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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

2022年11月20日以降オープン予定のもの

（2022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



【イオンモール平塚に ジ アウトレット 】賃貸３．３万㎡で２３年春開業
イオンモール㈱は、神奈川県平塚市で進めてきた「（仮称）平塚プロジェクト」について、「THE OUTLETS SHONAN HIRATSUKA（ジ アウトレット湘南平塚）」として開

業することを決定した。総賃貸面積は約３万３０００㎡を計画し、開店は２０２３年春を予定している。所在地は平塚市大神のツインシティ大神地区土地区画整理事業地内
。圏央道や東名高速道路、新東名高速道路のインターチェンジからもアクセス良好な交通の要衝に位置し、国内外から多くの観光客が訪れる湘南エリアに立地する。ジ
アウトレット湘南平塚は“地域創生型商業施設”とし、ジ アウトレット業態として３施設目、関東では初となる。敷地面積は約１３万１０００㎡で、延べ約６万７０００㎡の施設規
模を見込む。ジ アウトレット湘南平塚では「地域との出会い」として平塚市をホームタウンとして活動するプロサッカークラブ「湘南ベルマーレ」との取り組みを行う。オフィシ
ャルクラブパートナー契約を締結するほか、湘南ベルマーレ監修のフットサルコートを開設する。さらに湘南ベルマーレの歴史などを紹介する展示コーナーを設けたクラ
ブハウスも展開する。そのほか、敷地内に約３００インチの大型デジタルサイネージを設置し、スポーツ・エンターテイメントイベントを観戦・観覧しながら飲食も楽しめる空
間も創出する。広島市の１号施設は１８年４月にオープンし、アウトレットエリアに加え、シネコン、屋内スケートリンク、ボーリングなどのアクティビティ施設を充実させたほか
、瀬戸内・広島の名産品を集めた物産展エリア、イオンスタイルなどを設けた。２１年１１月に増床しており、約２３０店体制になった。２２年４月には２号施設として、北九州
市にオープンしている。 （商業施設新聞 ２４７０号）

【DCM  恵比寿に新業態出店】体験型で１１月開業
DCM㈱は１１月８日、東京・恵比寿の恵比寿ガーデンプレイスに「DCM DIY Place」を出店した。同社初の都市型新業態で、都市部に住む人ならではの日常の悩みや

、暮らしをより魅力的にするDIYアイディア、商品を提案し、それを実際に試すことができる体験型の店。所在地は東京都渋谷区恵比寿の恵比寿ガーデンプレイスセンタ
ープラザ１階。面積は１１８５㎡で、営業時間は１０時～２０時。「DIYによるくらし快適化」を支援する店として、日々の暮らしを快適にする道具や発想を商品として取り揃え、
「やってみたら自分でできた！」を叶える、ホスピタリティーにあふれた体験とともに提供する。DCMが考えるDIYは、「自分でできることは自分でやろう」という考え方のもと
で行う活動の総称とし、例えば収納スペースを広げたい時に、収納ケースを買って上手に重ねる、自分で棚板を壁につける、スチールラックを手作りして見せる収納をつ
くるなどの行為すべてがDIYで、暮らしの数だけアイディアがあり、どれを選ぶかは顧客にゆだねる。DCM DIY Placeは、そのようなDIYによって日々の暮らしを便利に、か
つ魅力的にするためのアイディアと商品を多く取り揃え、またそれらを自分で実際に店で試して「経験する」までの一連の工程を提供する。恵比寿店では、防音など都市
部ならではの悩みや暮らしを魅力的にするための品揃えやサービスを強化している。また一部のユーザーにしか知られていないが、実は使うと便利で手放せなくなる独
自の「くらしのための隠れた名品」の紹介など、顧客が来店するたびに新たな発見を持ち帰ることができる店を目指す。同店は全国に６７０店あるDCMにおいて、初の「体
験に特化した都市型新業態店舗」で、また初めて東京都心ターミナルに直結した大型商業施設への出店となった。（商業施設新聞 ２４６７号）

【＠FROZEN 冷凍食品業態を開設】日本最大級の品目揃える
イオンリテール㈱は、千葉県浦安市にある「イオンスタイル新浦安MONA」の売り場を改装し、冷凍食品を扱う新業態の売り場「＠FROZEN」をオープンした。日本最大

級の約１５００品目を取り揃え、拡大する冷凍食品需要に応えていく。今回の新売り場は、浦安市入船のMONA新浦安１階にある、イオンスタイル新浦安MONA内で展開
した。店舗面積の約半分にあたる、４２４㎡を＠FROZENが占めている。＠FROZEN部分は高い棚を壁沿いに集め、売り場を一望できるレイアウトとした。売り場には冷蔵
ショーケースがずらりと並べられており、日本最大級となる約１５００品目の冷凍食品を揃えている。専門店の本格メニューを扱う「Heat」、スイーツの「Eat」、冷凍食材の「
Cook」などコーナーを分け、メジャーなナショナルブランドからイオンのプライベートブランド、スイーツや魚・肉などの冷凍素材、業務用食品から３０００円程度のハレの日
まで幅広く展開する。また「俺のフレンチ」シリーズや、イオンが展開する、フランス発の冷凍食品専門店「ピカール」で扱う食品も販売。冷凍設備は、CO2排出量を従来型
比で約７００分の１まで削減したショーケースを５６台導入するなど、環境にも配慮している。現在、冷凍食品市場は伸び続けており、イオンでは特にコロナ以降、売上が３
割伸びるなど好調な状況にある。今回の＠FROZENはこうした需要を捉えるためのもので、改装後は店舗の売り上げの約３割が冷凍食品となる見込み。また将来的には、
ネットスーパーやECとの連動も計画していく。なお、イオンがすでに展開しているピカール業態との違いは、ピカールが欧州の食品が好きな層向けであるのに対し、＠
FROZENはそれにとどまらない、より広い層の日常使いをターゲットとしている。今後の＠FROZENの展開については、まずは今回の売り場に全力を注ぐ方針。多店舗化
については、具体的な予定はないが、今回の成果次第で計画していく。（商業施設新聞 ２４６９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。・・・ 2022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

2022.99.99 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
1,106

テナント
341

駐⾞場50台、駐輪場30台。

2022.11.30 情報修正 北海道 深川市 ＨＣ・ＤＳ コメリハード＆グリーン深川店 深川市開⻄町1-53-2
3,903

コメリ ※11/30オープン。駐⾞場62
台、駐輪場12台。

2023.03.16 北海道 目梨郡羅⾅
町 ＨＣ・ＤＳ DCMニコット羅⾅店 目梨郡羅⾅町知昭町２５－１

の内 1,179
DCMニコット

駐⾞場44台、駐輪場8台。

2023.05.13 新規入手 北海道 中川郡幕別
町 ＨＣ・ＤＳ スーパーセンタートライアル幕別

店
中川郡幕別町札内みずほ町１６
０番１ほか 5,287

トライアルカン
パニー 駐⾞場285台、駐輪場50台。

2023.05.29 新規入手 北海道 札幌市厚別
区 ＨＣ・ＤＳ DCM室蘭寿町店 札幌市厚別区中央3条2丁目1-

1 8,363
DCM

駐⾞場280台、駐輪場47台。

2023.06.05 新規入手 北海道 札幌市手稲
区 ＨＣ・ＤＳ トライアル新発寒店 札幌市手稲区新発寒一条1-

1118-1 2,127
トライアルカン
パニー 駐⾞場72台、駐輪場50台。

2022.12.99 北海道 標津郡中標
津町 専門店 （仮称）サツドラ中標津町東18

条店 標津郡中標津町東18条南8-1
1,506

サッポロドラッグ
ストアー 駐⾞場58台、駐輪場10台。

2023.01.11 北海道 沙流郡⽇⾼
町 専門店 ツルハドラッグ⽇⾼富川店 沙流郡⽇⾼町富川南1-389-1

1,135
ツルハ

駐⾞場37台、駐輪場20台。

2023.01.14 北海道 旭川市 専門店 （仮称）ツルハドラッグ旭川近文
店

旭川市北門町14丁目2144－
２外 1,270

ツルハ
駐⾞場42台、駐輪場10台。

2023.03.07 北海道 留萌市 専門店 サツドラ留萌潮静店 留萌市潮静1-1-1
1,281

サッポロドラッグ
ストアー 駐⾞場48台、駐輪場10台。

2023.04.11 北海道 旭川市 家電 ダイイチ花咲店（増床） 旭川市春光1条8-77
5,190

増床
1,609

既存
3,581

敷地内に新棟を建てテナントが出店する。駐
⾞場165台、駐輪場42台。

2022.12.26 北海道 札幌市⻄区 その他 （仮称）発寒8-14複合商業施
設

札幌市⻄区発寒８条14丁目
516-457 1,542

ツルハ
1,256

メガネトップ
286

駐⾞場48台、駐輪場34台。

2023.03.99 情報修正 ⻘森県 ⼋⼾市 スーパー カブセンター・マルシェ江陽店 ⼋⼾市江陽⼆丁目15-43外
1,805

紅屋商事
駐⾞場78台、駐輪場40台。

2022.99.99 情報修正 ⻘森県 つがる市 専門店 ツルハドラッグつがる柏店 つがる市柏広須志野田39-4外
1,179

ツルハ
駐⾞場45台、駐輪場20台。

2023.03.26 ⻘森県 ⼋⼾市 家電 （仮称）ケーズデンキ⼋⼾⽩銀
店

⼋⼾市⽩銀町字右新井田道
１ー１外 2,293

デンコードー
駐⾞場49台、駐輪場16台。

2022.99.99 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 1,188

マエダ
1,360

ハッピー・ドラッグの敷地にマエダが
出店。

2023.03.31 岩手県 宮古市 ＨＣ・ＤＳ DCM宮古店 宮古市⻑町⼆丁目4番地1外
2,354

DCM
駐⾞場100台、駐輪場68台。

2022.99.99 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。

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

2023.03.01 岩手県 一関市 専門店 クスリのアオキ一関店 一関市山目字三反田224
1,409

クスリのアオキ
駐⾞場47台、駐輪場なし。

2023.04.04 岩手県 盛岡市 複合ＳＣ (仮称)アクロスプラザ盛岡 盛岡市津志田南一丁目101番
３外 6,446

ニトリ
5,005

ウエルシア
893

駐⾞場214台、駐輪場104
台。

2023.03.99 岩手県 盛岡市 その他 向中野プラザ 盛岡市向中野字幅207外
3,095

岩手生活協同
組合 1,932

良品計画
1,163

駐⾞場171台、駐輪場98台。

2022.12.99 情報修正 宮城県 塩竃市 スーパー （仮称）ヨークタウン塩竈舟入 塩竃市舟入一丁目１２１－１
外 3,633

ヨークベニマル
3,250

良品計画12
月オープン 383

駐⾞場173台、駐輪場104
台。

2022.99.99 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。

2023.05.17 新規入手 宮城県 仙台市宮城
野区 スーパー ヤマザワ中野栄店 仙台市宮城野区栄二丁目24番

10号 1,474
ヤマザワ セリア

2022.12.01 情報修正 宮城県 石巻市 専門店 ツルハドラッグ石巻⿅妻店（建替
え） 石巻市⿅妻三丁目６９番外

1,243
ツルハ ※12/1オープン。駐⾞場48台、

駐輪場17台。

2023.01.24 宮城県 石巻市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ石巻東
中⾥店

石巻市東中⾥三丁目２０番１
外 1,115

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場34台、駐輪場10台。

2023.02.23 宮城県 仙台市若林
区 専門店 ドラッグストアモリ六郷店 仙台市若林区六郷159番1外

1,066
ドラッグストアモ
リ 駐⾞場31台、駐輪場30台。

2023.04.16 宮城県 登米市 専門店 ツルハドラッグ登米豊⾥店 登米市豊⾥町小⼝前１９８番
地外 1,277

ツルハ
駐⾞場49台、駐輪場20台。

2023.06.04 新規入手 宮城県 岩沼市 専門店 ドラッグストアモリ岩沼店 岩沼市末広2-5-1
1,452

ドラッグストア
モリ 駐⾞場58台、駐輪場8台。

2023.04.11 宮城県 仙台市宮城
野 家電 （仮称）ヨドバシカメラ仙台第1ビ

ル
仙台市宮城野区榴岡一丁目3番
1号 24,779

ヨドバシカメラ 駐⾞場287台、駐輪場188
台。

2023.03.08 宮城県 角田市 その他 ツルハドラッグ角田幸町店・ブック
TOWN角田店 角田市角田字幸町５７番地外

1,820
ツルハ

1,128
既存東北進
学ゼミナール 692

駐⾞場74台、駐輪場52台。

2023.04.23 秋田県 能代市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）コメリパワー能代東イン
ター店 能代市鰄渕字一本柳１番外

