 埼玉県 川口市 複合ＳＣ (仮称）⻄川口計画 川口市⻄川口二丁目34番3
7,235

イトーヨーカ堂
1401

島忠
3309

家電2,525㎡。駐⾞場189台、
駐輪場212台。

2020.11.05 埼玉県 吉川市 複合ＳＣ イオンタウン吉川美南（増床） 吉川市美南3-23-1
11,800

増床（新棟）
5000

既存
6800

駐⾞場894台、駐輪場338
台。

2020.99.99 埼玉県 さいたま市中
央区 複合ＳＣ イオンモール与野（増床） さいたま市中央区本町⻄5-2-9

48,118
増床

3000
既存

45118
駐⾞場2800台、駐輪場1200台。３階駐
⾞場を売場に改装。

2021.02.11 埼玉県 川口市 複合ＳＣ イオンモール川口（建替え） 川口市安⾏領根岸3180
33,000

イオンリテール ４階にシネマコンプレックスを併設。駐⾞場
2634台、駐輪場943台。

2020.09.99 情報修正 千葉県 千葉市美浜
区 スーパー 幕張ベイタウンプラザ 千葉市美浜区打瀬一丁目２番

1,106
マルエツ メディサポート

2020.11.04 千葉県 佐倉市 スーパー （仮称）ベルク佐倉志津店 佐倉市上志津字房向台１７６
４番５ほか 2,879

ベルク テナント
744

駐⾞場178台、駐輪場126
台。

2020.11.30 千葉県 野田市 スーパー （仮称）野田市⼭崎商業施設
計画

野田市⼭崎字北⼤和田１３２
６番２ほか 1,582

千葉薬品
878

既存Ｇ－７
スーパーマー
ト

704
千葉薬品がＧ－７スーパーマートの敷地に
出店する。駐⾞場54台、駐輪場63台。

2021.01.16 千葉県 印⻄市 スーパー （仮称）フォルテ千葉ニュータウン 印⻄市中央南二丁目２番１
3,345

ベルク
2165

ドラッグ
565

日⽤雑貨615㎡。駐⾞場109
台、駐輪場167台。

2020.11.19 千葉県 千葉市緑区 ＨＣ・ＤＳ トライアルあすみが丘店（増床） 千葉市緑区あすみが丘五丁目46
番12外 1,199

トライアルカンパ
ニー

建物内のレイアウトを変更し増床。駐⾞場
90台、駐輪場38台。

2020.99.99 千葉県 ⼤網白⾥市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）コメリパワー⼤網白⾥店 ⼤網白⾥市⼤網字中津610番ほ
か 9,258

コメリ
駐⾞場291台、駐輪場12台。

2020.99.99 千葉県 千葉市中央
区 ＨＣ・ＤＳ オリンピック千葉東店（増床） 千葉市中央区星久喜町170-1

9,375
増床

7126
既存

5249
DIY棟など２棟を新設し、既存棟も増築。
駐⾞場497台、駐輪場273台。

2020.12.01 千葉県 君津市 専門店 （仮称）クリエイトエス・ディー君津
杢師店

君津市杢師一丁目１４番１８
ほか 1,877

クリエイトエス・
ディー 駐⾞場76台、駐輪場55台。

2020.99.99 情報修正 千葉県 野田市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス桜の⾥店 野田市桜の⾥２丁目５番７ほか
1,493

コスモス薬品
駐⾞場76台、駐輪場20台。

2021.01.23 千葉県 香取市 専門店 ウエルシア香取佐原店（建替え） 香取市佐原字道元洲イ４２００
番７ほか 1,212

ウエルシア薬局
駐⾞場45台、駐輪場36台。

2020.99.99 千葉県 東⾦市 家電 ヤマダ電機テックランドNew東⾦店 東⾦市押堀字広田637-1
2,790

ヤマダ電機
駐⾞場123台、駐輪場25台。

2020.09.01 千葉県 船橋市 その他 （仮称）フォルテ船橋⾏田 船橋市⾏田一丁目３８２番１
4,364

ベルク
2069

ドラッグ
641

駐⾞場235台、駐輪場125
台。

2020.10.29 千葉県 柏市 その他 アクロスプラザ柏⼤⼭台 柏市⼤⼭台１丁目３６番ほか
1,959

つちや
996

クスリのアオキ
963

ケーヨーデイツーの跡地に出店。
駐⾞場85台、駐輪場56台。

2020.11.03 千葉県 流⼭市 その他 流⼭おおたかの森Ｓ・ＣＡ３街区 流⼭市おおたかの森南一丁目２
番３ほか 4,391

専門店約30
店 駐⾞場139台、駐輪場79台。
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2020.11.25 東京都 八王子市 スーパー （仮称）フォレストモール八王子
⼤和田Ａ棟

八王子市⼤和田町五丁目228
番10ほか 1,800

スーパーアルプ
ス 駐⾞場74台、駐輪場65台。

2021.03.01 東京都 東京都荒川
区 スーパー （仮称）ライフ東日暮⾥計画 荒川区東日暮⾥四丁目36番20

号 2,430
ライフコーポレー
ション 駐⾞場82台、駐輪場16台。

2021.07.01 東京都 東京都江⼾
川区 スーパー （仮称）一之江8丁目駅前計画 江⼾川区一之江八丁目2番7ほ

か 2,342
マルエツ

駐⾞場21台、駐輪場140台。

2020.08.25 東京都 ⻄東京市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ホームセンターコーナン⻄
東京田無店

⻄東京市⻄原町四丁目2339番
１ほか 6,843

コーナン商事 駐⾞場369台、駐輪場348
台。

2020.08.26 情報修正 東京都 東京都⾜⽴
区 ＨＣ・ＤＳ ホームセンターコーナン⾜⽴扇店

（PRO併設） ⾜⽴区扇3-14
6,276

コーナン商事 ※8/26オープン。駐⾞場280
台、駐輪場31台。

2021.02.27 新規入手 東京都 ⼩平市 専門店 サンドラッグ恋ヶ窪店 ⼩平市上⽔本町六丁目4番1号
1,236

サンドラッグ

2020.12.31 東京都 東京都⾜⽴
区 複合ＳＣ （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 3,492
サミット

2145
サミット・コルモ

881
生活雑貨テナント466㎡。駐⾞
場60台、駐輪場195台。

2020.11.25 東京都 八王子市 その他 （仮称）フォレストモール八王子
⼤和田Ｂ棟

八王子市⼤和田町五丁目228
番10ほか 1,573

サンドラッグ ダイソー
駐⾞場63台、駐輪場58台。

2020.12.29 東京都 小平市 その他 （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 3,300

食品スーパー 雑貨2店 駐⾞場210台、駐輪場196
台。

2023.07.01 東京都 東京都港区 その他 ⻁ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発
事業（⾼層棟） 港区⻁ノ門一丁目200番1

