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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12月20日以降オープン予定のもの

（2020年12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



【ニトリＨＤ 島忠を子会社化へ】ＰＢ開発、物流で相乗効果
㈱ニトリホールディングスは、㈱島忠を買収し、完全子会社化する。島忠子会社化により、ニトリはＰＢ開発や物流機能の
効率化など、多くのメリットを享受する。ニトリは2022年に1000店・売上高1兆円、32年には3000店・売上高3兆円を目指し
ており、その基盤が整った。両社は、11月13日に公開買い付けを通じて経営統合を行うことについて同意した。公開買い
付け期間は11月16日から12月28日まで、買い付け価格は1株当たり5500円。ニトリは11月13日時点で、島忠株式100株
を所有しているが、公開買い付けにおいて、買い付け予定数の下限を1947万7600株（所有割合50.0％）と設定した。
ニトリは島忠を子会社化することで、島忠店舗の全国展開による高品質な家具の販売機会を拡大する。具体的には島忠
のホームセンター商品とニトリのホームファション商品との相互補完による販売拡大や、ニトリのＰＢ商品の開発力と島忠の
事業領域における知見、その他のノウハウの共有を通じたＰＢ商品の開発による島忠の利益率向上を目指す。また、島忠
は多彩なテナントの導入やフランチャイズ事業の展開、多様なテナント誘致に強みを持つ。一方、ニトリはニトリモール事業
、デコホーム事業など、多様なテナント誘致、および人口稠蜜地域に適した異なるフォーマットを展開し、店舗の運営・管理
に係るノウハウを持つことから、これらを融合し、多様な顧客ニーズに合わせた店舗展開を推進する。さらには、首都圏・都心部へのショップ・イン・ショップ型店舗の相互出店など
を通じた島忠店舗の出店態様の多様化および出店範囲の拡大を推進する。Ｅコマースにおいても、ＥＣサイトやＥＣアプリの運営・管理、ＥＣ会員情報の利活用、ＥＣ販売に係る商
品の配送管理、その他のＥＣ事業に係るノウハウの共有を通じたし双方のＥＣの強化・発展を目指す。さらに物流センターを含む物流機能の共同利用および配送管理に係るノウ
ハウの共有による家具を含む商品配送を効率化させ、顧客拡大および顧客満足度向上を図る。なお、ニトリは「製造物流ＩＴ小売業」を標榜しており、各種サプライチェーン上の機
能・ノウハウ提供による島忠におけるコスト削減および業務効率の向上を図る。また、ニトリの海外店舗網および海外出店におけるノウハウの共有、その他相互協力による島忠商品
の海外販売および島忠店舗の将来的な海外展開を推進する。なお子会社化にあたって、今後５年間は基本的に、島忠の従業員の雇用を維持するとともに、島忠従業員の雇用
条件に付いて経営統合契約の締結日時点の水準を下回らないようにする。また、公開買い付けの決済開始日以降も、島忠の称号を変更せず、島忠の商標およびブランドを維持
する。（商業施設新聞 ２３７３号）

【コナカ ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ 百貨店に本格出店開始】オーダースーツブランド
株コナカは、オーダースーツブランド「ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ（ディファレンス）」を百貨店の紳士服売り場へ本格的に出店する。１１月１３日に「そごう千葉店」、１１月２６日に「そごう横浜
店」に出店し、今後さらに商品価格帯のワイド化や年齢・性別を超えた顧客層の拡大に取り組んでいく。ディファレンスは、パーソナライズをコンセプトとしたオーダースーツブランド
。ブランドサイトに顧客の専用アカウントを作ることで、店舗訪問予約や購入・採寸データの閲覧が可能になるほか、専用アプリをダウンロードすることで、最速２週間で高品質なオ
ーダースーツを受け取ることができるサービスを提供している。大手アパレル企業の経営破綻や老舗ブランドの販売終了などで、百貨店の中心顧客の若返りが求められるなか、Ａ
Ｉ画像採寸やオーダーシステムのオンライン化などのデジタル戦略を推し進め、売上高が前年比１５０％超を記録し続けるディファレンスへの百貨店から強い出店要請が出ていた
こと、高いステータス・品質基準を有する百貨店への顧客層への販路拡大を求めるディファレンスの方向性がマッチした結果、今回の本格進出に至った。
（商業施設新聞 ２３７２号）

