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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

2021年3月20日以降オープン予定のもの

（2021年3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



【マツモトキヨシHDとココカラファイン経営統合契約を締結】２５年度に売上高１．５兆円へ
㈱マツモトキヨシホールディングスと㈱ココカラファインは、このほど経営統合契約を締結した。１０月１日に新称号の㈱マツキヨココカラ＆カンパニーを発足する予定。新会社では
アジアNo1のドラッグストアを目指す。同社は１０月１日付でマツモトキヨシホールディングスを株式交換完全親会社とし、ココカラファインを株式交換完全子会社として、株式交換を
行う。これに伴い、マツモトキヨシホールディングスはマツキヨココカラ＆カンパニーに称号を変更する。経営体制は、代表取締役会長に松本南海雄氏（現マツモトキヨシホールディ
ングス代表取締役会長）、代表取締役社長に松本清雄氏（現マツモトキヨシホールディングス代表取締役社長）、代表取締副社長に塚本厚志氏（現ココカラファイン代表取締役社
長）が就任する。統合会社の所在地は、東京都文京区湯島1-8-2とし、資本金、純資産、総資産は未確定。新たに発足する会社は、アジアNo1のドラッグストアとなり、美と健康の
分野でのリーディングポジションを確立すべく、２０２６年３月期（２５年度）にグループ売上高１兆５０００億円、営業利益率７％を目標とする。（商業施設新聞 ２３８７号）

【マルエツ法人向け無人店舗を展開】１００店体制を目指す
㈱マルエツは３月４日、法人向け無人店舗「スマート プチ」の１号店を東京都内のオフィスにオープンした。飲料や菓子、即席食品や生活雑貨などを１００～５００品目用意する業
態で、当面の目標として１００店体制を目指すとしている。スマート プチはオフィスで働く従業員などを対象とした無人買い物サービス。利用者はスマホ決済アプリ「スキャン＆ゴー
イグニカ」を活用し、商品のバーコードをアプリでスキャンし、登録したクレジットカード、または「Pay Pay残高払い」で支払う。商品は、飲料、菓子、即席食品、即席冷食、文具、生
活消耗品などを１００～５００品目用意し、設置スペースや導入企業の要望に合わせた品揃えをする。事前予約があれば弁当の注文配達にも対応する。売場の管理は近隣店舗従
業員が週２～３回程度、在庫確認・発注業務・商品補充などを行う。オフィス従業員の外出控えが進む中、企業の福利厚生として、外出することなく買い物できるサービスとして各
種法人に訴求していく。今回はオフィス内に加え、工場や配送センター、病院など様々な職域への展開を進め、当面の目標として１００店へ拡大することを目指す。
（商業施設新聞２３８７号）

【日本版顧客満足度指数 衣料品１位はハニーズ】アース、GUが続く
公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会は、顧客満足度調査「２０２０年度JCSI（日本版顧客満足度指数）」を実施し、衣料品業種において、第１位は「Honeys」
になったと発表した。Honeysが１位となるのは、１７年度同調査、１９年度同調査に続き、２年連続３回目の獲得となる。㈱ハニーズホールディングスは「今後も好感度・高品質・リー
ズナブルプライスをコンセプトに、高品質な商品の提供と丁寧な接客、居心地の良い店舗の実現に向けてグループ一丸で取り組んでいく」としている。なお、調査企業・ブランドは
カジュアルでは「earth music&ecology」「H&M」「GAP」「ZARA]「GU」「しまむら」「Honeys」「ユニクロ」、ビジネス・フォーマルは「AOKI]「はるやま」「洋服の青山」の計１１企業・ブラン
ドで、スコア上位は、１位「Honeys」（スコア79.6）、２位「earth music&ecology」 （78.1）、３位「GU」（77.6）、４位「ユニクロ」（76.4）５位「H&M」（74.8）だった。（２０２０年のサービス産業
生産性協議会調べ） （商業施設新聞２３８７号）

