
鹿児島県大規模小売店舗立地法　法第５条第１項（新設）届出の概要【平成12年６月～令和４年３月末】

他 核店舗１ 他

（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

（株）コスモス薬
品

（株）コスモス薬
品

2022年3月30日 2022年12月1日 2,401 4/12～8/12

（仮称）ドラッグコスモス隼人中央店 霧島市隼人町見次1014番　外
（株）コスモス薬
品

（株）コスモス薬
品

2022年1月26日 2022年9月27日 1,527 2/8～6/8

（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
JR九州ビルマネ
ジメント（株）

（株）ブックオフ南
九州

（株）ドラッ
グイレブン

2021年10月1日 2022年6月2日 1,510 11/9～3/9 なし（R4.3.29）

ダイレックス谷山中央店
鹿児島市谷山中央二丁目702-13
外

ダイレックス（株） ダイレックス（株） 2021年7月14日 2022年3月15日 1,604 7/20～11/20 なし（R3.12.1）

（仮称）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
番6の一部

（株）コスモス薬
品

（株）コスモス薬
品

2021年7月12日 2022年3月13日 1,498 7/16～11/16 なし（R3.12.1）

（仮称）西松屋鹿児島卸本町店 鹿児島市卸本町7番25
（株）西松屋
チェーン

（株）西松屋
チェーン

2021年7月12日 2022年3月13日 1,180 7/16～11/16 なし（R3.12.1）

Books Misumi 鹿屋店 鹿屋市寿七丁目12-1 （株）Misumi （株）Misumi 2021年6月23日 2022年2月24日 1,774 7/6～11/6 なし（R3.12.1）

（仮称）ドラッグコスモス鹿屋運動公園
前店

鹿屋市西原二丁目104番1　外
（株）コスモス薬
品

（株）コスモス薬
品

2021年6月4日 2022年2月5日 1,472 6/22～10/22 なし（R3.12.1）

（仮称）ドラッグストアモリ国分広瀬店
霧島市国分広瀬一丁目1017番104
外

（株）ドラッグスト
アモリ

（株）ドラッグスト
アモリ

2021年5月20日 2022年1月21日 1,418 6/4～10/4 なし（R3.12.1）

（仮称）ドラッグストアモリ草牟田店
鹿児島市草牟田二丁目4020番1
外

（株）ドラッグスト
アモリ

（株）ドラッグスト
アモリ

2021年5月20日 2022年1月21日 1,006 6/4～10/4 なし（R3.12.1）

センテラス天文館（Centerace
TENMONKAN）

鹿児島市千日町1番1　外
千日町1・4番街
区市街地再開発
組合

未定 2021年5月13日 2022年4月1日 8,815 5/21～9/21 なし（R3.10.26）

（仮称）ドラッグコスモス松元店 鹿児島市石谷町1260番5　外
（株）コスモス薬
品

（株）コスモス薬
品

2021年4月30日 2021年12月31日 1,198 5/14～9/14 なし（R3.10.26）

（仮称）ドラッグコスモス与次郎店
鹿児島市与次郎一丁目2295番190
外

（株）コスモス薬
品

（株）コスモス薬
品

2021年3月5日 2021年11月6日 1,324 3/12～7/12 なし（R3.8.6）

（仮称）ドラッグコスモス草牟田店
鹿児島市草牟田二丁目3737番１
外

（株）コスモス薬
品

（株）コスモス薬
品

2021年3月5日 2021年11月6日 1,194 3/12～7/12 なし（R3.8.6）

(仮称)ドラッグストアモリ川辺店
南九州市川辺町平山字鷹取6664番
外

(株)ドラッグストア
モリ

(株)ドラッグストア
モリ

2021年1月13日 2021年9月14日 1,485 1/19～5/19 なし（R3.6.16）

備　　考新設する日届出日
店舗面積
の合計
（㎡）

県意見（通知
日）

所在地
届出の

縦覧期間
小売業者名建物設置者名

大規模小売店舗名年度
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（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 (株)ニシムタ (株)ニシムタ 2020年11月30日 2021年7月31日 5,308 12/4～4/4 なし（R3.6.16）

（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 (株)ニシムタ (株)ニシムタ 2020年11月30日 2021年7月31日 8,260 12/4～4/4 なし（R3.6.16）

（仮称）ドラッグストアモリ曽於末吉店
曽於市末吉町諏訪方字下横尾7953
番１　外

(株)ドラッグストア
モリ

(株)ドラッグストア
モリ

2020年11月6日 2021年7月7日 1,407 11/13～3/13 なし（R3.3.31）

ドラッグコスモス指宿市役所前店
指宿市十町土地区画整理事業58街
区１号画地　外

(株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2020年11月6日 2021年7月7日 1,358 11/13～3/13 なし（R3.3.31）

西松屋新鹿児島出水店 出水市中央町1543番，外２筆
(株)西松屋チェー
ン

(株)西松屋チェー
ン

2020年5月14日 2021年1月15日 1,180 5/19～9/15 なし（R2..9.30）

(仮称)ドラッグストアモリ指宿湯の浜
店

指宿市湯の浜二丁目1849番外
(株)ドラッグストア
モリ

(株)ドラッグストア
モリ

2020年4月27日 2020年12月28日 1,465 5/15～9/15 なし（R2..9.30）

（仮称）マンガ倉庫鹿屋店 鹿屋市寿八丁目714番２　外 (株)ニシムタ (株)ファイブ 2020年3月13日 2020年11月14日 2,597 3/17～7/17 なし（R2.8.4）

（仮称）ドラッグコスモス姶良西餅田店
姶良市西田字上深田168番　1
外

(株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2020年2月10日 2020年10月11日 1,358 2/21～6/21 なし（R2.8.4）

（仮称）ドラッグコスモス屋久島店
熊毛郡屋久島町小瀬田字冬越シ
815番13  外

(株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2020年2月10日 2020年10月11日 1,559 2/21～6/21 なし（R2.8.4）

HARD OFF・OFF HOUSE霧島見次
店・シュープラザ隼人店・西松屋隼人
店

霧島市隼人町見次538番２　外 JA三井リース(株) 2
(株)ありがとう
サービス

2 2020年1月29日 2020年9月30日 1,966 2/7～6/7 なし（R2.8.4）

（仮称）ドラッグストアモリ鹿児島春山
町店

鹿児島市春山町1877番　外
(株)ドラッグストア
モリ

(株)ドラッグストア
モリ

2020年1月28日 2020年9月29日 1,464 2/4～6/4 なし（R2.8.4）

（仮称）ドラッグストアモリ喜入店 鹿児島市喜入町5998番１　外
(株)ドラッグストア
モリ

(株)ドラッグストア
モリ

2020年1月8日 2020年9月9日 1,249 1/17～5/17 なし（R2.6.8）

TSUTAYA BOOKSTORE霧島 霧島市国分野口北1098　外4筆 (株)江崎 (株)江崎 4 2019年10月10日 2020年6月11日 2,499 10/24～2/24 なし（R2.3.25）

