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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11月20日以降オープン予定のもの

（2021年11月20日時点）

表示基準

小売業・業態分類基準

スーパー SM・SSM・GMS・スーパーセンター

百貨店・駅ビル 百貨店・駅ビル・専門大店

HC・DS HC・DS・DIY・家具ホームセンター

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

家電 家電量販店

家具 家具・インテリア

複合SC 異業種複合SC（同一企業グループ含む）大規模な計画

その他 再開発ビル（核店が決まっていないもの）、複合商業施設で小規模な計画

情報修正・新規入手の表示のあるものが今回新しく入手した情報

開店予定日 届け出上の開店予定日。情報が入り次第更新。

大規模小売店舗名 仮称と表示してあるものは、届け出段階で未定なもの。

店舗面積 全て㎡表示

核店舗 建物の核となる店舗

所在地 届け出上の所在地（登記上の住所の場合が多い）

備考 駐車台数、その他情報



【コーナン商事 22年2月期 下期に出店15店を計画】設備投資は通期で218億円
コーナン商事㈱は、2022年2月期下期に国内外で15店の新規出店を計画している。ホームセンター（HC）業態やPRO業態のほか、CAMP DEPOT業態や建デポ業態も出
店する。売り場は家電や電動工具を強化する方針。22年2月期上期は13店を新規出店し、4店を閉店した。国内外の期末店舗数は計490店に増加した。出店13店の内訳
はHCが6店、PROは4店、CAMP DEPOTは2店、建デポは1店。投資効率を勘案し、13店のうち10店は居抜き出店となった。設備投資実績は約67億円だった。同社は4月
に策定した第3次中期経営計画の中で、HCは都市型店舗モデルの開発・出店により首都圏の店舗拡大挙げている。このモデル店として、4月に「港南台バース店」、5月
に「ミッテン府中」をオープン。代表取締役社長の疋田氏は「極端な売り上げは得られないものの、賃料は歩合のため、リスクが低く、各店は成功を収めている」という。22
年2月期下期は国内外で15店の新規出店を計画している。15店の内訳はHCが8店、PROは2店、CAMP DEPOTは3店、建デポは1店、コーナンベトナムは1店。HCは9月
に「国道171号向日町店」、10月に「西野山店」をオープンしており、このほか6店（予定売り場面積は1万7850㎡）を出店する予定。9月に開店した国道171号向日町店は
HCとPROが1つの建物に入ったハイブリッド店舗として、顧客の買い回り・利便性向上につながる店舗づくりを実施。「HCとPROはこれまで敷地内に併設して出店してきた
が、脚立、電動工具、接着剤、ペンキなど重複する商品もあるため、今回、ハイブリッド店舗を作り上げた」と疋田社長は説明した。また、新店では新たなチャレンジャーと
して「納得家電コーナー」を設置。棚板や什器を黒色に統一し、棚の高さも抑えて見通し良く配置しており、売上は好調に推移している。同コーナーは今後、新店だけで
なく既存店の改装時にも導入する方針。通期の設備投資額は218億円を見込んでいる。店舗新設・改装に加え、ハンディターミナルの導入など、システム関連への投資
に充てる。 （商業施設新聞 ２４１９号）

【ニトリHD 22年2月期 上期はニトリ事業苦戦】通期計画は変更なし
㈱ニトリホールディングスの2022年2月期上期の連結業績は、ニトリ事業が前年同期比で減収減益となった。高成長を持続してきた同社もついに息切れが見られる。ただ
、通期計画は期初予想から変更はなく、売上高8736億円、営業利益1439億円、経常利益1464億円、親会社に帰属する当期純利益986億円とする。同社の22年2月期上
期連結業績は、売上高が前年同期比11.4％増の4145億円だった。粗利益高は同6.9％増の2195億円、販売管理費は同13.9％増の1420億円で、営業利益は同3.8％減
の775億円、経常利益は同2.5％減の790億円、親会社に帰属する四半期純利益は同8.3％増の538億円となった。度重なる緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置で、最
大30店が休業を余儀なくされとことや、大雨が響いた。さらに前年同期の巣ごもり需要反動減もあり、ニトリ事業は売上高が前年同期比5.3％減の3431億円、営業利益が
6.4％減の754億円となった。ただEC事業はさらに成長した。前年同期に売上高が特に大きく伸長したにも関わらず、ニトリネット掲載商品にわかりやすい説明動画を添え
るなどの取り組みが功を奏し、国内EC事業売上高は362億円（同2.8％増）となった。

期末店舗数は100店増 下期に70店増加へ
㈱ニトリホールディングスは、2022年2月期末の店舗数が100店の純増となる計画。期初では110店としていたため若干のトーンダウンとなるが、上期の純増数は30店であり
、下期に積極出店するとみられる。上期の純増減における内訳は、家具・インテリアの「ニトリ」「ニトリエクスプレス」が12店増、「デコホーム」が10店増、アパレルの「N+」が2
店増、「ニトリホームz」「島忠ホームズ」が1店減、台湾が3店増、中国が4店増、米国が変化なし、その他アジア0店の計30店で期末店舗数は752店となった。下期の純増減
の計画数は「ニトリ」「ニトリエクスプレス」が28店増で期末店舗数507店となり、500店を超える。「デコホーム」は30店増で同146店。「N+」は1店増の同20店となり、「N+」は当
初予想から2店減少する見通し。「ニトリホームズ」「島忠ホームズ」は4店減少して同56店となり、期初予想よりも6店減少する。台湾は4店増で期末店舗数42店。中国は10
店増で同48店。米国は出店0で同2店。期初予想より1店減る。その他アジアは1店増で同1店となり、期初よりも1店減る。なお、米国店は「AKI-Home」から「ニトリNITORI」
へ変更した。22年2月期通期の店舗数はグループで822店となる見込み。

4割の島忠を改装 来季末めどに25店
㈱ニトリホールディングスは、子会社化した島忠の店舗改装を進める。2023年2月期末をめどに、全体の4割にあたる25店での実施を目標とする。改装により、品揃えを見
直し、利益改善を図る。22年2月期上期末で島忠の店舗数は60店となっている。ニトリは最適な売り場づくりに向けて改装を進める考えで、上期に宮原店（さいたま市）、川
崎大師店（川崎市）、中野店（東京都）、幕張店（千葉市）、横須賀店（神奈川県横須賀市）で実施した。このうち、6月にオープンした宮原店は、「ニトリホームズ宮原店」と
して、1階はホームセンター、2階はニトリと島忠の家具・ホームファッションを展開している。改装する店舗は、家具売り場の面積が過剰、店舗年齢が高い、ニトリ店舗と近
接していないことを条件としている。 （商業施設新聞 ２４１８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11月



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

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。

2022.03.29 北海道 日高郡新ひだ
か町 スーパー コープさっぽろ 静内店（移転） 日高郡新ひだか町静内こうせい町

2丁目7－16 3,119
コープさっぽろ

2217
テナント

902
駐⾞場142台、駐輪場65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 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 情報修正 北海道 旭川市 ＨＣ・ＤＳ ホダカ旭川永山店（増床） 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。

2022.02.11 北海道 函館市 ＨＣ・ＤＳ コメリパワー函館⻄桔梗店 函館市⻄桔梗町246-4
8,795

コメリ
駐⾞場221台、駐輪場10台。

2021.11.30 北海道 札幌市北区 専門店 （仮称）サツドラ北26条店 札幌市北区北26条⻄4丁目22-
65 1,299

サッポロドラッグ
ストアー 駐⾞場22台、駐輪場29台。

2021.12.01 北海道 紋別市 専門店 サツドラ紋別本町店 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。

2022.03.27 北海道 札幌市中央
区 専門店 ツルハドラッグ北４条店（増床） 札幌市中央区北４条⻄18丁目

８番１号 1,296
ツルハドラッグ

駐⾞場45台、駐輪場30台。

2021.11.25 情報修正 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
11/6OP済
み

2060
※11/25オープン。駐⾞場224
台、駐輪場118台。

2021.11.26 情報修正 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 ※11/26オープン。駐⾞場81
台、駐輪場32台。

2021.12.15 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。

2022.04.26 ⻘森県 弘前市 専門店 ツルハドラッグ弘前岩木店 弘前市大字一町田字村元714
外 1,127

ツルハ
駐⾞場37台、駐輪場10台。

2022.01.29 ⻘森県 十和田市 家具 (仮称)ニトリ十和田店 十和田市元町⻄一丁目６－１
外 2,611

ニトリ
駐⾞場53台、駐輪場13台。

2022.04.25 ⻘森県 十和田市 その他 （仮称）ハッピー・ドラッグ元町⻄
店　マエダストア元町⻄店 十和田市元町⻄四丁目92-2外

2,548
既存丸大サクラ
ヰ薬局 1188

マエダ
1360

ハッピー・ドラッグの敷地にマエダが
出店。

2022.02.15 岩手県 宮古市 スーパー マルイチ宮古店 宮古市舘合町127番2ほか4筆
1,848

マルイチ
駐⾞場100台、駐輪場15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。

2022.01.29 岩手県 北上市 専門店 ツルハドラッグ北上常盤台店 北上市常盤台4-10-6
1,389

ツルハドラッグ
駐⾞場55台、駐輪場18台。

所在地 店舗面積
（㎡）

主な小売業者名 備考新設する日 情報内容 都道府県 市区町村 業態 大規模小売店舗名
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全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）１１.２０⽇現在
核店舗1 店舗面積 核店舗2 店舗面積