3,216
未定

2020.08.27 神奈川県 逗子市 スーパー 第一菊池ビル 逗子市逗子１－251の１ほか
1,494

スズキヤ

2020.99.99 神奈川県 横浜市⻘葉
区 スーパー 三和⻘葉台もえぎ野計画 横浜市⻘葉区もえぎ野1-2

2,808
三和

駐⾞場20台、駐輪場145台。

2021.03.20 新規入手 神奈川県 平塚市 スーパー （仮称）平塚⾒附台計画 平塚市錦町４の４ほか
2,119

オーケー

2021.03.30 新規入手 神奈川県 横浜市神奈
川区 スーパー ユーコープ神⼤寺店（建替え） 横浜市神奈川区神⼤寺⼆丁目

４１番１号 1,259
生活協同組合
ユーコープ 駐⾞場20台、駐輪場66台。

2021.04.20 神奈川県 川崎市⾼津
区 スーパー 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
７３５番－１番 3,005

ライフコーポレー
ション

駐⾞場112台、駐輪場164
台。

2020.09.08 神奈川県 座間市 ＨＣ・ＤＳ コーナンPRO座間店 座間市東原2-5622
1,485

コーナン商事
駐⾞場50台、駐輪場10台。

2020.09.08 神奈川県 座間市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）コーナンPRO座間店 座間市東原２－5,622ほか
1,485

コーナン商事

2020.10.01 神奈川県 藤沢市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ロイヤルプロ藤沢並木台 藤沢市並木台２－10の10ほか
1,734

ロイヤルホーム
センター 駐⾞場71台、駐輪場28台。
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2020.11.06 神奈川県 藤沢市 家電 （仮称）ケーズデンキ辻堂店 藤沢市辻堂神台２－742ほか
3,606

ケーズホール
ディングス 駐⾞場177台、駐輪場20台。

2020.09.99 神奈川県 秦野市 複合ＳＣ （仮称）フォルテ秦野 秦野市曽屋字清水窪1,240の１
ほか 6,899

ベルク
2153

カインズ 、ダイソー、クリエイトSD。駐⾞場
375台、駐輪場207台。

2021.01.27 神奈川県 横浜市栄区 複合ＳＣ （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

8,906
ライフコーポレー
ション 1917

ヤマダ電機
3681

未定3308㎡。駐⾞場303台、
駐輪場293台。

2020.12.04 情報修正 神奈川県 小田原市 その他 (仮称）小田原駅東口駅前再開
発ビル新築工事「ミナカ小田原」 小田原市栄町１－625の５ほか

1,388
約30店 商業施設、ホテル、公共施設、コ

ンベンションホールなど。

2020.10.18 新潟県 五泉市 スーパー 原信寺沢店 五泉市吉沢字加茂田1035
4,201

原信
2158

星光堂薬局
825

セリア579㎡。駐⾞場220台、
駐輪場65台。

2020.09.99 情報修正 新潟県 新発田市 ＨＣ・ＤＳ ジョイタウン新発田 新発田市新栄町2-4-6
1,846

ドン・キホーテ
1648

既存
TSUTAYA 198

営業中のジョイタウンボウルの中にドン・キホー
テが出店する。駐⾞場236台、駐輪場40
台。

2020.11.20 新潟県 五泉市 ＨＣ・ＤＳ ひらせいホームセンター食良品館五
泉ビッグロール店（建替え） 五泉市三本木字早出3102外

1,280
ひらせいホーム
センター 駐⾞場49台、駐輪場17台。

2020.12.17 新潟県 燕市新興野 ＨＣ・ＤＳ ひらせいホームセンター分水店（増
床） 燕市新興野11-23

3,330
増床

465
既存

2865
食品館棟を建替え増床する。駐
⾞場124台

2020.99.99 新潟県 新発田市 ＨＣ・ＤＳ コメリハード＆グリーン紫雲寺店・ツ
ルハドラッグ紫雲寺店

新発田市稲荷岡字原付804番
地外 1,958

コメリ ツルハ

2020.10.01 新潟県 新潟市 専門店 フィールド中野⼭ 新潟市東区若葉町一丁目119-
36外 2,486

クスリのアオキ

2020.10.20 富⼭県 富⼭市 スーパー ⼤阪屋ショップ豊田店 富⼭市豊田町1-26-3
1,739

駐⾞場72台、駐輪場34台。

2020.10.99 富⼭県 ⿊部市 スーパー SUPERCENTERPLANT⿊部店 ⿊部市⽴野168-1
7,869

PLANT
駐⾞場295台、駐輪場26台。

2022.04.01 富⼭県 富⼭市 百貨店・駅ビ
ル （仮称）JR富⼭駅NKビル 富⼭市富⼭駅周辺地区土地区画整理事業

地８街区１〜８画地 12,303
テナント80店 ホテルと商業施設。駐⾞場274

台、駐輪場89台。

2020.09.99 情報修正 富⼭県 下新川群入
善町 専門店 ドラッグコスモス入善店 下新川群入善町椚⼭７４４番

１ほか２筆 1,532
コスモス薬品

2020.10.99 情報修正 富⼭県 富⼭市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス綾田店 富⼭市綾田町1-1-9
1,618

コスモス薬品
駐⾞場66台、駐輪場20台。

2020.11.15 富⼭県 砺波市 専門店 ドラッグコスモス中神店 砺波市中神3-29
1,504

コスモス薬品
駐⾞場58台、駐輪場20台。

2020.99.99 富⼭県 ⾼岡市 専門店 ドラッグコスモス⾼岡昭和店 ⾼岡市昭和町２丁目262番１ほ
か３筆 1,228

コスモス薬品
駐⾞場40台、駐輪場38台。

2021.03.07 新規入手 富山県 富山市下⼤
久保 専門店 （仮称）クスリのアオキ下⼤久保

店 富山市下⼤久保1069-5
1,341

クスリのアオキ
駐⾞場54台、駐輪場16台。
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2020.09.99 情報修正 石川県 白⼭市 ＨＣ・ＤＳ コメリパワー白⼭店 白⼭市横江町土地区画整理事
業地 14,280

コメリ
13279

クスリのアオキ
1001

駐⾞場300台、駐輪場50台。

2020.11.26 福井県 鯖江市 専門店 クスリのアオキ鯖江丸⼭店 鯖江市丸⼭町四丁目107-1外5
筆 1,473

クスリのアオキ
駐⾞場70台、駐輪場25台。

2020.99.99 福井県 敦賀市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス衣掛店 敦賀市鳩原１６号ざる１番他
1,721