9,590
コメリ

駐⾞場278台、駐輪場8台。

2022.12.29 秋田県 にかほ市 専門店 ツルハドラッグにかほ象潟北店 にかほ市象潟町字大門6番地1ほ
か 1,180

ツルハ
駐⾞場50台、駐輪場16台。

2023.03.20 秋田県 由利本荘市 専門店 ツルハドラッグ由利本荘店 由利本荘市中梵天１０６番地
外 1,125

ツルハ
駐⾞場42台、駐輪場13台。

2023.05.07 新規入手 秋田県 ⿅角市 専門店 ハッピー・ドラッグ⿅角⽑⾺内店 ⿅角市⼗和田⽑⾺内字中陣場
110-1外 1,160

丸⼤さくらヰ薬
局 駐⾞場43台、駐輪場8台。

2022.12.99 情報修正 山形県 東村山郡中
山町 スーパー （仮称）ヤマザワ中山店（建替

え）
東村山郡中山町大字⻑崎字新
町3030番67外 3,533

ヤマザワ
2,854

ヤマザワ薬品
679

駐⾞場167台、駐輪場40台。

2



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

2023.02.01 山形県 天童市 スーパー (仮称)ヤマザワ天童新⻑岡店 天童市中⾥七丁目４番29号外
2,264

ヤマザワ
駐⾞場127台、駐輪場35台。

2022.12.08 山形県 酒田市 専門店 ツルハドラッグ酒田⼋幡店 酒田市市条字水上80番地外
1,213

ツルハ
駐⾞場47台、駐輪場10台。

2023.02.07 山形県 米沢市 専門店 カワチ薬品米沢成島 米沢市成島町⼆丁目2921番５
外 1,483

カワチ薬品
駐⾞場61台、駐輪場30台。

2023.05.13 新規入手 山形県 米沢市 専門店 クスリのアオキ米沢泉町店 米沢市泉町一丁目1911番地１
外 1,344

クスリのアオキ
駐⾞場51台、駐輪場38台。

2022.99.99 情報修正 山形県 新庄市 その他 ツルハドラッグ新庄鉄砲町店・セブ
ンイレブン新庄鉄砲町店 新庄市鉄砲町１番26号外

1,416
ツルハ

1,252
セブンイレブン

164
駐⾞場62台、駐輪場26台。

2023.03.20 山形県 東置賜郡川
⻄町 その他 （仮称）川⻄町メディカルタウン

商業施設
東置賜郡川⻄町大字⻄大塚字
安海檀1389番４外 2,924

ヤマザワ
1,898

ツルハ
11/10OP済 981

駐⾞場131台、駐輪場26台。

2023.01.99 福島県 郡山市 スーパー （仮称）ヨークタウン桑野（建替
え） 郡山市桑野四丁目３番４外

4,448
ヨークベニマル

2,206
テナント

2,242
駐⾞場169台、駐輪場127
台。

2023.03.08 福島県 伊達市 ＨＣ・ＤＳ トライアル伊達上保原店 伊達市上保原字正地内
4,983

トライアルカンパ
ニー 駐⾞場261台、駐輪場80台。

2023.03.08 福島県 伊達市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）トライアル伊達上保原店 伊達市保原町上保原字正地内
３７番１外 4,983

トライアルカンパ
ニー

2022.12.01 福島県 福島市 専門店 ツルハドラッグ福島南矢野目店 福島市南矢野目字中江１２番
５ほか 1,198

ツルハ
駐⾞場41台、駐輪場16台。

2022.12.12 福島県 福島市 専門店 ツルハドラッグ福島飯坂店 福島市飯坂町平野字上前田６
番１ほか 1,264

ツルハ
駐⾞場58台、駐輪場20台。

2022.12.99 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。

2022.11.25 情報修正 福島県 河沼郡会津
坂下町 複合ＳＣ メガステージ会津坂下 河沼郡会津坂下町大字気多宮

990 7,963
ダイユーエイト
11/30オープン 4,802

ヨークベニマル
2,070

※11/25オープン。薬王堂938㎡など。駐
⾞場555台、駐輪場232台。

2023.01.31 福島県 郡山市 複合ＳＣ フレスポ郡山（増床） 郡山市南⼆丁目１２番外
5,300

スポーツ用品店
4,362

セカンドスト
リート既存 720

アミューズメント撤退跡に、スポーツ用品店が
出店。駐⾞場250台、駐輪場163台。

2022.12.99 情報修正 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。

2023.03.99 茨城県 筑⻄市 スーパー TAIRAYA岡芹店（建替え） 筑⻄市岡芹字中道３３４番
1,884

エコス 大関みつ子
駐⾞場107台、駐輪場25台。

2022.99.99 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。

2022.99.99 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）

3,519
既存

60,559
駐⾞場3476台、駐輪場120
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

2023.03.01 茨城県 常陸太田市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）カインズ常陸太田店 常陸太田市東部⼟地区画整理
事業２－１街区１３画地 9,060

カインズ棟 ワークマン棟
駐⾞場300台、駐輪場20台。

2023.03.01 茨城県 桜川市 ＨＣ・ＤＳ コメリホームセンター桜川店（増
床） 桜川市⻑⽅1170

8,751
増床

1,514
既存

7,237
駐⾞場100台、駐輪場20台。

2022.99.99 情報修正 茨城県 潮来市 専門店 コスモス潮来店 潮来市須賀南２３０１番２外
1,548

コスモス薬品
駐⾞場60台、駐輪場10台。

2022.99.99 茨城県 筑⻄市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス下館⻄店 筑⻄市外塚字塚越５１４番外
1,507

コスモス薬品
駐⾞場50台、駐輪場20台。

2022.99.99 茨城県 ⽇⽴市 専門店 (仮称)ドラッグコスモス⽇⽴⾦沢店 ⽇⽴市⾦沢町一丁目276番他
1,521

コスモス薬局
駐⾞場52台、駐輪場20台。

2022.99.99 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。

2023.01.20 茨城県 常陸大宮市 専門店 クスリのアオキ山⽅店 常陸大宮市山⽅字上小池821
外 1,303

クスリのアオキ
駐⾞場49台、駐輪場8台。

2023.01.26 茨城県 ⼟浦市 専門店 ドラッグコスモス神⽴店 ⼟浦市神⽴中央⼆丁目４０１
１番６９１外 1,552

コスモス薬品
駐⾞場53台、駐輪場10台。

2023.02.03 茨城県 笠間市 専門店 （仮称）クスリのアオキ⼋雲店 笠間市⼋雲2-1208-1
1,302

クスリのアオキ
駐⾞場49台、駐輪場16台。

2023.02.10 茨城県 北茨城市 専門店 ドラッグコスモス北茨城店 北茨城市中郷町上桜井字道ノ下
2278-1 1,568

コスモス薬品
駐⾞場61台、駐輪場10台。

2023.02.24 茨城県 牛久市 専門店 （仮称）カワチ薬品牛久田宮店 牛久市田宮字中屋敷３２８外
1,492

カワチ薬品
駐⾞場58台、駐輪場8台。

2023.04.02 茨城県 小美玉市 専門店 ツルハドラッグ羽鳥店 小美玉市羽刈字五万堀638-14
1,136

ツルハ
駐⾞場42台、駐輪場10台。

2023.04.18 茨城県 水⼾市 専門店 コスモス平須店 水⼾市平須町字新山１８２８
番８４１外 1,382

コスモス薬品
駐⾞場46台、駐輪場10台。

2023.05.08 茨城県 下妻市 専門店 カワチ薬品下妻店 下妻市横根576
1,487

カワチ薬品
駐⾞場58台、駐輪場20台。

2023.06.12 新規入手 茨城県 那珂市 専門店 那珂ファッションモール（建替え） 那珂市菅谷3624
2,172

しまむら
駐⾞場91台、駐輪場10台。

2023.06.15 新規入手 茨城県 ⽔⼾市 専門店 ドラッグコスモス元吉田店 ⽔⼾市元吉田町字一⾥塚⻄
1276-1 1,390

コスモス薬品
駐⾞場47台、駐輪場10台。

2022.12.29 茨城県 笠間市 複合ＳＣ （仮称）笠間市旭町商業施設
計画 笠間市旭町４５３－１外

4,313
カスミ

1,993
未定 駐⾞場220台、駐輪場143

台。

2023.03.14 茨城県 常陸太田市 複合ＳＣ （仮称）フォレストモール常陸太
田

常陸太田市東部⼟地区画整理
事業１街区１画地 5,541

ヨークベニマル
2,429

テナント6店 駐⾞場306台、駐輪場117
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

2022.99.99 茨城県 那珂郡東海
村 その他 東海中央SC 那珂郡東海村東海中央⼟地区

画整理事業地 3,749
カスミ

2,070
ウエルシア

913
駐⾞場180台、駐輪場80台。

2023.05.17 新規入手 茨城県 笠間市 その他 伊勢甚新友部スクエア（建替
え）

笠間市住吉字細谷１３６５番
１外 5,126

ヨークベニマル
2,320

カワチ薬品
1,270

⼤創1271㎡。駐⾞場272台、
駐輪場45台。

2022.11.23 情報修正 栃木県 大田原市 スーパー ベイシア大田原店（建替え） 大田原市住吉町1丁目14-12
3,248

ベイシア ※11/23オープン。駐⾞場103
台、駐輪場29台。

2023.02.01 栃木県 塩谷郡⾼根
沢町 スーパー （仮称）たいらや⾼根沢店 塩谷郡⾼根沢町宝石台五丁目

11番外 2,072
たいらや

駐⾞場73台、駐輪場3台。

2023.01.11 栃木県 矢板市 専門店 ツルハドラッグ矢板片岡店 矢板市乙畑字中割1609-1
1,256

ツルハ
駐⾞場55台、駐輪場10台。

2023.04.26 栃木県 宇都宮市 専門店 ドラッグコスモスゆいの杜店 宇都宮市ゆいの杜七丁目13番5
外 1,508

コスモス薬品

2023.05.15 新規入手 栃木県 宇都宮市 専門店 （仮称）クスリのアオキ宇都宮上
田原店

宇都宮市上田原町ウスガ台323
番1外 1,312

クスリのアオキ

2023.05.30 新規入手 栃木県 芳賀郡益子
町 専門店 ドラッグコスモス益子店 芳賀郡益子町⼤字益子字頭無

1387番1外 1,375
コスモス薬品

駐⾞場52台、駐輪場20台。

2023.05.30 新規入手 栃木県 下野市 専門店 ドラッグコスモス下野祇園店 下野市祇園一丁目24番
1,394

コスモス薬品
駐⾞場48台、駐輪場20台。

2022.99.99 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

2022.12.01 群馬県 伊勢崎市 スーパー とりせん茂呂店（増床） 伊勢崎市茂呂町2-3543-4
2,970

新棟セリア
600

既存
2,370

駐⾞場117台、駐輪場30台。

2022.12.99 情報修正 群馬県 前橋市 スーパー ベルク前橋総社町店 前橋市総社町⾼井530-1
3,499

ベルク
2,219

ドラッグ
689

⽇用雑貨689㎡。駐⾞場144
台、駐輪場83台。

2023.04.20 群馬県 伊勢崎市 スーパー フレッセイ境町店（移転） 伊勢崎市境百々東２２-１５外
2,141

フレッセイ
駐⾞場78台、駐輪場38台。

2023.03.30 群馬県 北群馬郡吉
岡町 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ジョイフル本田吉岡店 北群馬郡吉岡町字片⾙364-1

外 35,725
ジョイフル本田

24,849
ジャパンミート

2,805
駐⾞場2099台、駐輪場56
台。

2022.11.26 情報修正 群馬県 藤岡市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス藤岡店 藤岡市藤岡字城屋敷1729-1
1,222

コスモス薬品 ※11/26オープン。駐⾞場55
台、駐輪場22台。

2022.99.99 情報修正 群馬県 桐生市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス新⾥店 桐生市新⾥町新川字鏑木２４
０１番１外 1,513

コスモス薬品
駐⾞場54台、駐輪場20台。

2022.99.99 群馬県 太田市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス下小林店 太田市下小林町347-1
1,512

コスモス薬品
駐⾞場65台、駐輪場20台。

2023.03.02 群馬県 前橋市 専門店 クスリのアオキ前橋下大島店 前橋市下大島町字中川原
1070-1 1,239

クスリのアオキ
駐⾞場41台、駐輪場10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

2023.03.06 群馬県 みどり市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス大間々店 みどり市大間々町大間々412-2
1,506

コスモス薬品
駐⾞場70台、駐輪場20台。

2023.04.01 群馬県 邑楽郡大泉
町朝 専門店 ドラッグコスモス大泉朝⽇店 邑楽郡大泉町朝⽇3-610-1

1,557
コスモス薬品

駐⾞場61台、駐輪場14台。

2023.04.06 群馬県 北群馬郡吉
岡町 専門店 ドラッグコスモス吉岡大久保店 北群馬郡吉岡町大字大久保字

大畑７５１番１外 1,392
コスモス薬品

駐⾞場58台、駐輪場26台。

2023.05.01 群馬県 渋川市 専門店 ドラッグコスモス渋川有馬店 渋川市有馬字茂沢１１３番２
外 1,384

コスモス薬品
駐⾞場55台、駐輪場28台。

2023.05.17 新規入手 群⾺県 前橋市 専門店 ドラッグコスモス関根町店 前橋市関根町二丁目９番１外
1,389

コスモス薬品
駐⾞場76台、駐輪場20台。

2023.06.01 新規入手 群⾺県 高崎市 専門店 石井スポーツ 高崎市菅谷町字村東２０番９
８４ 3,587

石井スポーツ メトロ高崎跡地に出店。駐⾞場
152台、駐輪場44台。

2023.06.08 新規入手 群⾺県 沼田市 専門店 （仮称）クスリのアオキ沼田店 沼田市栄町202外
1,658 クスリのアオキ

駐⾞場65台、駐輪場10台。

2022.12.01 群馬県 ⾼崎市 家電 （仮称）YAMADAweb.com⾼
崎問屋町店 ⾼崎市緑町4丁目9番1号

5,421
ヤマダデンキ

駐⾞場22台、駐輪場10台。

2023.03.30 群馬県 北群馬郡吉
岡町 家電 （仮称）テックライフセレクト前橋

吉岡店
北群馬郡吉岡町字七⽇市526-
1外 13,246

ヤマダデンキ 駐⾞場696台、駐輪場113
台。

2023.03.01 群馬県 前橋市 家具 (仮称)IKEA前橋・ユニクロ前橋南
インター店 前橋市⻲⾥町2008番

12,959
イケア・ジャパン

10,486
ユニクロ

2,473
駐⾞場907台、駐輪場54台。

2023.02.99 群馬県 館林市 複合ＳＣ 館林コミュニティーモール（建替
え） 館林市美園町15-2外

4,699
フレッセイ

2,338
テナント

2,239
駐⾞場242台、駐輪場71台。

2023.04.99 情報修正 群馬県 邑楽郡明和
町 その他 コストコホールセール明和町倉庫

店 邑楽郡明和町矢島512番1外
10,503

コストコホール
セールジャパン 駐⾞場830台、駐輪場60台。

2023.01.24 埼玉県 加須市 スーパー ヤオコー加須店 加須市大門町105番地１外
4,912

ヤオコー
1,973

ウエルシア既
存 992

ウエルシアの敷地にヤオコーが出店。駐⾞場
250台、駐輪場70台。

2023.04.99 情報修正 埼玉県 和光市 スーパー ベルク和光光が丘店 和光市⽩子1-29-38
1,860

ベルク
駐⾞場75台、駐輪場93台。

2022.12.99 埼玉県 草加市 ＨＣ・ＤＳ ロイヤルプロ草加⼋塚店 草加市⼋塚上町478-1
1,580

ロイヤルホーム
センター 駐⾞場30台、駐輪場10台。

2022.12.99 埼玉県 越谷市 ＨＣ・ＤＳ (仮称）コーナンプロ越谷大⾥店 越谷市大字大⾥字上５５番１
外 7,226

コーナン商事
5,407

テナント
1,819

駐⾞場355台、駐輪場312
台。

2022.12.09 埼玉県 鴻巣市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス吹上店 鴻巣市南一丁目２０９４番１
外 1,497