【ホームファッション市場調査 ２０年は３．３兆円と予測 矢野経済研究所】巣籠牽引で前年越え
㈱矢野経済研究所は、国内のホームファッション市場を調査し、「２０２０年ホームファッションブランド」にまとめた。それによると、２０２０年のホームファッション小売市場規模は前年
比１０１.４％の３兆３８４５億円と予測した。新型コロナウイルス感染拡大による在宅勤務の長期化で、巣ごもり消費が牽引している。１９年の国内ホームファッション小売市場規模は
、前年比９８.２％の３兆３３７０億円と推計。アイテム別にみると、プチギフト需要を捉えた「タオル製品」や、質の高い睡眠を得るための「ナイトウェア・ホームウェア」が好調だった。一
方、そのほかの市場は前年から減少となった。また、市場全体は前年より減少したものの、力をつけてきたベガコーポレーションなどホームファッションEC専業企業が自社のオリジ
ナル商品で売り上げを伸ばすなど、新しい勢力の台頭もあった。また、ニトリやイケアなど大手チェーン経営企業の都心部への出店が目立ったもの特徴。こうした店舗は集客力の
高さに加え、ECサイト販売を活発にするためのショールーミング機能としての役割も担っており、今後の動向が注目される。２０年のホームファッション小売市場は前年比１０１.４％
の３兆３８４５億円と予測する。２０年は新型コロナウイルス感染症により、店舗を持つ小売企業は営業停止などで大きな影響を受けた。一方で、ECを展開をする企業を中心に巣ご
もり消費を捉えて、販売が好調だった企業も多い。特に、「ホームファニチュア」「寝具」「キッチンツール」などを展開する企業は軒並み好調となった。在宅している時間が長くなっ
たことで家の中のレイアウトや道具を見直す機会が増加したこと、リモートワークの導入も進んだことで関連用品の購入が多くなったこともあり、例年以上に売り上げを伸ばした企業
も少なくない。当面の間、ウィズコロナ生活が続くのであれば、ホームファッション関連の需要増加も長期化するものと考えられる。また、働き方改革、新型コロナウィルス感染症拡
大の影響による在宅勤務の広がりによって、ホームファッション市場においてもサブスクリプションサービスの需要が増加している。特に、高価格帯の家具では手軽なレンタルをき
っかけに、品質やブランドを知ってもらうことができるため、各社ともビジネスチャンスと捉えて取り組みを強化している。合わせて、一人暮らしや、結婚を機に家具を買い揃える若年
層の利用も高まっている。なお、同調査におけるホームファッションとは、「ベッドリネン・寝具」「タオル製品」「ナイトウェア・ホームウェア」「ホームファニチュア」「インテリファブリックス
」「ホームライティング」「キッチン・テーブルウエア」の７分野を対象とする。主に一般家庭用品を対象とするが、「ホームファニチュア」「キッチン・テーブルウエア」には一部法人需要
が含まれる。（商業施設新聞２３８７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。・・・ 2021年3月



全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）３.２０⽇現在
核店舗1 店舗面積 核店舗2 店舗面積

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 1890

テナント
207

駐⾞場70台、駐輪場47台。

2021.99.99 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。

2021.05.26 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。

2021.08.01 北海道 札幌市⻄区 ＨＣ・ＤＳ コメリパワー札幌発寒店 札幌市⻄区発寒11条14-
1069-21 9,008

コメリ ヤマダ電機発寒店の隣地に出店。駐⾞場
600台、駐輪場70台。

2021.10.23 新規入手 北海道 旭川市 ＨＣ・ＤＳ ホダカ旭川永山店 旭川市永山３条9-1-16
1,570

DCMホーマッ
ク 1425

テナント
145

駐⾞場65台、駐輪場15台。

2021.12.01 北海道 札幌市清田
区 ＨＣ・ＤＳ （仮称）コメリパワー札幌北野店 札幌市清田区北野3条5丁目

57-63ほか 7,134
コメリ

駐⾞場231台、駐輪場30台。

2021.99.99 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。

2021.08.15 北海道 釧路郡釧路
町 専門店 （仮称）サツドラ釧路町店 釧路郡釧路町曙４丁目11番13

1,280
サッポロドラッグ
ストアー 駐⾞場48台、駐輪場10台。

2021.08.23 北海道 岩⾒沢市 専門店 サツドラ岩⾒沢６条店 岩⾒沢市５条⻄３丁目２－１
ほか 1,219

サッポロドラッグ
ストアー 駐⾞場41台、駐輪場29台。

2021.10.03 新規入手 北海道 足寄郡足寄
町 専門店 ツルハドラッグ足寄店 足寄郡足寄町南７条1-14

1,237
ツルハ

駐⾞場46台、駐輪場8台。

2021.99.99 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。

2021.09.08 ⻘森県 三沢市 スーパー よこまちストア三沢店（移転） 三沢市岡三沢2-1-5
2,591

よこまち
2000

テナント
591

駐⾞場113台、駐輪場23台。

2021.09.08 ⻘森県 弘前市 スーパー メガ富田店 弘前市大字富田3-7-8
1,339

駐⾞場45台、駐輪場32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。

2021.09.08 ⻘森県 ⼋⼾市 ＨＣ・ＤＳ ホームマート南郷店（増床） ⼋⼾市南郷区大字市野沢字中
市野沢8-4 1,659

サンデー
駐⾞場57台、駐輪場5台。

2021.08.23 ⻘森県 ⿊石市 その他 ツルハドラッグ⿊石⼀番町店・セリ
ア⿊石⼀番町店 ⿊石市⼀番町189番地外

1,841
株式会社ツル
ハ

株式会社セリ
ア

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。

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）３.２０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

2021.05.12 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。

2021.99.99 情報修正 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。

2021.99.99 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。

2021.06.10 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 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

