
平成１２年度　大規模小売店舗立地法　法第５条第１項（新設）届出の概要　　【２０１８年２月末】

　　　　注１）　本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものである。

　　　　注２）　データが複数ある項目（小売業者名等）については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合がある。

局名 自治体名
大規模小売店舗名 所在地 届出日 新設する日 店舗面積の

合計（㎡）
取下げ（×）

他 核店舗１ 核店舗２ 他

北海道 北海道 コーチャンフォー釧路店 釧路市春採７丁目233-2の内 太平洋興発 リライアブル 2000年8月30日 2001年10月1日 3,816

北海道 北海道 ＤＣＭホーマック砂川店 砂川市東１条南12丁目20ー１外 中道リース ＤＣＭホーマック 2000年12月15日 2001年6月28日 2,482

北海道 北海道 函館昭和タウンプラザ 函館市昭和１丁目401-1外
セントラルリーシ
ングシステム ベスト電器 ユニクロ 4 2001年1月29日 2001年9月29日 13,432

北海道 北海道
ぷらっと・てついち（輪西中核施設
協同組合） 室蘭市輪西町２丁目５番１号

輪西中核施設協
同組合 ラルズ 11 2001年3月28日 2001年10月25日 1,985

北海道 札幌市 イオン札幌元町ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 札幌市東区北32東15外
三菱ＵＦＪ信託銀
行 イオン 29 2000年7月17日 2002年3月21日 22,400

北海道 札幌市 DCMホーマック厚別西店 札幌市厚別区厚別西3-6,700-73他 コガ ＤＣＭホーマック 2000年9月14日 2001年7月10日 4,147

北海道 札幌市 札幌アルタ 札幌市中央区南1条西2丁目 札幌アルト 三越 2000年11月1日 2002年10月8日 6,200

北海道 札幌市 西友札幌北野店
札幌市清田区北野7条3丁目275-1
外 西友 西友 2000年12月27日 2001年10月1日 2,099 ×

東北 青森県 県庁生協新城店 青森市大字石江字江渡52-3外
青森県民生活協
同組合

青森県庁消費生
活協同組合 4 2000年12月28日 2001年9月1日 1,456

東北 青森県 三戸ショッピングセンター
三戸郡三戸町大字川守田字下比良
１８－１外 イオン 1 イオン

外１（他未
定） 2001年2月21日 2001年10月22日 7,046

東北 岩手県 前潟ショッピングセンター 盛岡市前潟三丁目2番1号ほか デンコードー 2 デンコードー サンデー ホットマン 2001年1月10日 2001年11月1日 10,503

東北 岩手県 ｶﾙﾁｬｰﾊﾟｰｸあてるい･A
奥州市水沢区佐倉河字字東沖ノ目
１０８番地１ほか トキワ サンデー タケダスポーツ 19 2001年2月21日 2002年9月1日 13,992

東北 岩手県 ｶﾙﾁｬｰﾊﾟｰｸあてるい･B
奥州市水沢区佐倉河字東沖ノ目78
番ほか トキワ カワチ薬品 2001年2月21日 2002年9月1日 2,584

東北 宮城県 柴田ショッピングプラザ
柴田町船岡南土地区画整理地8-1
外 ヨークベニマル 1 ヨークベニマル 3 2000年10月13日 2001年10月1日 5,140

東北 宮城県 名取田高ショッピングセンター 名取市田高字原509外72 ホーマック ホーマック ヨークベニマル 2000年12月19日 2003年6月1日 13,000

東北 秋田県 イオン五城目ショッピングセンター
秋田県南秋田郡五城目町大字上樋
口字熊堂下48番1　外 イオン イオン 13 2000年10月13日 2001年6月14日 17,569