（仮称）ドラッグストアモリ阿久根店 阿久根市塩鶴町一丁目９番　外
(株)ドラッグストア
モリ

(株)ドラッグストア
モリ

2019年10月7日 2020年6月8日 1,213 10/24～2/24 なし（R2.3.25）

ドラッグコスモス加世田店
南さつま市加世田村原四丁目１番
11

(株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2019年9月24日 2020年5月25日 1,509 10/11～2/11 なし（R2.3.25）

31・１
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スーパードラッグコスモス東串良店
肝属郡東串良町岩弘字街道添2682
番２　外

(株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2019年7月8日 2020年3月9日 1,551 7/19～11/19 なし（R1.12.6)

（仮称）鹿屋市複合店舗 鹿屋市王子町3973番３　外
ダイワロイヤル
(株)

(株)ドン・キホーテ 未定 2019年7月8日 2020年3月9日 3,387 7/19～11/19 なし（R1.12.6）

（仮称）ドラッグストアモリ宮之城店 出水市西出水町1538番１　外
(株)ドラッグストア
モリ

(株)ドラッグストア
モリ

2019年4月22日 2019年12月23日 1,395 5/7～9/7 なし(R1.10.4)

ホームプラザナフコ出水インター店 出水市下知識町1424番２　外11筆 (株)ナフコ (株)ナフコ 2019年3月28日 2019年11月29日 9,527 4/9～8/9 なし（R1.10.4）

（仮称）ドラッグストアモリ隈之城店 薩摩川内市隈之城287番１　外
(株)ドラッグストア
モリ

(株)ドラッグストア
モリ

2019年3月8日 2019年11月9日 1,397 3/22～7/22 なし（R1.10.4）

（仮称）ドラッグコスモス新栄店・オー
トバックス新栄店

鹿児島市新栄町185番505  外 (株)コスモス薬品
(株)オー
トバック
スセブン

(株)コスモス薬品
(株)フジ
テック

2019年2月5日 2019年10月6日 1,507 2/19～6/19 なし（R1.8.15)

ドラッグコスモス西出水店 出水市西出水町1538番１　外 (株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2019年2月5日 2019年10月6日 1,459 2/19～6/19 なし（R1.8.15)

（仮称）ドラッグコスモス枕崎桜木店 枕崎市桜木町204番　外 (株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2019年1月15日 2019年9月16日 1,540 1/25～5/25 なし(R1.6.11)

ダイレックス隼人店 霧島市隼人町内1357番２　外 ダイレックス（株） ダイレックス(株) 未定 2019年1月11日 2019年9月12日 1,975 1/22～5/22 なし(R1.6.11)

（仮称）ドラッグコスモス隈之城店 摩川内市矢倉町4276番10 外 (株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2018年8月29日 2019年4月30日 1,281 9/7～1/7 なし（H31.2.5）

ダイレックス新出水店 出水市向江町766番　外 ダイレックス(株) ダイレックス(株) 未定 2018年4月20日 2018年12月21日 2,361 5/8～9/8 なし（H30.9.25)

中央町19・20番街区第一種市街地再
開発事業施設建築物

鹿児島市中央町19番40

中央町19・20番
街区市街地再開
発組合

未定 2018年3月29日 2020年10月1日 8,150 4/13～8/13 なし（H30.9.25)

（仮称）ドラッグコスモス高山店
肝属郡肝付町後田字後牧2370番１
外

(株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2018年2月23日 2018年10月24日 1,526 3/9～7/9 なし（H30.8.16)

ドラッグコスモス志布志店
志布志市有明町野井倉字上ノ濱
8299番２　外

(株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2018年2月23日 2018年10月24日 1,715 3/9～7/9 なし（H30.8.16)

（仮称）コメリパワー鹿屋店 鹿屋市笠之原町2035番１　外 (株)コメリ (株)コメリ 2018年1月5日 2018年9月6日 9,368 1/19～5/19 なし（H30.5.30)

（仮称）加世田複合商業施設
南さつま市加世田地頭所町25番３
外

(株)九州テックラ
ンド

青山商
事（株）

(株)九州テックラ
ンド

青山商事
（株）

2018年1月5日 2018年9月6日 4,178 1/16～5/16 なし（H30.5.30)

（仮称）テックランド鹿児島出水店 出水市六月田町383番１　外
(株)九州テックラ
ンド

(株)九州テックラ
ンド

2017年11月13日 2018年7月14日 2,951 12/8～4/8 なし（H30.5.30)
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スーパーセンタートライアル鹿屋笠之
原店

鹿屋市笠之原1950-1　外14筆
(株)トライアルカ
ンパニー

(株)トライアルカ
ンパニー

2017年9月15日 2018年5月16日 3,881 9/29～1/29 なし（H30.3.26)

ドラッグコスモス西光寺店
霧島市隼人町東郷字川原田1122番
４　外

(株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2017年8月31日 2018年5月1日 1,670 9/12～1/12 なし（H30.2.2)

（仮称）ドラッグストアモリ西出水店 出水市西出水町1205番　外
(株)ドラッグストア
モリ

(株)ドラッグストア
モリ

2017年8月30日 2018年5月1日 1,300 9/12～1/12 なし（H30.2.2)

ドラッグコスモス鹿屋西原店 鹿屋市西原三丁目10607番７　外 (株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2017年8月15日 2018年4月16日 1,700 8/25～12/25 なし（H30.2.2)

スーパーセンタートライアル出水店 出水市黄金町562番　外10筆
(株)トライアルカ
ンパニー

(株)トライアルカ
ンパニー

2017年7月21日 2018年4月11日 4,273 8/1～12/1 なし（H30.2.2)

（仮称）アクロスプラザ隼人
隼人都市計画事業隼人駅東地区土
地区画整理事業地内１街区

大和情報サービ
ス(株)

(株)ドン・キホーテ 2017年7月21日 2018年3月22日 5,079 8/1～12/1 なし（H30.2.2)

（仮称）ドラッグストアモリいちき串木
野店

いちき串木野市東塩田町232番１
外

(株)ドラッグストア
モリ

(株)ドラッグストア
モリ

2017年6月20日 2018年2月21日 1,419 6/30～10/30 なし（H29.11.24)