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。

2021.07.26 宮城県 岩沼市 専門店 （仮称）クスリのアオキ岩沼藤浪
店

岩沼市藤浪⼀丁目１９２－１
外 1,329

クスリのアオキ
駐⾞場50台、駐輪場38台。

2021.99.99 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。

2021.99.99 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。

2021.08.11 秋田県 能代市 複合ＳＣ イオン新能代SC 能代市鰄渕字古谷布1
19,800

イオン東北
2300

ホームセン
ター 5200

未定テナント12,300㎡。駐⾞
場1370台、駐輪場206台。

2021.07.06 山形県 寒河江市 専門店 （仮称）クスリのアオキ寒河江⻄
店

寒河江市大字寒河江字鶴田１
５番１号外 1,390

クスリのアオキ
駐⾞場53台、駐輪場40台。

2021.08.19 山形県 寒河江市 その他 ジョイントパークコム・薬王堂寒河
江⻄根店

寒河江市大字⻄根字石川⻄
266番地1外 1,700

薬王堂
991

既存ジョイント
パークコム 709

駐⾞場67台、駐輪場15台。

2021.04.99 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。

2021.09.09 福島県 郡山市 スーパー ヨークタウン安積（建替え） 郡山市安積2-332
3,409

ヨークベニマル
2269

テナント
1140

駐⾞場154台、駐輪場97台。

2021.09.23 新規入手 福島県 福島市 スーパー （仮称）福島入江町商業施設
計画 福島市入江町４２番外

3,042
ヨークベニマル

2371
テナント

671
駐⾞場103台、駐輪場87台。

2021.06.30 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

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。

2



全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）３.２０⽇現在
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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。

2021.08.29 福島県 伊達郡 専門店 （仮称）ハシドラッグ川俣店 伊達郡川俣町大字鶴沢字社前
８３番１外 1,678

ハシドラッグ
駐⾞場66台、駐輪場10台。

2021.09.30 新規入手 茨城県 笠間市 スーパー カスミ友部店（建替え） 笠間市美原⼀丁目1470番
1480外 2,486

カスミ
駐⾞場107台、駐輪場38台。

2021.09.29 新規入手 茨城県 常陸⼤宮 ＨＣ・ＤＳ 山新⼤宮店（増床） 常陸⼤宮市泉409
8,584

増床（新棟）
1746

既存
6838

駐⾞場140台、駐輪場6台。

2021.10.16 新規入手 茨城県 ひたちなか市 ＨＣ・ＤＳ ジョイフル本田ニューポートひたち
なか店（増床） ひたちなか市新光町34-1

66,478
増床（新棟）

3519
既存

60559
駐⾞場3476台、駐輪場120
台。

2021.99.99 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。

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。

2021.07.19 茨城県 ⿅嶋市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス⿅嶋平井
店

⿅嶋市大字平井字⿅嶋道北
1325番２外 1,449

コスモス薬品

2021.08.17 茨城県 石岡市 専門店 （仮称）コスモス東光台店 石岡市東光台四丁目2855番１
1,531

コスモス薬品
駐⾞場60台、駐輪場10台。

2021.10.27 新規入手 茨城県 下妻市 専門店 クスリのアオキ千代川店 下妻市原字宗道前道東481-1
1,233

クスリのアオキ
駐⾞場46台、駐輪場8台。

2021.99.99 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。

2021.03.25 情報修正 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3/25OP
9260

ヨークベニマル
3/19OP済
み

2357
ほかテナント数店。駐⾞場967
台、駐輪場84台。

2021.99.99 情報修正 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。

2021.05.12 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。

2021.07.17 栃木県 ⾜利市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス⾜利小俣
店 ⾜利市小俣町1772番1外

1,484
コスモス薬品

駐⾞場61台、駐輪場20台。

2021.07.25 栃木県 ⿅沼市 専門店 （仮称）クスリのアオキ下武子店 ⿅沼市下武子町字宮上野54番
１外 1,340

クスリのアオキ
駐⾞場45台、駐輪場10台。
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2021.08.08 栃木県 宇都宮市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス城東店 宇都宮市城東二丁目26番2
1,492

コスモス薬品
駐⾞場65台、駐輪場19台。

2021.08.15 栃木県 栃木市 専門店 ツルハドラッグ栃木⻄方町店 栃木市⻄方町本城字⾦井川⻄
44番1 1,136

ツルハ
駐⾞場50台、駐輪場10台。

2021.08.25 栃木県 那須塩原市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス⿊磯店 那須塩原市清住町95番5
1,460

コスモス薬品
駐⾞場53台、駐輪場20台。

2021.99.99 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。

2021.03.25 情報修正 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

1997
セイムス

※3/25オープン。駐⾞場388台

2021.06.24 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 ※6/24オープン。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。

2021.09.13 群馬県 太田市 専門店 ドラッグコスモス新田木崎店 太田市新田木崎町508-1
1,433

コスモス薬品
駐⾞場77台、駐輪場20台。

2022.04.01 群馬県 前橋市 家電 前橋朝倉計画A区画 前橋市朝倉町893-1
2,603

ヤマダ電機
駐⾞場100台、駐輪場6台。

2021.04.99 情報修正 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。

2022.04.01 群馬県 前橋市 複合ＳＣ 前橋朝倉計画B・C区画 前橋市朝倉町924外
5,888

フレッセイ
2432

テナント
3457

駐⾞場300台、駐輪場56台。

2021.10.23 新規入手 群馬県 太田市 その他 ベルク太田別所店 太田市別所町326
3,816

ベルク
2284

マツモトキヨ
シ 766

セリア766㎡。駐⾞場170台、
駐輪場109台。
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2021.99.99 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
WILD1 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 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。