所在地 店舗面積
（㎡）

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

2022.03.04 岩手県 大船渡市 専門店 （仮称）カワチ薬品大船渡店 大船渡市大船渡町字野々田
157番地１ほか13筆 1,463

カワチ薬品

2022.03.30 岩手県 盛岡市 専門店 クスリのアオキ渋⺠店 盛岡市渋⺠字泉田168
1,359

クスリのアオキ
駐⾞場49台、駐輪場39台。

2022.04.26 岩手県 宮古市 専門店 ツルハドラッグ宮古千徳店 宮古市上鼻町2-8-75
1,200

ツルハ
駐⾞場48台、駐輪場20台。

2022.05.16 新規入手 岩手県 北上市 専門店 (仮称）クスリのアオキ北⻤柳店 北上市北⻤柳5地割1番1ほか
1,359

クスリのアオキ

2021.99.99 情報修正 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。

2022.02.22 宮城県 登米市 スーパー ヨークベニマル佐沼店（建替え） 登米市迫町佐沼字中江二丁目
４番２号 3,150

ヨークベニマル
2260

テナント
890

駐⾞場258台、駐輪場50台。

2022.03.01 宮城県 柴田郡大河
原町 ＨＣ・ＤＳ ダイユーエイト大河原店（増床） 柴田郡大河原町字東９４－１

2,896
増床

823
既存

2073
平屋建てを増築。駐⾞場75台、駐輪場9
台。駐⾞場110台、駐輪場30台。

2021.99.99 情報修正 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。

2022.02.15 宮城県 仙台市⻘葉
区 専門店 （仮称）仙台錦ケ丘店舗計画 仙台市⻘葉区錦ケ丘一丁目2-

81他 1,781
クスリのアオキ

駐⾞場72台、駐輪場59台。

2022.02.22 宮城県 石巻市 専門店 ツルハドラッグ石巻広渕店 石巻市広渕馬場屋敷３４番地
１ 1,334

ツルハ

2022.03.01 宮城県 柴田郡大河
原町 専門店 （仮称）クスリのアオキ大河原店 柴田郡大河原町大⾕字⻄原前

４６－１ 1,936
クスリのアオキ

1836
菓匠三全

99
駐⾞場79台、駐輪場68台。

2022.03.30 宮城県 角田市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ角田大
町店 角田市角田字大町１３番１

1,455
くすりのベル

駐⾞場56台、駐輪場13台。

2022.05.02 宮城県 名取市 専門店 ドラッグストアモリ名取愛島店 名取市愛の杜1-1-1
1,242

ドラッグストアモ
リ

ヨークベニマル名取愛島店の敷地に出店。駐
⾞場79台、駐輪場174台。

2022.06.12 新規入手 宮城県 ⼤崎市 専門店 ドラッグストアモリ⼤崎市古川店 ⼤崎市古川若葉町1-11-1
1,486

ドラッグストア
モリ 駐⾞場63台、駐輪場15台。

2022.02.22 宮城県 宮城郡利府
町 複合ＳＣ 利府ペアガーデン 宮城郡利府町利府字新大⾕地

４７－１外 6,818
ドンキホーテ

2783
デンコードー

2838
駐⾞場465台、駐輪場105
台。

2022.01.21 宮城県 仙台市太白
区 その他 シエロ茂庭 仙台市太白区茂庭新熊野50番

地１外 1,621
アウトドア用品

620
既存薬王堂・
ファミリーマー
ト

1001
薬王堂の敷地にテナント誘致。
駐⾞場103台、駐輪場47台。

2021.12.24 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。
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全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）１１.２０⽇現在
核店舗1 店舗面積 核店舗2 店舗面積

所在地 店舗面積
（㎡）

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

2021.99.99 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 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。

2022.04.27 秋田県 能代市 専門店 ツルハドラッグ能代花園町店 能代市花園町２０２番
1,159

ツルハ
駐⾞場40台、駐輪場20台。

2021.11.27 情報修正 秋田県 能代市 複合ＳＣ イオンタウン新能代 能代市鰄渕字古⾕布1
19,800

イオンスタイル
2300

ホームセン
ターサンデー 5200

※11/27オープン。駐⾞場
1174台、駐輪場206台。

2022.04.21 秋田県 男⿅市 複合ＳＣ 男⿅なまはげモール 男⿅市船越内⼦218-1
6,192

伊徳
2748

薬王堂
986

駐⾞場319台、駐輪場127
台。

2022.03.09 山形県 ⻄置賜郡白
鷹町 スーパー おーばん白鷹店 ⻄置賜郡白鷹町大字荒曽砥⼄

1027-2 1,454
おーばん

駐⾞場58台、駐輪場25台。

2022.99.99 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。

2022.02.03 山形県 最上郡最上
町 専門店 ツルハドラッグ最上町店 最上郡最上町大字向町字町浦

107-3 1,228
ツルハドラッグ

駐⾞場47台、駐輪場18台。

2022.02.12 山形県 最上郡真室
川町 専門店 ツルハドラッグ真室川店 最上郡真室川町大字新町字下

荒川139-2 1,239
ツルハドラッグ

駐⾞場47台、駐輪場22台。

2022.02.22 山形県 ⻄村山郡河
北町 専門店 （仮称）クスリのアオキ河北店 ⻄村山郡河北町⾕地砂田70番

1外 1,804
クスリのアオキ

2022.03.01 山形県 高畠町 専門店 （仮称）クスリのアオキ高畠店 高畠町大字福沢字福沢一459
番7外 1,673

クスリのアオキ
駐⾞場58台、駐輪場48台。

2022.05.14 新規入手 山形県 酒田市 専門店 カワチ薬品坂田東両羽店 酒田市東両羽町106-4
1,487

カワチ薬品
駐⾞場58台、駐輪場32台。

2022.06.19 新規入手 山形県 山形市 専門店 ツルハドラッグ山形南原店 山形市南原3-1-2
1,210

ツルハ
駐⾞場42台、駐輪場12台。

2021.12.24 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。

2021.11.24 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。

2022.04.05 福島県 本宮市 専門店 （仮称）クスリのアオキ本宮岩根
店

本宮市岩根字北原田６７番１
外 1,342

クスリのアオキ
駐⾞場51台、駐輪場41台。

2022.04.20 福島県 石川郡玉川
村 専門店 （仮称）クスリのアオキ福島玉川

店 石川郡玉川村大字小高14-11
1,386

クスリのアオキ
駐⾞場53台、駐輪場39台。

2022.05.10 新規入手 福島県 ⻄⽩河郡⻄
郷村 専門店 （仮称）クスリのアオキ⽩河⻄郷

店
⻄⽩河郡⻄郷村⼤字⽶字⻄原
７番１外 1,818

クスリのアオキ
駐⾞場73台、駐輪場52台。
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全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）１１.２０⽇現在
核店舗1 店舗面積 核店舗2 店舗面積

所在地 店舗面積
（㎡）

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

2021.99.99 情報修正 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。

2022.02.12 福島県 郡山市 その他 JA農産物直売所　愛情館 郡山市朝日二丁目９１番１
1,372

全国農業協同
組合連合会
福島県本部

2022.02.10 茨城県 つくば市 スーパー カスミ研究学園店 つくば市研究学園3-23-3
1,831

カスミ
駐⾞場64台、駐輪場20台。

2022.02.18 茨城県 牛久市 スーパー （仮称）ヨークベニマル牛久柏田
店

牛久市上柏田四丁目19番18号
外 1,741

ヨークベニマル
駐⾞場69台、駐輪場51台。

2022.04.21 茨城県 取手市 スーパー タイヨー取手⼾頭店 取手市⼾頭8-1-1
2,391

タイヨー
駐⾞場124台、駐輪場20台。

2022.04.21 茨城県 取手市 スーパー （仮称）タイヨー取手⼾頭店 取手市⼾頭⼋丁目１番１
2,391

タイヨー

2021.99.99 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。

2021.12.01 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。

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。

2021.12.99 情報修正 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。

2022.01.99 情報修正 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

2022.02.19 茨城県 結城郡⼋千
代町 専門店 （仮称）クスリのアオキ⼋千代店 結城郡⼋千代町⼋千代中央土

地区画整理事業40街区2号 1,322
クスリのアオキ

2022.03.02 茨城県 笠間市 専門店 コスモス薬品笠間市旭町店 笠間市旭町381-8
1,489

コスモス薬品
駐⾞場59台、駐輪場10台。

2022.03.06 茨城県 結城市 専門店 カワチ薬品結城北店 結城市大字結城7555-1
1,454

カワチ薬品
駐⾞場56台、駐輪場41台。

2022.04.11 茨城県 笠間市 専門店 クスリのアオキ土師店 笠間市土師字沖田丸1280-9
1,303

クスリのアオキ
駐⾞場49台、駐輪場8台。

2022.06.15 新規入手 茨城県 ⼩美玉市 専門店 ドラッグコスモス羽鳥店 ⼩美玉市羽鳥字開2780-1
1,483

コスモス薬品
駐⾞場57台、駐輪場6台。
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全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）１１.２０⽇現在
核店舗1 店舗面積 核店舗2 店舗面積

所在地 店舗面積
（㎡）

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

2022.06.15 新規入手 茨城県 ⽔⼾市 専門店 ドラッグコスモス河和田店 ⽔⼾市河和田1-1841-1
1,557

コスモス薬品
駐⾞場53台、駐輪場10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。

2021.12.99 情報修正 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。

2022.03.17 栃木県 那須塩原市 スーパー （仮称）ヨークタウン那須塩原⻄
富山 那須塩原市⻄富山46番地１外

3,629
ヨークベニマル

2110
テナント 駐⾞場150台、駐輪場104

台。

2022.03.99 情報修正 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。

2022.05.11 新規入手 栃木県 ⿅沼市 スーパー （仮称）ヨークベニマル⿅沼千渡
店 ⿅沼市千渡字⻄久保1842番外

2,247
ヨークベニマル 未定

2021.11.99 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。

2022.01.20 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。

2022.01.27 栃木県 宇都宮市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス鶴田店 宇都宮市鶴田第２土地区画整理事業地内
９街区１〜６画地 1,183

コスモス薬品
駐⾞場51台、駐輪場24台。

2022.03.06 栃木県 那須塩原市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス下永田店 那須塩原市下永田七丁目1059
番4 1,512

コスモス薬品
駐⾞場55台、駐輪場20台。

2022.03.22 栃木県 小山市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス雨ヶ⾕店 小山市大字雨ヶ⾕⻄坪37番地
１外 1,506