（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 (株)ニシムタ (株)ニシムタ 2017年6月1日 2018年2月2日 4,190 6/16～10/16 －
取り下げ
（H29.7.10)

（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 (株)ニシムタ (株)ニシムタ 2017年6月1日 2018年2月2日 8,501 6/16～10/16 －
取り下げ
（H29.7.10)

ドラッグコスモス若葉店 薩摩川内市若葉町41番 (株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2017年4月26日 2017年12月27日 1,540 5/12～9/12 なし（H29.9.21)

（仮称）ダイレックス姶良店
姶良市西餅田字森ノ下297番地１
外

ダイワロイヤル
(株)

ダイレックス(株) 2017年4月7日 2017年12月8日 1,627 4/28～8/28 なし（H29.9.21)

ダイレックス国分店 霧島市国分松木東1149番４　外
ダイワロイヤル
(株)

ダイレックス(株) 2017年4月7日 2017年12月8日 1,757 4/21～8/21 なし（H29.9.21)

（仮称）Ａコープ末吉店 曽於市末吉町本町一丁目６番地１
鹿児島県くみあ
い開発(株)

(株)エーコープ鹿
児島

2017年4月7日 2017年12月8日 1,542 5/16～9/16 なし（H29.11.24)

（仮称）ドラッグコスモス山川店
指宿市山川小川字東小川野邊1513
番１　外

(株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2017年3月31日 2017年12月1日 1,540 4/14～8/14 なし（H29.9.21)

ドラッグコスモス樋脇店
薩摩川内市樋脇町塔之原字小野原
10821番１　外９筆

(株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2017年1月6日 2017年9月7日 1,539 1/20～5/20 なし（H29.5.30)

29 ドラッグコスモス西谷山店
鹿児島市上福元町5227-22の一部
外６筆

(株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2016年12月14日 2017年8月15日 1,207 12/26～4/26 なし(H29.5.30)

（仮称）ドラッグコスモス紫原店 鹿児島市紫原五丁目24番2 (株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2016年10月27日 2017年6月28日 1,204 11/8～3/8 なし（H29.3.24)
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スーパーセンタートライアル隼人店
霧島市隼人町眞孝字鶴牟田480
外18筆

(株)トライアルカ
ンパニー

(株)トライアルカ
ンパニー

2016年10月20日 2017年6月21日 4,108 11/1～3/1 なし(H29.3.24)

（仮称）アクロスプラザ与次郎 鹿児島市与次郎一丁目7番30　外
大和情報サービ
ス(株)

ダイレックス(株) 未定 2016年9月16日 2017年5月17日 10,766 10/4～2/4 なし（H29.3.24)

ダイレックス枕崎店 枕崎市桜木町426番　外
ダイワロイヤル
(株)

ダイレックス(株) 2016年5月18日 2017年1月19日 1,911 5/27～9/27 なし(H28.10.13)

（仮称）ドラッグストアモリ奄美龍郷店
大島郡龍郷町中勝字青蓋978番１
外３筆

(株)大石企画
(株)ドラッグストア
モリ

2016年4月21日 2016年12月22日 1,439 5/10～9/10 なし(H28.10.13)

ドラッグコスモス栗野店
姶良郡湧水町米永字永田585番２
外６筆

(株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2016年2月29日 2016年10月30日 1,541 3/11～7/11 なし(H28.8.1)

（仮称）ドラッグコスモス中種子店
熊毛郡中種子町野間字野別府5121
番　外11筆

(株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2016年1月5日 2016年9月6日 1,700 1/26～5/26 なし(H28.8.1)

（仮称）ドラッグコスモス西之表店
西之表市西之表字上ノ河16064番４
外

(株)コスモス薬品
南国殖
産(株)

(株)コスモス薬品
南国殖産
(株)

2016年1月5日 2016年9月6日 1,987 1/26～5/26 なし(H28.8.1)

（仮称）鹿屋笠之原複合店舗 鹿屋市笠之原2108番地　外４筆 (株)モナミ (株)ユニクロ
(株)クロ
スカンパ
ニー

2015年11月20日 2016年7月21日 2,614 12/8～4/8 なし(H28.6.1)

ホームプラザナフコ伊集院店
日置市伊集院町大田字野首862番
１の一部　外10筆

(株)ナフコ (株)ナフコ 2015年11月17日 2016年7月18日 5,064 12/8～4/8 なし(H28.6.1)

（仮称）ドラッグコスモス出水黄金町店 出水市黄金町484番１　外３筆 (株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2015年9月16日 2016年5月17日 1,530 10/6～2/6 なし(H28.3.16)

（仮称）ドラッグコスモス下伊敷店 鹿児島市下伊敷一丁目44　外１筆 (株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2015年8月21日 2016年4月22日 1,660 9/4～1/4 なし(H28.2.8)

（仮称）上荒田開発店舗
鹿児島市上荒田39-1の一部，39-
16，39-17

九州旅客鉄道
(株)

マックスバリュ九
州(株)

未定 2015年7月29日 2016年3月30日 2,513 8/14～12/14 なし(H28.2.8)

（仮称）ドラッグストアモリ和泊店
大島郡和泊町大字和泊字下当148
番１　外１筆

(株)ドラッグストア
モリ

(株)ドラッグストア
モリ

2015年7月3日 2016年3月4日 1,409 7/24～11/24 なし(H27.11.30)

（仮称）ドラッグストアモリ鹿屋札元店
鹿屋市札元一丁目3499番３　外３
筆

(株)ドラッグストア
モリ

(株)ドラッグストア
モリ

2015年6月19日 2016年2月20日 1,463 7/10～11/10 なし(H27.11.30)

イオンタウン姶良 姶良市西田下深田264番１　外 イオンタウン(株)
(株)正一
電気

イオン九州(株) 未定 2015年6月19日 2016年2月20日 23,257 7/10～11/10 なし(H28.2.8)

ダイレックス鹿屋店 鹿屋市寿八丁目7301番１　外３筆 ダイレックス(株) ダイレックス(株) 2015年6月9日 2016年2月10日 1,640 6/23～10/23 なし(H27.11.30)

スーパーセンタートライアル東開店
鹿児島市東開町東開３番16　外３
筆

(株)トライアルカ
ンパニー

(株)トライアルカ
ンパニー

2015年3月31日 2015年12月1日 3,604 4/21～8/21 なし(H27.11.30)
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（仮称）コメリパワー出水店 出水市黄金町539番　外19筆 (株)コメリ (株)コメリ 2015年2月10日 2015年10月11日 8,798 2/20～6/20 なし(H27.7.29)