コスモス薬品
駐⾞場68台、駐輪場25台。

2020.11.26 福井県 鯖江市 その他 （仮称）アルビス鯖江鳥羽店・ウ
エルシア鯖江鳥羽店 鯖江市鳥羽三丁目903番

2,687
アルビス

1709
ウエルシア

978
駐⾞場122台、駐輪場25台。

2021.04.01 福井県 五泉市 その他 道の駅越前おおの荒島の郷 ⼤野市蕨生第137号21-1
1,733

モンベル
941

テナント４店
駐⾞場206台、駐輪場52台。

2020.11.01 ⼭梨県 笛吹市 スーパー 笛吹河内店舗 笛吹市石和町河内字宮窪439
番1外 2,383

⼭梨さえき
1474

⼤創産業
909

駐⾞場111台、駐輪場43台。

2020.09.99 ⼭梨県 ⼭梨市 ＨＣ・ＤＳ コメリハード＆グリーン⼭梨万⼒店 ⼭梨市万⼒字原田963
4,264

コメリ
駐⾞場213台、駐輪場10台。

2020.08.25 ⼭梨県 甲府市 その他 湯村ショッピングセンター 甲府市千塚一丁目155番1外
3,605

いちやまマート
1823

テナント１０
店 1782

オギノ湯村ショッピングセンター跡地。駐⾞場
174台、駐輪場41台。

2020.10.26 ⻑野県 ⻑野市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ダイレックス篠ノ井店 ⻑野市篠ノ井布施⾼田字⾅⼥
417－１ほか 1,226

ダイレックス
駐⾞場54台、駐輪場19台。

2020.11.28 ⻑野県 諏訪市 家電 ノジマ諏訪店 諏訪市上川1-1507-2
1,864

ノジマ
1488

ダイソー
416

駐⾞場75台、駐輪場42台。

2020.10.28 岐阜県 瑞穂市 スーパー バロー穂積店 瑞穂市馬場春雨町一丁目32番
2,581

バロー
駐⾞場106台、駐輪場80台。

2020.12.11 岐阜県 岐阜市 スーパー カネスエ鶉店 岐阜市中鶉七丁目５３番外
1,942

カネスエ商事 ピア後鶉店跡地。駐⾞場392
台、駐輪場66台。

2020.09.99 情報修正 静岡県 掛川市 スーパー （仮称）スーパーセンターオークワ
掛川下垂木店

掛川市下垂木一丁田地区区画
整理事業地内10街区１外 5,097

オークワ 駐⾞場236台、駐輪場101
台。

2020.12.18 静岡県 浜松市⻄区 スーパー フィール浜松入野店 浜松市⻄区入野町6045-1
1,215

フィールコーポ
レーション 駐⾞場100台、駐輪場35台。

2021.01.30 静岡県 菊川市 スーパー 田子重小笠店 菊川市下平川字内堀田1269番
1ほか 2,361

田子重
駐⾞場141台、駐輪場25台。

2020.10.08 静岡県 裾野市 ＨＣ・ＤＳ ハードストック裾野 裾野市水窪字横田25-3
1,796

エンチョー
駐⾞場72台、駐輪場6台。

2020.09.99 情報修正 静岡県 磐田市 専門店 杏林堂薬局鳥之瀬店 磐田市鳥之瀬60
2,013

杏林堂薬局
駐⾞場72台、駐輪場20台。

2020.10.06 静岡県 富士宮市 専門店 （仮称）杏林堂薬局富士宮浅
間店 富士宮市浅間町262-4ほか

1,836
杏林堂薬局

駐⾞場65台、駐輪場19台。
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2020.12.10 静岡県 牧之原市 専門店 （仮称）ウエルシア牧之原波津
店 牧之原市波津168－1ほか

1,247
ウエルシア薬局

駐⾞場47台、駐輪場12台。

2020.99.99 静岡県 富士市 専門店 （仮称）ユニクロ・ジーユー富士
市津田町店 富士市津田字加島道上155-1

2,406
ユニクロ

1148
ジーユー

958
駐⾞場206台、駐輪場38台。

2021.02.02 静岡県 富士市 専門店 クスリのアオキ富士中島店 富士市中島字二番割482-1
1,220

クスリのアオキ
駐⾞場47台、駐輪場35台。

2021.02.20 新規入手 静岡県 藤枝市 専門店 ズースクエア藤枝 藤枝市築地字草島528-1
1,217

エンチョー エンチョーのペット専門店。駐⾞
場40台、駐輪場8台。

2021.03.01 新規入手 静岡県 牧之原市 専門店 （仮称）クスリのアオキ細江店 牧之原市細江字上ヤリ3803-1
1,329

クスリのアオキ
駐⾞場50台、駐輪場29台。

2021.03.01 新規入手 静岡県 掛川市 専門店 （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 1,329

クスリのアオキ
駐⾞場45台、駐輪場20台。

2020.09.29 静岡県 富士宮市 家具 （仮称）ニトリ富士宮店 富士宮市宮原字⼤塚468ほか
3,513

ニトリ
駐⾞場71台、駐輪場13台。

2020.12.24 静岡県 掛川市 家具 ニトリ掛川店 掛川市成滝字北⼤門432－1ほ
か 3,541

ニトリ
駐⾞場53台、駐輪場15台。

2021.03.01 新規入手 静岡県 田方郡函南
町 その他 （仮称）函南町平井複合商業

施設 田方郡函南町平井832-183
1,084

セリア
582

マキヤ
502

駐⾞場55台、駐輪場35台。

2020.09.99 情報修正 愛知県 東海市 スーパー （仮称）マックスバリュ東海荒尾
店

東海市荒尾町丸根1番22ほか7
筆 4,050

マックスバリュ東
海 駐⾞場175台、駐輪場27台。

2020.09.99 愛知県 知多郡阿久
比町 スーパー （仮称）カネスエ阿久比店 知多郡阿久比町⼤字白沢字下カ

ナクソ1番地10ほか26筆 1,618
カネスエ商事

駐⾞場164台、駐輪場50台。

2020.10.28 愛知県 ⻄尾市 スーパー （仮称）マックスバリュ⻄尾新在
家町店

⻄尾市新在家町蓮台7ー2ほか
22筆 1,453

マックスバリュ
駐⾞場60台、駐輪場42台。

2020.12.01 愛知県 岡崎市 スーパー （仮称）イオンタウン岡崎美合 岡崎市美合町字つむぎ南1番1
6,347

マックスバリュ東
海 1809

テナント
4538

駐⾞場329台、駐輪場233
台。

2021.01.02 愛知県 豊田市 スーパー （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 1,630

