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☆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11月20日以降オープン予定のもの

（2020年11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



【＃ワークマン女子10年で400店を出店】２３区・近郊、県庁所在地に
㈱ワークマンは、作業着・作業用品を取り扱わない一般客向け店舗「＃ワークマン女子」を全国展開していく。今後SCなどに出店する店舗はすべてワークマン女子となり、１０年間
で路面店を中心に４００店の新規出店を見込む。ワークマン女子は一般客に特化した店舗で、アウトドア・スポーツ・レイン用の機能ウェアのみを扱う。今後は女性製品のラインを増
やし、家族ペアルックのために限定的にジュニア用の開発も行う。また従来店は１０台の駐車場が標準だったが、ワークマン女子は２０～３０台の駐車場を標準とし、営業時間はプ
ロ客を意識した従来の７時～20時から、１０時～２０時に変更する。ワークマン女子は、滞店時間の長い一般客を従来店から吸収し駐車スペースを空けることで、従来店はよりプロ
客が来店しやすくする役割も担う。また、効率化のために、ワークマン女子店の取扱製品はすべてWORKMAN Pluｓ店でも購入できるようにする。ワークマン女子の売り上げ割合
は、最終的には女性４割、ユニセックス２割、男性４割を目指す。しかし、当初は女性向け製品数が足りないため、当面の女性売り上げは全体の3割を見込む。ワークマン女子2号
店以降の出店は２０２１年春ごろを予定しており、すでに東京２３区および近郊、地方の県庁所在地で、７店の出店交渉を行っている。出店ペースは年間２０店からスタートし、ピー
ク時は年間５０店ほどの出店を想定している。また主力となる路面店は、すべてフランチャイズ（FC）店での出店とする。なお、ワークマン女子の路面新店の初年度の売り上げは２
億円を見込み、最終的な店舗数は１０００店を計画する。 （商業施設新聞 ２３６８号）

【IKEA渋谷１１月３０日オープン】2店目の都心型店舗
イケア・ジャパン㈱は１１月３０日、「IKEA渋谷」を開業する。６月にオープンした「IKEA原宿」に続く２店目の都心型店舗となる。新店は、JR渋谷駅から徒歩５分で、ファストファッショ
ンの「フォーエバー２１」の跡地である「高木ビルディング」にオープンする。１～７階の計７フロア約４８００㎡で展開、１～６階がショップで、７階はレストランフロアとなる。なお、レスト
ランフロアは２０２１年春にオープン予定。７フロアという構造を生かし、フロアごとに異なる豊富な都心暮らしのソリューションを発見しながら、従来店のようなワクワク感を体験できる
空間デザインとした。原宿店を超える幅広いラインナップを展開する。同社は都心で小型店の出店を加速し、若者など新たな顧客の開拓を目指しており、原宿店、渋谷店のオー
プンはその一環。都心小型店1号店の原宿店はJR原宿駅前の商業施設「ウィズ原宿」の１．２階に総面積２５００㎡で開店。世界初「スウェーデンコンビニ」を併設するなど、様々な
新しい試みに挑戦した。渋谷店は、原宿店の１.９倍の面積で、イケアでは初の７フロア構成。都心型店舗で初となる、おもちゃ＆遊具売場も設け、家族連れも楽しめる店舗とする。
より幅広い層を集客できる渋谷店に期待が集まる。 （商業施設新聞 ２３７０号）

【ライフ 上期は収益が３倍に】下期はビオラルを出店
㈱ライフコーポレーションの２０２１年２月期（２０年度）上期業績は、営業利益などの収益が対前年同期比で約３倍になる結果を見せた。新型コロナの影響で既存店やネットスーパ
ーが好調で、新業態の「ビオラル」も拡大していく。２０年度上期の業績は、営業収益３８６７億３８００万円（前年同期比９.４％増）、営業利益１６９憶１４００万円（同２０４％増）、経常
利益１７３憶３５００万円（同１９０.４％増）、純利益１１７憶５００万円（同２０５.３％増）となった。既存店客単価が対前年同期比で１５.４％と大幅に伸び、従業員への臨時ボーナスなど
の販管費増大要因を差し引いても、大幅に利益が向上した。また上期中のライフネットスーパーの売り上げは、平均して前年同期比で４０％超増加し大幅な伸びを見せ、事業開
始以降初めて単月の黒字化を達成した。Aｍaｚonプライムでのサービスも伸び続けており、対象エリアを拡大している。上期中の出退店は新規出店２店、退店を２店で行い、８店
での改装も実施した。上期には５店の出店（１店出店済み）を予定し、通期では７店の出店を予定している。投資は上期で新店６２憶３５００万円、改装１４憶１７００万円。通期では
新店１０５憶円、改装５５億円を予定している。また１８年に１号店を出店したオーガニック専門店の新業態「ビオラル」については、下期に東京の「丸井吉祥寺店」に２号店を出店す
る。これに加え、従来のPB「ライフナチュラル」に５０アイテムを加えた計１００アイテムをラインナップした新PBに「ビオラル」の名称を冠し、通常の店舗にもコーナーを設置していく。
（商業施設新聞 ２３６９）