（仮称）ドラッグストアモリ奄美店 奄美市名瀬和光町17番１　外２筆
(株)ドラッグストア
モリ

(株)ドラッグストア
モリ

2014年10月15日 2015年6月16日 1,276 10/28～2/28 なし(H27.3.24)

（仮称）ドラッグコスモス出水野田店
出水市野田町上名字町原496番地
外２筆

(株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2014年10月3日 2015年6月4日 1,531 10/17～2/17 なし（H27.3.24)

（仮称）ドラッグストアモリ徳之島亀津
店

大島郡徳之島町亀津字上霜原4927
番　外２筆

(株)ドラッグストア
モリ

(株)ドラッグストア
モリ

2014年9月29日 2015年5月30日 1,425 10/14～2/14 なし（H27.3.24)

（仮称）ドラッグコスモス鹿屋寿店 鹿屋市寿四丁目3121番１ (株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2014年8月29日 2015年4月30日 1,540 9/12～1/12 なし（H27.2.3)

ニシムタスカイマーケット鴨池
鹿児島市真砂本町2421番地836
外３筆

南国交通(株) (株)ニシムタ 2014年8月18日 2015年4月19日 7,710 9/9～1/9 なし(H27.3.24)

ドラッグストアモリ屋久島店
熊毛郡屋久島町小瀬田826番34
外８筆

(株)ドラッグストア
モリ

(株)ドラッグストア
モリ

2014年7月10日 2015年3月11日 1,601 7/25～11/25 なし(H26.12.4)

（仮称）鹿屋笠之原複合店舗 鹿屋市笠之原2108番地　外４筆
ダイワロイヤル
(株)

㈱ユニクロ 未定 2014年6月24日 2015年2月25日 2,873 7/8～11/8 －
取り下げ
（H26.8.22)

ニトリ出水店 出水市今釜町800番地 ㈱ヤマサキ ㈱ニトリ 2014年6月3日 2015年2月4日 2,316 6/20～10/20 なし(H26.12.4)

JA谷山フードモール（仮称） 鹿児島市東谷山一丁目5番地
鹿児島県くみあ
い開発(株)

(株)エーコープか
ごしま

2 2014年4月16日 2014年12月17日 4,550 5/9～9/9 なし(H26.12.4)

（仮称）ドラッグストアモリ出水店 出水市中央町1481番　外６筆
(株)ドラッグストア
モリ

(株)ドラッグストア
モリ

2014年3月26日 2014年11月24日 1,433 4/4～8/4 なし(H26.9.30)

（仮称）ドン･キホーテ鹿児島天文館 鹿児島市山之口町12番９号
ドンキホーテホー
ルディングス

ドン・キホーテ 2014年2月24日 2014年10月25日 1,975 3/14～7/14 なし(H26.7.31)

（仮称）ドラッグコスモス御陵下店・
ほっともっと川内高校前店

薩摩川内市御陵下町字住連木201
番３　外５筆

(株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2013年11月29日 2015年7月30日 1,556 12/17～4/17 なし(H26.5.23)

（仮称）ドラッグコスモス北指宿店
指宿市東方田口田10839番１　外４
筆

(株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2013年8月7日 2014年4月8日 1,532 8/23～１2/23 なし(H26.1.24)

(仮称)ドラッグストアモリ霧島剣之宇
都店

霧島市国分剣之宇都町９番３　外
10筆

ナチュラル ナチュラル 2013年7月5日 2014年3月6日 1,446 7/19～１１/19 なし(H25.11.22)

ケーズデンキ鹿屋店 鹿屋市旭原町3591番16　外6筆
九州ケーズデン
キ

九州ケーズデン
キ

2013年5月17日 2014年2月1日 3,900 5/31～9/30 なし(H25.11.22)

(仮称)アクロスプラザ南栄 鹿児島市南栄一丁目11番１号
大和情報サービ
ス

ジーユー 未定 2013年5月15日 2014年1月16日 2,268 3/19～7/19 なし(H25.11.22)
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（仮称）スーパーセンターニシムタ岩
川店

曽於市大隅町岩川宮ノ前下7411番
地１　外17筆

ニシムタ ニシムタ 2013年3月5日 2013年11月6日 8,404 3/19～7/19 なし(H25.7.26)

（仮称）ドラッグストアモリ川内宮内店
薩摩川内市宮内町上土器手2264番
外7筆

ナチュラル ナチュラル 2013年2月19日 2013年10月20日 1,226 3/1～7/1 なし(H25.7.26)

ホームプラザナフコ川内店生活館
薩摩川内市上川内町字新田4700番
１　外12筆

(株)ナフコ (株)ナフコ 2013年2月8日 2013年10月9日 3,459 3/1～7/1 なし(H25.7.26)

（仮称）ハードオフ・オフハウス鹿児島
東開町店

鹿児島市東開町字東海３番40
ありがとうサービ
ス

ありがとうサービ
ス

2013年1月21日 2013年9月22日 1,458 2/8～6/8 なし(H25.7.26)

ニトリ鹿児島与次郎店
鹿児島市与次郎1丁目2295番地103
外１筆

(株)ニトリ (株)ニトリ 2013年1月9日 2013年9月10日 5,217 1/29～5/29 なし(H25.7.26)

タイヨー新川内店 薩摩川内市西向田町80番　外９筆 タイヨー タイヨー 2012年12月28日 2013年8月29日 3,685 2/1～6/1 なし(H25.7.26)

加世田プロジェクト
南さつま市加世田川畑字新吉原
502番　外45筆

九州ケーズデン
キ

九州ケーズデン
キ

2012年12月6日 2013年8月7日 4,270 1/8～5/8 なし(H25.5.24)

（仮称）ドラッグコスモス鹿屋川西店 鹿屋市川西町3744番１　外４筆 (株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2012年11月14日 2013年7月15日 1,653 11/27～3/27 なし(H25.5.24)

（仮称）テックランド鹿児島指宿店 指宿市東方字野付後8293番外12筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年11月8日 2013年7月9日 2,189 11/26～3/26 なし(H25.5.24)

(仮称)ダイレックス伊集院店
日置市伊集院町清藤2006番２　外
４筆

ダイレックス(株) ダイレックス(株) 2012年11月7日 2013年7月8日 1,628 11/20～3/20 なし(H25.3.22)

（仮称）ドラッグストアモリ東開店 鹿児島市東開町4番17（一部） ナチュラル ナチュラル 2012年10月29日 2013年6月30日 1,228 11/13～3/13 なし(H25.3.22)