【コメリ２０年度出店 下期１６店で通期２８店に】改装は１５９店実施
㈱コメリは、２０２０年度下半期（１０月～２１年３月）に１６店の出店を計画している。これにより通期で合計２８店の新規出店となる見込み。また、改装は年間で１５９店（約２６万４０００
㎡）を計画している。同社の上期（４～９月の出店は、パワー（大商圏型）を３店、ハード＆グリーン（小商圏型）を７店、ＰＲＯ（資材館）を２店の合計１２店となった。９月１０日にパワー
白山店（石川県）を開店、これはパワー業態で最大級の店となり、ドライブスルーを併設している。他方、閉店は移転増床・業態転換に伴うもので、ハード＆グリーンを５店閉店した
。これにより、９月末時点の店舗数は、パワー６９店、ハード＆グリーン１１２２店、ＰＲＯ５店、アテーナ８店で、合計１２０４店となった。同社は将来、３０００店体制の構築を目指してい
る。一方、下半期は、パワー５店、ハード＆グリーン６店、ＰＲＯ５店の合計１６店の出店を予定している。これにより通期では、パワー８店、ハード＆グリーン１３店、ＰＲＯ７店の合計２
８店新規出店となる予定。下半期の退店は約５店を見込み、通年では１０店となる見通し。また、改装は年間で１５９店（約２６万４０００㎡）を計画しており、上半期に６４店で実施した
。下半期は、９５店を予定する。（商業施設新聞２３７４号）

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12月

島忠 ニトリHD

売上高
1,534億円
（20年8月期）

6,422億円
（20年2月期）

営業利益
95億円
（同）

1,074億円
（同）

国内店舗数 ６０店 ５４１店
PB戦略 PB開発に着手 取扱商品の約90％がPB
営業利益率 6.1% 16.7%
ROA 2.5% 11.0%

会員数基盤
/EC会員数

シマホネット
延べ会員数約4000万人/ア
プリ会員数７８０万人（２１年
２月期目標９００万人）

海外展開 ━ ６６店



全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）１２.２０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 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 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。

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。

2020.99.99 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 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。

2021.06.10 新規入手 岩手県 奥州市 その他 スーパーマーケットマイヤ水沢店・
薬王堂水沢店

奥州市水沢八反町10番１外地
内 2,978

マイヤ 薬王堂

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。

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

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）１２.２０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 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。

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。

2020.12.99 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
12/11OP 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。

2021.06.30 新規入手 福島県 会津若松市 ＨＣ・ＤＳ (仮称)カインズ会津若松店 会津若松市神指町⼤字南四合
字幕内南６３２番地１他 7,000

カインズ

2020.99.99 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。

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。

2021.06.02 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。

2021.06.17 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 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。

2021.01.23 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。
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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）１２.２０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

2021.99.99 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。

2021.05.12 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
駐⾞場54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

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 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。

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 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 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 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。

2021.07.03 新規入手 埼玉県 和光市 スーパー ヤオコー和光丸山台店 和光市丸山台3-13-1
4,422

ヤオコー テナント 駐⾞場223台、駐輪場127
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）１２.２０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 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 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。

2021.08.01 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。

2020.99.99 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。

2021.06.20 新規入手 埼玉県 さいたま市岩
槻区 複合ＳＣ （仮称）ドラッグコスモス東岩槻

店
さいたま市岩槻区東岩槻二丁目
４番２、４番３ 1,529

コスモス薬品
駐⾞場47台、駐輪場76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。

2020.99.99 情報修正 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。
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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）１２.２０⽇現在
核店舗1 店舗面積 核店舗2 店舗面積
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2021.07.05 新規入手 千葉県 我孫子市 スーパー ヤオコー我孫子天王台店 我孫子市天王台1-3-3
1,683

ヤオコー
駐⾞場50台、駐輪場50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。

2020.99.99 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。

2020.99.99 情報修正 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。

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 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 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。

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。

2021.03.01 東京都 東京都大田
京区

百貨店・駅ビ
ル (仮称)池上駅ビル「エトモ」 大田区池上六丁目73番2ほか

1,681
東急ストア 東急フード

ショースライス
物販、図書館、保育園、クリニック等。駐⾞
場9台、駐輪場216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 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。

2021.06.15 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。
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2021.06.15 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。

2023.02.28 新規入手 東京都 東京都江東
区 複合ＳＣ (仮称)江東区東雲１丁目複合

プロジェクト 江東区東雲1丁目11番26
1,510

東武ストア

2021.02.99 情報修正 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

ロピア サンドラッグ 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。

2021.06.08 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。

2022.10.01 新規入手 神奈川県 横浜市南区 その他 横浜市旧南区総合庁舎跡地開
発 横浜市南区花之木3-48-1

2,600
ライフコーポ
レーション

飲食、クリ
ニックなど 駐⾞場84台、駐輪場221台。

2020.99.99 情報修正 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。
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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）１２.２０⽇現在
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2020.99.99 情報修正 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

2021.05.15 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。

2021.05.20 新規入手 富山県 富山市 スーパー ⼤阪屋ショップ五福店（建替
え） 富山市五福5160

1,218
⼤阪屋ショップ

1064
テナント

154
駐⾞場47台、駐輪場22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。

2020.99.99 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 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 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。