【イオン DS事業２社を統合】２５年度に５００店体制へ
イオン㈱は２０２１年３月１日付で、ディスカウントストア事業を担う㈱ビッグ・エーとアコレ㈱を経営統合する。アコレの店舗事業を吸収分割によりビッグ・エーが承継し、首都圏小型
DS事業のドミナントを加速する。今後、２０２５年度（２６年２月期）に首都圏で小型DS５００店体制を目指す。今回の経営統合は、首都圏のDS事業強化を目的に行うもの。イオンは
DS事業をグループの成長の新たな柱と位置づけており、ビッグ・エーとアコレはそれぞれ首都圏で事業展開を行ってきたが、新しい生活様式の常態化と働き方の変化、節約志向
の高まり、価格競争の激化など経営環境の変化に対応し、新たな成長戦略を築くことを目的に統合する。両社が一体となることで商品仕入れの集約、物流の統合、物流と連動し
たローコストオペレーションの水平展開、本部機能の集約などローコスト経営の実現に取り組む。なお、経営統合後のビッグ・エーの運営店舗数は、ビッグ・エー、アコレなど計３４４
店（８月時点の店舗数の合算）となる。 （商業施設新聞 ２３７０）

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11月



全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）１1.２０⽇現在
核店舗1 店舗面積 核店舗2 店舗面積

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。

2021.04.01 新規入手 北海道 札幌市白石
区 スーパー コープさっぽろ　しろいし中央店 札幌市白石区中央３条３丁目

26-1、17-1、17-3、18 2,097
コープさっぽろ
しろいし中央店

2021.01.01 北海道 余市郡余市
町 ＨＣ・ＤＳ コメリ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。

2021.05.26 新規入手 北海道 ⽇高郡新ひ
だ ＨＣ・ＤＳ コメリハードアンドグリーン新しだ

か店 ⽇高郡新ひだか町静内駒場6-1
4,091

コメリ
3840

ローソン
153

駐⾞場100台、駐輪場8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。

2020.11.30 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。

2021.03.31 北海道 石狩市 その他 コストコホールセール石狩倉庫店 石狩市新港南2-100-1
10,511

コストコホール
セールジャパン

駐⾞場814台、駐輪場112
台。

2021.03.30 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。

2020.11.26 情報修正 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 ※11/26オープン。駐⾞場154
台、駐輪場13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 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。

2021.04.29 岩手県 盛岡市 専門店 （仮称）クスリのアオキ津志田店 盛岡市津志田町二丁目103番
１ 1,342

クスリのアオキ
駐⾞場45台、駐輪場39台。

2021.05.12 岩手県 奥州市 専門店 （仮称）クスリのアオキ太日通り
店 奥州市水沢太日通り2-30-1

1,358
クスリのアオキ

駐⾞場49台、駐輪場39台。

2021.06.10 新規入手 岩手県 奥州市 その他 マイヤ・薬王堂水沢店 奥州市水沢八反町10-1
2,978

マイヤ
2013

薬王堂
965

駐⾞場118台、駐輪場85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。

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
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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）１1.２０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

2021.05.08 宮城県 亘理郡亘理
町 専門店 ドラッグストアモリ亘理逢隈店 亘理郡亘理町逢隈⾼屋字柴北

166-1 1,495
ドラッグストアモ
リ 駐⾞場68台、駐輪場16台。

2021.03.99 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。

2020.12.01 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 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。

2021.03.05 山形県 酒田市 専門店 （仮称）ウエルシア酒田北店 酒田市ゆたか一丁目15番20号
1,308

ウエルシア薬局
1083

エイアンドシー
225

駐⾞場55台、駐輪場25台。

2020.11.26 情報修正 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 ※11/26オープン。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。

2020.12.99 情報修正 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 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。

2020.12.99 情報修正 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。

2020.99.99 情報修正 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。

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。

2021.03.23 福島県 岩瀬郡鏡石
町 専門店 (仮称)クスリのアオキ鏡石店 岩瀬郡鏡石町中町９７番外

1,308
クスリのアオキ

駐⾞場50台、駐輪場38台。

2021.04.14 福島県 福島市 専門店 (仮称)クスリのアオキ太平寺店 福島市太平寺字沖⾼５４番１
外 1,310

クスリのアオキ
駐⾞場43台、駐輪場48台。

2021.04.29 福島県 喜多方市 専門店 (仮称)クスリのアオキ喜多方⻄店 喜多方市字町⻄９０００番１
外 1,478

クスリのアオキ
駐⾞場57台、駐輪場51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）１1.２０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

2020.11.29 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。

2020.12.99 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。

2020.99.99 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。

2021.03.23 茨城県 古河市 専門店 （仮称）コスモス⼤堤店 古河市⼤堤字松並⻄1988番１
外 1,529

コスモス薬品
駐⾞場52台、駐輪場6台。

2021.06.17 新規入手 茨城県 神栖市 専門店 ドラッグコスモス平泉東店 神栖市平泉東3-26-3
1,558

コスモス薬品
駐⾞場61台、駐輪場6台。

2021.06.21 新規入手 茨城県 ひたちなか市 専門店 ドラッグコスモスひたちなか松⼾店 ひたちなか市松⼾町3-3-2
1,453

コスモス薬品
駐⾞場53台、駐輪場10台。

2021.06.02 新規入手 茨城県 古河市 専門店 ドラッグコスモス古河⼥沼店 古河市⼥沼字向川北336-1
1,529

コスモス薬品
駐⾞場52台、駐輪場20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。

2020.11.21 情報修正 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 ※11/21オープン。駐⾞場60
台、駐輪場20台。

2021.05.12 新規入手 栃木県 ⽇光市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス森友店 ⽇光市森友字⼤桑道下1004番
1　外 1,504