コスモス薬品
駐⾞場58台、駐輪場21台。

2022.03.31 栃木県 栃木市 専門店 （仮称）クスリのアオキ合戦場店 栃木市都賀町合戦場372番地
外 1,239

クスリのアオキ
駐⾞場40台、駐輪場5台。

2022.05.18 新規入手 栃木県 佐野市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス佐野田
沼店 佐野市田沼町1825番2外

1,518
コスモス薬品

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

2022.04.07 栃木県 下都賀郡壬
生町 その他 コストコ壬生倉庫店 下都賀郡壬生町大字安塚3360

10,504
コストコホール
セールジャパン

駐⾞場704台、駐輪場64台。

2022.04.07 栃木県 下都賀郡壬
生町 その他 （仮称）コストコホールセール壬

生倉庫店 下都賀郡壬生町大字安塚3360
10,504

コストコホール
セールジャパン

2022.05.15 新規入手 栃木県 ⼩山市 その他 （仮称）⼩山市喜沢複合店舗
計画

⼩山市⼤字喜沢字海道⻄1254
外 1,653

スギ薬局 セカンドスト
リート

2021.11.26 情報修正 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

※11/26オープン。駐⾞場152
台、駐輪場53台。
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全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）１１.２０⽇現在
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主な小売業者名 備考新設する日 情報内容 都道府県 市区町村 業態 大規模小売店舗名

2022.05.01 群馬県 高崎市 スーパー コープ箕郷店（仮称）新築工事
Ⅰ街区

高崎市箕郷町下芝字薬師568
番地外 3,069

生活協同組合
コープぐんま 2073

ドラッグ
996

駐⾞場122台、駐輪場85台。

2022.05.01 群馬県 高崎市 スーパー コープ箕郷店（仮称）新築工事
Ⅱ街区

高崎市箕郷町下芝字東龍ノ宮
501番地1外 3,010

⾐料品
2018

⾐料品
992

駐⾞場120台、駐輪場85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。

2021.99.99 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。

2022.01.08 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。

2022.01.27 群馬県 前橋市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス六供店 前橋市六供町六供土地区画整
理事業１８８街区 1,557

コスモス薬品
駐⾞場56台、駐輪場20台。

2022.01.27 群馬県 渋川市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス⼦持店 渋川市吹屋659番7外
1,534

コスモス薬品
駐⾞場60台、駐輪場14台。

2022.03.01 群馬県 藤岡市 専門店 クスリのアオキ藤岡浄法寺店 藤岡市浄法寺１１３８番地１
1,310

クスリのアオキ
駐⾞場50台、駐輪場10台。

2022.03.15 群馬県 北群馬郡榛
東村 専門店 クスリのアオキ榛東店 北群馬郡榛東村大字広馬場字

⼋ノ海道1208番1外 1,295
クスリのアオキ

駐⾞場49台、駐輪場10台。

2022.04.06 群馬県 高崎市 専門店 ドラッグコスモス倉賀野店 高崎市倉賀野町字砂押3106-1
1,514

コスモス薬品
駐⾞場54台、駐輪場30台。

2022.04.11 群馬県 富岡市 専門店 ドラッグコスモス富岡高瀬店 富岡市中高瀬561-1
1,445

コスモス薬品
駐⾞場56台、駐輪場22台。

2022.04.27 群馬県 館林市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス館林成島
店

館林市大⾕町字二本松９８３
番１外 1,531

コスモス薬品
駐⾞場62台、駐輪場20台。

2022.05.22 新規入手 群馬県 甘楽郡甘楽
町 専門店 クスリのアオキ物販店甘楽福島店 甘楽郡甘楽町⼤字福島1662-

2 1,331
クスリのアオキ

駐⾞場51台、駐輪場10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。

2021.11.99 情報修正 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。

2022.03.01 群馬県 前橋市 その他 前橋市ＣＣＣＲＣ複合計画 前橋市朝日町３丁目２１－１
７ 4,482

フレッセイ
2090

雑貨店
1630

ドラッグ762㎡。駐⾞場200台、
駐輪場150台。

2021.11.25 情報修正 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 ※11/25オープン。サミット霞ヶ関店跡地。
駐⾞場65台、駐輪場53台。
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全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）１１.２０⽇現在
核店舗1 店舗面積 核店舗2 店舗面積

所在地 店舗面積
（㎡）

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

2021.12.99 情報修正 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。

2021.99.99 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。

2022.02.01 埼玉県 和光市 スーパー (仮称）ヤオコー和光南店 和光市南1丁目１６ほか
1,580

ヤオコー
駐⾞場62台、駐輪場46台。

2022.05.01 埼玉県 久喜市 スーパー (仮称）イオンスタイル南栗橋 久喜市南栗橋⼋丁目２番１ほか
3,129

イオンリテール
駐⾞場125台、駐輪場89台。

2022.04.25 埼玉県 上尾市 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス上尾今泉店 上尾市大字今泉109－１他
1,755

ダイレックス
駐⾞場61台、駐輪場79台。

2021.12.99 情報修正 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 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。

2022.02.03 埼玉県 羽生市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス羽入中岩
瀬店

羽生市中岩瀬土地区画整理事
業地 1,532

コスモス薬品
駐⾞場60台、駐輪場46台。

2022.05.04 埼玉県 鴻巣市 専門店 ドラッグコスモス吹上店 鴻巣市南1-2094-1
1,497

コスモス薬品
駐⾞場51台、駐輪場62台。

2022.05.04 埼玉県 熊⾕市 専門店 ドラッグコスモス熊⾕大原店 熊⾕市大原1-1620-76
1,384

コスモス薬品
駐⾞場46台、駐輪場43台。

2022.05.04 新規入手 埼玉県 本庄市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス本庄店 本庄市けや木３丁目2840番1
外 1,516

コスモス薬品
駐⾞場59台、駐輪場51台。

2022.01.21 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。

2022.06.22 新規入手 埼玉県 八潮市 家電 ケーズデンキ八潮店 八潮市⼤瀬2-3-1
2,987

ケーズデンキ
駐⾞場118台、駐輪場20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。

2022.03.99 情報修正 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。

2022.04.01 埼玉県 秩父市 複合ＳＣ ウニクス秩父（増床） 秩父市上野町805-14
7,909

増床（未定テ
ナント） 1497

既存
6412

駐⾞場464台、駐輪場242
台。

2022.05.04 埼玉県 入間郡⽑呂
山町 複合ＳＣ イオンタウン⽑呂山 入間郡⽑呂山町大字川角字⻄

原58 7,719
コメリ ニトリほか 駐⾞場319台、駐輪場221

台。

2022.10.01 埼玉県 深⾕市 複合ＳＣ ふかや花園プレミアム・アウトレット 深⾕市永田字中居前1231
24,355

三菱地所・サイ
モン

約120店舗 駐⾞場2480台、駐輪場74
台。
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全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）１１.２０⽇現在
核店舗1 店舗面積 核店舗2 店舗面積

所在地 店舗面積
（㎡）

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

2022.03.01 埼玉県 さいたま市大
宮区 その他 大宮駅東口大門町2丁目中地区

第一種市街地再開発事業
さいたま市大宮区大門町二丁目
118番 7,861

未定 駐⾞場158台、駐輪場323
台。

2022.04.20 埼玉県 川口市 その他 川口栄町3丁目銀座再開発ビル 川口市栄町3-601
3,772

マルエツ テナント
駐⾞場89台、駐輪場192台。

2022.05.01 埼玉県 さいたま市北
区 その他 （仮称）櫛引町小売店舗 さいたま市北区櫛引町二丁目

109番1外 1,800
未定

駐⾞場57台、駐輪場51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。

2021.99.99 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。

2021.11.27 情報修正 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 ※11/27オープン。駐⾞場49
台、駐輪場24台。