2021.08.02 埼玉県 川口市 スーパー オーケー川口芝店 川口市大字芝字梅ヶ坪262街区
1,744

オーケー
駐⾞場74台、駐輪場130台。

2021.09.19 埼玉県 東松山市 スーパー ベルク東松山東平店（増床） 東松山市東平2374-1
3,334

増床（新棟）
661

既存
2673

駐⾞場155台、駐輪場95台。

2021.03.24 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

※3/24オープン。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。

2021.05.04 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。

2021.10.27 新規入手 埼玉県 さいたま市⻄
区 専門店 ドラッグコスモス⻄⼤宮店 さいたま市⻄区⻄⼤宮3-33-3

1,526
コスモス薬品

駐⾞場48台、駐輪場44台。

2021.99.99 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。

2021.08.01 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。

2021.08.04 埼玉県 さいたま市中
央区 家具 ニトリさいたま中央店 さいたま市中央区鈴谷4-700

3,997
ニトリ

駐⾞場73台、駐輪場204台。

2021.99.99 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。

2021.05.99 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 専門店150 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 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。

2021.08.09 埼玉県 熊谷市 複合ＳＣ ベルクフォルテ上之（増床） 熊谷市上之2138
4,593

新棟３棟
2788

既存
1805

テナント３棟を新設。駐⾞場
136台、駐輪場194台。
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2021.99.99 埼玉県 吉川市 複合ＳＣ イオンタウン吉川美南（第3期増
床） 吉川市美南3-23-1

11,800
増床（新棟）
50店 5000

既存
6800

駐⾞場894台、駐輪場338
台。

2021.08.31 埼玉県 南埼玉郡宮
代町 その他 東武動物公園駅⻄口 南埼玉郡宮代町中央1-701-1

ほか 3,857
良品計画

1950
東武ストア

1907
駐⾞場100台、駐輪場111
台。

2021.08.32 埼玉県 加須市向川
岸町 その他 ケンゾー＆マツモトキヨシ加須向川

岸店 加須市向川岸町220-1
1,477

ケンゾー
816

マツモトキヨシ
661

駐⾞場43台、駐輪場42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。

2021.07.05 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。

2021.10.13 新規入手 千葉県 松⼾市 スーパー ヨークフーズ松⼾⼋柱店 松⼾市常盤平陣屋前1-15
1,647

ヨークフーズ
駐⾞場67台、駐輪場84台。

2022.03.01 千葉県 浦安市 スーパー （仮称）浦安市北栄⼀丁目計
画

浦安市北栄⼀丁目１５３０番
２ 1,516

サミット
駐⾞場51台、駐輪場93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。

2021.99.99 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。

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。

2021.07.27 千葉県 柏市 専門店 ドラッグコスモス大島田店 柏市大島田⻄台464-5
1,100

コスモス薬品
駐⾞場42台、駐輪場10台。

2021.08.03 千葉県 ⼋街市 専門店 ドラッグコスモス⼋街店 ⼋街市⼋街字北富⼠⾒ほ736-
1 1,491

コスモス薬品
駐⾞場58台、駐輪場20台。

2021.08.05 千葉県 千葉市 専門店 （仮称）ドラッグコスモスおゆみ野
店

千葉市緑区おゆみ野南６丁目７
番１外 1,495

コスモス薬品
駐⾞場84台、駐輪場43台。

2021.10.02 新規入手 千葉県 山武郡横芝
光町 専門店 カワチ薬品横芝光町店 山武郡横芝光町横芝字折⼾

2191 1,444
カワチ薬品

駐⾞場53台、駐輪場43台。

2021.99.99 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。
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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）３.２０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

2021.03.31 千葉県 流山市 その他 流山おおたかの森ＳC・FILAPS 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

※3/31オープン。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。

2021.10.01 千葉県 千葉市 その他 （仮称）イオンタウン幕張⻄ 千葉市美浜区幕張⻄四丁目
7800番2 1,776

ウェルシア薬局
駐⾞場108台、駐輪場51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。

2021.08.22 東京都 国分寺市 スーパー (仮称)いなげや東恋ヶ窪店 国分寺市東恋ヶ窪2丁目34番地
１ほか 1,621

いなげや
駐⾞場70台、駐輪場86台。

2021.09.30 新規入手 東京都 ⼋王子市 スーパー (仮称)美ささ不動産⻄⼋王子駅
前商業施設ビル

⼋王子市散田町三丁目745番1
ほか 3,658

スーパーアルプ
ス

2023.02.28 東京都 東京都江東
区 スーパー (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
駐⾞場46台、駐輪場76台。

2021.03.30 情報修正 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

4,976
東急ストア 東急フード

ショースライス
※3/30オープン。物販、図書館、保育園、
クリニック等。駐⾞場9台、駐輪場216台。

2021.07.27 東京都 東京都千代
田区 専門店 （仮称）コスモス大島田店 東京都千代田区丸の内⼀丁目

６番５号 1,100
コスモス薬品

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。

2021.04.99 情報修正 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 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。