コスモス薬品

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

2021.09.01 栃木県 宇都宮市 複合ＳＣ カルナ駅東店（建替え） 宇都宮市宿郷三丁目16番3号
外 5,185

かましん
2431

田原屋
864

ダイソー985㎡、マツモトキヨシ905㎡。駐⾞
場227台、駐輪場80台。

2021.03.22 栃木県 日光市 その他 日光ランドマーク（建替え） 日光市今市412番地1外
3,315

かましん 三喜 スポーツクラブ、アミューズメントなど。駐⾞場
に新店舗建てる。駐⾞場138台、駐輪場
20台。

2021.04.18 栃木県 ⾜利市 その他 （仮称）⾜利市福居町複合施
設 ⾜利市福居町254-1　ほか

4,915
フレッセイ

2021.05.31 新規入手 群馬県 みどり市 スーパー （仮称）ツルヤみどり店 みどり市笠懸町⿅３９２２番１
外 3,522

ツルヤ 駐⾞場315台、駐輪場100
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）１1.２０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

2020.11.23 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。

2021.04.08 群馬県 邑楽郡邑 専門店 ドラッグコスモス邑楽店 邑楽郡邑楽町⼤字中野字本宿
2995-2 1,524

コスモス薬品
駐⾞場62台、駐輪場20台。

2021.04.22 群馬県 北群馬郡吉
岡町 専門店 クスリのアオキ吉岡⼤久保店 北群馬郡吉岡町⼤字⼤久保

2885-１ 1,271
クスリのアオキ

駐⾞場48台、駐輪場10台。

2021.04.29 群馬県 伊勢崎市 専門店 クスリのアオキ伊勢崎東小保方店 伊勢崎市東小保方町3503　外
1,324

クスリのアオキ

2021.06.16 新規入手 群馬県 前橋市 専門店 ウエルシア前橋三俣店 前橋市三俣町3-18-1
1,174

駐⾞場38台、駐輪場40台。

2021.06.24 新規入手 群馬県 前橋市 専門店 クスリのアオキ前橋⼩相木町店 前橋市⼩相木町581-1
1,506

クスリのアオキ
駐⾞場51台、駐輪場22台。

2021.03.01 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。

2020.99.99 情報修正 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。

2021.04.15 埼玉県 ⼾田市 スーパー （仮称）ベルク⼾田氷川町店 ⼾田市氷川町二丁目１番８号
外 2,184

ベルク
駐⾞場85台、駐輪場70台。

2021.05.05 埼玉県 ふじみ野市 スーパー ヤオコーふじみ野⼤原店 ふじみ野市⼤原2-1-30
2,998

ヤオコー
2161

テナント
駐⾞場118台、駐輪場86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。

2020.99.99 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。

2021.02.19 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。

2021.05.04 埼玉県 さいたま市⾒
沼区 専門店 クスリのアオキ深作店 さいたま市⾒沼区深作3-11-4

1,217
クスリのアオキ

駐⾞場36台、駐輪場36台。

2021.05.05 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

1,355
コスモス薬品

駐⾞場47台、駐輪場99台。

2021.05.31 新規入手 埼玉県 さいたま市中
央区 専門店 （仮称）ドラッグコスモス与野店 さいたま市中央区本町⻄４丁目

１３９２番１ 1,241
コスモス薬品

駐⾞場38台、駐輪場36台。

2020.11.27 情報修正 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

※11/27オープン。駐⾞場154
台、駐輪場111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）１1.２０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

2021.08.01 新規入手 埼玉県 さいたま市北
区 家電 ケーズデンキ⼤宮櫛引店（建替

え） さいたま市北区櫛引町2-738
1,934

駐⾞場62台、駐輪場56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。

2020.11.21 情報修正 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 ※11/21オープン。駐⾞場
1797台、駐輪場629台。

2020.12.04 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

※12/4オープン。駐⾞場1800
台、駐輪場1000台。

2020.12.99 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

ケーズ家電2,525㎡。駐⾞場
189台、駐輪場212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。

2021.99.99 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。

2020.11.25 情報修正 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

※11/25オープン。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。

2021.04.05 千葉県 千葉市中央
区 スーパー イオンスタイル千葉みなと 千葉市中央区問屋町５３９－

４ 3,300
イオンリテール 駐⾞場109台、駐輪場165

台。

2021.04.08 千葉県 八千代市 スーパー （仮称）八千代緑が丘商業施
設

八千代市緑が丘⻄四丁目２番
８ほか 2,033

ヤオコー
駐⾞場84台、駐輪場70台。

2021.04.18 千葉県 船橋市 スーパー （仮称）マルエツ船橋三山店 船橋市三山九丁目７０２番１
1,901

マルエツ
駐⾞場79台、駐輪場54台。

2021.04.21 千葉県 千葉市中央
区

百貨店・駅ビ
ル 京成千葉地区SC（増床） 千葉市中央区本千葉町15-1

6,230
増床

2762
既存アコレな
ど 3468

建て替え中の千葉中央駅⻄口ビルを増床。
駐⾞場92台、駐輪場183台。

2020.11.21 情報修正 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 ※11/21オープン。駐⾞場291
台、駐輪場12台。

2020.99.99 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 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。

5



全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）１1.２０⽇現在
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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 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。