トヨタ生活協同
組合 駐⾞場66台、駐輪場61台。

2020.08.20 愛知県 名古屋市南
区 ＨＣ・ＤＳ （仮称）コーナンＰＲＯ南宝生

店
名古屋市南区宝生町3丁目22
番ほか13筆 1,460

コーナン商事
駐⾞場58台、駐輪場20台。

2020.10.05 愛知県 名古屋市緑
区 専門店 ドラッグコスモス⼤⾼南店 名古屋市緑区森の⾥一丁目96

番3 1,526
コスモス薬品

駐⾞場63台、駐輪場25台。

2020.10.29 愛知県 知⽴市 専門店 クスリのアオキ上重原店 知⽴市上重原町城後19-1ほか
22筆 1,625

クスリのアオキ
駐⾞場74台、駐輪場47台。

2020.11.01 愛知県 名古屋市中
区 専門店 ⼤須三丁目複合ビル 名古屋市中区⼤須三丁目3205

番2ほか3筆 1,409
マツモトキヨシ

駐⾞場12台、駐輪場33台。
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全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８.２０⽇現在
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主な小売業者名 備考新設する日 情報内容 都道府県 市区町村 業態 ⼤規模小売店舗名

2020.11.19 愛知県 豊川市 専門店 クスリのアオキ千歳通店 豊川市⼭道町二丁目1番ほか7
筆 1,353

クスリのアオキ
駐⾞場45台、駐輪場40台。

2021.01.29 愛知県 江南市 専門店 （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
1,523

コスモス薬品
駐⾞場52台、駐輪場26台。

2020.09.14 愛知県 東郷町 複合ＳＣ （仮称）ららぽーと愛知東郷町 東郷町中央土地区画整理事業
地内 63,900

201店 ※9/14オープン。駐⾞場3850
台、駐輪場530台。

2020.11.14 愛知県 岡崎市 複合ＳＣ （仮称）岡崎駅南複合商業施
設

岡崎市岡崎駅南土地区画整理
52街区1番 7,236

バロー
2665

中部薬品
892

未定テナント２棟。駐⾞場422
台、駐輪場214台。

2020.99.99 情報修正 愛知県 豊田市 複合ＳＣ （仮称）四郷スマートタウン 豊田市豊田四郷駅周辺土地区画整理事業
24街区1画地ほか33画地 9,094

カインズ
5731

マックスバリュ
中部 2658

駐⾞場409台、駐輪場208
台。

2020.12.31 愛知県 名古屋市中
区 その他 日本生命栄ビル 名古屋市中区錦三丁目2408番

ほか3筆 4,500
未定

2020.12.07 三重県 多気郡明和
町 専門店 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 1,461
クスリのアオキ

2020.99.99 三重県 名張市 専門店 (仮称）ドラッグコスモス桔梗が丘
店 名張市蔵持町原出1347-1他

1,654
コスモス薬品

駐⾞場67台、駐輪場24台。

2021.02.18 新規入手 三重県 松阪市 専門店 (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 1,359

コスモス薬品
駐⾞場47台、駐輪場20台。

2020.12.10 三重県 名張市 その他 (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 3,311

ぎゅーとら
1674

ココカラファイン
ヘルスケア 985

駐⾞場173台、駐輪場100
台。

2020.09.99 滋賀県 ⼤津市 スーパー ＴＯＫＵＹＡ⼤津瀬田店 ⼤津市⼤萱六丁目字南川崎
2992番ほか７筆 1,844

ハッピーテラダ
駐⾞場65台、駐輪場54台。

2020.11.99 情報修正 滋賀県 ⼤津市 スーパー 平和堂石⼭店（建替え） ⼤津市松原町13番15号
7,406

株式会社平和
堂 駐⾞場125台、駐輪場95台。

2020.12.01 滋賀県 ⻑浜市 スーパー コープながはま店 ⻑浜市宮司町字北⾛1200番
2,579

生活協同組合
コープしが 1981

ユタカファーマ
シー 598

駐⾞場152台、駐輪場74台。

2020.99.99 情報修正 滋賀県 草津市 スーパー （仮称）平和堂草津⼤路店 草津市⼤路二丁目字世基298
番４ほか 1,297

株式会社平和
堂 駐⾞場37台、駐輪場65台。

2020.12.01 滋賀県 近江八幡市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ラ・ムー近江八幡店 近江八幡市土田町1394番１ほ
か 2,014

⼤⿊天物産
駐⾞場72台、駐輪場58台。

2020.99.99 情報修正 滋賀県 草津市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）アヤハディオ草津追分店 草津市追分南二丁目向⼭784-
2他９筆 3,295

株式会社アヤ
ハディオ 2409

株式会社ユタ
カドラッグ 886

駐⾞場100台、駐輪場59台。

2020.11.26 滋賀県 彦根市 家電 （仮称）ジョーシン南彦根店 彦根市⾼宮町字遊⾏塚横田
1613-３ほか 2,630

上新電機
駐⾞場100台、駐輪場75台。

2020.11.18 滋賀県 甲賀市 その他 甲賀市役所前複合施設 甲賀市水口町水口字狐塚6035
番７ほか 2,284

コスモス薬品
1486

イエローハット
636

駐⾞場91台、駐輪場40台。
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2021.07.31 京都府 京都市下京
区 スーパー ⻄洞院 京都市下京区四条通油小路東

傘鉾町44-2 1,206
ライフコーポレー
ション 駐⾞場23台、駐輪場71台。

2021.02.20 新規入手 京都府 福知山市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）グリーンホームセンター
福知山店（建替え）

福知山市土師宮町一丁目76番
地外 2,241

ベッセル
駐⾞場112台、駐輪場65台。

2020.10.01 京都府 宇治市 家電 （仮称）上新電機新六地蔵店 宇治市六地蔵奈良町18-1,18-
7 2,938

上新電機
駐⾞場115台、駐輪場84台。

2020.09.18 ⼤阪府 堺市南区 スーパー 万代⼤庭寺店 堺市南区小代139-1
2,838

万代
1641

テナント 駐⾞場130台、駐輪場265
台。

2020.09.99 情報修正 ⼤阪府 松原市 スーパー （仮称）万代松原上田店 松原市上田二丁目334番11の
一部 2,147

万代 駐⾞場110台、駐輪場133
台。

2020.10.20 ⼤阪府 富田林市 スーパー (仮称)じゃんぼスクエア富田林店 富田林市若松町一丁目1298番
1他 2,718

関⻄スーパー
マーケット 1417

ドラッグストア
461

駐⾞場78台、駐輪場78台。

2020.99.99 ⼤阪府 ⼤阪市⻄区 スーパー ライフ南堀江店 ⼤阪市⻄区南堀江3-17-8
3,500

ライフコーポレー
ション 駐⾞場46台、駐輪場96台。

2021.01.01 ⼤阪府 堺市堺区 スーパー (仮称)堺東駅南地区第一種市
街地再開発事業施設建築物 堺市堺区三国ヶ丘御幸通154番

2,960
サンプラザ

駐⾞場50台、駐輪場227台。

2021.03.01 新規入手 ⼤阪府 ⼤阪市淀川
区 スーパー （仮称）スーパーマルハチ新⼤

阪店
⼤阪市淀川区⻄三国１丁目７
番１外 1,509

株式会社マル
ハチ

2021.03.01 新規入手 ⼤阪府 八尾市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ホームセンターコーナン
外環八尾山本店２号館 八尾市服部川一丁目98番他

