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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6月20日以降オープン予定のもの

（2021年6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



【ベビー・こども用品業態 出生数減も存在感続く】西松屋は営業利益533％増

2002年の出生数が過去最少になると予測されている。歯止めの効かない少子化だが、この状況下で奇妙ともいえる動向がある。少子化が直撃するはずのベビー・こども
用品業態の存続感が弱まっていない。背景には商業施設がオーバーストアとなる中、ニューファミリーを取り込むため積極出店していることが挙げられる。さらにこどもが
生まれる前の妊活に目をつける動きや、デジタル戦略に注力するなど、各社の生き残りをかけた工夫が功を奏している。

■ニューファミリー取り込みに欠かせぬ存在
国内で確実に進む少子高齢化により、ホームセンター、インテリア、ヤングファッションなど、各業界ではパイの奪い合いが進んでいる。しかも、厚生労働省は20年の出生
数（速報値）が前年比2.9％減の87万2683人を記録したと発表。確定数値では、過去最少を記録すると予想されている。今後、各業界では市場規模の縮小も危惧されて
いる。その中で、一見、少子化が直撃するとみられるのがベビー・こども用品市場。出生数が減れば当然市場規模も縮小するはず。ところが、商業施設では存在感が弱ま
ることなく、むしろ施設によっては増している状況にある。
例えばRSCが開業する際は欠かせないテナントであり、リニューアルの際にもいまだに常連の業態である。「アカチャンホンポ」はこの春、大規模改装した「イトーヨーカドー
大和鶴間店」（神奈川県大和市）やSC「港南台バース」（横浜市）に出店した。リニューアルの事例で言えば、過去には東京都墨田区の大型SC「オリナス錦糸町」で、18年
の大規模リニューアルの際、２階に「トイザらス」「ベビーザらス」を向かい合うように配置し、これが若い家族層の集客に成功した。いま、商業施設はオーバーストアが進み
、客の奪い合いが起きている。各施設は購買力のあるニューファミリーをターゲットにしており、そこで活きてくるのがベビー・こども服や関連用品の業態。SCがニューファミ
リーをターゲットに掲げていても、実態は４０～５０代が中心の場合もある。少子化でニューファミリーも減る中だからこそ、ベビー・こども向けの業態が商業施設に必要とさ
れている。

■デジタル、テック、妊活など新たなキーワードも
そもそもベビー・こども用品の市場規模は必ずしも縮小していない。矢野経済研究所によると、国内におけるベビー・こども服小売市場規模は、出生数が減少する中でも
微減と微増を繰り返し、ほぼ横ばいで推移している。ただ、企業の業績を見ると、明暗が分かれている。西松屋チェーンの２１年２月期決算は、売上高が１５９４億円で前期
比１１．５％、営業利益が１２０億円で実に同５３３％増となった。「バースデイ」を出店するしまむらも２１年２月期は増収増益となり、その中でバースデイは前期比１６．０％
増と特に伸びた。一方、１９年にはマザウェイズ・ジャパンが倒産するなど、やはり厳しい状況でもある。健闘する企業の動向として、集客力のある施設に出店するなど立地
の工夫も見られるが、楽天市場やZOZOTOWNなどECモールへの出店に加え、自社ECを強化するなどデジタル戦略に注力していることが目立つ。例えば、しまむらのバ
ースデイではSNSを活用したトータルコーディネイトも提案し、「ファミリア」ではインスタライブを活用したアイテムの紹介など、各社ともにSNSを活用した商品の提案や動画
による接客などを行う。アカチャンホンポでは、「ベビーテック」として子育てにテクノロジーを取り入れた商品の展開などを進める。各社がデジタル戦略に注力するように、
同業界では新しい取り組みも目立つ。例えば主に百貨店で出店している「ミキハウス」では、セレクト商品だけでなく、出産準備品がすべて揃う「ベビーサロン」への転換を
進めるなどし、ワンストップで買い物ができる環境を整えている。また、個室で買い物やセミナーなどが開催できるベビーラウンジを併設した店舗の拡大や、各百貨店との
連携も強化。直近では、産院とコラボレーションし、ベビーアイテムなどを提案している。ファミリアでは、体験型ショップの展開に力を入れており、特に妊娠してから2歳ま
での「大切な時間」に注力。新生児と同じ大きさの人形に、選んだ服を着せる買い物体験などを店頭で実施している。ファミリア神戸本店では、小児科医院や産前産後に
も利用できるリラクゼーションサロンを併設するなど、サービスを拡充して好調となっている。アカチャンホンポは、「妊活」までターゲットを広げる。同ブランドでは妊活する
女性に向けた取り組みを開始しており、サプリメントやカフェインレスの珈琲やお茶などが充実したコーナーを設置し、潜在需要を取り込んでいる。少子化という厳しい環
境だからこそ、各社は新しい取り組みを積極的に進め、生き残りを図る。今後の店舗展開では、百貨店に出店するミキハウスやファミリアは、館の建て替えや閉店などがあ
るものの、再出店する場合などは旗艦店とすることを重視し、最新の売場スタイルを導入している。商業施設への出店は、アカチャンホンポが引き続きRSCなどに出店を進
めるほか、ベビーザらスの小型店がどのように拡大していくかも注目される。郊外型ロードサイドを中心に出店する西松屋では、既存店のスクラップ＆ビルドにより店舗の
大型化を推進しており、PB商品の拡充や小学生向けアイテムなどを導入し、ワンストップショッピングを目指している。今後も、商品、サービス、セミナーなどの拡充や新た
なコンテンツの導入など、各社各様の創意工夫で少子化時代を乗り切っていくだろう。（商業施設新聞 ２３９６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6月
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2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

出生数（百人） 10036 10057 9772 9461 9184 8662 8727
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（厚生労働省）

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

市場規模（億円） 9223 9180 9161 9178 9190 9141 8240
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ベビー・こども服小売市場

(矢野経済研究所)

ブランド名 企業名 国内店舗数 主な出店立地 主な取り組み

西松屋 ㈱西松屋チェーン 1009 ロードサイド、SC
ベビー用品のスマートエンジェルなどPBブランドや自社ECの
販売を強化。店舗展開では大型店を推進し、小学生サイズの
商品を拡充して幅広い層を取り込む。

バースデイ ㈱しまむら 298 ロードサイド、SC
主力ブランドのテータテートではアウターに加え、肌着や寝具
も展開する。売場のディスプレイやSNSを活用してトータル
コーディネイトを提案する。