2022.01.22 千葉県 佐倉市 専門店 （仮称）コスモスユーカリが丘店 佐倉市⻄ユーカリが丘四丁目14
番8外 1,417

コスモス薬品
駐⾞場48台、駐輪場24台。

2022.01.99 情報修正 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。

2022.02.03 千葉県 市原市 専門店 クスリのアオキ五井中央店 市原市五井字仲場5361-1
1,519

クスリのアオキ
駐⾞場55台、駐輪場45台。

2022.02.19 千葉県 ⼋千代市 専門店 クスリのアオキ⼋千代店 ⼋千代市⼋千代中央土地区画
整理事業地 1,332

クスリのアオキ
駐⾞場50台、駐輪場10台。

2022.05.11 新規入手 千葉県 千葉市花⾒
川区 専門店 （仮称）コスモス作新台店 千葉市花⾒川区作新台四丁目

12番外 1,564
コスモス薬品

駐⾞場63台、駐輪場45台。

2022.05.14 新規入手 千葉県 八千代市 専門店 （仮称）クリエイトＳ・Ｄ八千代
台南店

八千代市八千代台南一丁目
204番1ほか 1,578

クリエイトエス・
ディー 駐⾞場62台、駐輪場46台。

2022.02.01 千葉県 流山市 複合ＳＣ （仮称）流山おおたかの森Ｓ・Ｃ
Ｂ４３街区

流山市おおたかの森⻄一丁目１
３番５外 8,027

未定 駐⾞場343台、駐輪場121
台。

2022.04.06 千葉県 旭市 複合ＳＣ イオンタウン旭 旭市イ字振田4322番地外20筆
6,192

スーパー ドラッグ クリニック、フィットネスなど20店舗。駐⾞場
389台、駐輪場177台。

2022.05.01 千葉県 流山市 複合ＳＣ （仮称）流山おおたかの森B３５
街区プロジェクト

流山市おおたかの森⻄一丁目１
５番３ 9,600

約40店舗 スーパー、ファ
ションなど

駐⾞場665台、駐輪場523
台。

2022.03.10 千葉県 我孫⼦市 その他 フォルテ我孫⼦ 我孫⼦市つくし野4-80-1
3,645

ベルク
2382

テナント2店
1263

駐⾞場152台、駐輪場209
台。

2022.03.29 千葉県 松⼾市 その他 （仮称）クリエイトＳＤ松⼾常盤
平店 松⼾市常盤平一丁目８番外

1,630
クリエイトエス・
ディー 1297

三和
333

駐⾞場76台、駐輪場47台。

2022.05.16 新規入手 千葉県 印⻄市 その他 （仮称）千葉ニュータウン駅前
複合施設 印⻄市中央北一丁目1番

3,676
くすりの福太郎 駐⾞場135台、駐輪場143

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

所在地 店舗面積
（㎡）

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

2021.11.99 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。

2021.12.01 情報修正 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

1647
トモズ

203
※12/1オープン。駐⾞場64台、
駐輪場124台。

2022.04.06 東京都 世田⾕区 スーパー （仮称）世田⾕船橋六丁目計
画

世田⾕区船橋六丁目31番1号ほ
か 1,561

サミット
駐⾞場48台、駐輪場110台。

2022.05.16 新規入手 東京都 杉並区 スーパー （仮称）ライフ⻄荻北5丁目計
画

杉並区⻄荻北五丁目125番地
ほか 2,940

ライフコーポ
レーション 駐⾞場70台、駐輪場170台。

2022.06.01 新規入手 東京都 ⾜⽴区 スーパー （仮称）⾜⽴区東和三丁目計
画 ⾜⽴区東和三丁目125番ほか

1,534
サンベルクス

駐⾞場47台、駐輪場158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。

2022.04.18 東京都 世田⾕区 ＨＣ・ＤＳ (仮称)コーナンＰＲＯ世田⾕⼋
幡山店

世田⾕区⼋幡山一丁目9番26
号 1,779

コーナン商事
駐⾞場56台、駐輪場105台。

2022.01.01 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

2022.03.02 東京都 目⿊区 家具 （仮称）ニトリ目⿊店 目⿊区下目⿊六丁目992番3ほ
か 6,836

ニトリ 駐⾞場155台、駐輪場306
台。

2022.01.20 東京都 ⼋王⼦市 複合ＳＣ （仮称）ビバモール⼋王⼦多摩
美大前

⼋王⼦市鑓⽔二丁目108番1ほ
か 21,430

ビバホーム テナント 駐⾞場950台、駐輪場150
台。

2022.04.01 東京都 江東区 複合ＳＣ (仮称)⻲⼾六丁目計画 江東区⻲⼾六丁目31番1
22,500

未定147店 サンストリート跡地に大型SCと分譲マンショ
ン、広場、小学校の複合開発。駐⾞場270
台、駐輪場980台。

2022.03.15 東京都 昭島市 その他 (仮称)昭島もくせいの杜商業施設
計画 昭島市もくせいの杜二丁目50番8

4,500
フーコット・生活
雑貨 3794

未定
706

駐⾞場161台、駐輪場149
台。

2022.04.01 東京都 調布市 その他 （仮称）BRANCH調布 調布市深大寺東町七丁目47番
地1 2,245

物販9社 公共・商業の複合。駐⾞場82
台、駐輪場62台。

2022.08.01 新規入手 東京都 中央区 その他 八重洲⼆丁目北地区第一種市街地再開発
事業「東京ミッドタウン八重洲」 中央区八重洲⼆丁目1番ほか

4,823
未定

駐⾞場59台、駐輪場60台。

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

2021.11.24 情報修正 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

※11/24オープン。駐⾞場126
台、駐輪場111台。

2021.99.99 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。

2022.01.13 神奈川県 海⽼名市 スーパー （仮称）エイビイ海⽼名店 海⽼名市泉2-992の35
5,645

エイヴイ 駐⾞場389台、駐輪場212
台。
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2021.99.99 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。

2022.04.19 神奈川県 横浜市都筑
区 ＨＣ・ＤＳ ロイヤルプロ横浜港北インター 横浜市都筑区川向町南耕地地区土地区画

整理事業施⾏地区内 2,416
ロイヤルホーム
センター 駐⾞場54台、駐輪場38台。

2022.05.01 神奈川県 平塚市 専門店 （仮称）コスモス平塚四之宮店 平塚市四之宮
1,314

コスモス薬品

2021.11.26 情報修正 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 ※11/26オープン。駐⾞場632
台、駐輪場608台。

2022.04.01 神奈川県 海⽼名市 その他 （仮称）ViNA GARDENS B-1地区施設
建設事業（サービス施設） 海⽼名市めぐみ町512の４

2,164
未定

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「ビエラ蒔田」 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。

2021.11.30 新潟県 糸魚川市 スーパー ひらせいホームセンター糸魚川店
（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。

2022.06.07 新規入手 新潟県 新潟市⻄蒲
区 スーパー チャレンジャー巻店（建替え） 新潟市⻄蒲区巻甲4205外

1,819
チャレンジャー

駐⾞場76台、駐輪場36台。

2022.03.31 新潟県 新潟市東区 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス新潟空港通り店 新潟市東区浜⾕町2－甲463
1,586

ダイレックス
駐⾞場67台、駐輪場20台。

2022.03.31 新潟県 新潟市東区 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ダイレックス新潟空港通
り店

新潟市東区浜⾕町二丁目甲
463番外 1,586

ダイレックス

2022.05.28 新規入手 新潟県 上越市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ラ・ム－上越北店 上越市新光町一丁目608番外
2,743

ラ・ム－
駐⾞場120台、駐輪場50台。

2022.06.13 新規入手 新潟県 ⻑岡市 ＨＣ・ＤＳ コメリPRO北⻑岡店 ⻑岡市川崎町字山崎602
2,954

コメリ
2550

既存イエロー
ハット 404

駐⾞場51台、駐輪場15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。

2022.02.17 新潟県 新潟市中央
区 専門店 （仮称）クスリのアオキ川岸町店 新潟市中央区川岸町3丁目21-

1 1,214
クスリのアオキ

駐⾞場47台、駐輪場10台。

2022.02.17 新潟県 新潟市⻄蒲
区 専門店 （仮称）クスリのアオキ新潟曽根

店
新潟市⻄蒲区曽根字大田1492
外 1,342

クスリのアオキ
駐⾞場53台、駐輪場10台。

2022.02.25 新潟県 燕市 専門店 （仮称）クスリのアオキ吉田店 燕市吉田字流間3521番１外
1,353

クスリのアオキ
駐⾞場57台、駐輪場10台。

2022.03.15 新潟県 ⻑岡市 専門店 （仮称）クスリのアオキ⻑岡⻄千
手店 ⻑岡市⻄千手１丁目1716番

1,343
クスリのアオキ

駐⾞場47台、駐輪場10台。

2022.04.13 新潟県 佐渡市 専門店 （仮称）ツルハドラッグ佐渡泉店 佐渡市泉字向田459番地１外
1,119

ツルハドラッグ
駐⾞場43台、駐輪場16台。
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全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）１１.２０⽇現在
核店舗1 店舗面積 核店舗2 店舗面積

所在地 店舗面積
（㎡）

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

2022.05.03 新規入手 新潟県 ⼩千谷市 専門店 （仮称）ツルハドラッグ⼩千谷旭
町店 ⼩千谷市旭町乙1261-5外

1,161
ツルハ

998
セブンイレブ
ン 163

駐⾞場75台、駐輪場15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 情報修正 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22年3
月 2177

上新電機12
月OP 2544

12月から順次オープン。星光堂薬局886
㎡。駐⾞場399台、駐輪場146台。

2021.99.99 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。

2022.10.01 新規入手 富山県 富山市 ＨＣ・ＤＳ アークプラザ富山中川原店（増
床） 富山市中川原字川原田割336

13,774
増床

4476
既存

9298
HC棟増築、ペット館・飲食店を新設。棟駐
⾞場269台、駐輪場16台。

2021.11.27 情報修正 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 ※11/27オープン。駐⾞場59

台、駐輪場20台。

2021.11.99 情報修正 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。

2021.12.99 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。

2021.99.99 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 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。

2022.02.04 富山県 高岡市 専門店 クスリのアオキ高岡能町店 高岡市能町9341
1,779

クスリのアオキ
駐⾞場70台、駐輪場46台。

2022.03.10 富山県 高岡市 専門店 クスリのアオキ⽴野店 高岡市⽴野字下野718番１他9
筆 1,357

株式会社クスリ
のアオキ 駐⾞場46台、駐輪場38台。

2022.05.01 新規入手 富山県 南砺市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス福光店 南砺市田中229-1
1,467

コスモス薬品
駐⾞場57台、駐輪場20台。

2022.05.28 新規入手 富山県 ⿊部市 複合ＳＣ （仮称）アルビス⿊部店・ナフコ
⿊部店

⿊部市前沢字北1017番地４ほ
か 8,492

アルビス株式
会社 2101

株式会社ナ
フコ 6391

駐⾞場240台、駐輪場60台。

2022.04.15 新規入手 富山県 ⼩矢部市 その他 （仮称）アルビス⼩矢部石動
店・ウエルシア薬局⼩矢部店 ⼩矢部市石動町2248

2,718
アルビス

1768
ウエルシア

950
駐⾞場119台、駐輪場31台。

2022.05.02 石川県 野々市市 ＨＣ・ＤＳ ラ・ムー野々市店 野々市市中林土地区画整理事
業地 2,130

大⿊天物産
1685

テナント
445

駐⾞場163台、駐輪場183
台。

2021.11.23 情報修正 石川県 白山市 専門店 クスリのアオキ布市店（移転） 白山市布市1-170-1
1,570

クスリのアオキ ※11/23オープン。駐⾞場86
台、駐輪場18台。
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全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）１１.２０⽇現在
核店舗1 店舗面積 核店舗2 店舗面積

所在地 店舗面積
（㎡）

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

2021.99.99 情報修正 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。

2022.02.09 石川県 野々市市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス下林店 野々市市下林4-581
1,349