6,408
コーナン商事
株式会社

2020.09.18 ⼤阪府 枚方市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス枚方北⼭
店 枚方市北⼭一丁目23他

2,091
コスモス薬品 プラス

2020.99.99 ⼤阪府 羽曳野市 専門店 ファッションセンターしまむら島泉店 羽曳野市島泉九丁目300番1ほ
か 1,273

しまむら

2021.01.13 ⼤阪府 堺市中区 専門店 (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
1,541

コスモス薬品
駐⾞場62台、駐輪場130台。

2020.09.18 ⼤阪府 堺市北区 家電 ジョーシン北花田店（建替え） 堺市北区花田町2-185-1
2,003

上新電機
駐⾞場85台、駐輪場192台。

2021.03.02 新規入手 ⼤阪府 岸和田市 家電 エディオン岸和田店 岸和田市野田町1-15-45
3,361

エディオン
駐⾞場137台、駐輪場96台。

2020.11.01 ⼤阪府 松原市 複合ＳＣ （仮称）松原天美ショッピングセン
ター 松原市天美東３丁目地内

34,000
テナント２００
店

アリオ型のSC.物販、飲食、サービス、シネコ
ン。駐⾞場213台、駐輪場972台。

2021.02.11 ⼤阪府 茨木市 複合ＳＣ イオンタウン茨木太田 茨木市城の前町600-27
11,500

約60店 駐⾞場779台、駐輪場360
台。

2021.07.01 ⼤阪府 泉佐野市 複合ＳＣ りんくうアウトレット（増床） 泉佐野市りんくう往来南3-28
44,607

増床（新棟）
7447

既存
37160

新棟を建設。駐⾞場2900台、
駐輪場278台。
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2021.04.01 新規入手 ⼤阪府 茨木市 その他 ⼤阪府⾷品流通センター 茨木市宮島一丁目1252-12、
1252-40等 3,607

丸光

2020.09.99 兵庫県 ⻄宮市 スーパー （仮称）鳴尾駅前商業施設 ⻄宮市⾥中町三丁目118ほか
1,256

ライフコーポレー
ション 駐⾞場49台、駐輪場84台。

2020.11.26 兵庫県 伊丹市 スーパー （仮称）スーパーマルハチ新伊丹
店 伊丹市平松七丁目84ほか

1,496
マルハチ

駐⾞場51台、駐輪場99台。

2020.12.01 兵庫県 ⻄宮市 スーパー （仮称）⻄宮市東町店舗 ⻄宮市東町一丁目100番３ほか
1,550

生活協同組合
コープこうべ 1236

テナント
314

駐⾞場62台、駐輪場108台。

2021.01.09 兵庫県 神⼾市⻑田
区 スーパー (仮称)スーパーマルハチ上池田店 神⼾市⻑田区上池田3丁目1-2

他 1,712
マルハチ

駐⾞場54台、駐輪場75台。

2020.11.05 兵庫県 神⼾市東灘
区 ＨＣ・ＤＳ コーナン本⼭南店 神⼾市東灘区本⼭南町6-11

4,034
コーナン商事

駐⾞場156台、駐輪場27台。

2020.10.29 兵庫県 神⼾市垂水
区 専門店 ザグザグ小束⼭手店 神⼾市垂水区多聞町字小束⼭

868番1382,1383 1,059
ザグザグ

駐⾞場31台、駐輪場52台。

2020.99.99 兵庫県 加古川市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス⾼畑店 加古川市平岡町⾼畑字⻄ヶ原上
ノ段400番１ほか 1,696

コスモス薬品
駐⾞場59台、駐輪場30台。

2020.10.11 兵庫県 加古川市 家電 （仮称）ケーズデンキ加古川店 加古川市加古川町稲屋字横手
917番１ほか 3,385

関⻄ケーズデン
キ 駐⾞場138台、駐輪場36台。

2020.12.29 兵庫県 加古川市 その他 (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 4,966

ハローズ
2080

ザグザグ
1153

駐⾞場227台、駐輪場152
台。

2021.01.01 兵庫県 ⻄宮市 その他 （仮称）旧⾼須東小学校跡地
開発

⻄宮市⾼須町一丁目１番６の
一部 1,384

ユタカファーマ
シー

⼤創産業、サ
ンディ 駐⾞場90台、駐輪場156台。

2020.09.30 和歌⼭県 田辺市 スーパー （仮称）松源田辺稲成店 田辺市稲成町180番1他
1,300

松源
駐⾞場49台、駐輪場60台。

2020.99.99 和歌⼭県 和歌⼭市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス古屋店 和歌⼭市古屋字五反田153番3
外 1,523

コスモス薬品
駐⾞場52台、駐輪場18台。

2020.12.23 和歌⼭県 和歌⼭市 複合ＳＣ 和歌⼭加納複合商業施設 和歌⼭市加納字新白295番1外
3,177

エディオン
1640

コスモス薬品
1537

駐⾞場130台、駐輪場59台。

2021.02.09 新規入手 和歌山県 海南市 その他 海南市藤白複合店舗 海南市藤白字有田屋濱181番
４外５筆 1,206

株式会社ツル
ハ 1030

コンビニ
176

駐⾞場47台、駐輪場38台。

2020.09.24 鳥取県 倉吉市 専門店 （仮称）ザグザグ倉吉市鍛冶町
店

倉吉市鍛冶町一丁目２９７１
番２外 1,313

ザグザグ ウォーキング・
ギア・２００
１

駐⾞場50台、駐輪場16台。

2021.02.23 新規入手 鳥取県 境港市 専門店 (仮称)ザグザグ境港蓮池町店 境港市蓮池町５８－１外
1,331

ザグザグ
駐⾞場58台、駐輪場16台。

2020.11.20 岡⼭県 倉敷市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス下の町店 倉敷市児島下の町一丁目２８
８０番１３７ほか 1,534

コスモス薬品
駐⾞場62台、駐輪場10台。
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2020.12.01 岡⼭県 倉敷市 専門店 （仮称）ザグザグ連島⻄之浦店 倉敷市連島町⻄之浦５８０番
地１ほか 1,256