トイザらス・
ベビーザら
ス

日本トイザらス㈱ 159 ロードサイド、SC
人通りの多い立地にトイザらスの小型店を出店するなど、こ
れまで得意としていた郊外以外に出店立地を広げている。国
内初のディズニーベビーマーケットを導入した。

アカチャンホ
ンポ

㈱赤ちゃん本舗 117 SC
妊活に向けたサプリメントなどの商品を展開し、潜在需要を取
り込んでいるほか、子育てにテクノロジーを取り入れたベビー
テック領域にも参入する。

ファミリア ㈱ファミリア 82 百貨店、ビルイン
体験型ショップの展開やワークショップに注力する。出産セミ
ナーの配信やZoomを活用した買い物のサポートも実施。店
舗と連動したECも強化している。

ミキハウス 三起商行㈱ 約120 百貨店
セレクト商品を導入し、新生児に必要なものが総合的に揃う
ベビーサロンを百貨店に拡大している。産院と連携したサ
ポートやベビーアイテムの提案を開始した。

※国内店舗数は各社の20年度決算終了時点の数値（商業施設新聞調べ）



全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）６.２０⽇現在
核店舗1 店舗面積 核店舗2 店舗面積

2021.11.01 新規入手 北海道 札幌市中央
区 スーパー コープさっぽろやまはな店 札幌市中央区南22条⻄10丁目

1203-6 2,519
コープさっぽろ

1261
良品計画

1258
駐⾞場17台、駐輪場56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。

2021.08.01 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 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。

2021.12.09 新規入手 北海道 士別市 ＨＣ・ＤＳ コメリハード＆グリーン士別店 士別市⻄1条19-463-142
4,785

コメリ
駐⾞場100台、駐輪場12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。

2021.09.01 北海道 札幌市手稲
区 専門店 サツドラ手稲曙５条店 札幌市手稲区曙５条2-2-20

1,505
サッポロドラッグ
ストアー 駐⾞場46台、駐輪場33台。

2021.10.03 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。

2021.11.23 北海道 旭川市 専門店 ツルハドラッグ旭川末広５条店 旭川市末広５条1-2-1
1,288

ツルハ
駐⾞場43台、駐輪場10台。

2021.12.01 新規入手 北海道 紋別市 専門店 サツドラ紋別市本町店 紋別市本町7-40
1,281

サッポロドラッグ
ストアー 駐⾞場42台、駐輪場10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。

2021.09.30 北海道 札幌市豊平
区 複合ＳＣ クロスモール平岸 札幌市豊平区平岸１条12-2-1

5,314
デンコードー

3254
ダイイチ

2060
駐⾞場224台、駐輪場118
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。

2021.11.12 ⻘森県 弘前市 スーパー いとく弘前末広店 弘前市大字末広5-1-4
2,199

伊徳
駐⾞場81台、駐輪場32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）６.２０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

2021.09.08 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。

2021.12.15 新規入手 ⻘森県 下北郡⼤間
町 専門店 ツルハドラッグ⼤間上野店 下北郡⼤間町⼤字⼤間字上野5

番1外 1,174
ツルハ

駐⾞場44台、駐輪場24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

2021.11.06 ⻘森県 ⻘森市 その他 ハッピー・ドラッグ⻘森⻄大野店　セブン－イレブ
ン⻘森⻄大野３丁目店 ⻘森市⻄大野三丁目１３－２

1,164
セブン－イレブ
ン・ジャパン

丸大サクラヰ
薬局

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。

2021.99.99 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。

2022.01.12 新規入手 岩手県 紫波郡紫波
町 専門店 （仮称）クスリのアオキ紫波桜町

店 紫波郡紫波町桜町字田頭95
1,347

クスリのアオキ
駐⾞場51台、駐輪場38台。

2021.10.27 宮城県 名取市 スーパー （仮称）フレスコキクチ名取増田
店

名取市増田九丁目１４０番２
外 1,691

フレスコ
駐⾞場70台、駐輪場30台。

2021.11.01 宮城県 仙台市若林
区 スーパー （仮称）仙台発酵の⾥プロジェク

ト
仙台市若林区上飯田字天神７
番１外 2,799

ヨークベニマル 産直市場・フードコート・ホールなどのマーケッ
ト棟といちご園、体験農場など。駐⾞場143
台、駐輪場123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。

2021.11.18 宮城県 宮城郡松島
町 専門店 ツルハドラッグ松島⾼城店 宮城郡松島町⾼城字明神四7-1

1,200
ツルハ

駐⾞場53台、駐輪場19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。

2021.11.23 秋田県 秋田市 スーパー ジェイマルエー茨島店 秋田市茨島６丁目　366－2外
2,327

（株）マルエー
うちや 駐⾞場90台、駐輪場68台。

2021.12.24 新規入手 秋田県 山本郡三種
町 スーパー テラタ⿅渡店 山本郡三種町⿅渡字⻄⼩瀬川

１７５－２　外 1,245
テラタ

駐⾞場89台、駐輪場21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。

2021.12.10 新規入手 秋田県 横手市 ＨＣ・ＤＳ ホームセンターハッピー横手店
（増床） 横手市横手町五ノ口８６－１

5,988
増床（アミー
ゴ）

駐⾞場211台、駐輪場100
台。

2021.12.23 新規入手 秋田県 横手市 専門店 薬王堂秋田十文字店・セブン-イ
レブン十文字佐賀会店

横手市十文字町佐賀会字下沖
田40-6.61-5.61-6 1,168

薬王堂 セブン-イレブ
ン・ジャパン

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。
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2021.11.19 山形県 鶴岡市 スーパー ジェイマルエー鶴岡南店 鶴岡市伊勢横内字畑福123-1
3,206

マルエーうちや
駐⾞場130台、駐輪場37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。

2021.09.09 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 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。

2021.12.24 新規入手 福島県 二本松市 スーパー (仮称)ヨークタウン二本松イン
ター（建替え）

二本松市成田町一丁目８１０
－１外 3,801

ヨークベニマル 駐⾞場185台、駐輪場109
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

2021.08.29 福島県 伊達郡川俣
町 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。

2021.11.24 福島県 会津若松市 専門店 (仮称)クスリのアオキ東年貢店 会津若松市東年貢⼀丁目１番
1,617

クスリのアオキ
駐⾞場56台、駐輪場46台。

2021.10.23 福島県 いわき市 複合ＳＣ （仮称）マルトＳＣ関船 いわき市常磐関船町⼀丁目１５
番２３他 5,854

マルト
2002

ダイユーエイト
2568

くすりのマルト670㎡、ファミリー614㎡。駐⾞
場295台、駐輪場170台。

2021.09.30 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 茨城県 常陸大宮市 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 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。