コスモス薬品
駐⾞場51台、駐輪場56台。

2023.02.03 埼玉県 深谷市 専門店 ドラッグコスモス神⽴店 深谷市荒川字原宿811-1
1,496

コスモス薬品
駐⾞場51台、駐輪場43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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2023.02.04 埼玉県 深谷市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス花園イン
ター店

深谷市荒川字原宿８１１番１
外 1,496

コスモス薬品

2023.03.21 埼玉県 本庄市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス本庄小島
店

本庄市小島⼆丁目１７８５番
１外 1,392

コスモス薬品
駐⾞場61台、駐輪場45台。

2023.03.28 埼玉県 川越市 専門店 （仮称）新河岸ファッションモール
店（建替え）

川越市大字砂新田字新河岸道
附６１番３外７筆 1,954

しまむら
駐⾞場70台、駐輪場56台。

2023.05.01 埼玉県 鴻巣市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス鴻巣人形
超四丁目店

鴻巣市人形四丁目２７１２－
３外 1,386

コスモス薬品
駐⾞場46台、駐輪場40台。

2023.05.01 埼玉県 北本市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス北本店 北本市本宿⼆丁目４１，４２
番地２ 1,385

コスモス薬品
駐⾞場53台、駐輪場41台。

2022.11.99 情報修正 埼玉県 越生町 専門店 （仮称）ファッションセンターしまむ
ら越生店

越生町大字上野字登⼾１０５
６番１外９筆 1,238

しまむら
駐⾞場46台、駐輪場18台。

2022.11.99 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。

2023.02.03 埼玉県 蕨市 家電 でんきち蕨店 蕨市北町5-5-3
1,950

駐⾞場79台、駐輪場36台。

2023.04.20 埼玉県 深谷市 家電 （仮称）ケーズデンキ花園イン
ター店

深谷市荒川字鍛冶ケ谷⼾３９
８番１外 2,977

ケーズホール
ディングス 駐⾞場117台、駐輪場20台。

2022.99.99 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。

2023.02.02 埼玉県 和光市 その他 和光エイノビル 和光市本町6-5
2,398

⻄友 セリア
駐⾞場64台、駐輪場163台。

2023.05.14 埼玉県 草加市 その他 草加松原団地近隣型商業施設 草加市松原3-1638-11
2,693

テナント 駐⾞場152台、駐輪場344
台。

2023.05.14 新規入手 埼玉県 草加市 その他 （仮称）草加松原団地近隣型
商業施設街区計画

草加市松原三丁目１６３８番
１１ 2,693

未定

2023.99.99 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。

2023.01.99 情報修正 千葉県 浦安市 スーパー （仮称）フォルテ新浦安 浦安市⽇の出五丁目１番３
4,213

ベルク
2,189

テナント・セリ
ア

駐⾞場183台、駐輪場195
台。

2023.03.20 千葉県 船橋市 スーパー （仮称）オーケー海神南店 船橋市海神町南１丁目１５５
６番３ほか 2,086

オーケー
駐⾞場90台、駐輪場60台。

2023.05.31 新規入手 千葉県 茂原市 スーパー せんどう新茂原店 茂原市⻑尾字内芝2546番1ほ
か 1,909

せんどう
駐⾞場77台、駐輪場55台。

2023.01.31 千葉県 千葉市中央
区 ＨＣ・ＤＳ コーナンＰＲＯ千葉松ヶ丘インター

店
千葉市中央区星久喜町1158-
18 1,994

コーナン商事株
式会社 駐⾞場50台、駐輪場84台。
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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

2023.03.28 千葉県 ⼋街市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ダイレックス⼋街店 ⼋街市大木字北大富向６７１
番１０９ほか 1,379

ダイレックス
駐⾞場53台、駐輪場40台。

2022.11.30 千葉県 ⼋千代市 専門店 （仮称）コスモス大和田新田店 ⼋千代市大和田新田字新木⼾
前９４番１０１ほか 1,261

コスモス薬品
駐⾞場42台、駐輪場37台。

2022.99.99 情報修正 千葉県 千葉市美浜
区 専門店 （仮称）ドラッグコスモス美浜打瀬

店
千葉市美浜区打瀬三丁目103
番2 1,457

コスモス薬品
駐⾞場58台、駐輪場44台。

2022.99.99 千葉県 君津市 専門店 （仮称）クリエイトＳ・Ｄ君津中
富店 君津市中富字伽蘭９７９番ほか

1,850
クリエイトエス・
ディー 駐⾞場75台、駐輪場53台。

2022.99.99 千葉県 いすみ市 専門店 （仮称）ツルハドラッグいすみ店
（建替え）

いすみ市大原字前原３９５３番
１ 1,359

ツルハ
駐⾞場52台、駐輪場39台。

2023.01.26 千葉県 船橋市 専門店 （仮称）クリエイトＳ・Ｄ船橋藤
原店

船橋市藤原四丁目２７４番１
０ 1,698

クリエイトエス・
ディー 駐⾞場69台、駐輪場49台。

2023.01.26 千葉県 南房総市 専門店 （仮称）クスリのアオキ安房岩井
店

南房総市久枝字松原３０４番
ほか 1,322

クスリのアオキ
駐⾞場50台、駐輪場38台。

2023.01.99 情報修正 千葉県 館山市 専門店 （仮称）クスリのアオキ大神宮店 館山市大神宮字⻄４２５番１
ほか 1,322

クスリのアオキ
駐⾞場50台、駐輪場38台。

2023.02.01 千葉県 千葉市緑区 専門店 ドラッグコスモス⾼津⼾店 千葉市緑区⾼津⼾町100-1
1,551

コスモス薬品
駐⾞場63台、駐輪場44台。

2023.02.07 千葉県 印旛郡栄町 専門店 （仮称）クリエイトＳ・Ｄ栄町安
食店 印旛郡栄町安食一丁目19番1

1,344
クリエイトエス・
ディー 駐⾞場32台、駐輪場67台。

2023.02.08 千葉県 東⾦市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス東⾦田間
店 東⾦市田間字末無91番1ほか

1,184
コスモス薬品

駐⾞場37台、駐輪場27台。

2023.03.28 千葉県 柏市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス南柏店 柏市豊四季字弁天谷４９２番
４ほか 1,360

コスモス薬品
駐⾞場54台、駐輪場39台。

2023.05.10 千葉県 流山市 専門店 クリエイトエス・ディー流山セントラル
パーク駅⻄⼝店

流山市前平井都市計画事業運
動公園周辺地区 1,400

クリエイトエス・
ディー 駐⾞場30台、駐輪場70台。

2023.05.28 新規入手 千葉県 四街道市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス四街道
店

四街道市栗山字細野１０５２
番４２８ほか 1,160

コスモス薬品
駐⾞場43台、駐輪場20台。

2023.05.30 新規入手 千葉県 東⾦市 専門店 （仮称）カワチ薬品東⾦店 東⾦市道庭字古番屋600番1
1,405

カワチ薬品
駐⾞場54台、駐輪場41台。

2023.05.27 新規入手 千葉県 松⼾市 家具 （仮称）ニトリ松⼾古ケ崎店 松⼾市古ケ崎字曽根裏２４７
７番１ほか 4,098

ニトリ
駐⾞場84台、駐輪場21台。

2023.04.30 千葉県 木更津市 その他 木更津P９新築⼯事 木更津市⾦田東⼆丁目９番１
2,312

未定
駐⾞場90台、駐輪場10台。

2023.05.07 千葉県 木更津市 その他 江川複合施設 木更津市江川字下沼544-10
2,521

テナント2店
駐⾞場95台、駐輪場72台。
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2023.11.01 千葉県 市川市 その他 イオン市川妙典店３番街 市川市妙典四丁目１０４番地
１ほか 1,894

イオンバイク

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。

2023.03.09 東京都 ⾜⽴区 スーパー （仮称）ライフ梅島店 ⾜⽴区梅島一丁目13番5ほか
1,800

ライフコーポレー
ション 駐⾞場12台、駐輪場91台。

2023.03.99 東京都 練馬区 スーパー （仮称）いなげや練馬⻄大泉店
舗計画 練馬区⻄大泉⼆丁目19番2号

1,638
いなげや

駐⾞場51台、駐輪場81台。

2023.05.31 新規入手 東京都 葛飾区 スーパー （仮称）四ツ木店舗新築工事 葛飾区四つ木五丁目213番地
１ 1,341

サンベルクス
駐⾞場40台、駐輪場56台。

2023.09.01 東京都 目⿊区 スーパー （仮称）自由が丘⼆丁目計画 目⿊区自由が丘⼆丁目27番1ほ
か8筆 2,493

イオンマーケット
駐⾞場49台、駐輪場205台。

2022.12.13 東京都 ⾜⽴区 家電 （仮称）ケーズデンキ⾜⽴竹ノ塚
店

⾜⽴区伊興本町⼆丁目26番地
10ほか 2,526

ケーズホール
ディングス 駐⾞場86台、駐輪場111台。

2023.06.01 新規入手 東京都 葛飾区 家電 （仮称）テックランド葛飾店 葛飾区⽴石五丁目４３２番地
ほか 2,590

ヤマダデンキ

2023.02.24 東京都 板橋区 その他 （仮称）板橋蓮根計画 板橋区蓮根⼆丁目35番地4の一
部ほか 2,530

ファーストリテイリ
ング 2,397

ジンズ
133

駐⾞場87台、駐輪場205台。

2023.03.10 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
ウエルシア ファッション、

雑貨
※グランドオープン23年3月10⽇。駐⾞場
59台、駐輪場60台。

2023.05.31 東京都 豊島区 その他 （仮称）東池袋一丁目計画 豊島区東池袋一丁目13番7ほか
2,676

未定
駐⾞場36台、駐輪場140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

2023.07.01 新規入手 東京都 港区 その他 （仮称）⻁ノ門・⿇布台地区計
画

港区⿇布台一丁目1000番１ほ
か 19,000

未定

2022.11.24 情報修正 神奈川県 横浜市港南
区 スーパー （仮称）港南台９丁目店舗 横浜市港南区港南台九丁目16

番の２ほか 1,461
オーケー ※11/24オープン。駐⾞場96

台、駐輪場79台。

2022.12.01 神奈川県 横浜市栄区 スーパー （仮称）たまや新上郷店 横浜市栄区上郷町180番の２
1,413

たまや
駐⾞場82台、駐輪場76台。

2022.12.14 情報修正 神奈川県 横浜市保⼟
ケ谷区 スーパー （仮称）星川駅商業施設「星天

qlay」
横浜市保⼟ケ谷区星川一丁目
１番１号 1,804

相鉄ローゼン ハックなど14
店

※12/14第一期オープン。駐⾞
場58台、駐輪場124台。

2023.03.02 神奈川県 厚木市 スーパー （仮称）三和厚木飯山店 厚木市飯山2,058の１
2,171

三和
駐⾞場79台、駐輪場70台。

2023.04.15 神奈川県 川崎区幸区 スーパー ライフ川崎塚越店 川崎区幸区塚越4-298-1
2,647

ライフコーポレー
ション 駐⾞場92台、駐輪場132台。
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2023.05.01 神奈川県 厚木市 スーパー （仮称）ベルク厚木船子店 厚木市船子字宮ノ前1,053ほか
2,271

ベルク
駐⾞場200台、駐輪場85台。

2023.07.01 神奈川県 川崎市多摩
区 スーパー ヤオコー川崎桝形店 川崎市多摩区桝形1-1191-1

3,680
ヤオコー テナント 駐⾞場139台、駐輪場164

台。

2022.99.99 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。

2022.99.99 情報修正 神奈川県 横須賀市 専門店 クリエイトエス・ディー横須賀湘南池
上店 横須賀市池上7-45の３ほか

1,838
クリエイトエス・
ディー 駐⾞場68台、駐輪場54台。

2022.99.99 情報修正 神奈川県 厚木市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス⼾室店 厚木市⼾室５－1,010の７ほか
1,314