2021.05.10 千葉県 柏市 専門店 クスリのアオキ南増尾店 柏市南増尾7-727-5
1,281

クスリのアオキ
駐⾞場50台、駐輪場37台。

2021.06.21 新規入手 千葉県 印⻄市 専門店 ドラッグコスモス印⻄⻄の原店 印⻄市⻄の原5-13
1,496

コスモス薬品
駐⾞場51台、駐輪場20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。

2021.05.04 千葉県 佐倉市 複合ＳＣ 佐倉寺崎5丁目PJ 佐倉市寺崎北5-1-1
7,763

ニトリ
3564

タイヨー
2793

ダイソー756㎡、マツモトキヨシ650㎡。駐⾞
場359台、駐輪場222台。

2021.04.99 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

紀ノ国屋、無
印良品 駐⾞場139台、駐輪場79台。

2021.06.15 新規入手 千葉県 流⼭市 その他 流⼭市向⼩⾦商業施設 流⼭市向⼩⾦1-276-4
4,152

家電
2657

ビッグモー
ター 1495

駐⾞場158台、駐輪場210
台。

2020.11.27 情報修正 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

※11/27オープン。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。

2021.02.27 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

2021.05.25 新規入手 東京都 ⾜⽴区 家電 （仮称）ケーズデンキ⾜⽴⼀ツ
家店

⾜⽴区⼀ツ家三丁目8番12号
ほか 2,580

ケーズホール
ディングス 駐⾞場89台、駐輪場103台。

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。

2021.06.15 新規入手 東京都 八王子市 複合ＳＣ コピオ⻑房Aゾーン 八王子市⻑房町340-12
3,142

スーパーアルプ
ス 1978

ドラッグなど
1164

駐⾞場190台、駐輪場159
台。

2021.06.15 新規入手 東京都 八王子市 複合ＳＣ コピオ⻑房Bゾーン 八王子市⻑房町340-39
7,141

カインズ
駐⾞場430台、駐輪場71台。

2020.11.27 情報修正 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 ※11/27オープン。駐⾞場63
台、駐輪場58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）１1.２０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

2020.12.29 東京都 小平市 その他 （仮称）日⽴⾃動⾞教習所跡
地計画「アクロスプラザ小平」

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。

2021.03.15 東京都 東京都世田
谷区 その他 （仮称）上⽤賀プロジェクト

「SOCOLA上⽤賀」
世田谷区上⽤賀六丁目111番2
ほか 2,301

専門店5店
駐⾞場77台、駐輪場150台。

2021.04.01 東京都 東京都文京
区 その他 春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発

事業施設建築物（南街区） 文京区小石川一丁目100番
1,658

未定

2021.04.01 東京都 東京都文京
区 その他 春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発

事業施設建築物（北街区）
文京区小石川一丁目102番1ほ
か 1,887

未定

2021.04.19 東京都 新宿区 その他 （仮称）Ｔ＆ＴⅢビル 新宿区新宿三丁目801番1
2,295

未定

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

2020.99.99 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。

2021.03.15 神奈川県 三浦市 スーパー （仮称）ヤオコー三浦初声店 三浦市初声町入江字一番地83
の３ほか 3,174

ヤオコー
2051

テナント
駐⾞場145台、駐輪場90台。

2021.03.20 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
駐⾞場75台、駐輪場144台。

2021.03.30 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。

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 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。

2021.06.08 新規入手 神奈川県 横浜市保
土ヶ谷区 その他 権太坂商業施設 横浜市保土ヶ谷区権田坂3-

520-3 2,480
いすゞエステー
ト

未定 駐⾞場152台、駐輪場100
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

2021.04.27 新潟県 三条市 専門店 クスリのアオキ三条保内店 三条市下保内字鎌田316番１
外 1,352

クスリのアオキ
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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）１1.２０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

2021.05.15 新規入手 新潟県 新潟市南区 専門店 （仮称）クスリのアオキ白根能登
店

新潟市南区能登字簔口751-1
外 1,349

クスリのアオキ
駐⾞場58台、駐輪場10台。

2021.06.15 新規入手 新潟県 加茂市 複合ＳＣ 加茂ショッピングセンター（増
床） 加茂市⼤字加茂2625

8,088
コメリ別棟
（増床） 3196

コメリ既存
2905

既存ワカマツ1,987㎡。コメリが別棟を建
設することによる増床計画。

2021.06.06 新規入手 新潟県 胎内市 その他 中条ショッピングセンター 胎内市中野字江下347-4
3,564

ウオロク
2104

ココカラファイ
ンヘルスケア 737

未定テナント、セブンイレブン。
駐⾞場250台、駐輪場55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。

2020.11.28 情報修正 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。

2021.03.01 富山県 小矢部市 専門店 ドラッグコスモ石動店 小矢部市今石動町2-195
1,528

コスモス薬品
駐⾞場60台、駐輪場20台。

2021.03.01 富山県 富山市 専門店 ドラッグコスモス⼤沢野店 富山市⻑附709番１　ほか６筆
1,510

コスモス薬品
駐⾞場60台、駐輪場20台。

2021.03.07 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。

2021.05.01 新規入手 富⼭県 砺波市 専門店 ドラッグコスモスとなみ店 砺波市となみ町601
1,538

コスモス薬品
駐⾞場60台、駐輪場20台。

2021.05.01 新規入手 富⼭県 中新川郡上
市町法 専門店 ドラッグコスモス上市店 中新川郡上市町法音寺字吉田

５番地２　ほか６筆 1,474
コスモス薬品

2021.04.06 石川県 野々市市 専門店 ドラッグコスモス中林店 野々市市中林土地区画整理事
業第64街区・第65街区 1,523

コスモス薬品

2021.05.02 石川県 野々市 専門店 クスリのアオキ蓮花寺店 野々市市⻄部中央土地区画整
理事業 1,343

クスリのアオキ
駐⾞場52台、駐輪場22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。

2021.04.27 福井県 越前市 専門店 ドラッグコスモス新保店 越前市新保二丁目字中笠木町
３番　外４筆 1,544

コスモス薬品
駐⾞場60台、駐輪場20台。

2021.06.14 新規入手 福井県 福井市 複合ＳＣ ライフガーデン福井南 福井市下河北町4-2-1
4,089

アルビス
1708

ダイソー
1082

ゲンキー999㎡、未定300㎡。駐⾞場
176台、駐輪場120台。

2021.02.99 情報修正 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12
⽉下旬予定 978