2021.07.19 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）ドラッグコスモス東光台店 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 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。

2021.11.25 茨城県 ⽔⼾市 専門店 （仮称）⽔⼾市上⽔⼾複合店
舗新築工事

⽔⼾市上⽔⼾三丁目3143番2
外 1,546

コスモス薬品
駐⾞場105台、駐輪場42台。

2021.12.01 茨城県 古河市 専門店 （仮称）古河⻄⽜谷複合店舗 古河市⻄⽜谷字杉ノ下546番5
外 2,458

コスモス薬品
1542

ダイソー
916

駐⾞場82台、駐輪場20台。
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2021.12.01 茨城県 ⽔⼾市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス⽔⼾千波
店

⽔⼾市千波町字中山1862番
12　外 1,539

コスモス薬品
駐⾞場52台、駐輪場30台。

2021.12.01 茨城県 桜川市 専門店 （仮称）クスリのアオキ桜川岩瀬
店 桜川市岩瀬字山王51番1　外

1,352
クスリのアオキ

駐⾞場51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。

2021.99.99 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。

2021.10.27 栃木県 佐野市 スーパー とりせん佐野⻄店（建替え） 佐野市堀米町2560番地　外
3,942

とりせん
2509

ドラッグ
駐⾞場165台、駐輪場96台。

2021.11.24 新規入手 栃木県 宇都宮市 スーパー ヨークベニマル⻄川田店（増床） 宇都宮市⻄川田町920-2
2,582

新棟
620

既存
1962

駐⾞場145台、駐輪場92台。

2021.11.30 栃木県 芳賀郡市貝
町 スーパー かましん市貝店 芳賀郡市貝町上根1462番地1

外 3,516
かましん

駐⾞場142台、駐輪場20台。

2021.10.27 栃木県 宇都宮市 ＨＣ・ＤＳ セキチュー宇都宮駒生店（増
床） 宇都宮市駒生町561-1

4,425
増床

1925
既存

2500
バックヤードを売場に変更。駐⾞
場183台、駐輪場10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。

2021.10.25 栃木県 宇都宮市 専門店 ツルハドラッグ宇都宮岩曽店 宇都宮市岩曽町字沢向1210番
地 1,124

ツルハ
駐⾞場47台、駐輪場10台。

2021.10.27 栃木県 宇都宮市 専門店 （仮称）ツルハドラッグゆいの杜店 宇都宮市ゆいの杜七丁目1番1外
1,140

ツルハ
駐⾞場44台、駐輪場20台。

2021.11.20 栃木県 那須塩原市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス⻄三島店 那須塩原市⻄三島五丁目168
番3 1,491

コスモス薬品
駐⾞場51台、駐輪場20台。

2021.12.17 新規入手 栃木県 栃木市 専門店 （仮称）クスリのアオキ栃木薗部
店

栃木市薗部町三丁目字南880
番１　外 1,837

クスリのアオキ
駐⾞場84台、駐輪場10台。

2022.01.20 新規入手 栃木県 那須郡那珂
川町 専門店 （仮称）クスリのアオキ那珂川店 那須郡那珂川町⼩川字神田

206 1,311
クスリのアオキ

駐⾞場46台、駐輪場15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。

2021.06.24 群馬県 みどり市 スーパー 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。
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2021.12.31 新規入手 群馬県 太田市 スーパー 太田飯塚ＳＣ 太田市飯塚681-1　外
3,651

フレッセイ
2214

ドラッグ
667

駐⾞場152台、駐輪場53台。

2021.11.02 群馬県 北群馬郡吉
岡町 ＨＣ・ＤＳ カインズ前橋吉岡モール（増床） 北群馬郡吉岡町大久保821

16,013
増床テナント

1913
既存

14100
駐⾞場敷地に新棟（テナント）。駐⾞場
766台、駐輪場12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。

2021.07.99 情報修正 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。

2021.07.99 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

2021.09.13 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。

2021.11.10 群馬県 富岡市 専門店 （仮称）富岡七日市計画 富岡市七日市字羽玉374-1　他
1,203

ウエルシア薬局
駐⾞場45台、駐輪場10台。

2021.11.13 群馬県 みどり市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス笠懸店 みどり市笠懸町久宮25番1
1,480

コスモス薬品
駐⾞場60台、駐輪場14台。

2021.12.03 群馬県 前橋市 専門店 クスリのアオキ前橋富⼠⾒店 前橋市富⼠⾒町小暮282-1
1,272

クスリのアオキ
駐⾞場42台、駐輪場10台。

2022.01.08 新規入手 群馬県 みどり市 専門店 クスリのアオキ阿佐美南店 みどり市笠懸町阿佐美337-1
1,357

クスリのアオキ
駐⾞場52台、駐輪場10台。

2021.11.04 群馬県 ⾼崎市 家電 ケーズデンキ⾼崎矢中店 ⾼崎市矢中町⾼崎都市計画事
業地 3,967

ケーズデンキ
駐⾞場169台、駐輪場40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。

2021.11.16 群馬県 前橋市 家具 Ｂウェーブしらい前橋野中店 前橋市野中町字村主３９０番
地　外 1,789

インテリアパレス
しらい 駐⾞場73台、駐輪場52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 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。

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。

2021.06.99 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。

2021.07.03 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。
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2021.07.99 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。

2021.08.12 情報修正 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 ※8/12オープン。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。

2021.11.01 埼玉県 本庄市 スーパー やましろや新本庄店 本庄市北堀字新田原1785番1
外 1,380

やましろや
駐⾞場68台、駐輪場40台。

2021.11.13 埼玉県 飯能市 スーパー ベルク飯能阿須店 飯能市大字阿須字深井815-1
2,128

ベルク
駐⾞場154台、駐輪場70台。

2021.11.13 埼玉県 川越市 スーパー ヤオコー川越霞ヶ関商業施設計画 川越市大字的場字鷹休台
2230-1 1,849

ヤオコー サミット霞ヶ関店跡地。駐⾞場
65台、駐輪場53台。

2021.06.20 埼玉県 さいたま市岩
槻区 専門店 （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。