東北 秋田県 釈迦内ショッピングセンター
大館市釈迦内字稲荷山下２９４番地
外

マックスバリュ東
北

マックスバリュ東
北 1 2000年11月8日 2001年8月30日 2,311

東北 山形県 ラオックス電激倉庫山形高堂店 山形市高堂二丁目52番１号 庄子デンキ 庄子デンキ 2000年9月26日 2001年5月27日 2,514

東北 山形県 カワチ薬品天童店
天童市北目土地区画整理事業仮換
地２７街区２番外 カワチ薬品 カワチ薬品 2000年11月22日 2001年7月23日 3,358

東北 山形県 イオン三川ショッピングセンター
東田川郡三川町大字猪子字和田庫
１２８番１外 ジャスコ ジャスコ 外　未定 2000年11月30日 2001年7月31日 37,706

東北 山形県 カワチ薬品米沢北店 米沢市中田町字鶴巻1997-1 カワチ薬品 カワチ薬品 2000年12月4日 2001年8月9日 3,306

東北 山形県 マックスバリュ余目店
東田川郡余目町大字余目字滑石
57-1外

マックスバリュ東
北

マックスバリュ東
北 2000年12月26日 2001年8月27日 1,569

建物設置者名 小売業者名

2017/4/2

経済産業省



東北 山形県 ヨークタウン成沢 山形市成沢西一丁目６番１７号 ヨークベニマル ヨークベニマル 2 2001年2月1日 2001年10月2日 4,159

東北 山形県 天童ショッピングセンター
天童市鍬の町土地区画整理事業地
内１７街区３番外

マックスバリュ東
北

マックスバリュ東
北 2001年3月21日 2001年11月22日 3,166

東北 福島県 ＭＯＬＴＩ 福島県郡山市駅前二丁目11-1
郡山駅西口再開
発 14 ベネトンジャパン 27 2000年7月19日 2001年3月24日 7,683

東北 福島県 ケーヨーデイツー矢野目店
福島市福島北土地区画整理事業地
内61街区1　外 ケーヨー 16 ベネトンジャパン 24 2000年11月24日 2001年10月1日 3,915

東北 福島県 ダイユーエイト鹿島店 相馬郡鹿島町大字鹿島字北田81外 ダイユーエイト ダイユーエイト 2000年12月15日 2001年12月1日 2,284

東北 福島県 カワチ薬品会津若松南店
会津若松市門田町大字飯寺字村東
858外 カワチ薬品 カワチ薬品 1 2000年12月19日 2001年8月20日 3,208

東北 仙台市 西多賀ショッピングプラザ 仙台市太白区西多賀三丁目1-1 みやぎ生協 1 みやぎ生協 6 2000年10月5日 2001年10月20日 2,650

関東 茨城県 エスコート赤塚 水戸市赤塚１－３５７－５　外１７筆 赤塚企画 未定（１６） 2000年10月20日 2002年5月18日 3,641

関東 茨城県 カワチ薬品川尻店
日立市川尻町字富士下３４６－１
外１０筆 カワチ薬品 カワチ薬品 2000年11月17日 2001年7月19日 2,916

関東 茨城県 カワチ薬品佐和店
ひたちなか市高場字高房１２１１番
地　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2001年2月9日 2001年10月11日 2,758

関東 茨城県 カインズ日立モール 日立市留町字前川１２７０－２ カインズ カインズ 2 2001年3月9日 2001年11月10日 16,976

関東 茨城県 カワチ薬品つくば大穂店
つくば市宿西土地区画整理事業地
内筑穂２丁目Ｃ区画番号１０ カワチ薬品 カワチ薬品 2001年3月21日 2001年11月22日 3,267

関東 栃木県 ヤオハン片柳町店
栃木市片柳町４丁目字道祖神474-
1外 八百半商店 八百半商店 2 2000年11月15日 2001年7月16日 2,044

関東 栃木県 コンフォモール足利 足利市八幡町字宮脇600番1外
モールホールディ
ング ヤオコー 3 2000年12月27日 2001年8月28日 4,581

関東 栃木県 真岡ショッピングモール 真岡市下高間木４３街区外 とりせん とりせん 7 2001年2月23日 2002年3月1日 5,967

関東 群馬県 トイザらス伊勢崎店

伊勢崎市都市計画事業西部第一土
地区画整理事業地内仮換地街区番
号３６仮地番２２外 森村佐知夫 日本トイザらス 2000年6月1日 2001年4月27日 2,341