(仮称)スーパーセンターニシムタ吉野
店

鹿児島市川上町1943番地１　外21
筆

ニシムタ ニシムタ 2012年10月26日 2013年6月27日 3,211 11/13～3/13 なし(H25.3.22)

(仮称)ドラッグコスモス志布志中央店
志布志市志布志町志布志三丁目
2319番１　外11筆

(株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2012年7月23日 2013年3月24日 1,657 8/14～12/14 なし(H25.1.16)

ホームプラザナフコ志布志店
志布志市志布志町志布志字小堀
464-1　外７筆

(株)ナフコ (株)ナフコ 2012年7月4日 2013年2月1日 4,300 7/31～11/30 なし(H25.1.16)

タイヨー東開店 鹿児島市東開町4番地27 タイヨー タイヨー 2012年6月30日 2013年3月1日 3,180 7/17～11/17 なし(H24.11.26)

ニトリ薩摩川内店・雑貨屋ブルドッグ
薩摩川内店

薩摩川内市上川内町字古府下4184
番地外13筆

(株)ニトリ (株)ニトリ 2012年4月26日 2012年12月27日 3,902 5/18～9/18 なし(H24.11.26)

ホームプラザナフコ川内店生活館
薩摩川内市上川内町字新田4700番
１　外13筆

(株)ナフコ (株)ナフコ 2012年4月9日 2012年12月10日 3,459 5/8～9/8
取下げ
(H24.9.7)
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ＤＩＹホームセンターハンズマン宇宿店
鹿児島市宇宿二丁目450番地139外
33筆

ハンズマン ハンズマン 2012年4月9日 2012年12月10日 9,681 5/8～9/8 なし(H24.9.19)

ホームプラザナフコ鹿児島店 鹿児島市東開町4番地15 (株)ナフコ (株)ナフコ 2012年4月9日 2012年12月10日 7,893 5/22～9/22 なし(H24.11.26)

（仮称）ヒマラヤ出水店 〈出水市今釜町７６３　外６筆〉 オリックス(株) (株)ヒマラヤ 2012年3月14日 2012年11月15日 1,836 4/17～8/17 なし(H24.9.19)

(仮称)鹿児島市真砂本町商業施設 鹿児島市真砂本町３番８号 本坊酒造(株) (株)なりざわ　 未定 2012年3月7日 2012年11月8日 1,356 3/23～7/23 なし(H24.9.19)

タイヨー上荒田店 鹿児島市上荒田町26番４外５筆 (株)タイヨー (株)タイヨー 2012年3月2日 2012年11月3日 1,710 3/16～7/16 なし(H24.7.24)

タイヨー吉田店 鹿児島市本名町1098番1外3筆 (株)タイヨー (株)タイヨー 2012年1月27日 2012年9月28日 1,845 3/6～7/6 なし(H24.7.24)

ライフガーデン国分
霧島市国分中央一丁目1836番１
外１筆

ダイワロイヤル
(株)

マックスバリュ九州(株)
㈱サンド
ラッグ

2011年12月28日 2012年8月29日 2,996 1/20～5/20 なし(H24.5.30)

ニトリ鹿屋店
肝属郡肝付町富山字上尾891番６
外11筆

(株)ニトリ (株)ニトリ 2011年12月21日 2012年8月22日 3,462 1/17～5/17 なし(H24.5.30)

タイヨー騎射場店
鹿児島市下荒田三丁目39番10外５
筆

(株)タイヨー (株)タイヨー 2011年10月14日 2012年6月15日 1,270 11/4～3/4 なし(H24.3.29)

（仮称）スーパーセンターニシムタ薩
摩川内店

薩摩川内市御陵下町字公佛3226番
地　外12筆

㈱ニシムタ ㈱ニシムタ
㈱ココスト
アウエス
ト

2011年9月15日 2012年5月16日 8,369 10/11～2/11 なし(H24.5.14)

天文館シネマパラダイス 鹿児島市東千石町19番1外16筆 ㈱天文館 未定 2011年9月8日 2012年5月1日 1,708 10/14～2/14 なし(H24.3.29)

（仮称）生活協同組合コープかごしま
宇宿店

鹿児島市田上町5558　外22筆
生活協同組合
コープかごしま

生活協同組合
コープかごしま

2011年7月13日 2012年3月14日 1,382 8/12～12/12 なし(H24.1.15)

プラッセ食品館吉野店 鹿児島市川上町1959番30外7筆 ㈱大和 ㈱大和 2011年4月15日 2011年12月16日 1,330 5/2～9/2 なし(H23.11.29)

マックスバリュ東郡元店 鹿児島市東郡元19番３外２筆
マックスバリュ九
州㈱

マックスバリュ九
州㈱

2011年4月11日 2011年12月12日 1,554 4/26～8/26 なし(H23.9.14)

加世田プロジェクト
南さつま市加世田川畑103番１　外
37筆

ライフパートナー
ズ・21

九州ケーズデン
キ

2011年3月18日 2011年11月19日 2,680 4/26～8/26 －
取下げ
(H23.4.28)

ケーズデンキ志布志店
志布志市志布志町安楽字水留178
番４

九州ケーズデン
キ

九州ケーズデン
キ

2010年11月24日 2011年7月25日 1,791 12/14～4/14 なし(H23.7.20)

(仮称)スーパーセンターニシムタ伊集
院店

日置市伊集院町猪鹿倉字池田798
番地１　外54筆

ニシムタ ニシムタ 2010年11月22日 2011年7月23日 8,770 1/18～5/18 なし(H23.7.20)
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アエールタワー 鹿児島市中央町23番地21 新福衣料品 8 未定 2009年12月28日 2010年8月29日 1,540 1/12～5/12 なし(H22.7.30)

マックスバリュくらし館岩川店，ザ・ダイ
ソー鹿児島大隅店，酒のキンコー岩川店

曽於市大隅町月野字上長迫2240番
外７筆

アスト 2
マックスバリュ九
州

2 2009年10月27日 2010年6月28日 2,035 11/6～3/6 なし(H22.6.4)

（仮称）タイヨー浦上店
奄美市名瀬大字浦上字緑1133番４
外12筆

オリックス・アル
ファ

タイヨー 2009年7月24日 2010年3月25日 2,420 8/4～12/4 なし(H22.1.26)

（仮称）中央町22番街区市街地再開
発ビル

鹿児島市中央町22番16号 京屋 12 京屋 2009年7月17日 2010年3月18日 1,590 7/28～11/28 なし(H22.1.26)
店舗名称変更
（H21.11.4）