2021.10.27 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 情報修正 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。

2021.11.06 埼玉県 本庄市 家電 ヤマダ電機New本庄店（移転） 本庄市鵜森265-1
6,834

ヤマダ電機
駐⾞場421台、駐輪場50台。

2022.01.21 新規入手 埼玉県 さいたま市岩
槻 家電 ケーズデンキ岩槻店 さいたま市岩槻区城南1-610-1

1,951
ケーズデンキ

駐⾞場71台、駐輪場9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。

2021.12.09 埼玉県 入間市 家具 東京インテリア家具入間店 入間市宮寺字開発3186-2
7,759

東京インテリア
家具 駐⾞場220台、駐輪場45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。

2021.08.09 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。

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。

2021.07.05 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。
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2021.10.13 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。

2021.09.99 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。

2021.08.03 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 千葉市緑区 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 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。

2021.11.12 千葉県 柏市 専門店 セブンパークアリオ柏スポーツアネッ
クス 柏市大島田1-8-1

6,055
ゼビオ 駐⾞場254台、駐輪場302

台。

2021.11.17 千葉県 野田市 専門店 コスモス薬品野田柳沢店 野田市柳沢新田字畔ヶ谷24-4
1,454

コスモス薬品
駐⾞場49台、駐輪場24台。

2021.12.01 千葉県 千葉市中央
区 専門店 （仮称）コスモス千葉仁⼾名店 千葉市中央区仁⼾名町７０２

－４　外 1,268
コスモス薬品

駐⾞場50台、駐輪場37台。

2021.10.01 千葉県 千葉市美浜
区 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 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 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 駐⾞場73台、駐輪場132台。

2021.12.01 東京都 葛飾区 スーパー （仮称）葛飾区⻲有五丁目案
件 葛飾区⻲有五丁目239番1ほか

1,863
サミット

1660
トモズ

203
駐⾞場64台、駐輪場124台。

2023.02.28 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。

2021.07.27 東京都 千代田区 専門店 （仮称）コスモス大島田店 千代田区丸の内⼀丁目６番５
号 1,100

コスモス薬品

2022.01.01 新規入手 東京都 新宿区 家電 ヨドバシ⻄新宿ＭＹビル 新宿区⻄新宿一丁目10番1号
3,749

ヨドバシカメラ

7



全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）６.２０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

2021.07.99 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

マルエツ
文京ガーデンノーステラス

2021.11.99 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

2021.99.99 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 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

2021.09.20 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。

2021.09.29 神奈川県 藤沢市 スーパー ヨークフーズ藤沢六会店（増床） 藤沢市⻲井野1-3-9
2,540

増床クリエイト
エス・ディー 675

既存ヨーク
フーズ 1346

ヨークが増床するとともに、敷地にクリエイトエ
ス・ディーも新規出店する。駐⾞場63台、駐
輪場94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。

2021.11.27 神奈川県 相模原市中
央区 スーパー （仮称）ベルク相模原宮下本町

店
相模原市中央区宮下本町⼀丁
目2888番-1　外13筆 2,776

ベルク
2186

テナント
590

駐⾞場126台、駐輪場111
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。

2021.11.11 神奈川県 茅ヶ崎市 家電 （仮称）LABI茅ヶ崎 茅ヶ崎市新栄町5601の2ほか
11,946

ヤマダデンキ 駐⾞場632台、駐輪場608
台。

2021.07.99 情報修正 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

ロピア クリエイトエス・ディー。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。

2021.11.26 新潟県 燕市 スーパー 燕ショッピングセンター 燕市大曲字曽根515外
2,863

ウオロク
2121

テナント
742

駐⾞場211台、駐輪場70台。

2021.11.30 新潟県 糸魚川市 スーパー ひらせいホームセンター（増床） 糸魚川市上刈5-1318-1
3,941

食品館
1299

既存ホームセ
ンター棟 2642

食品館を建替える。駐⾞場170
台、駐輪場13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。

2021.11.25 新潟県 新潟市⻄蒲
区 専門店 （仮称）クスリのアオキ巻店 新潟市⻄蒲区⾚鏥字⼀⼼作

378-1 外 1,210
クスリのアオキ

駐⾞場50台、駐輪場10台。
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2021.12.16 新規入手 新潟県 新潟市中央
区 専門店 ウエルシア新潟上所中店 新潟市中央区上所中1丁目150

番地 1,168
ウエルシア薬局

駐⾞場46台、駐輪場10台。

2021.12.01 新潟県 南魚沼市 家具 ニトリ南魚沼店 南魚沼市美佐島字陣場1816
2,394

ニトリ
駐⾞場38台、駐輪場13台。

2021.12.28 新規入手 新潟県 新発田市 複合ＳＣ （仮称）ミッドタウン⼩舟 新発田市⼩舟町1丁目7番1号
外 6,497

ウオロク
2177

上新電機
2544

星光堂薬局886㎡。駐⾞場
399台、駐輪場146台。

2021.99.99 情報修正 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。

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。

2021.07.01 富山県 富山市 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。

2021.09.01 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。

2021.10.27 富山県 小矢部市 専門店 クスリのアオキ小矢部桜町店 小矢部市⻄中野字坂東489
1,359

クスリのアオキ コメリ小矢部店の敷地に出店する。駐⾞場
146台、駐輪場18台。

2021.11.01 富山県 中新川郡⽴
山町 専門店 ドラッグコスモス⽴山店 中新川郡⽴山町前沢字沼

2202-1 1,494
コスモス薬品

駐⾞場59台、駐輪場20台。

2021.11.09 富山県 富山市 専門店 V・drug北の森店 富山市森3-3-55
1,623

中部薬品
1023

既存中田図
書 600

BOOKSなかだ北の森店の敷地
に出店。

2021.12.03 富山県 富山市 専門店 （仮称）クスリのアオキ⼋尾南店 富山市⼋尾町井田4948-3
1,426

クスリのアオキ
駐⾞場57台、駐輪場20台。

2021.99.99 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。

2022.02.02 新規入手 富山県 富山市 専門店 （仮称）クスリのアオキ富山⼤島
店 富山市⼤島2-394

1,339
クスリのアオキ

駐⾞場54台、駐輪場19台。

2021.08.09 富山県 富山市 家電 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。

2021.09.07 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

2021.11.01 ⽯川県 七尾市 専門店 クスリのアオキ中島店 七尾市中島町中島乙278番　外
６筆 1,348

クスリのアオキ
駐⾞場51台、駐輪場13台。

2021.11.04 ⽯川県 加賀市 専門店 クスリのアオキ加賀作⾒店 加賀市作⾒二75
1,835

クスリのアオキ
1709

ファミリーマー
ト 126

アミューズメント施設の中に出店。駐⾞場
120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）６.２０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