関東 群馬県 カインズ前橋・吉岡モール 北群馬郡吉岡町大久保８２１外 カインズ カインズ 2000年6月1日 2001年12月1日 16,500 ×

関東 群馬県 カインズホーム富岡・甘楽店 甘楽郡甘楽町福島９００外 カインズ カインズ 2000年6月1日 2001年12月1日 10,311 ×

関東 群馬県 ヤマダ電機テックランド伊勢崎店
伊勢崎市韮塚土地区画整理事業２
０街区保ー１ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2000年8月11日 2001年4月12日 3,461

関東 群馬県 ﾍﾞｲｼｱｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ月夜野店
利根郡月夜野町大字下牧字二反田
５０７番地外 ベイシア ベイシア ○ 2000年8月17日 2001年11月23日 8,425

関東 群馬県 ベイシア吾妻店

吾妻郡吾妻町駅北土地区画整理事
業地内４０街区９９１番地１外(仮地
番) ベイシア ベイシア ○ 2000年8月17日 2001年9月13日 7,261

関東 群馬県 ヤマダ電機テックランド館林店
館林市瀬戸谷町字瀬戸谷２２９３番
１外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2000年8月29日 2001年4月30日 3,157

関東 群馬県 カワチ薬品藤岡店 藤岡市中字沖９２４－１外 カワチ薬品 カワチ薬品 2000年10月30日 2001年7月10日 3,856

関東 群馬県 ＡＣＯＯＰあがつま店
吾妻郡吾妻町駅北土地区画整理事
業地内１５街区８７２外（仮地番） あがつま農協 あがつま農協 ○ 2000年11月22日 2001年11月15日 4,224

関東 群馬県 カワチ薬品館林東店 館林市楠町字沼附３６１３－１ カワチ薬品 カワチ薬品 2000年12月25日 2001年9月6日 3,052

関東 埼玉県 パルテきたこし 越谷市大沢3-6-1

北越谷駅東口Ａ
街区市街地再開
発組合理事長 東急ストア ○ 2000年8月16日 2001年4月20日 4,459

関東 埼玉県 熊谷クレッセ 熊谷市大字小島字下川原７７０外 アマダ セキチュー 2000年9月20日 2001年9月27日 6,904



関東 埼玉県 ベルク中青木店 川口市中青木2-24-1外 長堀鉄工所 ベルク ○ 2000年9月22日 2001年7月1日 1,813

関東 埼玉県 斎藤ビル
入間市都市計画事業武蔵藤沢周辺
土地区画整理事業施行地区 斎藤さと オリンピック 2000年11月6日 2002年4月1日 6,234

関東 埼玉県 OSCデオシティ新座 新座市中野2338番地　外 データプラン オリンピック 2000年11月16日 2001年11月1日 7,183

関東 埼玉県 オリンピック新座店・専門店棟 新座市中野2-2346-1 クレアース
アオキインターナ
ショナル ○ 2000年11月16日 2001年11月1日 6,669

関東 埼玉県 ドン．キホーテ蕨市錦町店 蕨市錦町1-203-2外 蕨倉庫 ドン・キホーテ 2000年11月30日 2001年8月1日 1,605

関東 埼玉県
いなげや入間春日町ビル（Ａ棟）、
（B棟） 入間市春日町1-748-11外 いなげや いなげや ○ 2000年12月26日 2001年12月21日 2,186