（仮称）鹿児島中央駅改良計画 鹿児島市中央町１番１号　外11筆
鉄道建設・運輸施
設整備支援機構

九州旅
客鉄道

ビックカメラ 2009年5月27日 2010年1月28日 3,540 6/5～10/5 なし(H22.1.26)

スーパードラッグコスモス串木野店
いちき串木野市下名字唐切田5023
番１　外10筆

(株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2009年4月2日 2009年12月3日 1,317 4/14～8/14 －
取下げ
(H21.9.30)

（仮称）ホームセンターきたやま東開
店

鹿児島市東開町字東開５番19　外
２筆

ダイワロイヤル
(株)

きたやま 2009年2月26日 2009年10月27日 7,524 3/10～7/10 なし(H21.9.17)

（仮称）コミュニティプラザ松元 鹿児島市石谷町1935番１　外７筆
鹿児島県くみあ
い開発(株)

(株)エーコープ鹿
児島

2009年1月23日 2009年9月24日 2,370 2/3～6/3 なし(H21.9.17)

(仮称）ドラッグストアモリ国分福島店
霧島市国分福島字中川原1529番３
外４筆

ナチュラル ナチュラル 2008年12月16日 2009年8月17日 1,178 12/26～4/26 なし(H21.7.9)

タイヨー松元店 鹿児島市石谷町1218番１　外15筆 タイヨー タイヨー 2008年11月18日 2009年7月19日 2,950 11/28～3/28 なし(H21.7.9)

コープタウン田上
鹿児島市田上町3749番地１　外12
筆

下園紙工業 ＰＬＡＣＥ 1 2008年10月27日 2009年6月28日 1,709 11/7～3/7 なし(H21.5.22)

タイヨー岩川店
曽於市大隅町岩川字宮前下7379番
１　外10筆

タイヨー タイヨー 2008年9月30日 2009年6月1日 2,907 10/14～2/14 なし(H21.5.22)

ＡＺスーパーセンター隼人店
霧島市隼人町真孝字西濱田3700番
外320筆

マキオ マキオ 2008年6月25日 2009年3月10日 26,343 7/4～11/4 なし(H21.1.23)

ケーズデンキ指宿店 指宿市東方字野付ノ後8268番１外
ケーズホールディ
ングス

九州ケーズデン
キ

2008年5月27日 2009年1月28日 2,960 6/6～10/6 なし(H21.1.23)

スーパードラッグコスモス重富店
姶良郡姶良町平松字六反田2878番
12外

(株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2008年5月12日 2009年1月13日 1,306 5/23～9/23 なし(H20.11.21)

（仮称）武岡ピュアタウンSC 鹿児島市武岡一丁目659番３外 九州農林開発 マツモトキヨシ 1 2008年4月11日 2008年12月12日 1,868 4/22～8/22 なし(H20.11.21)
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ドラッグストアモリ中種子店
熊毛郡中種子町野間字三俣16495
番11

ナチュラル ナチュラル 2008年2月19日 2008年10月20日 1,430 2/29～6/29 なし(H20.9.18)

ケーズデンキ出水店 出水市黄金町530番地　外
九州ケーズデン
キ

九州ケーズデン
キ

2008年2月12日 2008年10月12日 3,959 2/22～6/22 なし(H20.9.18)

（仮称）ドラッグストアモリ垂水店 垂水市潮彩町二丁目１番１外 ナチュラル ナチュラル 2008年1月11日 2008年9月12日 1,272 1/25～5/25 なし(H20.7.10)

ケーズデンキ霧島店 霧島市隼人町真孝字鶴牟田489番１ 九州ケーズデンキ 九州ケーズデンキ 2007年12月26日 2008年8月27日 4,150 1/11～5/11 なし(H20.7.10)

（仮称）フレスポ国分ジャングルパー
ク

霧島市国分広瀬２丁目583番５　外 大和リース チヨダ 2 2007年11月22日 2008年7月25日 8,536 12/7～4/7 なし(H20.7.10)

ベスト電器指宿店 指宿市東方字萩原8349番１　外 カコイエレクトロ カコイエレクトロ 2007年10月22日 2008年6月23日 1,463 11/6～3/6 なし(H20.6.3)

タイヨー西原店 鹿屋市郷之原町12604番１　外 タイヨー タイヨー 2007年10月10日 2008年6月11日 3,961 10/26～2/26 なし(H20.6.3)

グリーンストア入舟店 奄美市名瀬入舟町18番地１ グリーンストア 1 グリーンストア 2007年7月24日 2008年3月25日 1,154 8/7～12/7 なし(H20.2.27)

ケーズデンキ薩摩川内店 薩摩川内市勝目町字正平4086番１
九州ケーズデン
キ

九州ケーズデン
キ

2007年7月9日 2008年3月10日 5,119 7/20～11/20 なし(H20.2.27)

スーパードラッグコスモス指宿湯の浜店 指宿市十二町字向吉原3632番５　外 (株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2007年6月6日 2008年2月7日 1,207 6/19～10/19 なし(H19.12.19)

ドラッグストアモリ加治木店 姶良郡加治木町反土1460番１　外 ナチュラル ナチュラル 2007年5月25日 2008年1月26日 1,307 6/5～10/5 なし(H19.12.19)

ホームプラザナフコ頴娃店
揖宿郡頴娃町御領字西塩濱6738番
１外

(株)ナフコ (株)ナフコ 2007年4月27日 2007年12月28日 2,028 5/15～9/15 なし(H19.12.19)

ホームプラザナフコ東鹿屋店
鹿屋市笠之原町1439番１　外，肝
属郡肝付町大字富山字笠原840番
外

(株)ナフコ (株)ナフコ 2007年4月26日 2007年12月27日 8,213 5/15～9/15 なし(H19.12.19)

スーパードラッグコスモス中山店
鹿児島市東谷山７丁目2819番２
外

(株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2007年4月25日 2007年12月26日 1,686 5/15～9/15 なし(H19.12.19)

コマーシャルモール東開町 鹿児島市東開町字東開４番12
コマーシャル・
アールイー

九州ケーズデン
キ

2007年4月24日 2007年12月25日 4,750 5/15～9/15 なし(H19.12.19)

ドルフィンポート 鹿児島市本港新町５番４号　外
鹿児島ウォー
ターフロント

山形屋 1 2007年4月13日 2007年12月14日 2,598 5/8～9/8 なし(H19.10.18)