コスモス薬品
駐⾞場53台、駐輪場20台。

2022.02.09 石川県 野々市市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス蓮花寺店 野々市市蓮花寺町⻄部中央土
地区画整理事業地 1,454

コスモス薬品
駐⾞場57台、駐輪場20台。

2022.03.29 石川県 河北郡内灘
町 専門店 クスリのアオキ鶴ヶ丘東店 河北郡内灘町鶴ケ丘2丁目606

他 1,278
クスリのアオキ

駐⾞場50台、駐輪場15台。

2022.03.31 石川県 輪島市 専門店 ドラッグコスモス輪島店 輪島市宅田町71番他
1,488

コスモス薬品
駐⾞場60台、駐輪場20台。

2022.04.03 石川県 ⾦沢市 専門店 クスリのアオキ鳴和店 ⾦沢市鳴和1-13
1,690

クスリのアオキ
駐⾞場70台、駐輪場15台。

2022.04.24 石川県 七尾市 専門店 ドラッグコスモス和倉温泉店 七尾市石崎町コ14番1外2筆
1,498

株式会社コス
モス薬品 駐⾞場60台、駐輪場20台。

2022.05.01 石川県 ⾦沢市 専門店 クスリのアオキ三口新町三丁目店 ⾦沢市三口新町三丁目610ほか
1,241

株式会社クスリ
のアオキ 駐⾞場48台、駐輪場10台。

2022.05.13 石川県 ⾦沢市 家電 100満ボルト⾦沢高柳店 ⾦沢市高柳町二字38番外
2,836

株式会社サン
キュー 駐⾞場131台、駐輪場38台。

2022.05.30 新規入手 石川県 ⼩松市 その他 コープこまつ、クスリのアオキ⽩江
店 ⼩松市⽩江町ハ１番1外３筆

2,304
生活協同組合
コープいしかわ
株式会社クス

駐⾞場97台、駐輪場34台。

2021.12.02 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 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 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２５０１
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。

2021.12.99 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。

2021.99.99 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。

2022.03.23 福井県 越前市 専門店 クスリのアオキ今宿店 越前市今宿町２字１番１
1,378

クスリのアオキ
駐⾞場53台、駐輪場13台。

2022.05.01 福井県 勝山市 専門店 クスリのアオキ荒土店 勝山市荒土町松ヶ崎３字滝ケ原
１０５ほか 1,238

クスリのアオキ
駐⾞場47台、駐輪場20台。

2021.12.31 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。
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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 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。

2022.02.17 山梨県 山梨市 専門店 ツルハドラッグ山梨諸徳寺店 山梨市諸徳寺字若宮1287-1
1,190

ツルハドラッグ
駐⾞場44台、駐輪場10台。

2022.02.17 山梨県 山梨市 専門店 ツルハドラッグ山梨正徳寺店 山梨市正徳寺字若宮1287番1
外 1,190

ツルハ

2022.03.28 山梨県 甲府市 専門店 ディスカウントドラッグコスモス甲府
向町店 甲府市向町字大竹347番1外

1,293
コスモス薬品

駐⾞場50台、駐輪場20台。

2022.01.22 山梨県 都留市 複合ＳＣ オオツルショッピングモール（建替
え） 都留市田野倉字神出308番外

4,035
オギノ 大月木材セ

ンター 駐⾞場198台、駐輪場11台。

2022.01.28 山梨県 甲斐市 複合ＳＣ ラザウォーク甲斐双葉（別棟） 甲斐市志田字柿木616番1外
6,028

ニトリ 駐⾞場582台、駐輪場107
台。

2022.01.29 ⻑野県 安曇野市 スーパー デリシアガーデンあかしな 安曇野市明科中川手3986番ほ
か 1,473

デリシア
駐⾞場66台、駐輪場21台。

2022.02.15 ⻑野県 中野市 専門店 （仮称）クスリのアオキ中野⻄店 中野市⻄２丁目1665番８外
1,350

クスリのアオキ
駐⾞場55台、駐輪場10台。

2022.02.18 ⻑野県 松本市 専門店 （仮称）クスリのアオキ松本芳野
店 松本市芳野121番1外

1,356
クスリのアオキ

駐⾞場57台、駐輪場5台。

2022.05.14 新規入手 ⻑野県 上伊那郡箕
輪町 専門店 （仮称）クスリのアオキ箕輪町店 上伊那郡箕輪町⼤字中箕輪字

北島8040番１外 1,349
クスリのアオキ

駐⾞場93台、駐輪場30台。

2022.05.30 新規入手 ⻑野県 安曇野市 複合ＳＣ 穂高ショッピングパーク（建替
え） 安曇野市穂高2450

6,514
ツルヤ

2975
セリア

620
マツモトキヨシ。駐⾞場490台、
駐輪場30台。

2022.01.21 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。

2022.99.99 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。

2022.05.04 岐阜県 可児市 専門店 ドラッグコスモス可児土田店 可児市土田字渡2754
1,495

コスモス薬品
駐⾞場51台、駐輪場20台。

2022.05.25 新規入手 岐阜県 垂井町 専門店 （仮称）ドラッグコスモス垂井店 垂井町東神田三丁目１６３番
１ 1,524

コスモス薬品
駐⾞場59台、駐輪場20台。

2022.06.20 新規入手 岐阜県 土岐市 複合ＳＣ イオンモール土岐 土岐市土岐津町土岐口中山
1372-1 34,763

イオンリテール 駐⾞場3151台、駐輪場404
台。

2021.12.01 静岡県 裾野市 スーパー マックスバリュ裾野店（建替え） 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。
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全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）１１.２０⽇現在
核店舗1 店舗面積 核店舗2 店舗面積

所在地 店舗面積
（㎡）

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

2022.03.10 静岡県 御殿場市 スーパー エブリィビッグデー御殿場萩原店 御殿場市萩原636番１外
1,822

ビッグ富士

2022.03.99 情報修正 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。

2022.04.14 静岡県 浜松市⻄ スーパー エブリィビッグデー浜北店 浜松市⻄区美薗6-1
1,831

ビッグ富士
駐⾞場111台、駐輪場53台。

2021.11.99 情報修正 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 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。

2022.01.15 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 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。

2022.01.27 静岡県 島田市 専門店 ドラッグコスモス御請店 島田市御請字中川原570外
1,384

コスモス薬品
駐⾞場54台、駐輪場40台。

2022.02.10 静岡県 掛川市 専門店 クスリのアオキ大東店 掛川市三俣字川久保1325-1
1,223

クスリのアオキ
駐⾞場44台、駐輪場20台。

2022.02.25 静岡県 焼津市 専門店 （仮称）杏林堂薬局焼津大住
店 焼津市大住中島670外

2,138
杏林堂薬局

駐⾞場79台、駐輪場24台。

2022.02.26 静岡県 袋井市 専門店 ドラッグコスモス袋井川井店 袋井市川井大手ノ木1210-1
1,489

コスモス薬品
駐⾞場60台、駐輪場30台。

2022.04.01 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。

2022.05.01 静岡県 浜松市浜北 専門店 （仮称）杏林堂薬局新原店 浜松市浜北区新原2230番1
1,549

杏林堂薬局
駐⾞場62台、駐輪場16台。

2022.05.01 新規入手 静岡県 静岡市駿河
区 専門店 杏林堂テレビ静岡前店 静岡市駿河区栗原176-6

1,886
杏林堂

駐⾞場79台、駐輪場25台。

2022.05.07 静岡県 御前崎市 専門店 ドラッグコスモス浜岡店 御前崎市池新田字下雨垂坪
3836-1 1,381

コスモス薬品
駐⾞場53台、駐輪場16台。

2022.06.12 新規入手 静岡県 静岡市葵区 専門店 ウエルシア静岡⽔道町店 静岡市葵区⽔道町121-1
1,258

ウエルシア
駐⾞場50台、駐輪場36台。

2022.06.19 新規入手 静岡県 駿東郡⻑泉
町 専門店 杏林堂薬局⻑泉中土狩店 駿東郡⻑泉町中土狩字⼆⼣松

田368-1 1,705
杏林堂

駐⾞場73台、駐輪場20台。
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全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）１１.２０⽇現在
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2022.06.01 新規入手 静岡県 静岡市駿河
区 家電 （仮称）ケーズデンキ静岡駿河

店
静岡市駿河区豊田三丁目135
番１外 3,822

ギガス
駐⾞場190台、駐輪場36台。

2021.11.26 情報修正 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

※110/26オープン。駐⾞場61
台、駐輪場45台。

2022.01.20 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。

2022.02.11 愛知県 丹羽郡扶桑
町 スーパー （仮称）タチヤ扶桑店 丹羽郡扶桑町大字柏森字中島

218番1ほか41筆 1,587
タチヤ

駐⾞場98台、駐輪場52台。

2022.03.10 愛知県 豊田市 スーパー （仮称）フィール豊田吉原店 豊田市吉原町平池173-1他21
筆 1,522

フィールコーポ
レーション 駐⾞場61台、駐輪場44台。

2022.03.20 愛知県 名古屋市北
区 スーパー フィール⿊川東店 名古屋市北区猿投町2番1

1,485
フィールコーポ
レーション 駐⾞場80台、駐輪場74台。

2022.03.31 愛知県 豊橋市 スーパー （仮称）ドミー飯村店（建替
え） 豊橋市飯村南3丁目1番地4他

2,022
ドミー

駐⾞場73台、駐輪場58台。

2022.04.19 愛知県 常滑市 スーパー （仮称）フィール常滑店 常滑市千代ヶ丘5丁目100他
3,588

フィールコーポ
レーション

テナント 駐⾞場170台、駐輪場103
台。

2022.03.29 愛知県 名古屋市中
区

百貨店・駅ビ
ル

（仮称）丸栄百貨店不動産再
開発

名古屋市中区栄三丁目301番1
ほか38筆 4,755

未定
駐⾞場84台、駐輪場101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。

2021.11.30 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。

2022.02.99 情報修正 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

2022.03.01 愛知県 豊橋市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス小向店 豊橋市小向町字⻄小向32番3ほ
か 1,484