関東 埼玉県 ベルク南古谷店 川越市並木264-1 桜建物 ベルク ○ 2001年1月12日 2001年12月1日 1,870

関東 埼玉県 西友越谷伊原店 越谷市伊原1-１２９９-1 日本鋳鉄 西友 2001年2月23日 2001年11月15日 1,509

関東 千葉県 東京ディズニーシー商品施設 浦安市舞浜１番13ほか
オリエンタルラン
ド

オリエンタルラン
ド 2000年7月3日 2001年7月1日 7,577

関東 千葉県
（仮称）野田中根新田ショッピング
センター 野田市中根新田字鹿島原57番ほか タカラ メガスポーツ 2 2000年8月7日 2001年10月2日 6,738

関東 千葉県 もねの里ショッピングプラザ
四街道市物井字新久1439番地16ほ
か 新都市ライフ 三徳 3 2000年10月10日 2002年3月1日 1,951

関東 千葉県 茂原マーケットプレイス 茂原市茂原字堰下1189番ほか 正林工業 1 文教堂 6 2000年10月12日 2001年9月28日 5,519

関東 千葉県 アウトレットコンサート長柄 長柄町山之郷字矢指67番1ほか
長柄ショッピング
リゾート

長柄ショッピング
リゾート 2000年11月13日 2001年7月13日 20,531

関東 千葉県
（仮称）マミーマート松戸高塚新田
店

松戸市大字高塚新田字木戸前160
番334ほか マミーマート マミーマート 2001年2月6日 2001年10月8日 2,441

関東 東京都 晴海ｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾘﾄﾝｽｸｴｱ商業施設 中央区晴海1丁目8番1号ほか
エス・シー・プロパ
ティーズ 6 東京トヨペット 34 2000年6月1日 2001年4月1日 8,108

関東 東京都 品川ｼｰｻｲﾄﾞﾌｫﾚｽﾄｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 品川区東品川四丁目100番１ほか 日本たばこ産業 ジャスコ 2000年6月1日 2002年9月1日 37,942

関東 東京都 イオン昭島ショッピングセンター 昭島市大神町字古新田889番2ほか 平和不動産 イオン

2003/4/30
変更届

ジャスコ→
イオン 2000年6月21日 2001年10月29日 28,863

関東 東京都 丸井インザルーム新宿店 新宿区新宿三丁目1番13号 京王電鉄 丸井 2000年6月29日 2001年4月12日 2,684

関東 東京都 メゾンエルメス 中央区銀座五丁目103-1番ほか エルメスジャポン エルメスジャポン 2000年6月30日 2001年3月1日 2,025

関東 東京都 ヴェロックス２８ 渋谷区神宮前六丁目３１番１７号

ヴェロックス・シ
ティ・インベストメ
ント・リミテッド 未定 2000年12月5日 2001年12月1日 2,254

関東 東京都 大丸ピ－コック石川台店 大田区東雪谷二丁目１３４－１ 山忠不動産 大丸ピーコック 2000年12月6日 2001年9月1日 1,680

関東 東京都 銀座並木通りビル 中央区銀座二丁目3番6号 東洋信託銀行 ササビ－ 2000年12月14日 2002年9月1日 3,783

関東 東京都 石神井公園ﾋﾟｱﾚｽ　ｻﾞ･ｼﾃｨ 練馬区石神井公園２丁目１４番１号

石神井公園駅北
口地区市街地再
開発組合 クイーンズ伊勢丹 18 2001年2月26日 2002年3月15日 4,257

関東 東京都
（仮称）住友不動産有楽町商業ﾋﾞ
ﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 千代田区丸の内３丁目８番３号 東京都 ソフマップ 1 2001年2月28日 2001年11月1日 6,617

関東 東京都 ﾔﾏﾀﾞ電機テックランド足立家電館 足立区平野２－１４４２－７ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2001年3月2日 2001年11月3日 4,008