コスモス薬品
駐⾞場44台、駐輪場38台。

2023.04.21 神奈川県 相模原市南
区 専門店 クリエイトＳＤ相模原東大沼店

（建替え）
相模原市南区東大沼三丁目30
番22号 1,710

クリエイトエス・
ディー

未定テナント
駐⾞場70台、駐輪場56台。

2023.05.23 新規入手 神奈川県 横浜市中区 家具 （仮称）ニトリ新山下店 横浜市中区新山下三丁目６番
11号 6,238

ニトリ

2022.11.30 情報修正 神奈川県 横浜市⼾塚
区 その他 (仮称)⼾塚汲沢計画 横浜市⼾塚区汲沢⼆丁目1684

番の29 3,084
⽇産プリンス神
奈川販売

サミット
2,014

※11/30オープン。駐⾞場165
台、駐輪場164台。

2022.12.02 情報修正 神奈川県 横浜市瀬谷
区 その他 （仮称）下瀬谷⼆丁目計画 横浜市瀬谷区下瀬谷⼆丁目９

番の１ 4,496
オーケー12/6
オープン。

エディオン
2,297

※12/2オープン。駐⾞場264
台、駐輪場235台。

2023.03.01 神奈川県 平塚市 その他 （仮称）平塚プロジェクト 平塚市大神字⼆之堰780ほか
30,000

イオンモール 駐⾞場1724台、駐輪場995
台。

2022.12.01 新潟県 新発田市 スーパー （仮称）イオンスタイル新発田中
田町 新発田市中田町３丁目1324外

2,946
イオンスタイル

2,151
テナント

795
駐⾞場133台、駐輪場114
台。

2023.01.31 新潟県 新潟市中央
区

百貨店・駅ビ
ル （仮称）新潟⾼架駅ビル（東） 新潟市中央区花園一丁目901-

2外 9,007
未定 駐⾞場154台、駐輪場230

台。

2024.02.29 新潟県 新潟市中央
区

百貨店・駅ビ
ル （仮称）新潟⾼架駅ビル（⻄） 新潟市中央区花園一丁目901-

2外 7,185
未定 駐⾞場111台、駐輪場183

台。

2023.01.20 新潟県 燕市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ダイレックス燕吉田店 燕市吉田字流間3698番外
1,160

ダイレックス
駐⾞場45台、駐輪場11台。

2023.02.07 新潟県 新潟市⻄区 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ダイレックス新潟大学前
店

新潟市⻄区坂井砂山四丁目
423番1外 1,678

ダイレックス
駐⾞場71台、駐輪場20台。

2023.03.12 新潟県 ⻑岡市 専門店 カワチ薬品⻑岡七⽇町店 ⻑岡市福山町字川原396-1
1,610

カワチ薬品
駐⾞場56台、駐輪場10台。

2023.03.30 新潟県 上越市 家電 （仮称）ヤマダデンキNew上越
店（移転） 上越市富岡3468-4外

6,492
ヤマダデンキ

駐⾞場400台、駐輪場26台。

2022.11.25 情報修正 新潟県 新潟市秋葉
区 複合ＳＣ （仮称）山谷北ショッピングセン

ター
新潟市秋葉区新津字山谷北
5184-1外 7,677

北越ケーズ12
月上旬OP 2,514

ニトリ
3,499

※11/25オープン。ワークマン435㎡。駐⾞
場360台、駐輪場312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

2023.01.14 新潟県 新潟市中央
区 その他 （仮称）アークプラザ新潟Ｂ街区 新潟市中央区姥ケ山76-1外

1,735
既存ハードオフ
コーポレーション 991

パリミキ
134

テナント610㎡。ハードオフの敷地にパリミキと
未定テナントが出店。駐⾞場150台、駐輪
場25台。

2023.05.28 新規入手 新潟県 新潟市東区 その他 （仮称）河渡新町ショッピングプ
ラザ

新潟市東区河渡新町2丁目260
番4外 5,901

株式会社星光
堂薬局

株式会社ウ
オロク

2022.11.26 情報修正 富山県 ⿊部市 専門店 ドラッグコスモス牧野店 ⿊部市中野342番他５筆
1,488

株式会社コス
モス薬品

※11/26オープン。駐⾞場59
台、駐輪場20台。

2022.12.07 富山県 小矢部市 専門店 クスリのアオキ津沢店 小矢部市清沢字裏川原621番
他８筆 1,351

株式会社クスリ
のアオキ 駐⾞場51台、駐輪場15台。

2022.99.99 情報修正 富山県 魚津市 専門店 ドラッグコスモス魚津江⼝店 魚津市江⼝397
1,511

(株)コスモス薬
品 駐⾞場63台、駐輪場20台。

2022.99.99 富山県 魚津市 専門店 ドラッグコスモス北⻤江店 魚津市北⻤江一丁目401番他
３筆 1,460

株式会社コス
モス薬品 駐⾞場51台、駐輪場20台。

2023.04.01 富山県 富山市 専門店 クスリのアオキ五本榎店 富山市五本榎54番１ほか
1,312

株式会社クスリ
のアオキ 駐⾞場52台、駐輪場25台。

2023.05.01 富山県 上市町 専門店 クスリのアオキ森尻店 上市町森尻634番他２筆
1,357

株式会社クスリ
のアオキ

2023.05.01 富山県 滑川市 専門店 ドラッグコスモス柳原店 滑川市柳原59番16他4筆
1,387

コスモス薬品
駐⾞場55台、駐輪場15台。

2023.06.08 新規入手 富山県 富山市 専門店 クスリのアオキ四方店 富山市四方荒屋1474-1
1,552

クスリのアオキ
駐⾞場67台、駐輪場25台。

2023.02.23 富山県 ⿊部市 その他 生鮮市場Jump⿊部店・クスリのア
オキ田家新店 ⿊部市田家新742番地ほか

1,905
有限会社さん
せん 899

株式会社クス
リのアオキ 1,006

生鮮市場Jump⿊部店の敷地内にクスリの
アオキが出店する。駐⾞場77台、駐輪場80
台。

2023.05.27 新規入手 石川県 ⾦沢市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ラ・ムー⾦沢近岡店 ⾦沢市近岡町294－2ほか8筆
2,767

⼤⿊天物産株
式会社 1,891

株式会社モリ
ワン 632

駐⾞場160台、駐輪場67台。

2022.12.01 石川県 ⽩山市 専門店 クスリのアオキ新保本店 ⽩山市松本町2512番地
1,230

株式会社クスリ
のアオキ 駐⾞場48台、駐輪場20台。

2023.01.20 石川県 ⽩山市 専門店 クスリのアオキ松任新垣店 ⽩山市新田町34-1
1,719

クスリのアオキ
駐⾞場60台、駐輪場18台。

2023.02.21 石川県 七尾市 専門店 ドラッグコスモス藤野店 七尾市藤野町イ27番ほか8筆
1,563

コスモス薬品
駐⾞場65台、駐輪場16台。

2023.05.10 石川県 七尾市 専門店 クスリのアオキ田鶴浜店 七尾市田鶴浜町ぬ11
1,549

株式会社クスリ
のアオキ 駐⾞場74台、駐輪場25台。

2023.01.99 情報修正 石川県 かほく市 家具 ニトリかほく店 かほく市森子82番1
3,527

ニトリ
駐⾞場140台、駐輪場14台。

2023.03.01 石川県 野々市市 その他 野々市市⻄部中央複合商業施
設

野々市市蓮花寺町⻄部中央⼟
地区画整理事業地 4,735

アミング
851

スーパーどんた
く 1,732

駐⾞場261台、駐輪場140
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

2023.03.01 石川県 ⽩山市 その他 大阪屋ショップ松任相木店・スギ
薬局相木店

⽩山市松任駅北相木第⼆地区⼟地区画整
理事業25街区26街区 3,024

株式会社大阪
屋ショップ 2,145

株式会社ス
ギ薬局 879

駐⾞場120台、駐輪場89台。

2023.03.99 情報修正 福井県 福井市 スーパー ヤスサキグルメ館森田店 福井市河合寄安町101番、102
番 1,935

ヤスサキ
駐⾞場69台、駐輪場60台。

2022.99.99 福井県 福井市 専門店 ドラッグコスモス江守中店 福井市江守中２丁目１４１５
番地外１０筆 1,519

㈱コスモス薬品
駐⾞場52台、駐輪場20台。

2022.99.99 福井県 大飯郡⾼浜
町宮 専門店 クスリのアオキ⾼浜宮崎店 大飯郡⾼浜町宮崎６３字東丁

田２番１外４筆 1,263
クスリのアオキ

駐⾞場49台、駐輪場19台。

2023.04.11 福井県 福井市 専門店 ウエルシア福井文京店 福井市文京六丁目８０１番ほか
1,253

ウエルシア薬局
株式会社 駐⾞場39台、駐輪場24台。

2023.04.26 福井県 鯖江市 専門店 ドラッグコスモス水落店 鯖江市水落町⼆丁目３１０１
番外１３筆 1,395

株式会社コス
モス薬品 駐⾞場57台、駐輪場10台。

2023.05.01 福井県 中新川郡上
市町 専門店 クスリのアオキ森尻店 中新川郡上市町森尻634

1,537
クスリのアオキ

駐⾞場58台、駐輪場13台。

2023.01.20 山梨県 甲府市 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス蓬沢店 甲府市蓬沢1-54-1
1,160

ダイレックス
駐⾞場45台、駐輪場11台。

2023.03.01 山梨県 南アルプス市 ＨＣ・ＤＳ カインズ甲⻄店（増床） 南アルプス市⻄南湖325
6,809

増床
1,909

既存
4,900

駐⾞場250台、駐輪場30台。

2023.01.11 山梨県 中巨摩郡昭
和 専門店 クスリのアオキ⻄条新田店 中巨摩郡昭和町⻄条新田字北

村249 1,327
クスリのアオキ

駐⾞場50台、駐輪場25台。

2023.03.27 山梨県 南アルプス市 専門店 クスリのアオキ山寺店 南アルプス市山寺字下河原1288
番2外 1,329

クスリのアオキ
駐⾞場50台、駐輪場35台。

2023.03.27 山梨県 甲斐市 専門店 ディスカウントドラッグコスモス篠原
店

甲斐市篠原字⼾田道下834番1
外 1,209

コスモス薬品
駐⾞場45台、駐輪場25台。

2023.05.01 山梨県 甲斐市 専門店 ディスカウントドラッグコスモス甲斐
龍地店 甲斐市龍地字⻯ヶ池6705番外

1,382
コスモス薬品

駐⾞場53台、駐輪場28台。

2023.06.01 新規入手 山梨県 甲斐市 専門店 クスリのアオキ⻯王新町店 甲斐市⻯王新町字⼤原2222番
1外 1,232

クスリのアオキ
駐⾞場46台、駐輪場20台。

2023.03.15 ⻑野県 駒ヶ根市 スーパー A・コープ駒ヶ根店（増床） 駒ヶ根市東町3-12
1,908

増槽
423

既存
1,485

建替え増床。駐⾞場90台、駐
輪場10台。

2023.03.20 ⻑野県 ⻑野市 スーパー デリシア上松店（増床） ⻑野市上松4-945
1,522

増槽
427

既存
1,095

建替え増床。駐⾞場76台、駐
輪場36台。

2023.03.31 ⻑野県 東御市 スーパー ナナーズ東御店 東御市滋野字小原乙2516－２
1,954

ナナーズ
駐⾞場243台、駐輪場14台。

2023.03.06 ⻑野県 南佐久郡南
牧村 ＨＣ・ＤＳ コメリハード＆グリーン野辺山店 南佐久郡南牧村板橋字小橋

880 1,246
コメリ

1,074
菊本

172
駐⾞場75台、駐輪場8台。
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全国・出店計画情報（⼤規模⼩売店舗⽴地法届け出）１１.２０⽇現在
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