駐⾞場122台、駐輪場25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）１1.２０⽇現在
核店舗1 店舗面積 核店舗2 店舗面積
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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。

2020.99.99 情報修正 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。

2021.03.23 山梨県 笛吹市 専門店 クスリのアオキ石和広瀬店 笛吹市石和町広瀬字不二塚町
1374番15外 1,383

クスリのアオキ
駐⾞場53台、駐輪場23台。

2021.03.23 山梨県 中央市 家具 ニトリくろがねや田富モール 中央市山之神3033-5
4,054

ニトリ くろがねや田富モールの敷地にニトリが出店す
る。駐⾞場291台、駐輪場55台。

2021.04.99 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。

2021.03.12 ⻑野県 塩尻市 スーパー ツルヤ広岡ショッピングセンター（増
床） 塩尻市広丘堅石2145-180

4,265
増床

2008
既存

2257
テナント棟を新設し増床。駐⾞
場257台、駐輪場20台。

2021.04.01 ⻑野県 諏訪市 ＨＣ・ＤＳ ラ・ムー諏訪店（建替え） 諏訪市四賀1722-1
1,945

駐⾞場79台、駐輪場56台。

2021.06.09 新規入手 ⻑野県 上田市 専門店 ツルハドラッグ上田武石店 上田市武石沖字鳥羽210-1
1,135

ツルハ
駐⾞場38台、駐輪場8台。

2020.11.21 情報修正 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

※11/27オープン。駐⾞場75
台、駐輪場42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。

2020.12.18 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。

2020.12.10 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。

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 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 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 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。
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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）１1.２０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

2021.04.14 静岡県 焼津市 専門店 ドラッグコスモス焼津本町店 焼津市本町5-630-2
1,527

コスモス薬品
駐⾞場46台、駐輪場59台。

2021.05.12 静岡県 富士市 専門店 富士市富士岡複合店舗 富士市富士岡465-19
1,367

ウエルシア薬局
1225

ローソン
142

駐⾞場46台、駐輪場25台。

2021.07.01 新規入手 静岡県 浜松市⻄区 専門店 （仮称）杏林堂薬局浜松伊左
地店

浜松市⻄区伊左地町483-1外
12筆 1,740

杏林堂薬局
駐⾞場97台、駐輪場15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。

2020.12.99 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。

2021.06.06 新規入手 静岡県 袋井市 複合ＳＣ ノブレスパルク 袋井市高尾1785-1
11,972

⽇用品雑貨
558

⾷料品
2252

雑貨992㎡、ドラッグストア827㎡、雑貨
301㎡、未定2052㎡。駐⾞場702台、
駐輪場350台。

2021.03.01 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。

2020.11.27 情報修正 愛知県 岡崎市 スーパー 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 1691

テナント
4538

※11/27オープン。駐⾞場440
台、駐輪場230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。

2021.04.29 愛知県 豊田市 スーパー （仮称）Felna⻄中山店 豊田市⻄中山町榎前
1,875

カネスエ商事
駐⾞場93台、駐輪場54台。

2021.04.01 愛知県 名古屋市守
山区 ＨＣ・ＤＳ コメリパワー中志段味店 名古屋市守山区中志段味特定土地区画整

理組合地区内73街区 9,212
コメリ

駐⾞場602台、駐輪場90台。

2020.11.28 情報修正 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。

2020.12.99 情報修正 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。

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。

2021.03.14 愛知県 名古屋市北 専門店 ドラッグコスモス中丸店 名古屋市北区中丸町2丁目23
番　ほか6筆 1,552

コスモス薬品

2021.04.04 愛知県 津島市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス愛宕店 津島市愛宕町七丁目29 他
1,375

コスモス薬品
駐⾞場52台、駐輪場20台。

2021.05.12 愛知県 名古屋 その他 コストコ守山倉庫店 名古屋市守山区⼤字中志段味
10,515

コストコホール
セールジャパン

駐⾞場760台、駐輪場380
台。

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
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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）１1.２０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

2021.02.18 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。

2021.04.27 三重県 鈴⿅市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス南玉垣店 鈴⿅市南玉垣町6806番他
1,200