関東 東京都 ザ・モール瑞穂
西多摩郡瑞穂町大字高根字高根
623 極東開発工業 西友 2001年3月28日 2002年3月12日 24,282



関東 東京都
上目黒区二丁目地区市街地再開
発ビル 目黒区上目黒２－１

上目黒二丁目地
区市街地再開発
組合 東急ストア 2001年3月28日 2002年4月1日 1,733

関東 神奈川県 大和オークシティ 大和市下鶴間１丁目3050番１ イトーヨーカ堂 ○ イトーヨーカ堂 ○ 2000年6月1日 2001年11月28日 51,177

関東 神奈川県 フラワーランド海老名店 海老名市柏ヶ谷字峰下491-1外 フラワーランド フラワーランド 1 2000年8月25日 2001年4月26日 2,350

関東 神奈川県 イトーヨーカドー湘南台店 藤沢市石川６－２の１
森インベストメン
ト・トラスト イトーヨーカ堂 ○ 2000年11月2日 2002年6月1日 18,595

関東 神奈川県 ミウィ橋本 相模原市橋本３－１２６の３外 住友商事 ○ 良品計画 ○ 2000年11月10日 2001年8月31日 15,484

関東 神奈川県 ケーヨーデイツー久里浜店 横須賀市舟倉１－786の１外 高島屋日発工業 ケーヨー 2000年12月13日 2002年3月1日 9,654

関東 神奈川県 スーパーアルプス塩田店 相模原市田名８８５０
スーパーアルプ
ス スーパーアルプス 2001年3月1日 2001年11月14日 2,860

関東 新潟県 原信関原店 長岡市関原町1丁目957番地 荒木俊栄 原信 1 2000年9月4日 2001年5月15日 1,400

関東 新潟県 ナルス柿崎店
中頚城郡柿崎町大字柿崎字藤木
711番 ナルス ナルス 1 2000年9月14日 2001年5月15日 2,192

関東 長野県
ジャスコ新中野ショッピングセン
ター

長野県中野市大字一本木２５２－１
他 イオン イオン 2000年6月30日 2001年9月1日 14,000

関東 長野県 マツヤ上田芳田店
長野県上田市大字芳田字寺田
1513-1ほか マツヤ マツヤ 1 2000年11月14日 2001年10月1日 2,339

関東 長野県 アップルランド諏訪豊田店
長野県諏訪市大字豊田字橋下
1231-1ほか アップルランド アップルランド 2001年2月2日 2001年10月4日 1,600

関東 山梨県 Ｊマート長坂店 北巨摩郡長坂町大八田１６６番地外 ジェイマート ジェイマート 2000年8月22日 2001年4月23日 4,900

関東 山梨県
八ヶ岳小淵沢リゾートアウトレット
モール

北巨摩郡小淵沢町大字小淵沢字出
口３９９９番地外

八ヶ岳モールマ
ネージメント

アウトレットサー
ビス 44 2000年11月13日 2001年7月14日 5,499

関東 山梨県 渡東ショッピングセンター 富士吉田市下吉田１７５５番地１ 渡東 セルバ 1 2001年1月15日 2001年9月16日 2,243

関東 山梨県 アクロスプラザ山梨 山梨市下石森字宮ノ前７番地１ オギノ 外6 オギノ 4 2001年2月15日 2001年10月16日 6,051

関東 山梨県 オギノ韮崎ショッピングセンター 韮崎市藤井町南下条２００番地 オギノ オギノ 5 2001年3月16日 2001年11月17日 4,082

関東 静岡県
ジャスコ富士宮ショッピングセン
ター 富士宮市浅間町173-2外 オーミケンシ イオン ○ 2000年7月19日 2001年10月1日 23,855

関東 静岡県 ジャスコ焼津ショッピングセンター
焼津市南部土地区画整理地内街区
２１２符号２外 イオン イオン ○ 2000年9月11日 2002年7月1日 16,713