ザグザグ
駐⾞場52台、駐輪場36台。

2021.01.29 岡⼭県 倉敷市 専門店 ザグザグ玉島店（建替え） 倉敷市玉島中央町二丁目５８
１番３ほか 1,134

ザグザグ
駐⾞場36台、駐輪場56台。

2020.11.13 岡⼭県 津⼭市 家具 （仮称）ニトリ津⼭院庄店 津⼭市院庄字柳ヶ坪961-2外
5,117

ニトリ
駐⾞場90台、駐輪場39台。

2020.11.01 広島県 広島市安佐
南区 スーパー フレスタ中筋店 広島市安佐南区中筋四丁目

125番2 1,219
フレスタ

駐⾞場36台、駐輪場35台。

2020.09.01 広島県 広島市佐伯
区 ＨＣ・ＤＳ (仮称）ダイレックス石内店 広島市佐伯区五日市町⼤字石

内字笹々原１０４９４番１ほか 1,542
ダイレックス

2020.99.99 広島県 福⼭市 ＨＣ・ＤＳ ホームプラザナフコ松永店（増
床） 福⼭市柳津町3-1-14

6,116
増床

2616
既存

3500
既存を増築し、資材館にする。
駐⾞場160台、駐輪場20台。

2020.09.16 広島県 福⼭市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス神辺店 福⼭市神辺町⼤字新湯野字二
丁目24番3 1,365

㈱コスモス薬品
駐⾞場54台、駐輪場10台。

2020.99.99 情報修正 広島県 東広島市 専門店 ドラッグコスモス⿊瀬店 東広島市⿊瀬町上保田87番1
外 1,535

ドラッグコスモス
⿊瀬店 駐⾞場54台、駐輪場20台。

2020.09.18 情報修正 広島県 尾道市 複合ＳＣ 尾道市天満町プロジェクト（仮
称）建替え「イオンスタイル尾道」 尾道市天満町227番28外

7,413
イオンリテール
(株) 3333

ＤＣＭダイキ
(株) 4080

※9/18オープン。イオン尾道の建替
え。駐⾞場211台、駐輪場84台。

2020.11.01 広島県 廿日市市 その他 ＪＡファーマーズ廿日市店（仮
称）

廿日市市宮内四丁目1110番地
1ほか 2,651

Ａコープ⻄日
本

ツルハグループドラッ
グ＆ファーマシー⻄
日本

2020.10.01 ⼭口県 下関市 スーパー （仮称）マックスバリュ上田中店 下関市上田中町二丁目２３の
１３ 1,401

マックスバリュ⻄
日本

2020.10.01 ⼭口県 下関市 スーパー マックスバリュ上田中店 下関市上田中町2-23-13
1,401

マックスバリュ⻄
日本 駐⾞場47台、駐輪場25台。

2021.02.06 ⼭口県 光市 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス光井店 光市光井3-2264-1
1,508

ダイレックス
駐⾞場67台、駐輪場22台。

2020.08.99 ⼭口県 岩国市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス錦帯橋店 岩国市岩国二丁目５８６
1,491

コスモス薬品
駐⾞場43台、駐輪場10台。

2020.11.11 ⼭口県 岩国市 専門店 (仮称)ドラッグコスモス南岩国店 岩国市南岩国町五丁目２１３
９の１ 1,483

コスモス薬品
駐⾞場50台、駐輪場10台。

2020.11.24 ⼭口県 ⼭口市 専門店 (仮称)ドラッグストアモリ小郡下郷
店 ⼭口市小郡下郷１６４８の１

1,419
ドラッグストアモ
リ 駐⾞場50台、駐輪場29台。

2020.12.08 ⼭口県 熊毛郡田布
施町 専門店 （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 1,462

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場52台、駐輪場9台。

2020.99.99 ⼭口県 ⼭口市 専門店 ドラックコスモス宮島町店 ⼭口市宮島町1007-6
1,540

コスモス薬品
駐⾞場93台、駐輪場67台。
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2020.11.17 ⼭口県 宇部市 家電 (仮称)ケーズデンキ宇部店 宇部市⼤字妻崎開作８８３の
１ 3,063

ビッグ・エス
駐⾞場122台、駐輪場17台。

2020.12.24 徳島県 小松島市 専門店 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 1,454

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場51台、駐輪場15台。

2020.99.99 徳島県 阿南市 専門店 ドラックストアモリ阿南店 阿南市領家町⾼原487-1
1,419

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場76台、駐輪場27台。

2021.02.23 新規入手 徳島県 徳島市 家電 ケーズデンキ沖浜店 徳島市沖浜東三丁目６２番地
外 4,191

ビッグ・エス
駐⾞場159台、駐輪場76台。

2021.01.26 香川県 丸⻲市 スーパー ピカソこんぴら街道店 丸⻲市綾歌町栗熊⻄字窪田
892番地３外 2,120

ミワ商店
駐⾞場112台、駐輪場61台。

2020.11.23 香川県 丸⻲市 百貨店・駅ビ
ル 丸⻲VASALA(Cエリア）増床 丸⻲市⼭北町50-1

1,276
⾼松三越 平屋の空建物に⾼松三越が出

店する。駐⾞場167台。

2020.11.06 香川県 ⾼松市 ＨＣ・ＤＳ ホームセンタータイム⾼松六条店 ⾼松市六条町字上川東65-1
3,632

タイム ハローズ
駐⾞場178台、駐輪場30台。

2021.03.04 新規入手 香川県 高松市 ＨＣ・ＤＳ コーナンPRO高松元山店 高松市元山町字⻄下佐古592
2,057

コーナン商事
駐⾞場39台、駐輪場6台。

2020.10.07 香川県 仲多度郡琴
平町 専門店 スーパードラッグひまわり琴平店・宮

脇書店琴平店
仲多度郡琴平町五條624番地
１外 1,300

ププレひまわり
953

宮脇書店
346

駐⾞場49台、駐輪場40台。

2020.10.01 愛媛県 ⻄条市 スーパー ハローズ⻄条⼤町店（東エリア） ⻄条市⼤町491-1
2,089

ハローズ
駐⾞場75台、駐輪場40台。

2020.09.99 情報修正 愛媛県 松⼭市 ＨＣ・ＤＳ ホームセンターコーナン松⼭三津浜
店（増床） 松⼭市⼤可賀3丁目670-11

11,806
増床

3238
既存

8568
既存の増床と新たにプロ館を新築。駐⾞場
345台、駐輪場56台。

2020.10.01 愛媛県 松⼭市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）キスケＰ三番町計画 松⼭市三番町二丁目3-10
2,477

ドン・キホーテ
駐⾞場60台、駐輪場124台。

2020.11.28 愛媛県 ⻄条市 ＨＣ・ＤＳ ダイレックスついたち店 ⻄条市朔日市字兵衛田329番1
1,465

ダイレックス
駐⾞場53台、駐輪場20台。

2020.12.02 愛媛県 松⼭市 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス松⼭店 松⼭市宮⻄一丁目150番１
1,406

ダイレックス
駐⾞場57台、駐輪場40台。

2020.99.99 愛媛県 今治市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ＤＣＭダイキ今治新都
市店 今治市にぎわい広場3番