2023.04.17 ⻑野県 下伊那郡豊
丘村 専門店 （仮称）クスリのアオキ⻑野豊丘

店
下伊那郡豊丘村大字神稲
12442番ほか 1,229

クスリのアオキ
駐⾞場46台、駐輪場10台。

2023.04.18 ⻑野県 飯田市 専門店 （仮称）ファッションセンターしまむ
ら飯田店 飯田市鼎一色164番１ほか

1,240
しまむら

駐⾞場70台、駐輪場20台。

2023.05.16 新規入手 ⻑野県 北佐久郡⽴
科町 専門店 （仮称）クスリのアオキ⽴科店 北佐久郡⽴科町⼤字芦田字釈

子裏1175番３ほか 1,231
クスリのアオキ

駐⾞場46台、駐輪場10台。

2022.12.10 情報修正 ⻑野県 松本市 複合ＳＣ イオンタウン松本村井（移転） 松本市村井町南2-1064-1
7,800

イオンビッグ
4,319

ヤマダ電機
3,224

※12/10オープン。駐⾞場483
台、駐輪場239台。

2023.04.13 ⻑野県 ⻑野市 その他 IKONECity ⻑野市稲田３丁目2542ほか
1,780

ウエルシア薬局
1,006

カーメルウォン
ツ 171

駐⾞場64台、駐輪場8台。

2023.04.21 岐阜県 羽島郡笠松
町 スーパー （仮称）ヨシヅヤ笠松店 羽島郡笠松町如月町１８外６

筆 4,091
(株)ワイストア

駐⾞場201台、駐輪場81台。

2022.11.23 岐阜県 ⾼山市 専門店 ドラッグコスモス松之木店 ⾼山市松之木町２９５番５外
1,246

(株)コスモス薬
品 駐⾞場47台、駐輪場20台。

2022.11.23 岐阜県 可児市 専門店 ドラッグコスモス下恵⼟店 可児市下恵⼟字宮前５６６２
番外 1,536

(株)コスモス薬
品 駐⾞場45台、駐輪場20台。

2022.11.25 岐阜県 岐阜市 専門店 （仮称）ヒマラヤアウトドア館 岐阜市江添一丁目６番７号
2,637

(株)ヒマラヤ ※11/25オープン。駐⾞場82
台、駐輪場10台。

2023.01.24 岐阜県 関市 専門店 ドラッグコスモス下有知店 関市下有知字才泉坊山下１６
１番１外 1,561

(株)コスモス薬
品 駐⾞場61台、駐輪場14台。

2023.03.09 岐阜県 可児郡御嵩
町 専門店 ドラッグコスモス御嵩上恵⼟店 可児郡御嵩町上恵⼟字前畑

1171 1,363
コスモス薬品

駐⾞場52台、駐輪場17台。

2022.12.12 岐阜県 本巣郡北⽅
町 家電 イオンタウン岐阜喜多⽅Bゾーン 本巣郡北⽅町曲路東2-1-1

8,773
ヤマダ電機

駐⾞場364台、駐輪場84台。

2022.11.23 岐阜県 羽島市 家具 （仮称）ニトリ羽島店 羽島市船橋町字江北⻄２４７
－１外 4,422

(株)ニトリ
駐⾞場73台、駐輪場20台。

2022.12.29 岐阜県 瑞穂市 家具 （仮称）ニトリ瑞穂店 瑞穂市穂積字中原１７５０番
１外 5,180

ニトリ
駐⾞場81台、駐輪場20台。

2023.06.21 新規入手 岐阜県 各務原市 家具 ニトリ各務原店 各務原市鵜沼各務原町1-24-1
5,134

ニトリ
駐⾞場79台、駐輪場21台。

2022.12.99 情報修正 岐阜県 多治⾒市 複合ＳＣ 多治⾒駅南市街地再開発「プラ
ティ多治⾒」 多治⾒市本町1-122

5,405
三河屋

2,684
テナント

2,721
駐⾞場166台、駐輪場167
台。

2023.01.31 静岡県 清水町 スーパー エブリィビッグデー清水町堂庭店 清水町堂庭字前田207－１ほか
1,653

ビッグ富士
駐⾞場65台、駐輪場20台。

2023.02.04 静岡県 榛原郡吉田
町 スーパー 田子重神⼾店 榛原郡吉田町神⼾字山王

1660-1 2,215
田子重

駐⾞場110台、駐輪場34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

2023.02.18 静岡県 富士宮市 スーパー オギノ富士宮万野原新田店 富士宮市万野原新田3742
1,747

オギノ
駐⾞場67台、駐輪場28台。

2022.12.99 情報修正 静岡県 浜松市天⻯
区 専門店 杏林堂薬局⼆俣店 浜松市天⻯区⼆俣町85-1

1,618
杏林堂薬局

駐⾞場75台、駐輪場19台。

2023.01.99 静岡県 浜松市浜北
区 専門店 クスリのアオキ浜北尾野店 浜松市浜北区尾野836-1ほか

1,226
クスリのアオキ

駐⾞場50台、駐輪場26台。

2023.03.02 静岡県 富士市 専門店 ドラッグコスモス吉原店 富士市南町45-1
1,505

株式会社コス
モス薬品 駐⾞場52台、駐輪場22台。

2023.03.27 静岡県 御殿場市 専門店 クリエイトＳＤ御殿場永原店 御殿場市萩原字追分1273-12
ほか 1,218

クリエイトエス・
ディー

タカラ・エム
シー 駐⾞場60台、駐輪場46台。

2023.04.09 静岡県 浜松市北区 専門店 ドラッグコスモス新都田店 浜松市北区新都田⼆丁目129
番1外12筆 1,419

コスモス薬品
駐⾞場57台、駐輪場19台。

2023.04.20 静岡県 御殿場市 専門店 クリエイトＳＤ御殿場中山店 御殿場市竈字大石864-1ほか
1,740

クリエイトエス・
ディー

タカラ・エム
シー 駐⾞場86台、駐輪場50台。

2023.05.07 静岡県 焼津市 専門店 ドラッグコスモス石津店 焼津市南部⼟地区画整理事業
192街区 1,511

コスモス薬品
駐⾞場51台、駐輪場22台。

2023.05.30 新規入手 静岡県 富士宮市 専門店 ドラッグコスモス⼤岩店 富士宮市⼤岩字峰谷⼾533－
２ 1,388

コスモス薬品
駐⾞場48台、駐輪場24台。

2023.06.15 新規入手 静岡県 浜松市中区 専門店 ドラッグコスモス高丘北店 浜松市中区高丘北2-139-43
1,368

コスモス薬品
駐⾞場56台、駐輪場18台。

2023.05.28 新規入手 静岡県 駿東郡清⽔
町 家電 （仮称）ヤマダデンキ清⽔柿田

川店
駿東郡清⽔町⼋幡字⾬降川添
51ほか 5,998

ヤマダデンキ
駐⾞場347台、駐輪場69台。

2023.04.20 静岡県 湖⻄市 複合ＳＣ イオンタウン湖⻄新居 湖⻄市新居町新居250-11ほか
3,875

マックスバリュ東
海 1,535

ドラッグストア
928

駐⾞282台、駐輪場60台。

2023.05.17 新規入手 静岡県 富士宮市 複合ＳＣ （仮称）弓沢町複合店舗計画 富士宮市弓沢町697ほか
5,065

オギノ
3,048

マツモトキヨ
シ 791

京王商事446㎡、⼤創780㎡。駐⾞場
234台、駐輪場100台。

2023.05.31 新規入手 静岡県 掛川市 複合ＳＣ ミソラタウン掛川 掛川市高御所字前坪345－１
ほか 5,847

良品計画
1,982

遠鉄ストア＆
マツモトキヨ
シ

1,895
セリア＆⻄松屋1570㎡。駐⾞
場290台、駐輪場124台。

2023.04.30 静岡県 下田市 その他 伊豆リゾートテナントビル 下田市三丁目823-1ほか
1,232

ワタナベ マックスバリュ
東海

2023.03.01 愛知県 名古屋市北
区 スーパー アオキスーパー福徳店 名古屋市北区光⾳寺町字野⽅

1919番4の一部ほか1筆 2,182
アオキスーパー

1,171
テナント

1,011
駐⾞場100台、駐輪場111
台。

2023.03.08 愛知県 春⽇井市 スーパー （仮称）オークワ春⽇井店 春⽇井市熊野桜佐⼟地区画整理事業組合
保留地35街区29画地ほか 3,259

オークワ
駐⾞場131台、駐輪場94台。

2023.03.09 愛知県 豊橋市 スーパー （仮称）カネスエ豊橋中浜店 豊橋市小浜町字切払85番１ほ
か８筆 2,985

カネスエ商事
駐⾞場174台、駐輪場87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
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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

2022.11.23 情報修正 愛知県 岡崎市 ＨＣ・ＤＳ ＤＣＭカーマ岡崎南店 岡崎市岡崎駅南⼟地区画整理
事業保留地53ブロック４ロット 8,526

ＤＣＭ ※11/23オープン。駐⾞場251
台、駐輪場56台。

2023.02.25 愛知県 春⽇井市 ＨＣ・ＤＳ ＤＣＭ春⽇井⾼森台店 春⽇井市⾼森台10丁目１番１
3,999

DCM
駐⾞場118台、駐輪場26台。

2023.03.01 愛知県 ⾼浜市 ＨＣ・ＤＳ PROsite⾼浜店 ⾼浜市稗田町四丁目１－20
1,636

ホームセンター
バロー 駐⾞場64台、駐輪場14台。

2023.01.12 愛知県 名古屋市緑
区 専門店 ドラッグコスモス桶狭間店 名古屋市緑区桶狭間神明1505

番 1,344
㈱コスモス薬品

駐⾞場54台、駐輪場18台。

2023.01.99 情報修正 愛知県 豊橋市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス牟呂店 豊橋市牟呂町字大塚87番1他
1,317

コスモス薬品
駐⾞場44台、駐輪場18台。

2023.02.07 愛知県 岡崎市 専門店 ズースクエア岡崎店 岡崎市上和田町字森崎45番
1,503

エンチョー
駐⾞場51台、駐輪場10台。

2023.02.25 愛知県 東海市 専門店 クスリのアオキ元浜店 東海市元浜町12番７ほか
1,754

クスリのアオキ
駐⾞場68台、駐輪場50台。

2023.04.24 愛知県 名古屋市緑
区 専門店 緑区⽩⼟商業施設 名古屋市緑区⽩⼟803番ほか

13筆 1,438
あかのれん

893
セリア

545
駐⾞112台、駐輪場27台。

2023.04.25 愛知県 豊明市 専門店 ドラッグコスモス大久伝南店 豊明市新田町下ノ割71番５ほか
1,188

コスモス薬品
駐⾞44台、駐輪場16台。

2023.05.06 新規入手 愛知県 みよし市 専門店 クスリのアオキ莇生店 みよし市莇生町山田52番６ほか
1,247

クスリのアオキ
駐⾞場47台、駐輪場36台。

2023.04.21 愛知県 常滑市 家具 （仮称）ニトリ常滑店 常滑市りんくう一丁目25番12ほ
か 4,455

ニトリ
駐⾞96台、駐輪場25台。

2023.04.99 愛知県 豊川市 複合ＳＣ （仮称）イオンモール豊川 豊川市⽩鳥町兎⾜1番16他3筆
50,597

イオンリテール
49,270

スズキ自販東
海 1,327

駐⾞場2670台、駐輪場1114
台。

2022.12.01 情報修正 愛知県 名古屋市中
川区 その他 千⾳寺商業施設（Ｄゾーン） 名古屋市中川区千⾳寺⼟地区

画整理組合78街区仮1番 2,381
中部薬品
12/1オープン 768

アミーゴ
11/10オープ
ン済

859
眼鏡トップ128㎡。駐⾞場124
台、駐輪場65台。

2023.04.01 愛知県 江南市 その他 （仮称）布袋駅東⼝複合公共
施設 江南市北山町⻄300番地外

2,940
スーパー

駐⾞場225台、駐輪場84台。

2023.02.28 三重県 いなべ市 ＨＣ・ＤＳ コメリハード＆グリーンいなべ店 いなべ市北勢町阿下善落合
3533 3,989

コメリ
駐⾞場80台、駐輪場11台。

2023.03.20 三重県 松阪市 ＨＣ・ＤＳ (仮称）ラ・ムー松阪垣鼻店 松阪市垣鼻町字堀ノ内809-27
他 1,905

大⿊天物産株
式会社 駐⾞場70台、駐輪場60台。

2023.05.10 新規入手 三重県 名張市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ラ・ムー名張店 名張市夏⾒字浅尾23番地他
2,879

⼤⿊天物産株
式会社 駐⾞場130台、駐輪場83台。

2022.12.26 三重県 松阪市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス小⿊田店 松阪市小⿊田字⻄沖234他
1,562

コスモス薬品
駐⾞場53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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2022.99.99 情報修正 三重県 ⻲山市 専門店 （仮称）⻄松屋松阪塚本店 ⻲山市田村町字鳶ケ尾676-1他
1,323

株式会社⻄松
屋チェーン 駐⾞場44台、駐輪場5台。

2023.04.02 三重県 松阪市 専門店 ドラッグコスモス松ヶ崎店 松阪市久米町字向興1246-1
1,457

コスモス薬品
駐⾞場50台、駐輪場20台。

2023.04.18 三重県 伊勢市 専門店 ドラッグコスモス上地店 伊勢市上地町4331番他
1,205

株式会社コス
モス薬品 駐⾞39台、駐輪場20台。

2023.05.01 三重県 松阪市 専門店 クスリのアオキ松阪三雲店 松阪市小舟江町権現244番2他
1,265

株式会社クスリ
のアオキ 駐⾞場42台、駐輪場36台。

2023.05.15 新規入手 三重県 松阪市 家電 （仮称）テックランドNew松阪
店 松阪市久米町1030番地1

5,021
株式会社ヤマ
ダデンキ 駐⾞場231台、駐輪場48台。

2023.01.99 三重県 ⻲山市 複合ＳＣ （仮称）ザ・ビッグエクストラ⻲山
市田村町店 ⻲山市田村町店地内他

8,136
イオンビッグ

5,502

ホームセンターア
ント 2,634

駐⾞場393台、駐輪場201
台。

2022.12.01 滋賀県 近江⼋幡市 スーパー バロー近江⼋幡店（Ａゾーン） 近江⼋幡市⻄庄町字⿊橋2776
番ほか 2,175

バロー
駐⾞場98台、駐輪場72台。

2022.12.01 滋賀県 近江⼋幡市 スーパー バロー近江⼋幡店（Ｂゾーン） 近江⼋幡市⻄庄町字笠ヶ町756
番2ほか 2,070

キリン堂 未定
駐⾞場119台、駐輪場75台。

2022.11.29 滋賀県 ⻑浜市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ラ・ムー⻑浜店 ⻑浜市 園町字ハタチ337番１
ほか 1,711