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
文京ガーデンゲートタワー

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
文京ガーデンノーステラス

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

2021.04.99 情報修正 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
紀ノ国屋

ノジマ
駐⾞場77台、駐輪場150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

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。
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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）３.２０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

2021.09.20 新規入手 神奈川県 横浜市瀬谷
区 スーパー （仮称）瀬谷駅南口第１地区

市街地再開発ビル
横浜市瀬谷区瀬谷四丁目4番の
10ほか 1,998

イオンリテール
駐⾞場64台、駐輪場105台。

2021.09.99 神奈川県 横浜市⻘葉
区 スーパー 三和⻘葉区もえぎ野計画 横浜市⻘葉区もえぎ野1-2

2,879
三和 ビバホーム⻘葉台店跡。駐⾞場

200台、駐輪場145台。

2021.99.99 情報修正 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。

2021.07.27 神奈川県 横浜市中区 ＨＣ・ＤＳ （仮称）島忠新山下三丁目計
画

横浜市中区新山下三丁目6番地
の11ほか 2,205

島忠
駐⾞場53台、駐輪場43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。

2021.08.15 神奈川県 茅ヶ崎市 その他 （仮称）ＢＲＡＮＣＨ茅ヶ崎３ 茅ヶ崎市浜⾒平377の14
1,827

未定
駐⾞場88台、駐輪場190台。

2022.10.01 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。

2021.08.24 新潟県 南魚沼市 スーパー 原信川窪店 南魚沼市川窪字窪1141番外
3,749

原信
2809

セリア
587

駐⾞場185台、駐輪場50台。

2021.09.30 新潟県 柏崎市 ＨＣ・ＤＳ 柏崎市柳田町複合店舗 柏崎市柳田町3-2
1,410

ダイレックス
1214

兼松コミュニ
ケーションズ 196

駐⾞場61台、駐輪場10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 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。

2021.04.99 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。

2021.04.99 情報修正 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。

2021.05.01 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。
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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

2021.05.99 情報修正 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。

2021.07.01 富山県 富山市五福
字⾒ 専門店 クスリのアオキ五福店 富山市五福字⾒附田5720-2

1,350
クスリのアオキ

駐⾞場53台、駐輪場25台。

2021.08.04 富山県 滑川市 専門店 クスリのアオキ滑川店 滑川市柳原61-1ほか８筆
1,343

クスリのアオキ
駐⾞場51台、駐輪場16台。

2021.08.09 富山県 富山市 専門店 ケーズデンキ富山太郎丸店 富山市太郎丸本町1-2-1
5,301

ケーズホール
ディングス 駐⾞場229台、駐輪場65台。

2021.09.01 富山県 高岡市 専門店 クスリのアオキ⾦屋本町店 高岡市⾦屋本町509-1
1,786

クスリのアオキ
駐⾞場68台、駐輪場46台。

2021.09.07 新規入手 石川県 七尾市 スーパー （仮称）アルビス七尾店、スギ薬
局七尾南店 七尾市国分町子16番1外

2,977
アルビス㈱
㈱スギ薬局

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。

2021.10.02 新規入手 石川県 加賀市 家電 ケーズデンキ加賀店（建替え） 加賀市作美町ル75
2,074

ケーズデンキ
駐⾞場86台、駐輪場14台。

2021.07.15 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

2021.09.07 石川県 七尾市 その他 アルビス七尾店・スギ薬局七尾南
店 七尾市国分町子16-1

2,977
アルビス棟 スギ薬局棟

駐⾞場134台、駐輪場33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。

2021.08.03 福井県 鯖江市 専門店 クスリのアオキ舟津店 鯖江市舟津町四丁目１３２３
ほか８筆 1,353

クスリのアオキ

2021.08.25 福井県 越前市 専門店 クスリのアオキ上太田店 越前市上太田町５０字松原２
番１ほか 1,344

クスリのアオキ
駐⾞場55台、駐輪場15台。

2021.99.99 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。

2021.06.14 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。

2021.04.22 情報修正 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 ※4/22オープン。駐⾞場206
台、駐輪場52台。
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2021.99.99 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。

2021.08.25 山梨県 中巨摩郡昭
和町 専門店 コスモス薬品甲府昭和店 中巨摩郡昭和町清水新居字宮ノ

上1番4外 1,356
コスモス薬品

駐⾞場53台、駐輪場10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。

2021.09.30 新規入手 ⻑野県 ⼩諸市 スーパー （仮称）⼩諸市複合型中心拠
点誘導施設 ⼩諸市相生町2-88-1ほか

1,994
ツルヤ

駐⾞場109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。

2021.10.16 新規入手 岐阜県 ⼤垣市 ＨＣ・ＤＳ DCMカーマ⼤垣鶴⾒店（建替
え） ⼤垣市鶴⾒町41-8

25,939
増床

1444
DCM既存

3512

既存アルプラザ20864㎡、既存カーサービ
ス119㎡。駐⾞場1090台、駐輪場109
台。

2021.07.18 岐阜県 羽島郡 専門店 スギ薬局岐南店 羽島郡岐南町⼋剣5丁目7番1
外 1,198

スギ薬局

2021.07.17 静岡県 沼津市 スーパー （仮称）沼津市大岡ショッピング
センター 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。