2021.11.05 ⽯川県 白山市 専門店 クスリのアオキ布市店 白山市布市1-170-1
1,570

クスリのアオキ
駐⾞場86台、駐輪場18台。

2021.10.02 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。

2021.07.19 情報修正 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 ※7/19グランドオープン。駐⾞場
3800台、駐輪場280台。

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。

2021.10.26 ⽯川県 ⾦沢市 その他 （仮称）北陸鉄道⻄泉⽤地開
発プロジェクト

⾦沢市泉本町７丁目７－１　他
６筆 2,999

大阪屋ショップ
スギ薬局
メガネトップ

2025
スギ薬局

841
眼鏡トップ133㎡。駐⾞場252
台、駐輪場86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。

2021.11.09 福井県 鯖江市 専門店 ドラッグコスモス丸山店 鯖江市丸山町4-801
1,545

コスモス薬品
駐⾞場61台、駐輪場20台。

2021.12.02 新規入手 福井県 坂井市 専門店 ドラッグコスモス三国店 坂井市三国町三国東六丁目６
０５番　外６筆 1,528

㈱コスモス薬品
駐⾞場59台、駐輪場20台。

2021.12.31 新規入手 福井県 鯖江市 専門店 ウエルシア鯖江上河端町店 鯖江市上河端町３－２５
2,048

ウエルシア薬局
㈱

マックスバリュ
北陸㈱ 駐⾞場84台、駐輪場82台。

2021.12.31 新規入手 福井県 福井市 専門店 ウエルシア福井北四ツ居店 福井市北四ツ居一丁目２５０
１　外８筆 1,099

ウエルシア薬局
㈱

マックスバリュ
北陸㈱ 駐⾞場37台、駐輪場35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。

2021.12.31 新規入手 福井県 敦賀市 その他 ウエルシア敦賀中央町店 敦賀市中央町二丁目４
2,177

ウエルシア薬局
㈱ 1725

マックスバリュ
北陸㈱ 451

ホームセンターみつわ敦賀店を内にウエルシ
ア・マックスバリュが出店。駐⾞場92台、駐
輪場40台。

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。

2021.08.25 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。

2021.12.14 山梨県 中巨摩郡庄
和町 専門店 （仮称）クスリのアオキ河東中島

店
中巨摩郡庄和町河東中島字十
二枚1803-1 1,303

クスリのアオキ
駐⾞場51台、駐輪場23台。

2021.12.28 新規入手 山梨県 甲府市 専門店 ディスカウントドラッグコスモス中⼩
河原店

甲府市中⼩河原一丁目1575番
3外 1,518

コスモス薬品
駐⾞場52台、駐輪場10台。

2021.09.30 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。
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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）６.２０⽇現在
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2021.12.17 新規入手 ⻑野県 千曲市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ダイレックス千曲店 千曲市⼤字寂蒔535番１ほか
1,312

ダイレックス
駐⾞場60台、駐輪場15台。

2022.01.21 新規入手 岐阜県 中津川市 スーパー オークワ中津川中村店 中津川市中津川字島田272-
91 2,567

オークワ
駐⾞場97台、駐輪場42台。

2021.10.16 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。

2021.07.17 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。

2021.12.01 静岡県 裾野市 スーパー マックスバリュ裾野店 裾野市佐野字村東1508-2
3,356

マックスバリュ東
海

駐⾞場157台、駐輪場100
台。

2022.01.20 新規入手 静岡県 沼津市 スーパー 田⼦重⻄島町店 沼津市⻄島町1136-1
2,523

田⼦重
駐⾞場202台、駐輪場54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。

2021.08.15 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 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。

2021.11.17 静岡県 富⼠市 専門店 ウエルシア富⼠松野店（移転） 富⼠市北松野1873
1,250

ウエルシア薬局
駐⾞場50台、駐輪場18台。

2021.12.03 新規入手 静岡県 浜松市北区 専門店 （仮称）杏林堂薬局根洗店 浜松市北区根洗町字東130-1
2,222

杏林堂薬局
駐⾞場96台、駐輪場16台。

2021.12.16 静岡県 三島市 専門店 クリエイトエス・ディー三島南町店 三島市南町264-10
1,346

クリエイトエス・
ディー 駐⾞場58台、駐輪場38台。

2021.12.16 新規入手 静岡県 三島市 専門店 （仮称）クリエイトＳＤ三島南
町店 三島市南町264番10

1,346
クリエイトエス・
ディー

2022.01.15 新規入手 静岡県 牧之原市 専門店 ドラッグコスモス細江店 牧之原市細江字中ヤリ1121-2
1,198

コスモス薬品
駐⾞場46台、駐輪場28台。

2022.01.21 新規入手 静岡県 浜松市東区 専門店 ドラッグコスモス天王店 浜松市東区天王町字花名1650
1,189

コスモス薬品
駐⾞場50台、駐輪場20台。

2022.04.01 新規入手 静岡県 浜松市中区 専門店 ドラッグコスモス浜松神田店 浜松市中区神田町字橋下1147
1,505

コスモス薬品
駐⾞場62台、駐輪場22台。

2021.09.99 情報修正 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。

2021.08.15 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。
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2021.09.21 愛知県 尾張旭市 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。

2021.11.04 愛知県 田原市 スーパー フィール田原店 田原市豊島町道南19-1
1,568

フィールコーポ
レーション 駐⾞場61台、駐輪場45台。

2022.01.20 新規入手 愛知県 名古屋市北
区 スーパー イオンスタイル上飯田 名古屋市北区織部町1

4,966
イオンリテール テナント イオン上飯田店の建替え。駐⾞

場307台、駐輪場83台。

2021.10.10 愛知県 名古屋市港
区 ＨＣ・ＤＳ （仮称）トライアル港区秋葉店 名古屋市港区名古屋都市計画事業茶屋新

田土地区画整理事業　第81街区 4,262
トライアルカンパ
ニー

駐⾞場220台、駐輪場150
台。

2021.11.24 愛知県 名古屋市守
山区 ＨＣ・ＤＳ コメリパワー名古屋龍泉寺北店

（増床）
名古屋市守山区桔梗平1-101-
1 9,094

増床
1374

既存
7720

駐⾞場298台、駐輪場89台。

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。

2021.11.30 愛知県 ⼀宮市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス⼀宮奥町
店 ⼀宮市奥町字下口⻄40番1 他