大⿊天物産 ※11/29オープン。駐⾞場59
台、駐輪場49台。

2022.99.99 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。

2022.11.24 滋賀県 ⾼島市 専門店 ドラッグコスモス今津店 ⾼島市今津町弘川字葭元650
1,546

ドラッグコスモス
駐⾞場61台、駐輪場20台。

2022.12.99 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。

2023.01.99 滋賀県 愛知郡愛荘
町 専門店 クスリのアオキ秦荘店 愛知郡愛荘町安孫子字柳243

番ほか 1,301
クスリのアオキ

駐⾞場49台、駐輪場20台。

2022.11.23 情報修正 滋賀県 甲賀市 家電 （仮称)ジョーシン水⼝北脇店 甲賀市水⼝町北脇字中切440
番ほか 2,836

上新電機 ※11/23オープン。駐⾞場126
台、駐輪場48台。

2023.04.18 滋賀県 近江⼋幡市 家電 （仮称）ケーズデンキ近江⼋幡
店

近江⼋幡市⼟田町1400番１ほ
か 4,129

関⻄ケーズデン
キ 3,970

未定
159

駐⾞179台、駐輪場23台。

2023.04.99 情報修正 滋賀県 ⻑浜市 家具 （仮称）ニトリ⻑浜店（移転） ⻑浜市小堀町字⾚町414番地1
ほか 5,156

ニトリ
駐⾞場91台、駐輪場10台。

2023.11.01 京都府 京都市中京
区 スーパー 京都生協コープ⼆条駅 京都市中京区⻄ノ京星池町230

番地他 3,431
京都生活協同
組合

2024.03.10 京都府 京都市伏⾒
区 スーパー （仮称）京都市伏⾒区御堂前

町計画（建替え） 京都市伏⾒区御堂前町616外
2,910

イオンリテール
1,407

テナント
1,503

駐⾞場32台、駐輪場145台。
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2023.03.01 京都府 船井郡京丹
波町 ＨＣ・ＤＳ ジュンテンドー京丹波店 船井郡京丹波町蒲生蒲生野

267番1ほか 3,438
ジュンテンドー

駐⾞場74台、駐輪場5台。

2023.10.31 京都府 船井郡京丹
波町 ＨＣ・ＤＳ コメリハード&グリーン京丹波店 船井郡京丹波町須知居屋ノ下

17番ほか 4,142
コメリ

駐⾞場71台、駐輪場11台。

2023.02.17 京都府 京丹後市 専門店 ドラッグコスモス峰山店 京丹後市峰山町丹波小字沖田
717番他 1,407

株式会社コス
モス薬品 駐⾞場54台、駐輪場12台。

2023.04.19 京都府 舞鶴市 専門店 ドラッグコスモス舞鶴⽩鳥店 舞鶴市字森小字勘尻83番他14
筆 1,397

株式会社コス
モス薬品 駐⾞63台、駐輪場16台。

2023.05.30 新規入手 京都府 相楽郡精華
町 その他 狛田駅前モール 相楽郡精華町狛田1-13-16

1,356
サンフレッシュ

734
テナント

駐⾞場36台、駐輪場39台。

2022.11.22 情報修正 大阪府 大阪市東淀
川区 スーパー イオンスタイル東淀川店 大阪市東淀川区豊新2-12-28

9,746
イオンリテール
直営 8,813

※11/22オープン。駐⾞場380
台、駐輪場700台。

2022.12.09 大阪府 東大阪市 スーパー 瓢箪山センター 東大阪市瓢箪山町274番1外
1,558

ダイエー 大創産業

2022.12.99 情報修正 大阪府 堺市東区 スーパー ライフ初芝店 堺市東区⽇置荘⻄町一丁991
番1外 4,279

株式会社ライフ
コーポレーション 3,421

株式会社マツ
モトキヨシ 858

駐⾞場129台、駐輪場90台。

2023.02.02 大阪府 和泉市 スーパー デイリーカナート鶴山台店（増
床） 和泉市鶴山台2-1-5

1,199
カナート

駐⾞場34台、駐輪場34台。

2023.03.22 大阪府 熊取町 スーパー 松源熊取五門店 熊取町五門東⼆丁目7番17号
1,300

株式会社松源
駐⾞場49台、駐輪場74台。

2023.05.31 新規入手 ⼤阪府 ⼤阪市生野
区 スーパー （仮称）生野巽南物品販売店

舗 ⼤阪市生野区巽南五丁目29外
2,008

万代 未定

2023.06.07 新規入手 ⼤阪府 高槻市 スーパー 万代高槻インター店 高槻市成合南⼟地区画整理事
業地 3,587

万代
2,000

テナント 駐⾞場160台、駐輪場215
台。

2022.12.05 大阪府 大阪市住之
江区 ＨＣ・ＤＳ ロイヤルプロ住之江公園 大阪市住之江区南加賀屋一丁

目187番６ 2,406

ロイヤルホームセン
ター株式会社 駐⾞場39台、駐輪場86台。

2022.12.99 情報修正 大阪府 大阪市生野
区 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ラ・ムー生野巽⻄店 大阪市生野区巽⻄三丁目27番

外 2,017
大⿊天物産株
式会社 駐⾞場66台、駐輪場100台。

2023.01.99 情報修正 大阪府 泉佐野市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ホームセンターコーナン⽇
根野店 泉佐野市⽇根野4434番3他

6,342
コーナン商事

駐⾞場235台、駐輪場32台。

2023.02.22 大阪府 枚⽅市 ＨＣ・ＤＳ (仮称)ラ・ムー枚⽅養父店 枚⽅市養父東町1339番6外
1,330

大⿊天物産株
式会社 駐⾞場44台、駐輪場38台。

2023.03.01 大阪府 ⼋尾市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）コーナンPRO外環⼋尾
山本店 ⼋尾市服部川一丁目19番地

1,655
コーナン商事株
式会社 駐⾞場32台、駐輪場13台。

2023.03.12 大阪府 枚⽅市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）コーナンPRO枚⽅大峰
店 枚⽅市大峰南町4040-7

1,595
コーナン商事株
式会社 駐⾞場28台、駐輪場13台。
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2023.03.23 大阪府 泉大津市 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス泉大津店 泉大津市曽根町⼆丁目132番
１他 1,666

ダイレックス
駐⾞場69台、駐輪場86台。

2023.03.99 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。

2023.05.01 大阪府 交野市 家電 （仮称）エディオン星田店 交野市星田駅北⼟地区画整理
事業12街区1-1画地ほか 2,317

エディオン
駐⾞98台、駐輪場66台。

2023.02.07 大阪府 大阪市阿倍
野区 家具 ニトリ阿倍野店 大阪市阿倍野区⻑池町22-1

6,844
ニトリ 駐⾞場169台、駐輪場189

台。

2022.12.01 情報修正 大阪府 大阪市⻄区 複合ＳＣ フレスポ阿波座 大阪市⻄区⽴売堀6-66-1
4,079

万代 ⻄松屋など ※12/1オープン。駐⾞場39台、
駐輪場10台。

2022.12.02 情報修正 大阪府 豊中市 複合ＳＣ （仮称）イオンタウン豊中庄内 豊中市庄内⻄町5丁目18-2外
12筆 3,343

イオンフードスタ
イル 1,800

ウエルシア ※12/2オープン。駐⾞場187
台、駐輪場216台。

2023.03.01 大阪府 ⼋尾市 複合ＳＣ （仮称）フォレストモール⼋尾 ⼋尾市郡川一丁目１番１ほか
3,075

株式会社オー
クワ 駐⾞場112台、駐輪場88台。

2023.05.01 大阪府 門真市 複合ＳＣ 門真松生町計画 門真市松生町204-3
60,767

ららぽーと門真
49,991

コストコホール
セールジャパ
ン

10,776
パナソニック南門真⼯場跡地。駐⾞場4530
台、駐輪場1810台。

2023.09.30 新規入手 ⼤阪府 松原市 複合ＳＣ （仮称）イオンタウン松原新堂 松原市新堂四丁目２５外９４
筆、⽔路敷 25,895

株式会社ダイ
エー 7,483

株式会社ハ
ンズマン 18,421

駐⾞場1176台、駐輪場262
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。

2023.03.01 大阪府 交野市 その他 （仮称）星田駅北商業施設 交野市星田駅北⼟地区画整理
事業21街区１画地ほか 3,733

株式会社万代
1,522

ココカラファイン
525

セリア543㎡。駐⾞場123台、
駐輪場107台。

2023.03.01 大阪府 交野市 その他 （仮称）交野星田パーク 交野市星田駅北⼟地区画整理
事業11街区１画地ほか 2,293

株式会社さとう
1,413

テナント
880

駐⾞場97台、駐輪場66台。

2024.03.01 大阪府 大阪市北区 その他 梅田３丁目計画（仮称） 大阪市北区梅田三丁目２番４
号他 18,000

未定 物販店、ホテル、事務所など。駐
⾞場83台、駐輪場157台。

2026.02.28 大阪府 大阪市中央
区 その他 心斎橋プロジェクト 大阪市中央区南船場3-8-4

7,185
物販店・オフィス・ホテルからなる。
駐⾞58台、駐輪場230台。

2022.99.99 兵庫県 姫路市 スーパー （仮称）ヤマダストアー⻘山店 姫路市広畑区⻄蒲田４番ほか
2,729

ヤマダストアー
1,493

ドラッグ
748

100円均一486㎡。駐⾞場
152台、駐輪場91台。

2023.01.12 兵庫県 尼崎市 スーパー スーパーマルハチ下坂部店 尼崎市下坂部2-202
1,773

マルハチ
駐⾞場50台、駐輪場177台。

2023.03.26 兵庫県 姫路市 スーパー ハローズ野⾥店 姫路市⻄中島8-1
1,895

ハローズ
駐⾞場80台、駐輪場60台。
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2023.02.01 兵庫県 ⾚穂市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）スーパーセンタートライア
ル⾚穂細野店 ⾚穂市細野町28番１ほか

4,954
トライアルカンパ
ニー 駐⾞場260台、駐輪場71台。

2023.04.18 兵庫県 三木市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ラ・ムー三木大村店 三木市大村字城ノ前574-3ほか
1,660

大⿊天物産
駐⾞65台、駐輪場47台。

2022.99.99 兵庫県 桜井市 専門店 ドラッグコスモス阿部木材団地店 桜井市安倍木材団地
1,531

コスモス薬品
駐⾞場60台、駐輪場20台。

2022.99.99 兵庫県 明石市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス大蔵海岸
店 明石市大蔵天神町3-15

1,529
株式会社コス
モス薬品 駐⾞場52台、駐輪場48台。

2023.02.16 兵庫県 加古川市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス加古川別
府店

加古川市別府町⻄脇字辻ヶ内
180ほか 1,499

コスモス薬品
駐⾞場51台、駐輪場18台。

2023.03.02 兵庫県 相生市栄 専門店 ザグザグ相生栄店 相生市栄町111-3
1,305

ザグザグ
駐⾞場49台、駐輪場12台。

2023.02.21 兵庫県 ⻄宮市 家電 （仮称）ケーズデンキ⻄宮えびす
南店 ⻄宮市浜町９番の一部

3,065
関⻄ケーズデン
キ

駐⾞場143台、駐輪場154
台。

2023.01.12 兵庫県 姫路市 複合ＳＣ イオンモール姫路リバーシティー
（増床） 姫路市飾磨区細江2560番地

37,311
増床（関⻄
ケーズデンキ）

既存
32,478

イオンモールの敷地にケーズデンキが出店。駐
⾞場2195台、駐輪場692台。

2023.03.30 兵庫県 神⼾市中央
区 その他 神⼾ダイヤモンドビル 神⼾市中央区明石町48

1,200
テナント

駐⾞場9台、駐輪場56台。

2023.01.99 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。

2022.12.99 奈良県 北葛城郡広
陵町 専門店 (仮称)ドラッグコスモス広陵店 北葛城郡広陵町大字笠２５８

番１ほか 1,998
株式会社コス
モス薬品

未定
駐⾞場82台、駐輪場26台。

2022.12.99 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。

2023.02.01 奈良県 天理市 専門店 天理指柳商業施設計画 天理市指柳町437
1,542

クスすりのアオキ
駐⾞場49台、駐輪場44台。

2022.11.23 和歌山県 新宮市 スーパー スーパーエバグリーン新宮店 新宮市緑が丘三丁目６５２１
番７外 1,879

エバグリーン廣
甚株式会社 駐⾞場76台、駐輪場19台。

2022.12.14 和歌山県 和歌山市 スーパー 松源小雑賀店 和歌山市小雑賀⼆丁目431番
2,450

駐⾞場92台、駐輪場50台。

2023.04.10 和歌山県 橋本市 スーパー 松源伏原店 橋本市⾼野⼝町伏原106番地
2,100

松源
駐⾞87台、駐輪場83台。

2023.06.06 新規入手 和歌山県 海南市 ＨＣ・ＤＳ ジュンテンドー野上店 海南市野上中字寺中501
3,179

ジュンテンドー
駐⾞場51台、駐輪場16台。

2022.12.28 和歌山県 和歌山市 専門店 ドラッグコスモス岩橋店 和歌山市岩橋字宮ノ段981番１
1,193

コスモス薬品
駐⾞場39台、駐輪場22台。
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2022.99.99 情報修正 和歌山県 岩出市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス岩出⻄野
店 岩出市⻄野字釘貫198番１外

1,487

株式会社コス
モス薬品 駐⾞場58台、駐輪場24台。

2023.03.27 和歌山県 橋本市 専門店 （仮称）ツルハドラッグ⾼野⼝店 橋本市⾼野⼝町名古曽字久原
348番１外 1,175

ツルハ
駐⾞場44台、駐輪場37台。

2023.05.21 新規入手 和歌山県 和歌山市 専門店 （仮称）⻄松屋梶取店 和歌山市梶取162-１
1,174

⻄松屋チェーン
駐⾞場38台、駐輪場10台。

2023.03.14 和歌山県 岩出市 家電 ローソン岩出岡田店・（仮称）
ケーズデンキ岩出店 岩出市岡田字堺田228番１外

2,809
関⻄ケーズデン
キ 2,659

⽴川⿇希
150

駐⾞場124台、駐輪場31台。

2023.03.27 鳥取県 米子市 スーパー （仮称）マックスバリュ米子河崎
店 米子市河崎１３６９ほか

1,476
マックスバリュ⻄
⽇本 駐⾞場93台、駐輪場44台。

2022.12.06 鳥取県 鳥取市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス吉⽅店 鳥取市吉⽅139-2
1,308