2021.03.99 情報修正 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。

2021.03.99 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。

2021.03.99 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。

2021.03.99 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。

2021.04.14 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。
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2021.08.15 静岡県 掛川市 専門店 ドラッグコスモス大池店 掛川市大池字十二ノ坪2628
1,507

コスモス薬品
駐⾞場63台、駐輪場40台。

2021.10.23 新規入手 静岡県 磐田市 専門店 ドラッグコスモス磐田福田店 磐田市福田字村瀬⼾1679-8
1,501

コスモス薬品
駐⾞場51台、駐輪場40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。

2021.06.24 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。

2021.08.15 愛知県 名古屋市中
村区 スーパー アルビス中村店 名古屋市中村区二瀬町26-3

1,827
アルビス

駐⾞場76台、駐輪場91台。

2021.09.21 新規入手 愛知県 尾張旭 スーパー （仮称）カネスエ尾張旭店 尾張旭市狩宿新町1丁目11番
地1 2,015

株式会社カネ
スエ商事 駐⾞場136台、駐輪場58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。

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。

2021.04.99 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

2021.08.08 愛知県 田原市 専門店 クスリのアオキ福江店 田原市福江町仲田28番
1,330

クスリのアオキ
駐⾞場51台、駐輪場38台。

2021.10.01 愛知県 名古屋市⻄
区 複合ＳＣ イオンモール則武新町・ノリタケスク

エア
名古屋市⻄区則武新町三丁目
102番1ほか14筆 30,868

未定 駐⾞場2100台、駐輪場772
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 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。

2021.04.27 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 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

2021.07.25 三重県 三重郡菰野
町 専門店 クスリのアオキ菰野店 三重郡菰野町大字永井字⻄前

野2094-6 1,797
クスリのアオキ

駐⾞場85台、駐輪場40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。

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。
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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。

2021.06.01 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。

2021.09.30 新規入手 京都府 木津川市 専門店 クスリのアオキ木津川台店 木津川市木津川台6丁目1-1
1,150

クスリのアオキ セブン-イレブ
ン・ジャパン

2021.04.07 大阪府 東大阪市 スーパー (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。

2021.06.01 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。

2021.09.19 新規入手 ⼤阪府 ⼤阪市 スーパー 万代鶴⾒諸口店 ⼤阪市鶴⾒区諸口６丁目483
－９外 1,267

万代
駐⾞場38台、駐輪場119台。

2021.99.99 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。

2021.99.99 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「プラウドタワー堺東」 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。

2021.07.17 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。

2021.99.99 情報修正 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。

2021.04.18 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。

2021.04.99 大阪府 堺市中区 専門店 (仮称）ドラッグコスモス深井畑山
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。

2021.05.18 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。

2021.08.12 大阪府 阪南市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス自然田店 阪南市自然田1495-1他
1,523

コスモス薬品
駐⾞場93台、駐輪場45台。
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2021.04.99 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 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。

2021.03.27 情報修正 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 ※3/27オープン。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。

2021.07.07 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。

2021.09.99 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。

2021.04.26 兵庫県 神⼾市中央
区 スーパー 神⼾三宮阪急ビル 神⼾市中央区加納町４丁目2番

１ 1,427
阪急オアシス ※4/26オープン。駐⾞場5台、

駐輪場58台。

2021.05.99 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。

2021.06.99 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。

2021.07.01 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 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。

2021.04.18 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

2021.10.05 新規入手 兵庫県 神⼾市 ＨＣ・ＤＳ スーパービバホーム神⼾玉津店 神⼾市⻄区玉津町⼩山字下⼤
田125-1 10,889

ビバホーム
8666

スーパー
2223

駐⾞場556台、駐輪場119
台。

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。
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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）３.２０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

2021.08.04 兵庫県 加古郡播磨
町 専門店 ザグザグ播磨町古宮店 加古郡播磨町古宮7-658-1

1,156
ザグザグ

駐⾞場43台、駐輪場33台。

2021.08.29 兵庫県 姫路市 専門店 ドラッグコスモス花田店 姫路市花田町加納原田887-1
1,516

コスモス薬品
駐⾞場62台、駐輪場16台。

2021.08.29 兵庫県 神⼾市⻑田
区 家具 (仮称)ニトリ神⼾⻑田店 神⼾市⻑田区浪松町４丁目２

番 6,076
ニトリ

駐⾞場109台、駐輪場21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

2021.07.20 兵庫県 神⼾市北区 その他 (仮称)神⼾北町複合商業施設 神⼾市北区日の峰２丁目10番
地１ほか 1,419

既存サンディ
562

キリン堂
857

駐⾞場54台、駐輪場65台。

2021.08.26 奈良県 香芝市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ザ・ビッグ香芝店 香芝市畑二丁目865ほか
6,700