コスモス薬品
駐⾞場41台、駐輪場20台。

2021.04.26 三重県 四日市市 複合ＳＣ （仮称）ファムタウン四日市上海
⽼ショッピングセンター

四日市市上海⽼字東⼤沢1585
番146　ほか36筆 6,469

ナフコ エーコープ近
畿

スギ薬品、⼤創。駐⾞場339
台、駐輪場175台。

2020.11.22 情報修正 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

※11/22オープン。駐⾞場173
台、駐輪場100台。

2021.04.01 三重県 津市 その他 (仮称）津市藤方賃貸施設　建
築工事 津市藤方５８９番１、590番1

1,779
ゲオストア ⻄松屋チェー

ン

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。

2021.05.99 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。

2020.11.26 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。

2021.05.11 新規入手 滋賀県 ⼤津市 家具 （仮称）東京インテリア家具滋
賀店 ⼤津市瀬田⼀丁目１番１号

7,700
東京インテリア
家具 駐⾞場231台、駐輪場63台。

2021.05.08 新規入手 滋賀県 湖南市 その他 三雲の郷 湖南市三雲字新開234ほか12
筆 1,425

既存ハズイ⾷
料品店 437

クスリのアオ
キ 988

駐⾞場123台、駐輪場30台。

2021.04.01 京都府 ⻲岡市 スーパー (仮称）フレッシュバザール⻲岡千
代川店

⻲岡市千代川町小林北ン田⻲岡市⾼野林・
小林土地区画整理事業 1,526

さとう
駐⾞場60台、駐輪場44台。

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 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。

2021.06.01 新規入手 京都府 向⽇市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ホームセンターコーナン
京都府向⽇市森本町佃店

向⽇市森本町佃町13.15.15-
7.22 5,350

コーナン商事
株式会社

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 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 駐⾞場46台、駐輪場78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）１1.２０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

2021.06.01 新規入手 ⼤阪府 堺市北区 スーパー イオンそよら新⾦剛店（建替え） 堺市北区新⾦岡町4-1-1
2,987

イオンリテール
2641

未定
346

駐⾞場79台、駐輪場342台。

2021.03.01 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

駐⾞場135台、駐輪場56台。

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。

2021.04.18 ⼤阪府 松原市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス松原イン
ター店 松原市別所一丁目７４番１　他

1,512
コスモス薬品

駐⾞場51台、駐輪場44台。

2021.05.18 新規入手 ⼤阪府 藤井寺市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス川北店 藤井寺市川北⼀丁目42番1　他
1,540

コスモス薬品

2021.05.25 新規入手 ⼤阪府 泉南市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス泉南樽
井店 泉南市樽井二丁目889他

1,518
コスモス薬品

駐⾞場59台、駐輪場46台。

2021.03.02 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。

2021.03.07 ⼤阪府 ⼤阪市城東
区 家具 （仮称）ニトリ放出店 ⼤阪市城東区放出⻄２丁目59

番１ 6,787
ニトリ 駐⾞場132台、駐輪場155

台。

2020.12.99 情報修正 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「アリオ松原」 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。

2021.04.07 ⼤阪府 東⼤阪市 複合ＳＣ (仮称)スーパーマルハチ若江岩田
店

東⼤阪市瓜⽣堂一丁目181番1
他 1,935

マルハチ
駐⾞場83台、駐輪場93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。

2024.07.01 ⼤阪府 ⼤阪市北区 複合ＳＣ （仮称）うめきた２期地区北街
区開発事業

⼤阪市北区⼤深町地内（北街
区） 4,000

未定 オフィス・マンション・商業・ホテル・公園など。
駐⾞場73台、駐輪場157台。

2024.07.01 ⼤阪府 ⼤阪市北区 複合ＳＣ （仮称）うめきた２期地区南街
区開発事業

⼤阪市北区⼤深町地内（北街
区） 16,000

未定 オフィス・マンション・商業・ホテル・公園など。
駐⾞場23台、駐輪場97台。

2021.05.31 新規入手 ⼤阪府 豊中市 その他 （仮称）新千⾥東町商業施設
計画 豊中市新千⾥東町3丁目1311

1,422
未定スーパー

駐⾞場38台、駐輪場122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。
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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）１1.２０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

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。

2021.03.23 兵庫県 姫路市 スーパー （仮称）ハローズ姫路飾磨店 姫路市飾磨区加茂246番５ほか
2,085

ハローズ
駐⾞場110台、駐輪場60台。

2021.03.28 兵庫県 神⼾市中央
区 スーパー 神⼾阪急ビル 神⼾市中央区加納町４丁目2番

１ 1,427
阪急オアシス

駐⾞場5台、駐輪場58台。

2020.12.99 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。

2021.04.18 兵庫県 神⼾市北区 ＨＣ・ＤＳ (仮称)ラ・ムー神⼾谷上店 神⼾市北区谷上⻄町6-28他
1,956

⼤⿊天物産
駐⾞場63台、駐輪場73台。

2021.05.18 新規入手 兵庫県 三田市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ラ・ムー新三田店 三田市福島土地区画整理事業
12街区－１ほか 1,952

⼤⿊天物産

2021.05.30 情報修正 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。

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。

2021.04.01 兵庫県 加⻄市 その他 （仮称）加⻄中野複合商業施
設 加⻄市中野町字宮ノ前１番ほか

2,589
マックスバリュ⻄
日本 1546

キリン堂
1043

駐⾞場112台、駐輪場79台。

2021.05.01 兵庫県 神⼾市中央
区 その他 (仮称)三宮新港町計画Ａ街区

ＧＬＩＯＮ棟 神⼾市中央区新港町71番２外
1,705

モトーレン神⼾

2021.03.30 和歌山県 和歌山市 スーパー (仮称)スーパーエバグリーン古屋店 和歌山市古屋82番１　外
4,114

エバグリーン廣
甚株式会社 4076

有限会社ネッ
トワーク 38

駐⾞場178台、駐輪場76台。

2021.04.22 和歌山県 和歌山 ＨＣ・ＤＳ （仮称）コメリパワー新宮店 和歌山県新宮市佐野字久保
771番1 ほか 10,225

株式会社コメリ
9259

未定
996

駐⾞場274台、駐輪場40台。

2020.11.21 情報修正 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 ※11/21オープン。駐⾞場52
台、駐輪場18台。