1,525
コスモス薬品

駐⾞場52台、駐輪場27台。

2021.12.21 新規入手 愛知県 碧南市 専門店 クスリのアオキ碧南中町店 碧南市棚尾本町四丁目１０番
地 1,494

株式会社クス
リのアオキ

2021.10.16 愛知県 名古屋市名
東区 家電 エディオン⾼針店 名古屋市名東区⾼針原二丁目

1601番　ほか13筆 4,247
エディオン 駐⾞場219台、駐輪場148

台。

2021.10.06 愛知県 ⻑久手市 家具 （仮称）東京インテリア家具⻑久
手店

⻑久手市⻑久手中央土地区画
整理地内37、38街区 8,199

東京インテリア
家具 駐⾞場369台、駐輪場55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。

2021.10.16 愛知県 春日井市 複合ＳＣ （仮称）春日井SC 春日井市六軒屋町字東丘22番
地　ほか 22,000

⻄友 良品計画 駐⾞場1817台、駐輪場629
台。

2021.07.08 情報修正 愛知県 名古屋市守
山区 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

※7/8オープン。駐⾞場760台、
駐輪場380台。

2021.07.21 情報修正 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
パレマルシェ ※7/21オープン。物販、飲食・サービス、住

宅で構成。駐⾞場209台、駐輪場201台。

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。

2021.99.99 情報修正 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

2021.06.99 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6月下旬

6月から順次オープン。スギ薬品、大創。駐
⾞場339台、駐輪場175台。

2021.10.27 滋賀県 近江⼋幡市 専門店 （仮称）クスリのアオキ安土店 近江⼋幡市安土町下豊浦字十
六8713番１ほか 1,255

クスリのアオキ
オープン。
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2021.11.04 滋賀県 ⻑浜市 専門店 ドラッグコスモス⻑浜祇園店 ⻑浜市祇園町300
1,500

コスモス薬品
駐⾞場57台、駐輪場16台。

2021.12.07 新規入手 滋賀県 ⻑浜市 専門店 クスリのアオキ⻁姫店 ⻑浜市五村字⻑田207番ほか8
筆 1,336

クスリのアオキ
駐⾞場45台、駐輪場15台。

2021.12.14 新規入手 滋賀県 湖南市 その他 （仮称）湖南市吉永複合店舗 湖南市吉永字中川原355番５
ほか 1,646

近江堂 ローソン

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。

2021.99.99 情報修正 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。

2022.01.08 新規入手 京都府 ⻲岡市 ＨＣ・ＤＳ カインズ⻲岡店 ⻲岡市⼤井町並河熊田⼟地区
画整理32街区 11,210

カインズ
8634

マツモトキヨ
シ 2393

駐⾞場595台、駐輪場29台。

2021.09.30 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

2022.02.01 京都府 京都市南区 家具 （仮称）マナベインテリアハーツ吉
祥院店

京都市南区吉祥院⻄ノ茶屋町
57番1 6,686

株式会社マナ
ベインテリアハー
ツ

駐⾞場103台、駐輪場35台。

2021.07/17 情報修正 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

※7/17オープン。駐⾞場79台、
駐輪場342台。

2021.09.19 大阪府 大阪市鶴⾒
区 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。

2021.12.16 新規入手 ⼤阪府 東⼤阪市 スーパー (仮称)東⼤阪市神田町計画 東⼤阪市神田町151番1外
1,231

万代
駐⾞場25台、駐輪場123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。

2021.07.17 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 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。

2021.08.12 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。

2021.11.19 大阪府 南河内郡太
子町 専門店 (仮称)ドラッグコスモス太子店 南河内郡太子町大字太子284

番他 1,496
コスモス薬品

駐⾞場58台、駐輪場43台。

2021.99.99 情報修正 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。

2021.06.24 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。
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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）６.２０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

2021.11.19 大阪府 ⾼⽯市 家電 (仮称)ジョーシン新⾼⽯店（移
転） ⾼⽯市⻄取⽯三丁目192番他

2,648
上新電機 駐⾞場115台、駐輪場189

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。

2021.08.12 情報修正 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

※8/12オープン。新棟を建設。駐⾞場
2900台、駐輪場278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。

2021.11.26 大阪府 羽曳野市 複合ＳＣ (仮称)羽曳野市⻄浦複合商業
施設計画

羽曳野市⻄浦二丁目1833番1
外 6,302

ヤマダデンキ
3346

大⿊天物産
1983

駐⾞場325台、駐輪場180
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。

2021.06.24 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

※6/24オープン。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。

2022.01.07 新規入手 兵庫県 加古川市 スーパー スーパーマルハチ東加古川店 加古川市平岡町二俣字⻄畑
659-1 1,822

マルハチ
駐⾞場64台、駐輪場53台。

2021.10.05 兵庫県 神⼾市⻄区 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。

2021.08.04 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。

2021.12.09 新規入手 兵庫県 姫路市 専門店 ザグザグ恵美酒店 姫路市⼤津区恵美酒町二丁目
112番ほか 1,290

ザグザグ
駐⾞場53台、駐輪場40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。

2021.12.13 新規入手 兵庫県 宝塚市 複合ＳＣ 阪急宝塚商業ゾーン（増床） 宝塚市栄町1-8
6,062

増床（上新電
機） 3051

既存トイザら
ス 2517

商業施設の敷地に上新電機が出店。駐⾞
場341台、駐輪場304台。

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。
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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）６.２０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