関東 さいたま市 ライブタワー武蔵浦和 さいたま市南区別所７丁目１５４１番 富佐屋 東武ストア 6 2000年7月19日 2001年3月20日 2,841

関東 さいたま市
北浦和１丁目地区市街地再開発
ビル

さいたま市浦和区北浦和１丁目地
区内

北浦和ターミナル
ビル クイーンズ伊勢丹 2001年3月23日 2002年1月31日 1,654

関東 千葉市 ヤマダ電機テックランド千葉本店
千葉市若葉区貝塚町１０８９番２
外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2000年12月6日 2001年8月7日 3,779

関東 千葉市 千葉市朝日ヶ丘サイト 千葉市花見川区畑町６１８番２　外 サミット サミット 2000年12月15日 2001年9月15日 1,185

関東 千葉市 ミハマ・ニューポート・リゾート 千葉市美浜区新港３２番地１１　外 イエローハット イエローハット 6 2001年1月12日 2001年9月20日 9,503

関東 千葉市 ヤオコー千葉学園前店 千葉市緑区南生実町10-11-1 ヤオコー ヤオコー 2001年3月1日 2001年10月1日 2,001

関東 横浜市 キーサウス 都筑区茅ヶ崎中央１４番１２号
港北都市開発セ
ンター メガスポーツ 1 2000年6月30日 2001年10月2日 5,500

関東 横浜市 ヤマダ電機テックランド横浜泉店 泉区上飯田町3,937番の１外 久保田化工機 ヤマダ電機 2000年11月8日 2001年7月9日 4,968

関東 横浜市 パークスクエア横浜 中区吉浜町1番地の2外 住友不動産 ビック・ライズ ○ 2001年2月6日 2001年10月20日 2,835



関東 横浜市 横浜デザインセンター
西区みなとみらい21中央地区42街
区

シティトラスト信
託銀行 大塚家具 1 2001年3月12日 2003年8月25日 22,720 ×

関東 新潟市 豊栄ショッピングセンター 新潟市北区葛塚字巳高入1262番外 原信 1 原信 2 2001年2月5日 2001年10月6日 8,136

関東 新潟市 ＢＰ２ 新潟市中央区八千代2496番地1外 新潟交通
クラッシュアンドカ
ンパニー 2 2001年3月12日 2001年11月15日 3,209

関東 浜松市 ケーヨーデイツー浜北店 浜松市浜北区東美薗884 外 大和リース ケーヨー 2000年10月31日 2001年9月1日 3,503

関東 浜松市 アピタ浜北店 浜松市浜北区貴布祢1200 ユニー ユニー ○ 2000年12月14日 2002年3月20日 19,029

関東 浜松市 ケーヨーデイツー中田島店 浜松市南区中田島627-4 外
アサヒハウス工
業 ケーヨー 2001年1月12日 2001年9月13日 3,860

中部 愛知県 イオン東浦ショッピングセンター
東浦町大字緒川字申新田二区６７
－８外 イオン興産 ジャスコ ○ 2000年8月7日 2001年6月1日 46,644

中部 愛知県 フィットハウス三好店 三好町大字三好字上砂後８－14 フィットハウス フィットハウス 2000年8月14日 2001年6月18日 1,758

中部 愛知県 アピタ岡崎店 岡崎市日名北町４－１ほか ユニー ユニー ○ 2001年1月30日 2002年6月21日 22,421

中部 愛知県 竜美丘ガーデンプレイス 岡崎市東明大寺町１５－１ほか エスエス企画 エスエス企画 2 2001年2月1日 2001年12月1日 1,747

中部 愛知県 アピタ荒尾店
東海市荒尾第二特定土地区画整理
事業地内２５街区 ユニー ユニー ○ 2001年3月15日 2002年9月6日 19,717

中部 岐阜県 ファミリースーパーマルキ高富店
山県郡高富町大字東深瀬字平柳
109-2番

ファミリースー
パーマルキ

ファミリースー
パーマルキ 1 2000年10月31日 2001年7月1日 1,354

中部 岐阜県 オーキッド・パーク（仮称） 岐阜市香蘭町二丁目２３番地外 エイデン エイデン ○ 2000年11月2日 2001年11月1日 11,000

中部 岐阜県 バロー白鳥店 郡上郡白鳥町白鳥字向島1073　外 バロー バロー ○ 2001年1月11日 2001年11月8日 1,710

中部 三重県 ジャスコ明和ショッピングセンター
明和町大字中村字長波賀１２２３番
地外 ジャスコ ジャスコ ○ 2000年6月30日 2001年5月22日 37,320