イオンビッグ
5521

奈良トヨタ自
動⾞ 341

駐⾞場408台、駐輪場203
台。

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 新宮市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）コメリパワー新宮店 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 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。

2021.04.99 情報修正 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。

2022.04.01 新規入手 鳥取県 鳥取市 ＨＣ・ＤＳ ジュンテンドー新浜村店 鳥取市気⾼町勝⾒字郷谷口
353 2,998

ジュンテンドー
駐⾞場62台、駐輪場16台。

2021.07.05 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。

2021.09.22 新規入手 鳥取県 米子市 専門店 ドラッグストアウェルネス皆生店 米子市皆生新田3-1-7
1,143

ツルハグループ＆
ファーマシー⻄⽇本 駐⾞場61台、駐輪場24台。

2021.09.30 新規入手 島根県 出雲市 スーパー （仮称）マックスバリュ出雲稲岡
店 出雲市稲岡町３７外

1,474
マックスバリュ
⻄⽇本

2021.10.17 新規入手 島根県 松江市 ＨＣ・ＤＳ ザ・ビッグ松江東出雲店 松江市東出雲町揖屋798-4
4,829

マックスバリュ
⻄⽇本 駐⾞場260台、駐輪場83台。

2021.07.27 島根県 益田市 家具 ニトリ益田店 益田市高津七丁目イ１１２８番
７５ 3,126

ニトリ
駐⾞場37台、駐輪場10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。
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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）３.２０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

2021.04.99 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。

2021.09.22 岡山県 岡山市北区 専門店 プレレひまわり下中野店（建替
え） 岡山市北区下中野342-101

1,320
プレレひまわり

駐⾞場35台、駐輪場38台。

2021.09.22 新規入手 岡山県 岡山市北区 専門店 ひまわり下中野店 岡山市北区下中野342番101
ほか 1,320

ププレひまわり

2021.99.99 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。

2021.05.01 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。

2021.09.15 岡山県 総社市 その他 総社複合商業施設 総社市中原字東原806-1
4,216

エイブリ
1410

ダイレックス
1240

大創産業670㎡。駐⾞場210
台、駐輪場55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。

2021.08.12 広島県 廿日市 スーパー （仮称）ハローズ宮内店 廿日市市宮内字国広4442番地
1ほか 2,611

ハローズ
1970

未定
641

駐⾞場85台、駐輪場45台。

2021.08.29 広島県 福山市 スーパー エブリイ本庄店 福山市南本庄町⼀丁目１１番
１９号 1,205

エブリイ
駐⾞場47台、駐輪場35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。

2021.09.13 広島県 広島市⻄区 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス広島商工センター店 広島市⻄区商工センター7-1-4
1,607

ダイレックス
駐⾞場50台、駐輪場22台。

2021.99.99 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。

2021.03.21 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。

2021.04.12 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。
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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。

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。

2021.08.24 徳島県 徳島市 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス新宮田店 徳島市北田宮1-247
1,685

ダイレックス
駐⾞場69台、駐輪場15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。

2021.05.99 情報修正 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。

2021.09.29 新規入手 徳島県 名⻄郡石町 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ石井
店

名⻄郡石町石井字石井５２５
番１外 1,483

ドラッグストア
モリ

2021.99.99 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。

2021.04.14 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。

2021.08.18 香川県 高松市 専門店 ドラッグコスモス上之町店 高松市上之町⼀丁目14番３号
外 1,490

コスモス薬品
駐⾞場60台、駐輪場26台。

2021.99.99 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。

2021.07.20 愛媛県 松山市 その他 くすりのレデイ問屋町店・ペットＳＴ
ＥＰ松山問屋町店 松山市問屋町163番地12外

1,569
レデイ薬局 高知食糧

2021.07.20 高知県 高知市 専門店 ドラッグコスモス高知横浜店 高知市横浜字北添１７１他
1,526

コスモス薬品

2021.09.08 新規入手 ⾼知県 安芸市 専門店 ドラッグコスモス安芸店 安芸市東浜字イザナミ107-1外
1,365

コスモス薬品
駐⾞場53台、駐輪場8台。

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。

2021.03.31 情報修正 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 8,600
ＬＩＸＩＬビ
バ

※3/31オープン。駐⾞場290
台、駐輪場30台。

2021.04.99 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

2021.09.30 福岡県 北九州市門
司区 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス門司大⾥公園店 北九州市門司区不⽼町1-1-12

1,478
ダイレックス

駐⾞場62台、駐輪場18台。
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2021.10.17 新規入手 福岡県 北九州市⼋
幡⻄区 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス本城店 北九州市⼋幡⻄区御開2-