2021.11.12 兵庫県 神⼾市須磨
区 その他 (仮称)須磨区⾼倉台再開発計

画 神⼾市須磨区⾼倉台1丁目1外
2,660

ヤマダストアー
1400

未定2者
1260

駐⾞場167台、駐輪場93台。

2021.12.01 兵庫県 姫路市 その他 マルアイ広峰店、スギ薬局姫路広
峰店 姫路市広峰⼀丁目806番地86

1,659
マルアイ スギ薬局

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。

2021.12.02 奈良県 大和⾼田市 ＨＣ・ＤＳ DCMダイキ新庄⾼田店（増床）
キリン堂・ボトルワールドOK 大和⾼田市曽大根181

5,704
増床・キリン堂

876
増床・ボトル
ワールド 787

既存DCMダイキ（4040㎡）の敷地にキリ
ン堂とボトルワールドOKが出店する。

2021.11.27 和歌山県 ⻄牟婁郡上
富田町 スーパー （仮称）松源上富田店 ⻄牟婁郡上富田町生馬字両新

田528番１外21筆 2,400
株式会社松源

駐⾞場102台、駐輪場50台。

2021.99.99 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。

2021.06.24 和歌山県 橋本市 専門店 （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。

2021.11.24 和歌山県 紀の川市 専門店 （仮称）ツルハドラッグ粉河店 紀の川市粉河字⻄⿃居941-1
外 1,434

株式会社ツル
ハ 駐⾞場55台、駐輪場46台。

2021.99.99 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

2022.04.01 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 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。

2021.10.27 ⿃取県 倉吉市 専門店 ウエルネス⼋屋店 倉吉市⼋屋195-1
1,202

ツルハグループドラッグ
＆ファーマシー⻄日
本

駐⾞場66台、駐輪場18台。

2021.12.24 新規入手 鳥取県 ⻄伯郡⼤山
町 専門店 ドラッグストアウェルネス⼤山町店 ⻄伯郡⼤山町塩津９０２－３

1,080
ツルハグループ
ドラッグ＆
ファーマシー⻄

駐⾞場79台、駐輪場30台。

2021.09.30 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

2021.10.1 島根県 出雲市 ＨＣ・ＤＳ ジュンテンドー神⻄店 出雲市神⻄沖町１４４４番２
外 3,081

ジュンテンドー
駐⾞場53台、駐輪場20台。

2021.10.17 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。

2021.12.16 新規入手 島根県 益田市 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス益田店 益田市乙吉町イ22番２外
1,296

ダイレックス
駐⾞場73台、駐輪場12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）６.２０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

2022.01.22 新規入手 島根県 江津市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス 江津市嘉久志町イ1860-1
1,498

コスモス薬品
駐⾞場59台、駐輪場14台。

2021.11.27 島根県 出雲市 家電 ケーズデンキ出雲店 出雲市渡橋町９１１番３外
2,728

ビッグ・エス
駐⾞場64台、駐輪場24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。

2021.11.18 岡山県 岡山市南区 スーパー マルナカ灘崎店（建替え） 岡山市南区⻄⾼崎5-304
2,350

マックスバリュ⻄
日本 駐⾞場120台、駐輪場70台。

2021.12.21 新規入手 岡山県 倉敷市 スーパー ハローズ玉島店 倉敷市玉島字川中⼤道⻄１９
６２番３ほか 4,032

ハローズ
2236

ドラッグ
692

駐⾞場209台、駐輪場116
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 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

2021.10.23 岡山県 総社市 専門店 ⻄松屋新総社店 総社市中央5-4-108ほか
1,161

⻄松屋
駐⾞場43台、駐輪場5台。

2021.11.25 岡山県 津山市 専門店 ザグザグ志⼾部店 津山市沼字角田841－1　外
1,361

ザグザグ
駐⾞114台、駐輪場8台。

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。

2021.09.15 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。

2021.12.13 新規入手 岡山県 岡山市中区 その他 あまつひプレイス 岡山市中区平井七丁目1081番
1　ほか 1,007

ファミリーマート 未定

2021.08.12 広島県 廿日市市 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。

2021.09.13 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。

2021.11.05 広島県 福山市 専門店 ドラッグコスモス新市店 福山市新市町大字⼾手780-3
1,479

コスモス薬品
駐⾞場59台、駐輪場10台。

2021.12.10 新規入手 広島県 福山市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス草⼾店 福山市草⼾町２丁目８７７－
１　外４筆 1,537

株式会社コス
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）６.２０⽇現在
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2021.12.01 広島県 呉市 その他 (仮称）藤三港町店 呉市光町65番74ほか
3,616

藤三
1661

ワークマン
320

ドラッグ875㎡、100円均⼀687㎡、酒店
73㎡。駐⾞場129台、駐輪場103台。

2021.11.16 山口県 下関市 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス小月店 下関市清末鞍馬3-1107-1
2,189

ダイレックス
1581

テナント
608

駐⾞場99台、駐輪場40台。

2021.12.01 山口県 下関市 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス下関店（建替え） 下関市⼀の宮町⼀丁目４の20
1,230

ダイレックス
駐⾞場40台、駐輪場17台。

2021.99.99 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。

2022.01.01 新規入手 山口県 山口市 専門店 （仮称）ウォンツ山口嘉川店 山口市嘉川1383の1
1,114

ツルハグループ
ドラッグ＆
ファーマシー⻄

駐⾞場37台、駐輪場12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。

2021.10.13 徳島県 徳島市 スーパー (仮)マルナカ佐古店 徳島市北佐古２番町１９８番
他 2,170

マルナカ
駐⾞場124台、駐輪場55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。

2021.12.23 新規入手 徳島県 徳島市 ＨＣ・ＤＳ (仮称)ホームセンターコーナン徳
島八万店

徳島市八万町⼤野１２８－３
他 1,983

コーナン商事

2021.09.29 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 駐⾞場62台、駐輪場13台。

2021.11.16 徳島県 名⻄郡⽯井
町 専門店 （仮）ドラッグコスモス⽯井南店 名⻄郡⽯井町⽯井字⽯井393

番1 1,489
コスモス薬品

駐⾞場59台、駐輪場20台。

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。

2021.99.99 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。

2021.10.18 徳島県 徳島市 家電 家電すまいる館徳島本店（増
床） 徳島市中吉野町4-1-1

11,652
増床

2660
既存

8992
２・３階のバックヤードを売場に
改装。

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。

2021.12.01 香川県 三豊市 専門店 （仮称）ザグザグ⾼瀬店 三豊市⾼瀬町下勝間字加茂２
４７３番　外 1,297

ザグザグ
駐⾞場46台、駐輪場6台。

2021.12.10 新規入手 香川県 高松市 その他 (仮称)ミナトグループ商業施設 高松市朝⽇町三丁目448番18
外 1,736

ウエルシア薬局 四国トランス
テック

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。

17



全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）６.２０⽇現在
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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 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。