コスモス薬品
駐⾞場45台、駐輪場10台。

2023.05.03 新規入手 鳥取県 境港市 その他 岡田商店境港本店 境港市新屋町3533
1,297

岡田商店 木村鮮魚商
店

2022.99.99 島根県 隠岐郡隠岐
の島町 専門店 （仮称）ドラッグコスモス隠岐の島

店 隠岐郡隠岐の島町平田中6-1
1,497

コスモス薬品
駐⾞場59台、駐輪場10台。

2022.99.99 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

2022.99.99 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

2022.99.99 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

2023.05.17 島根県 松江市 専門店 ウェルネス川津北店 松江市⻄川津町659-1
1,218

ツルハグループドラッグ
＆ファーマシー⻄⽇
本

駐⾞65台、駐輪場10台。

2023.06.19 新規入手 島根県 出雲市 専門店 ドラッグコスモス⼤社店 出雲市⼤社町北荒木字中分
608-5 1,417

コスモス薬品
駐⾞場52台、駐輪場10台。

2022.12.01 情報修正 岡山県 瀬⼾内市 ＨＣ・ＤＳ ジュンテンドー⻑船店 瀬⼾内市⻑船町服部字流田
505番2ほか 3,364

ジュンテンドー ※12/1オープン。駐⾞場66台、
駐輪場16台。

2023.05.01 岡山県 ⾼梁市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス⾼梁段町
店 ⾼梁市段町９８６番２ほか

1,161
コスモス薬品

駐⾞43台、駐輪場10台。

2023.05.01 岡山県 浅⼝市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス⾦光店 浅⼝市⾦光町占⾒新田66番1ほ
か 1,434

コスモス薬品
駐⾞55台、駐輪場10台。

2023.05.13 岡山県 倉敷市 家電 エディオン児島店 倉敷市児島駅前1-1
2,334

エディオン
駐⾞30台、駐輪場67台。

2022.12.19 広島県 福山市 スーパー （仮称）おだ商店手城店 福山市南手城町四丁目１０５
７番ほか 1,381

株式会社小田
商店
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2023.02.09 広島県 広島市⻄区 スーパー ハローズ観⾳新町店 広島市⻄区観⾳新町3-60-1
2,090 ハローズ

駐⾞場69台、駐輪場60台。

2023.05.22 広島県 三次市 スーパー マルショク三次店 三次市十⽇市東4-1110-1
1,457

サンブリ
駐⾞54台、駐輪場44台。

2022.12.99 広島県 東広島市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ゆめモール⻄条（B敷
地）

東広島市⻄条町助実字原⽐１
１９８番ほか 9,879

コーナン商事株
式会社

株式会社ゲ
オホールディン
グス

駐⾞場503台、駐輪場35台。

2022.99.99 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

2,616
既存

3,500
既存を増築し、資材館にする。
駐⾞場160台、駐輪場20台。

2023.03.23 広島県 大竹市 ＨＣ・ＤＳ (仮称)ダイレックス大竹店 大竹市北栄838
1,525

ダイレックス
駐⾞場68台、駐輪場14台。

2022.12.99 情報修正 広島県 三次市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス東酒屋店 三次市東酒屋町508-6外
1,538

コスモス薬品
駐⾞場65台、駐輪場13台。

2022.99.99 広島県 福山市 専門店 （仮称）ウォンツ松永店 福山市松永町三丁目１９９番
１ほか 1,152

株式会社ツルハグ
ループドラッグ＆ファー
マシー⻄⽇本

駐⾞場55台、駐輪場24台。

2022.99.99 広島県 三原市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス三原糸崎
店 三原市糸崎3-3586

1,329
コスモス薬品

駐⾞場50台、駐輪場10台。

2022.99.99 広島県 江田島市 専門店 (仮称)ドラッグストアコスモス江田
島店

江田島市大柿町飛渡瀬字江⼝
3377番9外 1,502

(株)コスモス薬
品 駐⾞場59台、駐輪場10台。

2023.04.02 広島県 尾道市 専門店 ザグザグ尾道⾼須店 尾道市⾼須町字大新5281
1,165

ザグザグ
駐⾞場34台、駐輪場10台。

2023.04.19 広島県 福山市 専門店 ドラッグコスモス旭町店 福山市旭町3-6
1,330

コスモス薬品
駐⾞場35台、駐輪場20台。

2023.04.20 新規入手 広島県 福山市 専門店 ハローズ新テナント棟 福山市新涯町3-10-5
1,033

ザグザグ バースディの敷地内に新テナント棟を建設し
ザグザグが出店。駐⾞場120台、駐輪場
58台。

2022.99.99 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
1,661

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。

2023.02.16 広島県 呉市 その他 (仮称）NTTAP呉中央商業施設 呉市⻄中央三丁目７番１７ほか
1,883

フレスタ
1,223

ザグザグ
660

駐⾞場57台、駐輪場53台。

2023.03.14 山⼝県 宇部市 スーパー ウェスタまるき小羽山店セリアまるき
小羽山店 宇部市大字中山８７の５

1,688
丸喜 セリア

2023.05.06 山⼝県 山⼝市 スーパー コープいずみ店（増床） 山⼝市泉町150-1
2,912

増床（新棟）
1,367

既存
1,514

敷地内に新棟を建設し、完成後既存棟を
解体。駐⾞195台、駐輪場40台。

2022.99.99 山⼝県 宇部市 ＨＣ・ＤＳ ホームプラザナフコ宇部新館 宇部市居能町2-1461-2
6,865

新館（資材
館） 2,763

既存
4,102

駐⾞場153台、駐輪場11台。

2023.02.07 山⼝県 山⼝市 専門店 ドラッグコスモス山⼝緑町店 山⼝市緑町2351
1,185

㈱コスモス薬品
駐⾞場33台、駐輪場10台。
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2023.03.30 山⼝県 山⼝市 専門店 ドラッグコスモス小郡下郷店 山⼝市小郡下郷3419の１
1,389

コスモス薬品
駐⾞場50台、駐輪場20台。

2023.04.13 山⼝県 下関市 専門店 ウォンツ下関菊川店 下関市菊川町大字下岡枝157の
１ 1,098

ツルハグループドラッグ
＆ファーマシー⻄⽇
本

駐⾞30台、駐輪場10台。

2023.04.30 山⼝県 宇部市 専門店 ドラッグコスモス宇部中山店 宇部市大字中山1116の１
1,191

コスモス薬品
駐⾞45台、駐輪場10台。

2023.05.22 新規入手 山口県 宇部市 専門店 ウォンツ宇部鍋倉店 宇部市鍋倉町1410の２
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9台。

2023.06.04 新規入手 山口県 防府市 専門店 ウォンツ豊富松崎店 防府市南松崎町1630
1,079

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9台。

2022.99.99 山⼝県 防府市 家具 （仮称）ニトリ防府店 防府市牟礼今宿一丁目3734
5,132

ニトリ
駐⾞場78台、駐輪場31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。

2022.12.14 徳島県 吉野川市鴨
島町 専門店 ドラッグストアモリ徳島鴨島店 吉野川市鴨島町上下島381番1

外 1,308
ドラッグストアモ
リ 駐⾞場53台、駐輪場14台。

2023.03.08 徳島県 徳島市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ国府店 徳島市国府町桜間字銭⻲40番
3外 1,353

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場48台、駐輪場10台。

2023.04.30 徳島県 吉野川市 専門店 ドラッグコスモス鴨島内原店 吉野川市鴨島町内原467番地1
ほか 1,182

コスモス薬品
駐⾞場60台、駐輪場10台。

2023.99.99 情報修正 徳島県 海部郡海陽
町 専門店 （仮称）ドラッグコスモス海陽店 海部郡海陽町大⾥字杉谷78番

地3 1,434
コスモス薬品

駐⾞場55台、駐輪場25台。

2022.12.99 香川県 ⾼松市 スーパー ハローズ多肥店東敷地・⻄敷地 ⾼松市多肥上町字松ノ内1012
6,485

東ハローズ
2,084

⻄テナント
2,869

駐⾞場東211台・⻄132台、駐
輪場東140台・⻄128台。

2022.12.99 香川県 善通寺 スーパー ハローズ善通寺店 善通寺市生野町828-2
3,122

ハローズ
2,082

ザグザグ
1,040

駐⾞場143台、駐輪場120
台。

2023.06.01 新規入手 香川県 多度津町 スーパー マルナカ多度津店 多度津町庄1029番地外
1,810

マックスバリュ
⻄⽇本 1,730

テナント
駐⾞場96台、駐輪場57台。

2023.02.21 香川県 多度津町 ＨＣ・ＤＳ (仮称)ダイレックス多度津店 多度津町大字南鴨字糺252番1
外 1,226

ダイレックス
駐⾞場52台、駐輪場12台。

2023.03.01 香川県 ⾼松市 ＨＣ・ＤＳ ラ・ムー香川町店 ⾼松市香川町川東下603番地
外 1,449

大⿊天物産
駐⾞場83台、駐輪場70台。

2023.03.01 香川県 ⾼松市 ＨＣ・ＤＳ (仮称)ホームセンターコーナン⾼松
上天神店

⾼松市上天神町字源太也111
番1ほか 5,458

コーナン商事 駐⾞場143台、駐輪場360
台。

2023.04.02 香川県 善通寺市 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス善通寺店 善通寺市上吉田町366-8
1,218

ダイレックス
駐⾞場52台、駐輪場10台。
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2023.04.13 香川県 ⾼松市 ＨＣ・ＤＳ (仮称)ダイレックス⾼松レインボー
店

⾼松市多肥上町字⽇暮1328番
１外 1,280

ダイレックス
駐⾞57台、駐輪場40台。

2023.04.24 香川県 ⾼松市 家具 (仮称)Shimadaya⾼松新本店 ⾼松市⿅角町425番１外
4,063

島田屋
駐⾞94台、駐輪場210台。

2023.04.20 新規入手 愛媛県 ⻄条市 スーパー ハローズ東予店 ⻄条市三津屋198-1
3,000

ハローズ
2,024

テナント
駐⾞場118台、駐輪場40台。

2022.99.99 愛媛県 宇和島市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ宇和島
店

宇和島市中沢町一丁目乙1677
番1外 1,476

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場59台、駐輪場10台。

2022.99.99 愛媛県 四国中央市 専門店 mac川之江店 四国中央市⾦生町下分995-1
1,264

駐⾞場48台、駐輪場20台。

2023.03.15 愛媛県 上浮穴郡久
万⾼原町 専門店 mac久松⾼原店 上浮穴郡久万⾼原町久万536-

1 1,070
大屋

駐⾞場39台、駐輪場10台。

2023.04.09 愛媛県 松山市 専門店 ドラッグストアモリ古三津店 松山市古三津2-1210
1,576

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場68台、駐輪場15台。

2023.04.29 新規入手 愛媛県 四国中 専門店 （仮称）ドラッグコスモス⼟居店 四国中央市⼟居町中村1263-
1 1,176

コスモス薬品
駐⾞場54台、駐輪場12台。

2023.05.30 新規入手 愛媛県 松山市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス河野店 松山市河野中須賀318番1外
1,391

コスモス薬品
駐⾞場55台、駐輪場10台。

2023.06.08 新規入手 愛媛県 松山市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス祓川店 松山市祓川2-2039-11
1,290

コスモス薬品
駐⾞場50台、駐輪場12台。

2022.11.26 ⾼知県 ⾼知市 スーパー エースワン潮江店（移転） ⾼知市仲田町5番35号外
1,398

エースワン
駐⾞場57台、駐輪場25台。

2023.03.23 ⾼知県 ⾼知市 スーパー エースワン十津店 ⾼知市十津一丁目2437番1外
1,461

エースワン
駐⾞場49台、駐輪場47台。

2022.99.99 ⾼知県 ⾼知市 ＨＣ・ＤＳ コーナンPRO⾼知若松店 ⾼知市若松町1510
2,240

コーナン商事
駐⾞場52台、駐輪場15台。

2023.03.01 ⾼知県 宿毛市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）コメリハード＆グリーン宿
毛店 宿毛市宿毛字鷲州5548他

4,455
コメリ

駐⾞場76台、駐輪場10台。

2022.99.99 情報修正 ⾼知県 ⼟佐市 専門店 ドラッグコスモス⼟佐⾼岡店 ⼟佐市⾼岡町甲746-1
1,464

コスモス薬品
駐⾞場57台、駐輪場8台。

2023.03.29 ⾼知県 宿毛市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス宿毛幸町
店 宿毛市幸町1925他

1,409
コスモス薬品

駐⾞場55台、駐輪場10台。

2022.11.25 情報修正 福岡県 ⼋⼥市 スーパー リトルマーメードAコープ⼋⼥店 ⼋⼥市納楚７１０外
1,715

Aコープ九州 ※11/25オープン。駐⾞場90
台、駐輪場52台。

2022.12.29 福岡県 那珂川市 スーパー マルキョウ那珂川店 那珂川市片縄⻄四丁目1094番
1外 1,223

マルキョウ
駐⾞場60台、駐輪場30台。
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2023.04.20 福岡県 福岡市東区 スーパー （仮称）ハローパーク千早 福岡市東区千早四丁目3025番
２ 2,948