オプシアミスミ 鹿児島市宇宿二丁目314番地　外 Misumi Misumi 2007年3月27日 2007年11月28日 18,300 4/6～8/6 なし(H1910.18)
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(仮称)マックスバリュ武岡店 鹿児島市常磐町509番6号　外 九州農林開発 マックスバリュ九州 2007年3月15日 2007年11月16日 2,182 3/30～7/30 なし(H19.10.18)

スーパードラッグコスモス大口店 大口市里５７１番１　外
大和情報サービ
ス(株)

(株)コスモス薬品 2007年3月6日 2007年11月7日 1,195 3/16/～7/16 なし(H19.10.18)

プラッセだいわ種子島店 西之表市西之表字田代10440番１　外 大和 大和 2007年2月28日 2007年11月1日 6,600 3/13～7/13 なし(H19.10.18)

鹿児島ふるさと物産館 鹿児島市七ツ島１丁目６６番１　外 興南ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ ｴｰｺｰﾌﾟ鹿児島 2007年2月27日 2007年10月28日 1,713 3/13～7/13 なし(H19.10.18)

スーパーセンターニシムタ指宿店 指宿市十二町字横尾ノ上4088番1 ニシムタ ニシムタ 2006年12月22日 2007年8月23日 11,058 1/12～5/12 なし(H19.7.31)

ドラッグストアモリ鹿屋寿店 鹿屋市寿４丁目722番1 外 ナチュラル ナチュラル 2006年12月6日 2006年8月7日 1,497 12/15～4/15 なし(H19.6.6)

ドラッグストアモリ大口店 大口市里７２２番１　外 ナチュラル ナチュラル 2006年10月27日 2007年6月28日 1,430 11/10～3/10 なし(H19.6.6)

ソレイユタウン加治木 姶良郡加治木町木田字岩原159番３ タイヨー タイヨー 4 2006年10月23日 2007年6月24日 9,712 11/10～3/10 なし(H19.6.6)

タイヨー星ヶ峯店 鹿児島市星ヶ峯４丁目３９６４番３ タイヨー タイヨー 2006年9月21日 2007年5月22日 2,060 10/13～2/13 なし(H19.4.18)

コミュニティプラザ国分 霧島市国分福島１７２０　外
鹿児島県くみあ
い開発(株)

(株)エーコープ鹿
児島

3 2006年8月25日 2007年4月26日 5,406 9/15～1/15 なし(H19.4.18)

スーパードラッグコスモス東開店 鹿児島市東開町5番１０　外 大盛産業 コスモス薬品 2006年8月24日 2007年4月25日 1,336 9/8～1/8 あり(H19.4.18)

・勧告
(H19.6.6)
・変更届

(H19.6.22)

ケーズデンキ出水パワフル館 出水市六月田町３８９ 正一電気 正一電器 2006年8月10日 2007年4月11日 2,100 8/29～12/29 なし(H19.2.19)

（仮称）北田大手町地区第一種市街
地活性化開発事業

鹿屋市大手町１番
独立行政法人都市
再生機構九州支社

マックスバリュ九
州

2006年7月31日 2007年4月1日 3,449 8/11～12/11 なし(H19.2.19)

ホームプラザナフコ隼人店 霧島市隼人町東郷字前田６番地２ (株)ナフコ (株)ナフコ 2006年6月7日 2007年2月8日 3,077 6/27～10/27 なし(H18.12.27)

イオン鹿児島東開ショッピングセンター 鹿児島市東開町７番　外 イオン九州 イオン九州 2006年5月16日 2007年9月1日 43,000 5/23～9/23 なし(H18.12.27)

Ａコープ西いずみ店 出水市大野原町１８６０
(株)エーコープ鹿
児島

(株)エーコープ鹿
児島

2006年4月21日 2006年12月22日 2,070 5/9～9/9 なし(H18.11.21)
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パワーランド川内ＭＧＭ 薩摩川内市永利町字中牟田1760番地　外 一六商事 カコイエレクトロ 4 2006年3月31日 2006年12月1日 5,426 4/14～8/14 なし(H18.11.21)

（仮称）フレスポジャングルパーク 鹿児島市与次郎一丁目2295番4号　外 大和工商リース アルペン 10 2006年2月28日 2006年11月1日 13,770 3/10～7/10 なし(H18.9.1)

（仮称）宇宿ＳＣ 鹿児島市宇宿二丁目314番15号　外 福岡地所 カコイエレクトロ 9 2006年1月26日 2006年9月27日 12,141 2/10～6/10 なし(H18.9.1)

（仮称）ニトリ鹿児島店 鹿児島市南栄一丁目２番１　外 (株)ニトリ (株)ニトリ 2006年1月16日 2006年9月17日 6,680 1/31～5/31 なし(H18.9.1)

タイヨー枕崎店 枕崎市東本町６番５ タイヨー タイヨー 2005年12月5日 2006年8月6日 5,524 12/16～4/16 なし(H18.6.26)

スーパードラッグコスモス出水店 出水市上知識町781番地　外 大和情報サービス コスモス薬品 2005年10月31日 2006年7月1日 2,042 11/11～3/11 なし(H18.4.24)

スーパードラッグコスモス頴娃店 揖宿郡頴娃町牧之内2111番地1　外
ダイワロイヤル
(株)

(株)コスモス薬品 2005年10月18日 2006年6月19日 1,245 11/4～3/4 なし(H18.4.24)

スーパードラッグコスモス姶良店 姶良郡姶良町東餅田字加祢ヶ原1772番地 (株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2005年9月27日 2006年5月28日 2,020 10/7～2/7 なし(H18.4.24)

スーパードラッグコスモス加治木店 姶良郡加治木町木田字岩下2553番地3 外 (株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2005年9月27日 2006年5月28日 1,363 10/7～2/7 なし(H18.4.24)

スーパードラッグコスモス末吉店 曽於市末吉町二之方字町畑5130番地１ 外
ダイワロイヤル
(株)

コスモス薬品 2005年9月27日 2006年5月28日 1,333 10/7～2/7 なし(H18.4.24)

タイヨー花棚店 鹿児島市吉野町3615番１　外 タイヨー タイヨー 2005年9月26日 2006年5月27日 3,903 10/4～2/4 なし(H18.4.24)

ホームプラザナフコ垂水店 垂水市潮彩町二丁目１番地 (株)ナフコ (株)ナフコ 2005年8月11日 2006年4月12日 3,307 8/26～12/26 なし(H18.3.30)

ホームプラザナフコ串木野店 串木野市下名字長田12538番１号　外 (株)ナフコ (株)ナフコ 2005年8月11日 2006年4月12日 3,969 8/26～12/26 なし(H18.3.30)