11,120
ＤＣＭダイキ

7200
テナント

3320
テナント600㎡。駐⾞場638
台、駐輪場176台。

2020.08.99 愛媛県 松⼭市 専門店 (仮称)ドラッグコスモス松⼭別府店 松⼭市別府町477-1
1,537

コスモス薬品
駐⾞場62台、駐輪場20台。

2020.10.01 愛媛県 新居浜市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ新居浜
郷店 新居浜市郷四丁目甲108番1外

1,336
ドラッグストアモ
リ 駐⾞場47台、駐輪場12台。

2020.99.99 情報修正 愛媛県 ⼤洲市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス東⼤洲店 ⼤洲市東⼤洲257番1、258番
1、259番1 1,540

コスモス薬品
駐⾞場60台、駐輪場10台。
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2021.01.30 愛媛県 新居浜市 専門店 （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 1,541

コスモス薬品

2020.12.15 愛媛県 伊予郡松前
町 その他 フジ松前店（移転） 伊予郡松前町筒井448番地１

外 2,258
フジ

1574
既存⻄日本
セイムス 684

セイムス松前筒井店の敷地にフ
ジが移転する。

2020.10.13 ⾼知県 幡多郡⿊潮
町 専門店 mac⿊潮店 幡多郡⿊潮町入野1981-1

1,343
⼤屋

1122
テナント

駐⾞場52台、駐輪場28台。

2021.02.19 新規入手 高知県 高岡郡四万
十町 専門店 よどやドラッグ窪川店 高岡郡四万十町古市町66番1

外 1,025
よどや

2020.99.99 福岡県 柳川市 スーパー マルキョウ柳川店（増床） 柳川市下宮永町中の古賀154番
1 2,265

増床
1286

既存
979

駐⾞場97台、駐輪場30台。

2020.10.29 福岡県 福岡市⻄区 ＨＣ・ＤＳ （仮称）今宿複合計画 福岡市⻄区今宿三丁目730番1
ほか 1,567

トライアルカンパ
ニー 駐⾞場70台、駐輪場23台。

2020.11.19 福岡県 北九州市門
司区 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ナフコ門司店 北九州市門司区上馬寄二丁目8

番1の一部ほか 3,412
ナフコ本館

2746
資材館

665
駐⾞場33台、駐輪場10台。

2020.12.01 新規入手 福岡県 那珂川市 ＨＣ・ＤＳ コーナンPRO那珂川店 那珂川市松木2-58
2,264

コーナン商事
駐⾞場50台、駐輪場10台。

2020.99.99 情報修正 福岡県 福岡市東区 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ダイレックス名子店 福岡市東区名子三丁目778番3
ほか 1,497

ダイレックス

2021.01.30 福岡県 糟屋郡志免
町 ＨＣ・ＤＳ （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 1,388
ダイレックス

駐⾞場58台、駐輪場16台。

2021.02.03 新規入手 福岡県 糟屋郡志免
町 ＨＣ・ＤＳ (仮称)ＳＶＨ福岡東店 糟屋郡志免町別府北⼆丁目７

番１外 8,542
ＬＩＸＩＬビ
バ 駐⾞場229台、駐輪場30台。

2021.02.25 新規入手 福岡県 ⼩郡市 ＨＣ・ＤＳ (仮称）ＨＩヒロセスーパーコンボ
⼩郡店 ⼩郡市津古１１１１－１他

6,150
ホームインプ
ルーブメントひ
ろせ

2020.09.17 福岡県 北九州市若
松区 専門店 ドラッグコスモス二島店 北九州市若松区二島1-4-106

1,528
コスモス薬品

駐⾞場61台、駐輪場16台。

2020.11.05 福岡県 福岡市早良
区 専門店 ドラッグストアモリ次郎丸店 福岡市早良区次郎丸4-391-1

1,233
ドラッグストアモ
リ 駐⾞場37台、駐輪場19台。

2020.12.17 福岡県 ⾏橋市 専門店 （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 1,326

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場51台、駐輪場16台。

2020.12.28 福岡県 糟屋郡志免
町南 専門店 （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 1,261
ドラッグストアモ
リ

2020.99.99 福岡県 飯塚市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ飯塚市
椿店 飯塚市椿字北町１２２番１外

1,437
ドラッグストアモ
リ

2021.01.26 福岡県 遠賀郡水巻
町 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ水巻店 遠賀郡水巻町吉田⻄三丁目

1829番1外 1,447
ドラッグストアモ
リ 駐⾞場68台、駐輪場18台。
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2021.04.09 福岡県 北九州市八
幡⻄区 専門店 ユニクロ折尾店（建替え） 北九州市八幡⻄区光明1-8-2

1,780
ユニクロ

駐⾞場72台、駐輪場36台。

2021.04.09 福岡県 北九州市八
幡⻄区 専門店 八幡⻄区光明貸店舗 北九州市八幡⻄区光明一丁目

1921番1外 1,708
ユニクロ

2020.08.21 情報修正 福岡県 宗像市 家具 ニトリ宗像店 宗像市⼤字王丸梅ノ木谷517-1
4,344

ニトリ ※8/21オープン。ヤマダ電機の敷地に
新棟を建ててニトリが出店。駐⾞場224台、
駐輪場59台。

2021.01.27 福岡県 福岡市早良
区 複合ＳＣ （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 6,474

イオン九州

2021.01.27 福岡県 福岡市早良
区 複合ＳＣ （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 1,625

未定

2021.01.30 福岡県 朝倉市 複合ＳＣ ライフガーデン甘木 朝倉市一木字合畝町1208番1
5,983

九州テックランド
2734

ダイレックス
1582

しまむら1017㎡、セリア650㎡。
駐⾞場351台、駐輪場250
台。

2020.99.99 情報修正 福岡県 福岡市中央
区 その他 （仮称）港１丁目ＳＣ計画 福岡市中央区港一丁目10番

4,716
⻄友

2020.09.99 情報修正 ⻑崎県 佐世保市 スーパー （仮称）ＮＴＴＡＰ佐世保梅
田 佐世保市梅田町１６３番１

1,453
マックスバリュ九
州 駐⾞場53台、駐輪場36台。

2020.99.99 情報修正 ⻑崎県 ⻑崎市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ダイレックス若葉町店 ⻑崎市若葉町１６番１外
1,773