中部 三重県
(仮称）長島ファクトリーアウトレッ
トモール 桑名郡長島町大字浦安３６８外 三井不動産 1 イトキン ○ 2000年8月10日 2002年4月1日 16,963

中部 三重県 (仮）マックスバリュ北勢町店
三重県員弁郡北勢町大字阿下喜字
中川原3325-1他5

マックスバリュ中
部

マックスバリュ中
部 ○ 2000年12月8日 2001年8月9日 4,007

中部 三重県 株式会社フィットハウス四日市店 四日市市ときわ一丁目1327-1ほか フィットハウス フィットハウス 2001年2月14日 2001年12月1日 1,902

中部 富山県 スーパーセンターシマヤ砺波店 砺波市苗加６５８番地１　外 島屋 島屋 2001年2月1日 2001年10月20日 7,555

中部 富山県 モリワンワールド 富山市今泉西部町2番地8　外 モリワン モリワン 2001年2月2日 2001年10月5日 2,137

中部 石川県 コンフォモール内灘「ナタビ」
内灘町千鳥台４丁目１番地及び５丁
目１番地 大京 バロー 16 2000年12月22日 2001年9月10日 25,317 ×

中部 石川県 東京ストアー田上店
金沢市田上土地区画整理地５６街
区 東京ストアー 東京ストアー 2001年1月11日 2002年7月4日 1,592

中部 石川県 カーマホームセンター金沢田上店
金沢市田上土地区画整理地５７街
区 カーマ カーマ 2001年1月11日 2002年7月4日 4,994

中部 石川県 バザール鞍月店
金沢市鞍月土地区画整理事業地内
４０街区ほか バザールフーズ バザールフーズ 2001年2月9日 2001年11月1日 1,440

中部 石川県 ふとん田中金沢店
金沢市鞍月土地区画整理事業地内
１街区ほか 田中ふとん店 田中ふとん店 2001年2月28日 2001年10月29日 2,892

中部 名古屋市 大須30番再開発ビル 中区大須三丁目3010番地外

大須30番第１地
区市街地再開発
組合 1 松屋コーヒー本店 10 2000年9月7日 2002年11月1日 8,441

中部 名古屋市
ジャスコ熱田大同ショッピングセ
ンター 熱田区六野一丁目２０１番他 大同特殊鋼 ジャスコ 2000年12月19日 2002年10月15日 45,995

中部 名古屋市 ノリタケスクエア 西区則武新町三丁目102番他
ノリタケカンパ
ニーリミテド

ノリタケテーブル
ウェア 2000年12月28日 2001年10月1日 2,175



中部 名古屋市 メッツ大曽根

名古屋都市計画事業大曽根土地区
画整理事業施行地域内５８街区２－
２（仮換地）

エム・イー・ティー
特定目的会社 エイデン 3 2001年1月29日 2002年4月1日 17,110

近畿 福井県 三共ジョーシンふくい店

福井市都市計画事業市場周辺土地
区画整理事業仮換地番号26街区７
番・８番（従前地　福井市開発町４字
９－１・９－２） 五十嵐　信行 三共ジョーシン 2000年10月30日 2001年7月1日 3,242

近畿 大阪府 関西ｽｰﾊﾟｰ河内磐船店 交野市森北１丁目４９番外 向井昭二 9
関西スーパー
マーケット ○ 2000年12月20日 2001年9月1日 2,524