2021.05.01 和歌山県 御坊市 専門店 (仮称）ドラッグコスモス御坊湯川
店

御坊市湯川町財部字神田２３
０番１外 1,538

株式会社コス
モス薬品

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 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。

2021.03.17 鳥取県 鳥取市 スーパー マルイ薬師町店 鳥取市薬師町５３
1,108

サンインマルイ

2021.02.23 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。
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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）１1.２０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

2021.05.31 新規入手 岡⼭県 ⼩田郡矢掛
町本 スーパー （仮称）Ａコープ矢掛店・矢掛

宿場の⻘空市「きらり」
⼩田郡矢掛町本堀字下1101番
1 1,696

Ａコープ
1102

⻘空市きらり
594

Ａコープ矢掛店の移転。駐⾞
場80台、駐輪場42台。

2020.11.21 情報修正 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 ※11/21オープン。駐⾞場62
台、駐輪場10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。

2021.03.10 岡山県 岡山市北区 専門店 (仮称）ドラッグコスモス津⾼店 岡山市北区横井上字三軒家道
東２２１番１　ほか８筆 1,525

コスモス薬品
駐⾞場61台、駐輪場10台。

2021.05.31 新規入手 岡⼭県 岡⼭市北区 専門店 (仮称)ザグザグ⾦川店（建替
え）

岡⼭市北区御津宇垣字水越
1477ほか 1,456

ザグザグ
駐⾞場58台、駐輪場8台。

2020.99.99 情報修正 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。

2021.05.01 岡山県 岡山市南区 複合ＳＣ （仮称）アクロスプラザ岡南（南
区画） 岡山市南区築港栄町5番12ほか

3,770
オサダ文昭堂

2033
イエローハット

442
駐⾞場131台、駐輪場108
台。

2021.05.10 岡山県 津山市 その他 ウエストランド（建替え） 津山市二宮字上野71
4,982

マルイ
2209

ザグザグ
476

駐⾞場228台、駐輪場57台。

2021.03.31 広島県 広島市安佐
南区 スーパー フジ古市店 広島市安佐南区⼤町東一丁目

７７番ほか 1,914
フジ

1430
テナント

484
駐⾞場62台、駐輪場83台。

2021.04.21 広島県 広島市 スーパー （仮称）ハローズ草津新町店 広島市⻄区草津新町一丁目２
０番３ほか 2,029

ハローズ
駐⾞場69台、駐輪場60台。

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。

2021.04.21 広島県 呉市 ＨＣ・ＤＳ (仮称）コーナンＰＲＯ広古新開
店

呉市広古新開一丁目１３５１
番１ほか 1,446

コーナン商事
駐⾞場34台、駐輪場41台。

2021.03.21 広島県 福山市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス明神店 福山市明神町二丁目１２番
１，１３番，１４番，１５番 1,361

㈱コスモス薬品

2021.04.22 広島県 豊⾒城市 専門店 ザグザグ三原店 広島県三原市皆実四丁目1396
番地2　外 1,254

ザグザグ
駐⾞場47台、駐輪場15台。

2021.99.99 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。

2021.04.12 広島県 安芸郡熊野
町 複合ＳＣ （仮称）熊野モール 安芸郡熊野町出来庭二丁目

1652番地１ほか 7,833
ハローズ

2110
タイム

2900
駐⾞場303台、駐輪場60台。

2021.05.18 広島県 広島市安佐
南区 その他 沼田モール 広島市安佐南区伴中央6-

4422-1 2,280
エブリイ

1137
ドラッグ

600
100円均一543㎡。駐⾞場76
台、駐輪場39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。
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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）１1.２０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

2020.11.24 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。

2020.99.99 情報修正 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。

2020.99.99 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。

2021.05.01 山口県 熊毛郡平⽣
町 専門店 （仮称）ドラッグコスモス平⽣店 熊毛郡平⽣町⼤字平⽣村765の

1 1,384
コスモス薬品

駐⾞場53台、駐輪場10台。

2020.11.27 情報修正 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 ※11/27オープン。駐⾞場122
台、駐輪場17台。

2023.03.01 山口県 周南市 複合ＳＣ （仮）徳山駅前地区商業施設 周南市銀座一丁目30
6,127

未定 物販・ホテル・住宅・飲食など。駐
⾞場200台、駐輪場80台。

2021.04.26 徳島県 吉野川市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ダイレックス新鴨島店 吉野川市鴨島町鴨島212番7
外 1,269

ダイレックス
駐⾞場53台、駐輪場10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。

2021.03.21 徳島県 板野郡藍住
町 専門店 ドラッグコスモス徳命店 板野郡藍住町徳命元村35番1

外 1,473
コスモス薬品

駐⾞場60台、駐輪場12台。

2021.05.04 徳島県 阿波市 専門店 ドラッグストアモリ阿波市市場町店 阿波市市場町香美字善入寺
119-1 1,334

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場62台、駐輪場20台。

2021.02.23 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。

2021.03.04 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。

2021.04.01 香川県 ⾼松市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ダイレックス川島店 ⾼松市川島東町字東下所533
番２ 1,142