ダイレックス
駐⾞場55台、駐輪場30台。

2021.01.29 ⻑崎県 ⻄彼杵郡時
津町 ＨＣ・ＤＳ ホームプラザナフコ時津店資材館 ⻄彼杵郡時津町日並郷2195番

1,488
ナフコ

駐⾞場16台。

2021.02.06 ⻑崎県 諫早市 家電 ケーズデンキ諫早店 諫早市⻑野町1612-1
2,650

九州ケーズデン
キ 駐⾞場102台、駐輪場30台。

2021.11.01 ⻑崎県 ⻑崎市 家具 ⻑崎市川口町商業施設開発ｐ
Ｊ ⻑崎市川口町70-6

10,558
ニトリ

駐⾞場186台、駐輪場38台。

2021.03.01 熊本県 熊本市⻄区 百貨店・駅ビ
ル （仮称）熊本駅北ビル（増床） 熊本市⻄区春日3-563-1

29,439
増床

27033
既存

2406
新棟による増床。駐⾞場2130
台、駐輪場771台。

2020.10.22 熊本県 菊池市 ＨＣ・ＤＳ (仮称)ダイレックス菊池店 菊池市隈府808番外
1,512

ダイレックス
駐⾞場62台、駐輪場18台。

2020.99.99 熊本県 八代市 ＨＣ・ＤＳ ホームプラザナフコ東八代店（増
床） 八代市海士江町2753-2

12,031
増床

2631
既存

9400
駐⾞場311台、駐輪場54台。

2020.09.29 熊本県 人吉市 専門店 ドラッグコスモス人吉店 人吉市下⻘井町388番2外
1,535

コスモス薬品
駐⾞場74台、駐輪場10台。

2020.11.27 熊本県 阿蘇市 専門店 (仮称)ドラッグストアモリ一の宮店 阿蘇市一の宮町宮地字東油町
４５２０番４外 1,240

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場47台、駐輪場15台。

2021.01.15 熊本県 ⼭⿅市 専門店 ドラッグコスモス⼭⿅店 ⼭⿅市古閑字⼗三部1029-1
1,281

コスモス薬品
駐⾞場49台、駐輪場10台。
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2020.11.03 熊本県 玉名市 家具 ニトリ玉名店 玉名市中字川原1192-1
3,617

ニトリ
駐⾞場59台、駐輪場15台。

2021.01.08 熊本県 上益城郡御
船町 その他 （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 10,251

コストコホール
セールジャパン

2021.02.25 新規入手 ⼤分県 ⼤分市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス明野店 ⼤分市明野北五丁目１６８１
番８４外 1,213

コスモス薬品
駐⾞場33台、駐輪場33台。

2021.01.29 ⼤分県 ⼤分市 家具 （仮称）ニトリ⼤分三佐店 ⼤分市三佐６丁目１００番外
5,154

ニトリ
駐⾞場90台、駐輪場10台。

2020.11.99 宮崎県 延岡市 スーパー （仮称）生活協同組合コープみ
やざき延岡北小路店 延岡市北小路１－１２

1,715
生活協同組合
コープみやざき 駐⾞場100台、駐輪場20台。

2020.11.20 情報修正 宮崎県 宮崎市 百貨店・駅ビ
ル

宮崎駅⻄口開発（アミュプラザ宮
崎） 宮崎市⽼松2-16

15,592
テナント約100 東急ハンズ

1400

⾼架下ひむかひらめき市場10/14先⾏オー
プン。商業・シネマ・オフィスで構成。駐⾞場
338台、駐輪場446台。

2020.12.21 宮崎県 ⻄都市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ダイレックス新⻄都店 ⻄都市⼤字妻字平田1707番外
1,641

ダイレックス
駐⾞場82台、駐輪場20台。

2020.99.99 宮崎県 延岡市 ＨＣ・ＤＳ ホームプラザナフコ延岡南店（増
床） 延岡市石田町4446-3

17,347
増床

8268
既存

9061
駐⾞場敷地に資材館・家具売り場を増築。
駐⾞場310台、駐輪場20台。

2021.01.02 宮崎県 都城市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ダイレックス都城早鈴店 都城市早鈴町1613-3
1,636

ダイレックス
駐⾞場60台、駐輪場20台。

2020.11.02 宮崎県 東諸県郡国
富町 専門店 （仮称）ドラッグコスモス国富店 東諸県郡国富町⼤字木脇763-

1 1,557
（株）コスモス
薬品 駐⾞場61台、駐輪場15台。

2021.01.22 宮崎県 日南市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス南郷店 日南市南郷町東町8-1外
1,463

コスモス薬品

2021.03.01 新規入手 宮崎県 ⽇南市 家具 （仮称）ドラッグストアモリ⽇南
吾田店 ⽇南市吾田東八丁目3695番外

1,432
ドラッグストア
モリ

2020.10.01 宮崎県 宮崎市 その他 （仮称）宮崎駅⻄口開発 宮崎市⽼松二丁目2番16号外
15,592

未定

2020.99.99 ⿅児島県 出水市 ＨＣ・ＤＳ ホームプラザナフコ出水インター店 出水市下知識町1424-2
9,527

ナフコ
駐⾞場200台、駐輪場20台。

2020.09.29 ⿅児島県 ⿅児島市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ⿅児島
春⼭町店 ⿅児島市春⼭町1877番外

1,464
(株)ドラッグスト
アモリ 駐⾞場58台、駐輪場18台。

2020.10.11 ⿅児島県 熊毛郡屋久
島町 専門店 （仮称）ドラッグコスモス屋久島店 熊毛郡屋久島町小瀬田字冬越

シ815番13外 1,559
（株）コスモス
薬品 駐⾞場64台、駐輪場16台。

2020.10.11 ⿅児島県 姶良市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス姶良⻄餠
田店

姶良市⻄餠田字上深田168番
１外 1,358

（株）コスモス
薬品 駐⾞場52台、駐輪場10台。

2020.12.28 ⿅児島県 指宿市 専門店 (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

1,465
ドラッグストアモ
リ 駐⾞場61台、駐輪場18台。
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主な小売業者名 備考新設する日 情報内容 都道府県 市区町村 業態 ⼤規模小売店舗名

2021.01.15 ⿅児島県 出水市 専門店 ⻄松屋新⿅児島出水店（移
転） 出水市中央町1543番，外２筆

1,180
株式会社⻄松
屋チェーン 駐⾞場44台、駐輪場10台。

2020.09.30 ⿅児島県 霧島市 その他 ＨＡＲＤＯＦＦ・ＯＦＦＨＯＵＳＥ霧島⾒
次店・シュープラザ隼人店・⻄松屋隼人店 霧島市隼人町⾒次538番２外

1,966
(株)ありがとう
サービス

(株)チヨダ
(株)⻄松屋
チェーン

2020.10.01 ⿅児島県 ⿅児島市 その他 中央町19・20番街区第一種市
街地再開発事業施設建築物 ⿅児島市中央町19番40

8,150
未定 １〜4階が店舗、5・6がホール、７階レスト

ラン。８階以上が住宅。

2021.06.01 沖縄県 宮古島市 複合ＳＣ （仮称）サンエー宮古島シティ 宮古島市平良字下⾥南真久底
2511番１ほか 12,649

サンエー
駐⾞場975台、駐輪場48台。
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