3501-1 1,787
ダイレックス

駐⾞場87台、駐輪場20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。

2021.06.09 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。

2021.07.19 福岡県 那珂川 専門店 （仮称）ドラッグコスモス那珂川中
原店 那珂川市中原町122、123ほか

1,351
コスモス薬品

駐⾞場36台、駐輪場28台。

2021.08.24 福岡県 太宰府市 専門店 ドラッグコスモス大佐野店 太宰府市大佐野三丁目１２番
１２号 1,135

コスモス薬品
駐⾞場42台、駐輪場16台。

2021.99.99 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。

2021.99.99 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

2021.99.99 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

2021.04.08 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。

2021.04.99 情報修正 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。

2021.08.12 福岡県 ⾏橋市 複合ＳＣ （仮称）スパイシーモール⾏橋 ⾏橋市南大橋六丁目651番1
外、⻄泉六丁目2991番１外 7,030

ニトリ
3402

九州ケーズデ
ンキ 2885

駐⾞場271台、駐輪場95台。

2021.09.19 新規入手 佐賀県 佐賀市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ巨勢
店 佐賀市巨勢町牛島130番

1,365
ドラッグストア
モリ

2021.07.01 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

2021.10.05 新規入手 ⻑崎県 諫早市 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス諫早幸町店 諫早市幸町155-1
1,745

ダイレックス
駐⾞場63台、駐輪場12台。

2021.10.13 新規入手 ⻑崎県 ⻑崎県 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス三重店 ⻑崎県⻑崎市京伯3-1929-13
1,820

ダイレックス
駐⾞場80台、駐輪場10台。
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2021.99.99 情報修正 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 工事中、家具は３月にリニューア

ル。駐⾞場16台。

2021.09.26 新規入手 ⻑崎県 諫早市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ福田
店 諫早市福田町273番１外

1,530
ドラッグストア
モリ 駐⾞場53台、駐輪場16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。

2021.07.10 熊本県 熊本市⻄区 ＨＣ・ＤＳ メガセンタートライアル上熊本店 熊本市⻄区上熊本３丁目8番1
6,228

トライアルカンパ
ニー 駐⾞場359台、駐輪場40台。

2021.99.99 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。

2021.04.99 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。

2021.05.15 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 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 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

2021.08.12 熊本県 熊本市東区 専門店 ドラッグコスモス健軍店 熊本市東区若葉2-8
1,296

コスモス薬品
駐⾞場35台、駐輪場65台。

2021.09.09 熊本県 ⼋代市 専門店 ドラッグストアモリ⼋代松江店 ⼋代市松江町520
1,391

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場50台、駐輪場8台。

2021.04.01 情報修正 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

※4/1オープン。駐⾞場794台、
駐輪場50台。

2021.08.29 大分県 大分市 スーパー マックスバリュ奥田店 大分市奥田明磧⼀丁目67番1
他 1,093

イオン九州
駐⾞場75台、駐輪場63台。

2021.08.22 大分県 日田市 ＨＣ・ＤＳ ホームプラザナフコ日田天領水の⾥
店

日田市大字庄手字鰻谷６６１
―１外 6,620

ナフコ
駐⾞場124台、駐輪場20台。

2021.09.29 新規入手 ⼤分県 宇佐市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ザ・ビッグ宇佐駅川店 宇佐市⼤字法鏡寺字上浦98番
1外 1,819

イオン九州
駐⾞場80台、駐輪場27台。

2021.03.20 情報修正 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 ※3/20オープン。

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。

18



全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）３.２０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

2021.09.29 新規入手 ⼤分県 由布市 専門店 ドラッグコスモス湯布院店 由布市湯布院町川上字奈良田
3013番1外 1,282

コスモス薬品
駐⾞場50台、駐輪場25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。

2021.06.30 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。

2021.99.99 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。

2021.04.99 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

2021.09.16 宮崎県 宮崎市 専門店 ドラッグコスモス平和台店 宮崎市下北⽚町井出下南20-1
1,457

コスモス薬品
駐⾞場58台、駐輪場10台。

2021.03.20 情報修正 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 ※3/20オープン。

2021.07.31 ⿅児島県 ⿅児島市 スーパー （仮称）スーパーセンターニシムタ
吉田店【Ａ区画】 ⿅児島市宮之浦町772番外

8,260
ニシムタ

2021.07.31 ⿅児島県 ⿅児島市 スーパー （仮称）スーパーセンターニシムタ
吉田店【Ｂ区画】 ⿅児島市宮之浦町710番外

5,308
ニシムタ

2021.03.20 情報修正 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

※3/20オープン。駐⾞場64台、
駐輪場16台。

2021.05.99 情報修正 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。

2021.07.07 ⿅児島県 指宿市 専門店 ドラッグコスモス指宿市役所前店 指宿市十町土地区画整理事業
58街区１号画地外 1,358

コスモス薬品

2021.07.07 ⿅児島県 曽於市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ曽於末
吉店

曽於市末吉町諏訪方字下横尾
7953番１外 1,407

ドラッグストアモ
リ

2021.09.14 新規入手 ⿅児島県 南九州市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ川辺
店

南九州市川辺町平山字鷹取
6664番外 1,485

ドラッグストア
モリ

2021.04.99 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

2021.07.14 沖縄県 那覇市 スーパー （仮称）古波蔵２丁目複合商
業施設

那覇市古波蔵２丁目61番16他
４筆 1,181

⾦秀商事株式
会社 558

ドラッグストア
イレブン 486

駐⾞場47台、駐輪場18台。

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。
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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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