ハローデイ
駐⾞60台、駐輪場77台。

2023.04.26 福岡県 糟屋郡粕屋
町 スーパー （仮称）エフコープ粕屋店 糟屋郡粕屋町酒殿駅南⼟地区

画整理地内１７街区１〜１５ 1,880
エフコープ

1,042
テナント

838
駐⾞89台、駐輪場18台。

2023.05.31 新規入手 福岡県 北九州市⼩
倉南区 スーパー （仮称）マックスバリュ城野店 北九州市⼩倉南区富士⾒一丁

目８１０番１外 5,012
イオン九州 未定

駐⾞場121台、駐輪場37台。

2022.12.26 福岡県 北九州市小
倉北区 ＨＣ・ＤＳ （仮称）コーナンＰＲＯ小倉北

区明和町店
北九州市小倉北区明和町１０
１番３外 2,130

コーナン商事
駐⾞場50台、駐輪場21台。

2022.12.26 福岡県 北九州市⼋
幡⻄区 ＨＣ・ＤＳ （仮称）コーナンＰＲＯ⼋幡⻄

区陣山１丁目店
北九州市⼋幡⻄区陣山一丁目
３６番１外 1,687

コーナン商事
駐⾞場34台、駐輪場20台。

2023.02.24 福岡県 田川市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ラ・ムー田川店 田川市大字夏吉194-171外6
筆 1,655

大⿊天物産
駐⾞場65台、駐輪場50台。

2023.03.30 福岡県 大牟田市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ラ・ムー大牟田店 大牟田市北磯町2番50外8筆
3,351

マミーズ
1,951

テナント
1,399

駐⾞場136台、駐輪場96台。

2023.05.08 福岡県 久留米市 ＨＣ・ＤＳ ラ・ムー田主丸店 久留米市田主丸町字坂津71-2
1,581

マミーズ
駐⾞54台、駐輪場45台。

2022.11.26 情報修正 福岡県 福岡市⻄区 専門店 （仮称）ドラッグコスモス橋本店 福岡市⻄区橋本⼆丁目1151番
１外 1,390

コスモス薬品 ※11/26オープン。駐⾞場42
台、駐輪場20台。

2022.12.05 福岡県 久留米市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス田主丸店 久留米市田主丸町豊城字⿊嶋
1660番1他6筆 1,286

コスモス薬品
駐⾞場42台、駐輪場10台。

2022.12.09 情報修正 福岡県 ⼋⼥市 専門店 （仮称）⻄松屋⼋⼥蒲原店 ⼋⼥市蒲原字榎町1072番他
1,149

⻄松屋チェーン ※12/9オープン。駐⾞場73台、
駐輪場18台。

2022.99.99 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

2023.03.09 福岡県 北九州市⼋
幡区 専門店 ドラッグコスモス大谷店 北九州市⼋幡区大谷1-190-18

1,517
コスモス薬品

駐⾞場41台、駐輪場10台。

2023.03.29 福岡県 ⼋⼥市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ⼋⼥本
村店 ⼋⼥市本村字荷稲610番外

1,480
ドラッグストアモ
リ 駐⾞場60台、駐輪場14台。

2023.05.08 新規入手 福岡県 福岡市⻄区 専門店 研究開発次世代拠点 福岡市⻄区九⼤新町５番１外
3,031

カルチャア・コンビ
ニエンス・クラブ

2023.05.15 新規入手 福岡県 直方市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス頓野店 直方市⼤字頓野3822番1ほか
1,485

コスモス薬品

2023.06.05 新規入手 福岡県 ⼤牟田市 専門店 ドラッグストアモリ⼤牟田沖田店 ⼤牟田市沖田309
1,477

ドラッグストア
モリ 駐⾞場52台、駐輪場12台。

2023.06.14 新規入手 福岡県 福岡市南区 専門店 （仮称）ドラッグコスモス中尾店 福岡市南区中尾3-628-1
1,187

コスモス薬品
駐⾞場35台、駐輪場11台。
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2023.03.21 福岡県 福岡市⻄区 家電 （仮称）福岡市⻄区北原・田尻
21街区

福岡市⻄区北原・田尻⼟地区画
整理21街区外 2,107

ヤマダデンキ
駐⾞場69台、駐輪場40台。

2023.02.28 福岡県 福岡市⻄区 その他 （仮称）福岡市⻄区北原・田尻
14街区

福岡市⻄区北原・田尻⼟地区画
整理14街区２外 3,627

ユニクロA棟
1,935

B棟
1,553

C棟139㎡。駐⾞場146台、駐
輪場51台。

2023.06.01 新規入手 福岡県 北九州市⼋
幡⻄区 その他 （仮称）折尾駅高架下商業施

設
北九州市⼋幡⻄区北鷹⾒町２
４３１番２外 2,557

未定

2023.03.26 佐賀県 唐津市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ダイレックス唐津和多田
店

唐津市和多田南先石４００６
番１外 1,259

ダイレックス
駐⾞場46台、駐輪場20台。

2022.99.99 佐賀県 佐賀市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ佐賀大
和店

佐賀市大和町大字尼寺字鍵尼
836番外 1,427

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場50台、駐輪場13台。

2023.03.99 佐賀県 佐賀市 家電 ケーズデンキモラージュ佐賀店（仮
称）

佐賀市巨勢町大字牛島字一本
松380-1外 4,000

九州ケーズデン
キ

駐⾞場183台、駐輪場128
台。

2022.12.99 情報修正 佐賀県 伊万⾥市 家具 （仮称）ニトリ伊万⾥店 伊万⾥市松島町字搦652-1外
13筆 3,480

ニトリ
駐⾞場60台、駐輪場15台。

2022.99.99 ⻑崎県 ⻑崎市 ＨＣ・ＤＳ OKホームガーデン住吉 ⻑崎市若葉町2-23
1,327

ホームインプ
ルーブメントひろ
せ

駐⾞場32台、駐輪場14台。

2022.99.99 ⻑崎県 平⼾市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）コメリBHG平⼾店 平⼾市大野町13-1
4,303

コメリ
駐⾞場86台、駐輪場10台。

2023.05.30 新規入手 ⻑崎県 ⼤村市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス⼤村幸
町店

⼤村市幸町25番177、25番
188 1,213

コスモス薬品
駐⾞場40台、駐輪場10台。

2022.11.25 情報修正 ⻑崎県 諫早市 家具 （仮称）ニトリ東諫早店 諫早市⻑野町1639番１外
6,761

ニトリ
5,071

ハードオフファ
ミリー 1,688

※11/25オープン。駐⾞場122
台、駐輪場40台。

2023.04.30 熊本県 熊本市南区 スーパー （仮称）近⾒複合 熊本市南区近⾒七丁目1701番
1の一部 2,064

株式会社サンリ
ブ

2023.04.30 新規入手 熊本県 熊本市 スーパー 近⾒複合 熊本市南区近⾒7-1701-1
2,064

サンブリ
1,377

テナント
687

駐⾞場88台、駐輪場24台。

2022.11.30 熊本県 ⼋代市 ＨＣ・ＤＳ ダイレックス海士江店 ⼋代市海士江町字下城2688番
外 1,667

ダイレックス
駐⾞場63台、駐輪場20台。

2023.04.06 熊本県 荒尾市 ＨＣ・ＤＳ ラ・ムー荒尾店 荒尾市宮内字下井手道1092番
１７ 1,603

マミーズ株式会
社 駐⾞場76台、駐輪場20台。

2022.11.26 情報修正 熊本県 球磨郡錦町 専門店 （仮称）ドラッグコスモス錦店 球磨郡錦町一武2822番3外
1,530

コスモス薬品 ※11/26オープン。駐⾞場62
台、駐輪場15台。

2022.99.99 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。

2023.02.28 熊本県 阿蘇郡⾼森
町 専門店 ドラッグコスモス⾼森店 阿蘇郡⾼森町字豆塚前２０７

８番１外 1,307
コスモス薬品

駐⾞場49台、駐輪場12台。
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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。

2022.12.13 大分県 大分市 スーパー 新鮮市場判田店（仮称） 大分市大字下判田字用作2249
番1他52筆 2,830

新鮮マーケット
1,300

テナント2店
駐⾞場140台、駐輪場81台。

2022.12.13 情報修正 大分県 別府市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ドン・キホーテ別府店 別府市南的ヶ浜1000番地1外
2,001

ドン・キホーテ ※12/13オープン。駐⾞場89
台、駐輪場55台。

2022.11.26 情報修正 大分県 豊後大野市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス三重市場
店

豊後大野市三重町市場字桑原
田705番2外 1,498

コスモス薬品 ※11/26オープン。駐⾞場52
台、駐輪場12台。

2022.99.99 情報修正 大分県 中津市 専門店 ドラッグコスモス中津永添店 中津市大字永添400-1
1,563

コスモス薬品
駐⾞場65台、駐輪場10台。

2023.04.27 大分県 ⽇田市 専門店 （仮称）ファッションセンターしまむら・シャンブル
⽇田ファッションモール店

⽇田市大字十⼆町字前田５５
７番１外 1,760

しまむら
駐⾞場61台、駐輪場15台。

2023.05.24 新規入手 ⼤分県 佐伯市 専門店 （仮称）ファッションセンターしまむら・バース
デイ佐伯ファッションモール店

佐伯市字新井樋脇９０３６番
５外 2,234

しまむら

2023.01.28 宮崎県 宮崎市 ＨＣ・ＤＳ （仮称）ダイレックス大塚中央店
（建替え） 宮崎市大塚町京園3114－１

1,570
ダイレックス

駐⾞場74台、駐輪場15台。

2022.11.26 情報修正 宮崎県 宮崎市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス恒久店 宮崎市大字恒久字柳篭767番2
1,133

コスモス薬品 ※11/26オープン。駐⾞場44
台、駐輪場10台。

2023.01.28 宮崎県 児湯郡⾼鍋
町 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ北⾼鍋

店
児湯郡⾼鍋町大字北⾼鍋字大
峯2616番外 1,453

ドラッグストアモ
リ 駐⾞場58台、駐輪場13台。

2023.05.31 新規入手 宮崎県 児湯郡高鍋
町 専門店 ドラッグコスモス高鍋中央店 児湯郡高鍋町⼤字北高鍋字⼩

鶴1346番１外 1,319
コスモス薬品

2022.12.21 宮崎県 ⻄諸県郡⾼
原町 その他 ⾼原複合商業施設LaLaきりしま ⻄諸県郡⾼原町大字⻄麓字⼆

本松1361番１ 1,934

エイコー建設（物産
店）

ダイレックス、
セブンイレブン

3棟で構成。駐⾞場106台、駐
輪場19台。

2022.99.99 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

2022.99.99 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

2023.03.01 ⿅児島県 ⿅児島市 スーパー （仮称）交通局跡地ホテル・サー
ビス棟

⿅児島市⾼麗町43番１の一
部，13 2,660

株式会社エー
コープ⿅児島 1,731

南国タケシタ
薬局株式会
社

280
駐⾞場30台、駐輪場106台。

2023.05.01 ⿅児島県 ⿅児島市 百貨店・駅ビ
ル

（仮称）⿅児島中央駅⻄⼝複
合ビル ⿅児島市武一丁目２番１号他

2,595
未定

2023.05.30 新規入手 ⿅児島県 姶良市 ＨＣ・ＤＳ トライアル加治木店 姶良市加治木町反⼟字神古川
2864-1 4,251

トライアルカン
パニー 駐⾞場310台、駐輪場40台。

2022.12.01 ⿅児島県 霧島市 専門店 （仮称）ドラッグコスモス国分新町
店

霧島市国分新町字上崎田1090
番外 2,401

コスモス薬品
1,511

テナント
890

駐⾞場98台、駐輪場36台。
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2023.01.14 ⿅児島県 ⿅児島市 専門店 （仮称）ドラッグストアモリ⿅児島
駅⻄⼝店 ⿅児島市浜町１番の一部

1,201
ドラッグストアモ
リ 駐⾞場48台、駐輪場16台。

2023.02.25 ⿅児島県 南九州市 専門店 （仮称）ドラッグイレブン知覧店 南九州市知覧町郡字勘場ノ元
17825番１ 1,175

ドラッグイレブン
駐⾞場48台、駐輪場20台。

2023.03.16 ⿅児島県 薩摩川内市 専門店 ドラッグコスモス大小路店・⻄松屋
薩摩川内店

薩摩川内市国分寺町字中間
6969番外 2,588

(株)コスモス薬
品 1,397

(株)⻄松屋
チェーン 1,191

駐⾞場126台、駐輪場30台。

2023.05.17 新規入手 ⿅児島県 出⽔市 専門店 ドラッグコスモス出⽔中央町店 出⽔市中央町１３７９番地外
1,367

(株)コスモス薬
品 駐⾞場54台、駐輪場16台。

2023.05.17 新規入手 ⿅児島県 いちき串木野
市 専門店 ドラッグコスモス串木野⽇出店 いちき串木野市上名字釜牟田２

８２番地外 1,323
(株)コスモス薬
品 駐⾞場52台、駐輪場12台。

2023.01.10 ⿅児島県 ⽇置市 その他 TSUTAYA伊集院店・ワークマンプ
ラス伊集院店

⽇置市伊集院町徳重一丁目16
番10号外 1,184

大和 ワークマン

2022.99.99 情報修正 沖縄県 沖縄市 スーパー 東部登川モール 沖縄市字登川喜名⼝原516番ほ
か30筆 1,811

⾦秀商事株式
会社

2023.11.19 沖縄県 南城市 専門店 ドラッグイレブン南城大⾥店 南城市大⾥字⾼平前原139番ほ
か５筆 1,103

株式会社ドラッ
グイレブン 956

株式会社
ローソン沖縄 146

駐⾞場71台、駐輪場8台。

2023.04.20 新規入手 沖縄県 石垣市 家具 ニトリ石垣店 石垣市字⼤浜南⼤浜421-1
2,560

ニトリ
駐⾞場45台、駐輪場14台。
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