コスモス薬品
駐⾞場50台、駐輪場18台。

2022.05.23 新規入手 愛知県 豊川市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス本野ヶ
原店 豊川市本野ヶ原1丁目10番他

1,326
コスモス薬品

駐⾞場44台、駐輪場20台。

2022.06.01 新規入手 愛知県 碧南市 専門店 （仮称）アオキスーパー碧南店 碧南市久沓町3丁目29外
1,560

アオキスーパー ⼤創

2022.02.19 愛知県 一宮市 複合ＳＣ （仮称）ビバモール一宮 一宮市羽⾐二丁目5番2号
26,192

ビバホーム テナント 駐⾞場1183台、駐輪場267
台。

2022.06.01 新規入手 愛知県 犬山市 その他 （仮称）オリムパス製絲（株）
犬山工場有効活用

犬山市⼤字上野字石塚388番5
他9筆 2,989

クスリのアオキ
1892

セリア
733

駐⾞場135台、駐輪場108
台。

2022.03.02 三重県 名張市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）コメリパワー名張店 名張市蔵持町⾥3340番ほか34
筆 9,472

株式会社コメリ
駐⾞場265台、駐輪場10台。
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2022.01.29 三重県 伊勢市 専門店 クスリのアオキ馬瀬店 伊勢市馬瀬町19
1,323

株式会社クスリ
のアオキ 駐⾞場44台、駐輪場38台。

2022.02.24 三重県 伊勢市 専門店 (仮称)ドラッグコスモス伊勢小木店 伊勢市小木町字出渕674番1ほ
か 1,548

株式会社コス
モス薬品 駐⾞場55台、駐輪場26台。

2022.03.02 三重県 度会郡度会
町 専門店 クスリのアオキ度会店 度会郡度会町大野木1871番1

ほか 1,349
株式会社クスリ
のアオキ 駐⾞場51台、駐輪場39台。

2022.04.13 三重県 伊勢市 専門店 ディスカウントドラッグコスモス美薗
店

伊勢市御薗町高向字井ノ口
1860 1,525

コスモス薬品
駐⾞場54台、駐輪場20台。

2022.04.18 三重県 伊賀市 専門店 クスリのアオキ伊賀上野店 伊賀市久米町字大坪687番1ほ
か 1,338

株式会社クスリ
のアオキ 駐⾞場51台、駐輪場25台。

2022.04.25 三重県 松阪市 専門店 （仮称）松阪南ファッションモール
店

松阪市駅部田町字七元1069番
地ほか6筆 1,789

株式会社しま
むら 駐⾞場82台、駐輪場8台。

2022.05.04 三重県 多気郡明和
町 専門店 ドラッグコスモス明和店 多気郡明和町大字蓑村266

1,464
コスモス薬品

駐⾞場58台、駐輪場20台。

2022.02.18 三重県 津市 家具 (仮称)東京インテリア家具三重河
芸店 津市河芸町上野259

6,840
株式会社東京
インテリア家具 駐⾞場233台、駐輪場50台。

2022.04.26 滋賀県 草津市 スーパー ルビットパーク南草津 草津市南草津プリムタウン土地区画整理事業
地内61街区1-1番 5,438

バロー
2436

テナント
3002

駐⾞場260台、駐輪場155
台。

2022.05.11 新規入手 滋賀県 野洲市 ＨＣ・ＤＳ (仮称）ナフコ野洲店 野洲市⼩篠原地内ほか
5,957

ナフコ
駐⾞場100台、駐輪場20台。

2022.01.99 情報修正 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

2022.02.99 情報修正 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。

2022.03.01 滋賀県 草津市 専門店 ドラッグコスモス川原店 草津市川原一丁目字下出15番
1ほか 1,535

ドラグコスモス
駐⾞場56台、駐輪場20台。

2022.04.11 滋賀県 ⻑浜市 専門店 クスリのアオキ浅井店 ⻑浜市内保町字上三双2708番
1,321

クスリのアオキ
駐⾞場44台、駐輪場38台。

2022.05.01 京都府 京都市中京
区 スーパー （仮称）ライフ四条大宮店 京都市中京区壬生賀陽御所町

73－1他 1,328
株式会社ライフ
コーポレーション 駐⾞場18台、駐輪場70台。

2022.01.08 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。

2022.03.27 京都府 福知山市 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス福知山店 福知山市篠尾新町三丁目88番
外 1,230

ダイレックス
駐⾞場46台、駐輪場35台。

2021.12.99 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
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2022.03.01 京都府 舞鶴市 専門店 クスリのアオキ東舞鶴店 舞鶴市字浜988-4
1,407

クスリのアオキ フクヤ東舞鶴店をクスリノアオキに改装。駐⾞
場51台、駐輪場40台。

2022.04.24 京都府 福知山市 専門店 ドラッグコスモス荒河東店 福知山市荒河東町160番他10
筆 1,506

コスモス薬品
駐⾞場61台、駐輪場18台。

2022.04.27 新規入手 京都府 与謝郡与謝
野町 専門店 （仮称）クスリのアオキ男山店 与謝郡与謝野町男山1124-1

他 1,722
クスリのアオキ

駐⾞場81台、駐輪場49台。

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。

2022.05.18 新規入手 京都府 舞鶴市 その他 （仮称）舞鶴上安パーク 舞鶴市字上安⼩字糖ヶ坪69番1
外 1,893

さとう
1158

ユタカファー
マシー 717

駐⾞場83台、駐輪場54台。

2021.12.16 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。

2022.02.04 大阪府 大阪市淀川
区 スーパー 淀川区田川プロジェクト 大阪市淀川区3-7

2,391
マルハチ

1870
テナント

521
駐⾞場99台、駐輪場149台。

2022.04.07 大阪府 守口市 スーパー ライフ守口滝井店 守口市文園町13-3
2,295

ライフコーポレー
ション 駐⾞場85台、駐輪場138台。

2022.04.07 大阪府 吹田市 スーパー 吹田市岸部中五丁目商業棟 吹田市岸部中5-97-2
4,956

阪急オアシス 駐⾞場227台、駐輪場193
台。

2022.06.09 新規入手 ⼤阪府 ⼤阪市東淀
川区 スーパー イオン東淀川店 ⼤阪市東淀川区豊新2-12-28

9,284
イオンリテール 駐⾞場156台、駐輪場202

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。

2022.04.20 大阪府 ⼋尾市 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス⼋尾高美店 ⼋尾市高美町七丁目１番２他
1,398

ダイレックス

2022.06.19 新規入手 ⼤阪府 岸和田市 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス岸和田中井店 岸和田市中井町1-176-1
1,487

ダイレックス
駐⾞場50台、駐輪場46台。

2021.99.99 情報修正 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。

2022.02.08 大阪府 泉大津 専門店 クスリのアオキ泉大津我孫⼦店 泉大津市我孫⼦175-3
1,506

クスリのアオキ
駐⾞場58台、駐輪場75台。

2022.02.16 大阪府 東大阪市 専門店 (仮称)ドラッグコスモス東大阪加納
店 東大阪市加納六丁目5番11他

1,363
コスモス薬品

駐⾞場54台、駐輪場136台。

2022.05.29 新規入手 ⼤阪府 泉北郡忠岡
町 専門店 （仮称）ドラッグコスモス忠岡店 泉北郡忠岡町北出三丁目97番

4他 1,382
コスモス薬品

2022.02.99 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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2022.03.22 大阪府 大阪市東住
吉区 家電 （仮称）ケーズデンキ東住吉中

野店
大阪市東住吉区中野１丁目15
番１ 2,095

株式会社関⻄
ケーズデンキ 駐⾞場69台、駐輪場82台。

2022.03.99 情報修正 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。

2022.99.99 情報修正 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。

2021.12.99 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 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。

2022.02.08 兵庫県 ⻄脇市 スーパー ハローズ⻄脇店南敷地 ⻄脇市下⼾田字時ノ堂下60
2,083

ハローズ
駐⾞場86台、駐輪場60台。

2022.02.08 兵庫県 ⻄脇市 スーパー ハローズ⻄脇店北敷地 ⻄脇市下⼾田字時ノ堂下65-2
1,326

ハローズ
駐⾞場50台、駐輪場38台。

2022.03.31 兵庫県 小野市 スーパー ハローズ小野店 小野市王寺町字宮山806-1
3,520

ハローズ
2100

テナント 駐⾞場166台、駐輪場108
台。

2022.03.31 兵庫県 神⼾市北区 スーパー （仮称）コープ北鈴蘭台 神⼾市北区甲栄台4丁目14番
34 1,621

生活協同組合
コープこうべ 駐⾞場51台、駐輪場65台。

2022.06.05 新規入手 兵庫県 姫路市 スーパー マルナカ⻘山店 姫路市⻘山3-729-1
2,265

マックスバリュ
⻄⽇本 1589

テナント
676

駐⾞場98台、駐輪場65台。

2022.04.07 兵庫県 相生市 専門店 ドラッグコスモス相生大島店 相生市大島町938-43ほか
1,370

コスモス薬品
駐⾞場52台、駐輪場19台。

2022.05.11 新規入手 兵庫県 姫路市 専門店 （仮称）ザグザグ姫路土山店 姫路市土山三丁目353番２ほ
か 1,221

ザグザグ
駐⾞場32台、駐輪場35台。

2022.99.99 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 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。

2022.03.21 兵庫県 神⼾市須磨
区 複合ＳＣ （仮称）クロスモール須磨 神⼾市須磨区多井畑字池ノ奥上

５番１の一部外 3,950
コスモス薬品

1526
関⻄ケーズデ
ンキ 2424

駐⾞場177台、駐輪場26台。

2022.05.01 兵庫県 加⻄市 複合ＳＣ 加⻄市北条町東高室プロジェクト
（南区画）

加⻄市北条町東高室字⻄中野
880番１ほか 3,498

ハローズ
2046

テナント 駐⾞場165台、駐輪場100
台。
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2021.11.27 情報修正 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