ベリーマッチ西谷山店 鹿児島市上福元町5227番１ 外 タイヨー 鹿児島酒類食品 1 2005年4月14日 2005年12月15日 2,250 4/26～ －
取り下げ
(H17.5.20)

サンキュー出水店 出水市黄金町３１７番１ タイヨー タイヨー 2005年3月11日 2005年11月12日 6,565 3/25～7/25 なし(H17.10.17)

ＡＺスーパーセンター川辺店 川辺郡川辺町永田字田之頭1542 外 マキオ マキオ 2005年2月28日 2005年11月1日 14,308 3/11～7/11 なし(H17.10.17)

ヒマラヤ鹿屋店 鹿屋市笠之原町2066番1 外 ヒマラヤ ヒマラヤ 2005年2月24日 2005年10月25日 2,996 3/11～7/11 なし(H17.10.17)
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栗野リバーサイドモール 姶良郡栗野町木場街区６０ タイヨー 5 タイヨー 5 2004年12月27日 2005年8月28日 4,100 1/7～5/7 なし(H17.8.2)

ヤマダ電機テックランド国分店 国分市松木字加治木畑722番1　外 南九州ヤマダ電機 南九州ヤマダ電機 2004年10月15日 2005年6月15日 1,987 11/19～3/19 なし(H17.3.25)

タイヨー大根占店 肝属郡大根占町馬場字檮山2096番1　外 タイヨー タイヨー 2004年10月7日 2005年6月8日 3,229 10/29～2/28 なし(H17.3.25)

国分山形屋 国分市中央３丁目５１５番１ 国分山形屋 国分山形屋 2004年9月3日 2005年10月1日 15,000 9/24～1/24 なし(H17.3.25)

スーパードラッグコスモス川辺店 川辺郡川辺町田部田字井料前６５５９　外
ダイワロイヤル
(株)

(株)コスモス薬品 2004年8月25日 2005年4月26日 2,059 9/21～1/21 なし(H17.2.8)

スーパードラッグコスモス国分松木店 国分市松木字向川原５９９番２　外 (株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2004年7月22日 2005年3月23日 2,430 8/13～12/13 なし(H17.2.8)

（仮称）Ａコープタウン姶良 姶良郡姶良町西餅田字森ノ下２９０番１　外
鹿児島県くみあ
い開発(株)

(株)エーコープ鹿
児島

3 2004年6月30日 2005年2月28日 4,416 7/16～11/16 なし(H17.2.8)

スーパードラッグコスモス宮之城店 薩摩郡宮之城町時吉字囿田２３９番１　外
ダイワロイヤル
(株)

(株)コスモス薬品 2004年6月14日 2005年2月15日 1,748 7/13～11/13 なし(H16.12.13)
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鹿児島県大規模小売店舗立地法　法第５条第１項（新設）届出の概要【平成12年６月～令和４年３月末】

他 核店舗１ 他
備　　考新設する日届出日

店舗面積
の合計
（㎡）

県意見（通知
日）

所在地
届出の

縦覧期間
小売業者名建物設置者名

大規模小売店舗名年度

スーパードラッグコスモス鹿屋共栄店 鹿屋市共栄町１５０　外 (株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2004年4月27日 2004年12月28日 2,057 5/14～9/14 なし(H16.12.13)

マックスバリュ鹿屋寿三丁目店 鹿屋市寿３丁目３１０６番地１　外 ミズホ商会 マックスバリュ九州 2004年4月12日 2004年12月13日 1,652 4/27～8/27 なし(H16.10.15)

スーパーセンターニシムタ大口店 大口市大島字次郎兵衛１２８７番１　外 ニシムタ ニシムタ 2004年2月27日 2004年11月1日 10,551 3/12～7/12 なし(H16.10.15)

スーパードラッグコスモス枕崎店 枕崎市寿町１　外
ダイワロイヤル
(株)

(株)コスモス薬品 2003年12月25日 2004年8月26日 1,720 1/16～5/16 なし(H16.7.30)

スーパードラッグコスモス川内平佐店 川内市平佐町２０３７番地１　外
ダイワロイヤル
(株)

(株)コスモス薬品 2003年12月5日 2004年8月6日 1,313 12/24～4/24 なし(H16.6.4)

ケーズデンキ川内パワフル館 川内市山之口町字田中平４５１５番１　外 正一電気 正一電気 2003年10月31日 2004年7月1日 3,376 11/18～3/18 なし(H16.6.4)

アミュプラザ鹿児島フレスタかごしま 鹿児島市中央町１番１　外 九州旅客鉄道 1 紀伊國屋書店 2 2003年10月31日 2004年9月1日 20,753 11/18～3/18 なし(H16.6.4)

タイヨー重富店 姶良郡姶良町平松３６８１番１　外 タイヨー タイヨー 2003年7月31日 2004年4月1日 5,149 8/15～12/15 なし(H16.2.13)

ヤマダ電機テックランド鹿児島鹿屋店 鹿屋市札元２丁目３６５６番１ 南九州ヤマダ電機 南九州ヤマダ電機 2003年6月10日 2004年2月11日 1,683 7/8～11/8 なし(H15.12.4)

デオデオ鹿屋店 肝属郡高山町富山字上牧１００８－１　外 デオデオ デオデオ 2003年4月25日 2003年12月26日 1,982 5/16～9/16 なし(H15.10.17)

ファッションセンターしまむら枕崎店 枕崎市寿町４４６ しまむら しまむら 2003年2月6日 2003年10月7日 1,297 2/28～6/28 なし(H15.7.30)

マイコープタウン出水 出水市上知識町８５０ コープかごしま コープかごしま 2 2002年11月12日 2003年7月13日 3,155 11/29～3/29 なし(H15.6.2)

ファッションセンターしまむら末吉店 曽於郡末吉町二之方字大園道添５１３７－１ トーア しまむら 2001年9月21日 2002年5月22日 1,350 10/19～2/19 なし(H14.4.16)

ベスト電器出水店 出水市向江町７６６ カコイエレクトロ カコイエレクトロ 2001年4月6日 2001年12月7日 1,613 5/1～9/1 なし(H13.12.5)

サンキュー新栄店 鹿児島市新栄町１８５－８０ タイヨー タイヨー 2000年12月4日 2001年8月5日 7,258 12/22～4/23 なし(H13.7.31)

マイコープタウン姶良 姶良郡姶良町西餅田３３２８－１ コープかごしま コープかごしま 2 2000年11月1日 2001年7月15日 2,986 11/24～3/24 なし(H13.6.4)
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