2021.12.29 新規入手 高知県 南国市 専門店 ドラッグコスモス⼤埇店 南国市⼤埇字実兼甲1772-2
外 1,422

オリックス不動
産

2021.12.17 新規入手 福岡県 ⼤野城市 スーパー （仮称）下⼤利商業施設 ⼤野城市下⼤利一丁目216番1
外4筆 1,870

イオン九州
駐⾞場59台、駐輪場18台。

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。

2021.10.17 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。

2021.11.27 福岡県 宮若市 ＨＣ・ＤＳ スーパーセンタートライアル宮田店 宮若市宮田１１２外
3,633

トライアルカンパ
ニー

2021.12.16 新規入手 福岡県 宗像市 ＨＣ・ＤＳ トリアーダMUNAKATA 宗像市光岡286番1外
5,699

ドン・キホーテ

2021.12.28 新規入手 福岡県 糸島市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ミスターマックス糸島店 糸島市高田四丁目138番1
3,010

ミスターマック
ス 駐⾞場124台、駐輪場20台。

2021.06.99 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。

2021.07.19 福岡県 那珂川市 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。

2021.10.17 福岡県 久留米市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス久留米南
店

久留米市南三丁目２５７番１
外 1,208

コスモス薬品
駐⾞場55台、駐輪場20台。

2021.10.27 福岡県 宗像市 専門店 (仮称）ドラッグコスモス宗像東郷
店

宗像市平井二丁目１０６８番
１　外 1,534

コスモス薬品
駐⾞場65台、駐輪場20台。

2021.11.20 福岡県 柳川市 専門店 （仮称）ツルハドラッグ柳川間店 柳川市間字宮田６５２番５
1,112

ツルハグループ
ドラッグ＆ファー
マシー⻄日本

駐⾞場45台、駐輪場11台。

2021.11.24 福岡県 福岡市⻄区 専門店 （仮称）バースディ・シャンブル今
宿ファッションモール店

福岡市⻄区今宿⻄⼀丁目406
番地外 1,848

しまむら

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。
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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

2021.99.99 福岡県 糟屋郡志免
町 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

2021.11.30 福岡県 福岡市博多
区 家電 （仮称）ケーズデンキ博多半道

橋店
福岡市博多区半道橋二丁目37
番１外 4,000

九州ケーズデン
キ 駐⾞場156台、駐輪場34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 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

2021.11.13 佐賀県 佐賀市 専門店 ドラックコスモス⾼木瀬⻄店 佐賀市⾼木瀬⻄四丁目１６２
７－１他 1,903

コスモス薬品
駐⾞場67台、駐輪場30台。

2021.12.27 新規入手 ⻑崎県 ⼤村市 スーパー （仮称）マルキョウ⼤村松並 ⼤村市松並二丁目888番１外
2,911

マルキョウ ナフコ

2021.10.05 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 ⻑崎県 ⻑崎市 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス三重店 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。

2021.12.17 新規入手 ⻑崎県 ⻑崎市 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス三重店 ⻑崎市京泊三丁目1929番13
外 1,820

ダイレックス

2021.09.26 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 大村市 専門店 ダイソーエレナ空港通り店 大村市古賀島町111番４９外6
筆 1,241

ダイソー

2021.11.13 ⻑崎県 東彼杵郡波
佐⾒町 専門店 ドラッグストアモリ波佐⾒店 東彼杵郡波佐⾒町宿郷字茅ノ原

492-1 1,410
ドラッグストアモ
リ 駐⾞場54台、駐輪場13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。

2022.01.07 新規入手 熊本県 熊本市中央
区 スーパー ロッキー水前寺店（建替え） 熊本市中央区水前寺2-4-15

1,678
ロッキー

駐⾞場78台、駐輪場32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。

2021.07.99 情報修正 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
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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。

2021.12.16 新規入手 熊本県 荒尾市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス増永店 荒尾市増永字上甲1900番2
1,371

コスモス薬品

2023.03.01 熊本県 熊本市中央
区 その他 下通GATEプロジェクト 熊本市中央区手取本町5番1号

2,802

未定
ホテルと商業施設。

2023.03.01 新規入手 熊本県 熊本市中央
区 その他 下通GATGプロジェクト 熊本市中央区手取本町5-1

2,801
パルコ

駐⾞場34台、駐輪場81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 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。

2021.12.31 新規入手 ⼤分県 豊後⼤野市 ＨＣ・ＤＳ ＨＩヒロセスーパーコンボ三重店
（仮称） 豊後⼤野市三重町⾚嶺1518

4,900
ホームインプ
ルーブメントひ
ろせ

2021.09.29 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。

2021.12.31 新規入手 ⼤分県 中津市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス中津蛭
⼦店 中津市蛭⼦町二丁目10番1

1,447
コスモス薬品

駐⾞場49台、駐輪場10台。

2021.99.99 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。

2021.07.99 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。

2021.09.16 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。

2021.10.23 宮崎県 北諸県郡三
股町 専門店 ドラッグコスモス三股店 北諸県郡三股町樺山4837番2

他 1,419
コスモス薬品

駐⾞場55台、駐輪場10台。

2021.11.09 宮崎県 串間市 専門店 ドラッグストアモリ串間店 串間市大字⻄⽅字松清6923
1,482

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場62台、駐輪場11台。

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
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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）６.２０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

2021.09.14 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

2021.11.06 ⿅児島県 ⿅児島市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス草牟田店 ⿅児島市草牟田二丁目3737番
１　外 1,194

コスモス薬品
駐⾞場48台、駐輪場16台。

2021.11.06 ⿅児島県 ⿅児島市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス与次郎店 ⿅児島市与次郎⼀丁目2295番
190　外 1,324

コスモス薬品
駐⾞場38台、駐輪場53台。

2021.12.31 新規入手 ⿅児島県 ⿅児島市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス松元店 ⿅児島市⽯⾕町1260番５
1,198

コスモス薬品
駐⾞場50台、駐輪場16台。

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。

2021.99.99 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

2021.12.05 新規入手 沖縄県 ⽯垣市 専門店 バースデイ・シャンブル八重山
ファッションモール店

⽯垣市字⼤浜南⼤浜４２８番
５ほか 1,798

バースデイ
1009

シャンブル
788

駐⾞場72台、駐輪場66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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