キリン堂
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

2022.04.27 奈良県 橿原市 スーパー （仮称）ＮＥＸ橿原醍醐店 橿原市醍醐町251番1外
3,115

エバグリーン廣
甚株式会社 駐⾞場121台、駐輪場89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。

2022.03.09 奈良県 大和高田市 専門店 （仮称）クスリのアオキ大和高田
店

大和高田市春日町二丁目３４
１番他 1,334

クスリのアオキ
1313

駐⾞場51台、駐輪場38台。

2022.05.28 新規入手 奈良県 奈良市 専門店 （仮称）モンベル奈良市八条町
計画 奈良市八条町369番1外

2,044
株式会社ベル
カディア 駐⾞場74台、駐輪場8台。

2022.06.21 新規入手 奈良県 吉野郡⼤淀
町 専門店 キリン堂⼤淀店（建替え） 吉野郡⼤淀町新野68-1

1,397
キリン堂

駐⾞場53台、駐輪場20台。

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。

2022.01.29 和歌山県 御坊市 スーパー （仮称）NEX御坊店 御坊市薗字中島575番１外
2,135

エバグリーン廣
甚株式会社 駐⾞場62台、駐輪場49台。

2022.03.29 和歌山県 有田郡有田
川町 スーパー （仮称）エバグリーン徳田店 有田郡有田川町大字徳田535

番1 1,375
エバグリーン廣
甚株式会社 駐⾞場52台、駐輪場14台。

2022.05.15 新規入手 和歌山県 和歌山市 スーパー 松源栄谷店（建替え） 和歌山市田屋138番地
1,400

株式会社松源
駐⾞場47台、駐輪場50台。

2021.12.99 情報修正 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。

2021.12.99 情報修正 和歌山県 御坊市 専門店 (仮称）ドラッグコスモス御坊店 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

2021.99.99 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。

2022.01.22 和歌山県 有田市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス有田宮崎
店 有田市宮崎町字箕川85番1外

1,545
株式会社コス
モス薬品 駐⾞場60台、駐輪場22台。

2022.02.01 和歌山県 新宮市 家具 ニトリ新宮店 新宮市橋本一丁目3833番1外
2,518

株式会社ニトリ
駐⾞場59台、駐輪場22台。

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。

2022.04.17 ⿃取県 岩美郡岩美
町 専門店 ドラッグストア　ウェルネス岩美店 岩美郡岩美町本庄76-1

1,109

ツルハグループドラッグ
＆ファーマシー⻄日
本

駐⾞場46台、駐輪場11台。
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2022.04.26 ⿃取県 境港市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス夕日ヶ丘
店

境港市夕日ヶ丘二丁目２－１ほ
か 1,473

コスモス薬品

2022.05.08 新規入手 鳥取県 東伯郡琴浦
町 専門店 ドラッグストアウェルネス東伯店 東伯郡琴浦町丸尾２２３－２

ほか 1,019
ツルハグループ
ドラッグ＆
ファーマシー⻄

2022.05.22 新規入手 鳥取県 ⽶子市 専門店 （仮称）ザグザグ⽶子店 ⽶子市東福原六丁目７２７ほ
か 1,244

ザグザグ
駐⾞場43台、駐輪場14台。

2021.11.99 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。

2022.01.22 島根県 江津市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス嘉久志店 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。

2022.02.23 島根県 邑智郡川本
町 専門店 ドラッグストア　ウェルネス川本店 邑智郡川本町因原７３４－１

外 1,015
ツルハグループ
ドラッグ＆ファー
マシー⻄日本

2022.03.09 島根県 松江市 専門店 ドラッグストア　ウェルネス⿊田店 松江市⿊田町４５４－１
1,065

ツルハグループドラッグ
＆ファーマシー⻄日
本

2022.04.06 島根県 出雲市 専門店 ドラッグストア　ウェルネス下古志店 出雲市下古志町７０１－５外
1,020

ツルハグループ
ドラッグ＆ファー
マシー⻄日本

2022.05.01 島根県 仁多郡奥出
雲町 専門店 ドラッグストア　ウェルネス横田店

（増床）
仁多郡奥出雲町下横田４９－
１外 1,020

ツルハグループ
ドラッグ＆ファー
マシー⻄日本

駐⾞場43台、駐輪場9台。

2022.01.99 情報修正 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。

2021.12.10 情報修正 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。

2022.02.03 岡山県 岡山市北区 スーパー ハローズ東古松店 岡山市北区東古松5-383-1
2,123

ハローズ マルナカ東古松店跡地。駐⾞場
91台、駐輪場61台。

2022.03.23 岡山県 岡山市南区 ＨＣ・ＤＳ タイム岡南店 岡山市南区築港栄町5-3
5,523

タイム
5325

テナント
198

駐⾞場222台、駐輪場158
台。

2022.05.03 岡山県 岡山市東区
益野 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス益野店 岡山市東区益野町38-1

1,306
ダイレックス

駐⾞場71台、駐輪場14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。

2022.02.10 岡山県 浅口市 専門店 ザグザグ⾦光店 浅口市⾦光町占⾒新田461
1,327

ザグザグ
駐⾞場50台、駐輪場6台。

2022.04.13 岡山県 玉野市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス玉野店 玉野市築港2-7511-1
1,241

コスモス薬品
駐⾞場47台、駐輪場16台。

2022.05.10 岡山県 倉敷市 専門店 ザグザグ⻄中新田店 倉敷市中新田462-1
1,335

ザグザグ
駐⾞場55台、駐輪場16台。
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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。

2022.04.24 広島県 広島市安佐
北区 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス可部店 広島市安佐北区可部1-1078

1,252
ダイレックス

駐⾞場42台、駐輪場20台。

2022.04.24 広島県 広島市安佐
北区 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ダイレックス可部店 広島市安佐北区可部一丁目

1078番ほか 1,252
ダイレックス

2022.01.99 情報修正 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 駐⾞場62台、駐輪場15台。

2022.04.20 新規入手 広島県 呉市 専門店 （仮称）ザグザグ呉広店 呉市広駅前1-10563
1,088

ザグザグ
駐⾞場39台、駐輪場14台。

2022.05.18 新規入手 広島県 府中市 専門店 (仮称）ドラッグコスモス府中高木
店 府中市高木町字沖１５９

1,307
コスモス薬品

2022.06.25 新規入手 広島県 庄原市 専門店 ツルハグループ＆ファーマシー⻄
⽇本東城店

庄原市東城町川東字五反田
1152-1 1,111

ツルハグループ
ドラッグ＆
ファーマシー⻄

駐⾞場65台、駐輪場12台。

2022.06.22 新規入手 広島県 三原市 複合ＳＣ アクロスプラザ三原 三原市円一町1-1834-76
4,725

エディオン
3134

ツルハ
1074

駐⾞場243台、駐輪場47台。

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。

2022.02.11 広島県 広島市佐伯
区 その他 ⻄村ジョイＪＯＹＰＲＯ五日市

店
広島市佐伯区五日市町大字石内字笹ヶ原
10489番の一部ほか 4,420

⻄村ジョイ
3865

オートバックス
南日本販売 555

駐⾞場120台、駐輪場5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。

2022.01.01 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
マシー⻄日本

駐⾞場37台、駐輪場12台。

2022.02.25 山口県 柳井市 専門店 （仮）)ドラッグストアモリ柳井店 柳井市柳井4830の2
1,311

ドラッグストアモ
リ

2022.02.26 山口県 下関市 専門店 （仮）)ドラッグストアモリ川棚店 下関市豊浦町大字川棚6375の
1 1,344

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場47台、駐輪場10台。

2022.03.22 山口県 宇部市 専門店 ウォンツ宇部⻲浦店 宇部市大字⻄岐波4675の3
1,092

ツルハグループドラッグ
＆ファーマシー⻄日
本

駐⾞場35台、駐輪場10台。

2022.05.25 新規入手 山口県 下関市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス貴船店 下関市貴船町一丁目１の３
1,539

コスモス薬品
駐⾞場45台、駐輪場15台。

2022.06.02 新規入手 山口県 下関市 専門店 ドラッグコスモス豊浦⿊井店 下関市豊浦町⼤字吉永1763-
1 1,539

コスモス薬品
駐⾞場52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。
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2022.03.29 徳島県 吉野川市 スーパー マルナカ山川店 吉野川市山川町前川206番地1
2,086

マックスバリュ⻄
日本 1746

テナント
340

駐⾞場107台、駐輪場44台。

2021.12.23 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
駐⾞場71台、駐輪場57台。

2021.12.99 情報修正 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

※11/6オープン。駐⾞場62台、
駐輪場13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。

2022.02.22 徳島県 阿波市 専門店 ドラッグコスモス土成店 阿波市土成町土成字南原256
番1外 1,537

コスモス薬品

2022.05.15 新規入手 香川県 丸⻲市 ＨＣ・ＤＳ (仮称)ダイレックス飯山店 丸⻲市飯山町川原字新開871
番地１ 1,259

ダイレックス
駐⾞場58台、駐輪場16台。

2022.04.07 香川県 高松市 専門店 ドラッグコスモス太田上町店 高松市太田上町字⻄原224番
１外 1,458

コスモス薬品
駐⾞場60台、駐輪場10台。

2022.02.01 香川県 観音寺市 家具 (仮称)ニトリ観音寺店 観音寺市本大町1644番1外
3,486

ニトリ
駐⾞場128台、駐輪場32台。

2021.12.10 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

2022.05.18 新規入手 香川県 丸⻲市 その他 (仮称)丸⻲田村商業施設 丸⻲市田村町695番地外
1,114

ユニクロ
958

ジンズ
156

駐⾞場61台、駐輪場27台。

2022.04.21 愛媛県 松山市 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス松山堀江店 松山市堀江町甲805番1外
1,670

ダイレックス
駐⾞場70台、駐輪場20台。

2022.03.09 愛媛県 松山市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス土居田店 松山市土居田263番1、264番
1、265番1 1,151