2021.07.07 新規入手 石川県 河北郡内灘
町 専門店 クスリのアオキ鶴ヶ丘東 河北郡内灘町鶴ヶ丘-606

1,278
クスリのアオキ

駐⾞場51台、駐輪場15台。

2021.07.15 新規入手 石川県 白山市 複合ＳＣ イオンモール白山 白山市横江町⼟地区画整理事
業施⾏地区内 54,047

イオンリテール

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。
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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）１２.２０⽇現在
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（㎡）
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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 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 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。

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 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 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。

2020.99.99 情報修正 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。

2021.07.17 新規入手 静岡県 沼津市 スーパー 沼津市⼤岡SC 沼津市⼤岡字四ツ口227-2
2,888

静鉄ストア
駐⾞場165台、駐輪場67台。

2020.99.99 情報修正 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。
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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。

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 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。

2021.06.06 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。

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。

2021.06.24 新規入手 愛知県 名古屋市熱
田区 スーパー サポーレ熱田店 名古屋市熱田区新尾頭二丁目

411番ほか8筆 1,763
サポーレ

駐⾞場92台、駐輪場88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。

2020.99.99 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。

2021.06.30 新規入手 愛知県 名古屋市熱
田区 その他 ミュープラット神宮前 名古屋市熱田区三本松町1801

番 3,019
未定 物販、飲食・サービス、住宅で構成。駐⾞

場209台、駐輪場201台。

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。
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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。

2021.06.16 新規入手 三重県 伊勢市 専門店 クスリのアオキ⿊瀨店 伊勢市⿊瀬町字間⿊648番地
1,266

クスリのアオキ

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。

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

2021.01.99 情報修正 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 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。

2021.03.99 情報修正 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。

2021.01.99 情報修正 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 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 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 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

駐⾞場290台、駐輪場152
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 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。

2021.06.01 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。
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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）１２.２０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

2021.03.01 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。

2021.07.17 新規入手 ⼤阪府 吹田市 ＨＣ・ＤＳ スーパービバホーム吹田千⾥丘店 吹田市千⾥丘北1-2
8,854

ビバホーム
駐⾞場38台、駐輪場16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 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 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。

2021.06.24 新規入手 ⼤阪府 堺市堺区 家電 (仮称）ケーズデンキ堺遠⾥⼩野
店

堺市堺区遠⾥⼩野町⼀丁25番
2他 3,456

関⻄ケーズデ
ンキ

駐⾞場167台、駐輪場355
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。

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。

2021.07.07 新規入手 ⼤阪府 堺市美原区 複合ＳＣ ビバモール美原南インター 堺市美原区⿊山463-1
22,575

ビバホーム 駐⾞場1000台、駐輪場1237
台。

2021.99.99 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。

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 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。
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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）１２.２０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 情報修正 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。

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。

2021.07.01 新規入手 兵庫県 明石市 スーパー （仮称）スーパーマルハチ硯町
店 明石市硯町⼀丁目33番２ほか

3,200
マルハチ

2376
テナント

駐⾞場128台、駐輪場92台。

2021.99.99 情報修正 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。

2021.04.18 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 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 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。

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

2021.06.24 新規入手 和歌山県 橋本市 家具 （仮称）ドラッグコスモス橋谷店 橋本市橋谷字前壷268番外
1,476

株式会社コス
モス薬品 駐⾞場57台、駐輪場22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 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。
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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）１２.２０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
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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

2021.03.17 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。

2021.07.05 新規入手 鳥取県 倉吉市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス⻄倉吉
店 倉吉市秋喜下山根170-1

1,484
コスモス薬品

駐⾞場67台、駐輪場20台。

2021.05.31 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。

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 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。

2021.01.99 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。
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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）１２.２０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

2021.05.18 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。

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。

2021.99.99 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。

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。

2021.03.04 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。

2020.99.99 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。

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
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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）１２.２０⽇現在
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所在地 店舗面積
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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

2021.02.19 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。

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

2020.12.28 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。

2021.02.99 情報修正 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。

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。

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 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 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。
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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 駐⾞場300台、駐輪場103
台。

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。

2021.07.01 新規入手 ⻑崎県 壱岐市 スーパー スーパーバリューイチヤマ本店 壱岐市郷ノ浦町東触567番地2
1,150

イチヤマ

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。

2020.99.99 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 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

2021.05.25 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

2021.06.06 新規入手 熊本県 熊本市北区 専門店 ドラッグコスモス飛田バイパス店 熊本市北区飛田４丁目172番2
外 1,362

コスモス薬品

2021.06.24 新規入手 熊本県 熊本市南区 専門店 ドラッグコスモス南高江店 熊本市南区南高江２丁目448
番1外 1,112

コスモス薬品

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
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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。

2020.99.99 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。

2021.06.30 新規入手 宮崎県 宮崎市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ダイレックス赤江店 宮崎市⼤字本郷北⽅2237番1
外 1,632

ダイレックス
駐⾞場93台、駐輪場20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 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。

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 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 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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