ダイレックス
駐⾞場63台、駐輪場15台。

2021.04.14 香川県 ⾼松市 ＨＣ・ＤＳ ラ・ムー⾼松中央店 ⾼松市多肥上町1126
2,643

⼤⿊天物産
駐⾞場144台、駐輪場85台。

2021.03.01 愛媛県 ⻄条市 スーパー （仮称）ハローズ⻄条⼤町店
（⻄エリア） ⻄条市⼤町452番１　外

2,211
⼤屋

905
セリア

721
駐⾞場81台、駐輪場30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。
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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）１1.２０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

2020.99.99 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。

2020.11.21 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 ※11/21オープン。駐⾞場60
台、駐輪場10台。

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

2020.11.21 情報修正 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

1457
既存⻄日本
セイムス 684

※11/27オープン。セイムス松前筒井店の敷
地にフジが移転する。

2021.02.19 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

2021.04.01 福岡県 北九州市八
幡⻄区 スーパー （仮称）アルク八幡⻄店 北九州市八幡⻄区町上津役一

丁目１９１１番 1,856
丸久

駐⾞場80台、駐輪場46台。

2020.11.99 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

2020.12.09 情報修正 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 ※12/9オープン。駐⾞場50台、
駐輪場10台。

2020.99.99 情報修正 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。

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 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 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

2020.12.17 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 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。

2020.99.99 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。

2021.03.31 福岡県 久留米市 専門店 (仮称）ドラッグストアモリ田主丸店 久留米市田主丸町豊城字⾃在
丸1832番5　外 1,435

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場52台、駐輪場8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）１1.２０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

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

2021.05.08 福岡県 春日市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ春日市
須玖北 春日市須玖北6-12-1

1,307
ドラッグストアモ
リ 駐⾞場37台、駐輪場13台。

2021.05.26 福岡県 北九州市八
幡⻄ 専門店 （仮称）ドラッグコスモス氷犬丸店 北九州市八幡⻄区八枝5-4-

116 1,544
コスモス薬品

駐⾞場62台、駐輪場10台。

2021.05.26 新規入手 福岡県 北九州市八
幡⻄区 専門店 （仮称）ドラッグコスモス永犬丸

店
北九州市八幡⻄区八枝五丁目4
番116ほか4筆 1,544

コスモス薬品

2021.06.09 新規入手 福岡県 北九州市⼩
倉北区 専門店 ツルハドラッグ⼩倉熊谷店 北九州市⼩倉北区熊谷3-996-

1 1,120
ツルハ

駐⾞場43台、駐輪場20台。

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。

2021.04.08 福岡県 福岡市東区 複合ＳＣ （仮称）SG千早建替え計画 福岡市東区千早三丁目１番58
ほか 5,203

未定スーパー 薬局

2020.12.99 福岡県 福岡市中央
区 その他 （仮称）港１丁目ＳＣ計画「キ

テラタウン福岡⻑浜」 福岡市中央区港一丁目10番
4,716

⻄友サニー ⻄松屋、ド
ラッグイレブン 駐⾞場133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。

2020.99.99 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。

2020.11.27 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。

2020.99.99 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。

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。

2021.05.15 新規入手 熊本県 菊池郡⼤津
町 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ菊池

郡⼤津町店
菊池郡⼤津町室字三郎松1757
番1の⼀部 1,460

ドラッグストア
モリ
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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）１1.２０⽇現在
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2021.05.25 新規入手 熊本県 人吉市 専門店 ドラッグストアモリ人吉瓦屋店・ファッションセン
ターしまむら人吉店

人吉市瓦屋町字後田2363番1
外 1,995

ドラッグストア
モリ・しまむら

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 駐⾞場794台、駐輪場50台。

2021.02.25 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。

2021.03.29 ⼤分県 中津市 専門店 (仮称)ドラッグストアモリ中津市永
添店

中津市⼤字永添字市木199番1
外 1,322

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場52台、駐輪場16台。

2021.04.22 ⼤分県 豊後⼤野市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ豊後⼤
野市三重町店

豊後⼤野市三重町⾚嶺⼤原１
１７０番７　外 1,684

ドラッグストアモ
リ

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。

2021.04.20 宮崎県 宮崎市 スーパー マルイチ一の宮店 宮崎市一の宮町64-2
1,100

マルイチ
駐⾞場61台、駐輪場34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。

2021.04.20 宮崎県 東臼杵郡門
川町 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス門川店 東臼杵郡門川町東栄町四丁目

2-3 1,630
ダイレックス

駐⾞場63台、駐輪場10台。

2020.11.28 情報修正 宮崎県 東諸県郡国
富町 専門店 （仮称）ドラッグコスモス木脇店 東諸県郡国富町⼤字木脇763-

1 1,557
（株）コスモス
薬品

※11/28オープン。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 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

2020.99.99 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。

2020.99.99 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。

2020.99.99 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。
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2020.99.99 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。

2020.99.99 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

2021.01.99 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「Li-Ka1920] 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。

2021.04.21 新規入手 沖縄県 国頭郡本部
町 スーパー ザ・ビッグもとぶ店（建替え増

床） 国頭郡本部町字⼤浜851-1
2,644

イオン琉球

2021.04.15 沖縄県 豊⾒城市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ドン・キホーテ豊⾒城店 豊⾒城市字翁⻑崎浜854番地
１ 4,720

株式会社ドン・
キホーテ 駐⾞場213台、駐輪場68台。

2022.06.01 情報修正 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43　他13筆 5,853

株式会社サン
エー 当初計画の3/1規模に変更。
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