コスモス薬品
駐⾞場44台、駐輪場20台。

2022.05.01 愛媛県 大洲市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ東大洲
店 大洲市東大洲1125番外

1,441
ドラッグストアモ
リ 駐⾞場60台、駐輪場13台。

2022.03.15 愛媛県 松山市 その他 ドラッグストアモリ久万ノ台店・ダイ
ソー久万ノ台店 松山市久万ノ台320番地1外

2,111
ドラッグストアモ
リ

つるや
駐⾞場95台、駐輪場20台。

2022.02.08 高知県 高知市 スーパー エースワン新本町店 高知市新本町2-41-5
1,497

エースワン
駐⾞場75台、駐輪場44台。

2021.12.29 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
1,421

コスモス薬品
駐⾞場41台、駐輪場10台。

2022.03.99 情報修正 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。

2022.06.29 新規入手 福岡県 福岡市南区 スーパー サニー桧原店 福岡市南区桧原7-966-1
1,426

⻄友
駐⾞場54台、駐輪場28台。
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2021.12.10 情報修正 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 ※12/10オープン。駐⾞場124
台、駐輪場20台。

2021.12.99 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。

2022.03.99 情報修正 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
22年初夏

フードウェイ22
年春 駐⾞場333台、駐輪場78台。

2022.05.04 福岡県 久留米 ＨＣ・ＤＳ ラ・ムー久留米東店 久留米市御井町2037-1
2,014

大⿊天物産
駐⾞場72台、駐輪場58台。

2022.05.04 新規入手 福岡県 久留⽶市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ラ・ムー久留⽶東店 久留⽶市御井町2037-1外11
筆 2,014

⼤⿊天物産

2022.05.10 福岡県 福岡市 ＨＣ・ＤＳ コーナンPRO城南片江店 福岡市城南区片江5-1020-24
2,015

コーナン商事
駐⾞場45台、駐輪場10台。

2022.05.10 新規入手 福岡県 福岡市城南 ＨＣ・ＤＳ （仮称）コーナンＰＲＯ城南片
江店

福岡市城南区片江五丁目1520
番24外 2,015

コーナン商事

2022.06.09 新規入手 福岡県 福岡市⻄区 ＨＣ・ＤＳ グッディ姪浜店 福岡市⻄区姪の浜2-22-25
4,157

グッディ
駐⾞場104台、駐輪場19台。

2021.11.25 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

2021.12.99 情報修正 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。

2021.99.99 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

2022.03.01 福岡県 糟屋郡粕屋
町 専門店 （仮称）ドラッグコスモス酒殿店 糟屋郡粕屋町酒殿「酒殿駅南土地区画整理

事業」仮換地︓16街区の3,4,5,6 1,201
コスモス薬品

駐⾞場45台、駐輪場15台。

2022.04.11 福岡県 豊前市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス千束店 豊前市大字塔田691
1,570

コスモス薬品
駐⾞場61台、駐輪場20台。

2022.04.20 福岡県 福岡市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ和白丘
店 福岡市東区和白丘3-361-1

1,367
ドラッグストアモ
リ 駐⾞場41台、駐輪場19台。

2022.04.20 福岡県 福岡市東区 専門店 ドラッグストアモリ和白丘店 福岡市東区和白丘三丁目361
番１ 1,367

ドラッグストアモ
リ

2022.05.01 福岡県 筑後市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ筑後野
町店

筑後市大字野町字道山410番
外 1,485

ドラッグストアモ
リ

2022.05.02 新規入手 福岡県 福津市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス宮司店 福津市宮司一丁目463番2外
1,419

コスモス薬品

2022.05.14 福岡県 筑後市 専門店 ツルハドラッグ筑後野店 筑後市大字野町756-1
1,122

ツルハグループ＆
ファーマシー⻄日本 駐⾞場50台、駐輪場10台。
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2022.03.99 情報修正 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。

2021.11.99 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。

2022.04.01 福岡県 北九州市⼋
幡東区 複合ＳＣ ⼋幡東田プロジェクト 北九州市⼋幡東区4-1-101

50,000
テナント集合施
設

地域創生型商業施設（アウトレットやエン
ターテイメント）駐⾞場1455台、駐輪場91
台。

2022.04.01 福岡県 福岡市博多
区 その他 （仮称）福岡市⻘果市場跡地

活用事業「ららぽーと福岡」
福岡市博多区那珂六丁目351
番地１外 46,380

未定 駐⾞場2338台、駐輪場366
台。

2022.04.01 福岡県 久留米市 その他 JR久留米駅前第二街区第一種
市街地再開発事業計画 久留米市城南町36番１

2,935
未定

2022.05.08 新規入手 福岡県 糸島市 その他 MRRいとしま 糸島市高田五丁目23番6号
2,822

未定

2022.02.24 佐賀県 唐津市 ＨＣ・ＤＳ 唐津商業施設 唐津市鏡4727番1ほか5筆
2,405

ドン・キホーテ
駐⾞場90台、駐輪場70台。

2021.11.27 情報修正 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 ※12/27オープン。駐⾞場67
台、駐輪場30台。

2022.04.07 佐賀県 佐賀市 専門店 スーパードラッグコスモス鍋島店 佐賀市鍋島二丁目６９番１外
1,032

コスモス薬品

2021.12.27 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

2022.03.08 ⻑崎県 佐世保市 スーパー マルキョウ日野（増床） 佐世保市日野町856番1外
1,378

増床
488

既存
923

駐⾞場を前部分を増築。駐⾞
場50台、駐輪場12台。

2021.99.99 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。

2022.02.15 ⻑崎県 佐世保市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス白岳店 佐世保市白岳町50-19
1,558

ドラックコスモス

2022.02.16 ⻑崎県 諫早市 専門店 （仮）)ドラッグストアモリ諫早高来
店 諫早市高来町泉183

1,541
ドラッグストアモ
リ 駐⾞場54台、駐輪場12台。

2022.03.13 ⻑崎県 佐世保市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ広田店 佐世保市広田四丁目333番地1
外 1,455

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場49台、駐輪場12台。

2022.03.15 ⻑崎県 佐世保市 専門店 (仮称）ドラッグコスモス佐世保大
塔店 佐世保市大塔町1906番１ほか

1,223
ドラッグコスモス

駐⾞場40台、駐輪場10台。

2022.01.07 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

1,670
ロッキー

駐⾞場78台、駐輪場32台。

2022.03.15 熊本県 山⿅市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ダイレックス東山⿅店 山⿅市⽅保田字十三部２８７
０番１外 1,638

ダイレックス
駐⾞場67台、駐輪場19台。
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2021.99.99 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。

2022.01.99 情報修正 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

2022.04.27 熊本県 熊本市南区 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ田迎店 熊本市南区田迎2丁目61番外
1,398

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場55台、駐輪場17台。

2022.04.27 熊本県 玉名市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス⽴願寺店 玉名市⽴願寺字⻄畑８７３番
１外 1,261

コスモス薬品
駐⾞場47台、駐輪場12台。

2022.05.16 新規入手 熊本県 熊本市東区 その他 （仮称）⻑嶺南PJ 熊本市東区⻑嶺南3丁目
2178-327外 1,778

ボトルワールド メガネトップ

2023.03.01 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 ホテルと商業施設。駐⾞場34

台、駐輪場81台。

2021.99.99 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。

2021.11.27 情報修正 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 ※11/27オープ。　駐⾞場50
台、駐輪場25台。

2021.12.31 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。

2022.01.15 大分県 大分市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ明野店 大分市大字猪野字三屋1559番
1外 1,350

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場45台、駐輪場36台。

2022.02.15 大分県 大分市 その他 ダイソー大分豊饒店・新鮮市場南
大分店 大分市豊饒二丁目196番外

1,692
大創産業

737
新鮮マーケッ
ト 955

駐⾞場101台、駐輪場21台。

2022.05.25 新規入手 宮崎県 延岡市 スーパー （仮称）延岡市昭和町複合店
舗

延岡市昭和町⼆丁目２２８６
番１外 1,833

未定
駐⾞場60台、駐輪場20台。

2021.99.99 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

2021.99.99 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

2022.03.15 ⿅児島県 ⿅児島市 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス⾕山中央店 ⿅児島市⾕山中央2-702-13
1,604

ダイレックス
駐⾞場65台、駐輪場20台。

2021.12.31 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。

2022.01.21 ⿅児島県 霧島市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ国分広
瀬店

霧島市国分広瀬１丁目1017番
104外 1,418

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場48台、駐輪場11台。
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2022.01.21 ⿅児島県 ⿅児島市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ草牟田
店

⿅児島市草牟田２丁目4020番
１外 1,006

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場38台、駐輪場10台。

2022.02.05 ⿅児島県 ⿅屋市 専門店 ドラッグコスモス⿅屋運動公園前店 ⿅屋市⻄原2-104-1
1,472

コスモス薬品
駐⾞場50台、駐輪場16台。

2022.03.13 ⿅児島県 ⿅児島市 専門店 ⻄松屋⿅児島卸本町店 ⿅児島市卸本町7-25
1,180

⻄松屋
駐⾞場45台、駐輪場9台。

2022.03.13 ⿅児島県 日置市 専門店 ドラッグコスモス妙円寺店 日置市伊集院町徳重字前田平
1786-6 1,498

コスモス薬品
駐⾞場61台、駐輪場14台。

2022.06.02 新規入手 ⿅児島県 ⿅児島市 専門店 （仮称）ブックオフ⿅児島唐湊店・ドラッグイ
レブン⿅児島唐湊店 ⿅児島市唐湊一丁目14番１

1,510
ブックオフ九州 ドラッグイレ

ブン

2022.04.01 ⿅児島県 ⿅児島市 その他 センテラス天文館（Centerrace
TENMONKAN) ⿅児島市千日町１番１他53筆

8,815
未定

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 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。

2022.07.01 沖縄県 国頭郡今帰
仁村 複合ＳＣ 東部今帰仁モール 国頭郡今帰仁村字平敷山出原

282番ほか4筆 1,188
⾦秀商事株式
会社
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