近畿 大阪府 希来里（きらり） 東大阪市岩田町４丁目３番及び４番

若江岩田駅前地
区市街地再開発
組合 万代 ○ 2000年12月22日 2001年9月20日 4,295

近畿 大阪府
ヤマダ電機テックランド大阪貝塚
店 貝塚市小瀬１丁目254番外

延田コーポレー
ション ヤマダ電機 2001年1月4日 2001年9月5日 3,850

近畿 大阪府 光陽ハウス枚方招提店 枚方市招提北町２丁目2375番外 光陽ハウス ニック産業 ○ 2001年1月11日 2001年9月12日 3,929

近畿 大阪府 ミドリ電化　新寝屋川店 寝屋川市池田新町105－１外 ミドリ電化 ミドリ電化 2001年3月30日 2001年11月10日 2,844

近畿 兵庫県 ＡＣＴＡ（アクタ）・西宮 西宮市北口町19番12、13
都市基盤整備公
団 コープこうべ 73 2000年6月1日 2004年10月1日 20,532

近畿 兵庫県 コープ尼崎近松及びフラップ２１ 尼崎市上坂部3丁目309外 コープこうべ コープこうべ 9 2000年6月1日 2001年4月1日 3,570

近畿 兵庫県 ＡＭＡＧＯＴＴＡ 尼崎市西大物町12番41号 森木材工業 未定 2000年6月8日 2002年10月1日 6,382

近畿 兵庫県 ニノミヤ新太子店 揖保郡太子町東南598-1外 ニノミヤ ニノミヤ 2000年11月10日 2001年11月1日 3,106

近畿 兵庫県 アスピア明石 明石市東仲ノ町6番1号
明石地域振興開
発 25 マルハチ 61 2001年1月30日 2001年11月29日 17,778

近畿 兵庫県 やぶＹタウン 養父郡養父町上箇153番地1 養父町開発 コーナン商事 8 2001年2月27日 2001年11月1日 8,370

近畿 和歌山県 ショッピングプラザ西浜店 和歌山市西浜９４０－１他 パーティハウス オークワ パーティハウス オークワ 2000年12月28日 2001年9月1日 1,823

近畿 京都市 コープ二条駅 中京区西ノ京星池町４６－１ 京都生協 京都生協 2 2000年11月28日 2001年12月20日 1,241

近畿 大阪市 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・ｽﾀｼﾞｵ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 此花区桜島２丁目 ユー・エス・ジェイ ユー・エス・ジェイ 2000年6月1日 2001年3月1日 6,864

近畿 大阪市 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・シティウォーク大阪 此花区島屋６丁目２番６１ 大阪北港開発
住商ドラッグスト
アーズ ○ 2000年6月1日 2001年3月1日 18,592

近畿 大阪市 難波ｾﾝﾀｰビル 中央区難波千日前６番４、1512番２ 関電産業 良品計画 2000年7月3日 2001年11月1日 5,728

近畿 大阪市 イーマ 北区梅田１－７－８・９・１０・１１
大阪アストリア起
業 バルス 25 2000年10月31日 2002年4月10日 6,139

近畿 大阪市 ヨドバシカメラ梅田 北区大深江４番８、９ ヨドバシカメラ ○ ヨドバシカメラ 32 2001年1月16日 2001年11月20日 50,093

近畿 大阪市 吉本興業ビル心斎橋１号館 中央区心斎橋筋２４－１，２５ 吉本興業
アインファーマ
シーズ 2 2001年1月29日 2001年12月1日 1,839

近畿 大阪市 なんばパークス 浪速区難波中２丁目10番70 号 南海電気鉄道 髙島屋 藤久 83 2001年3月30日 2003年9月1日 54,042

近畿 神戸市 Ｔｉｏ舞子（ティオ舞子） 垂水区東舞子町２０５２番地 神戸市 2 マルハチ 19 2000年7月4日 2001年3月5日 5,867

近畿 神戸市 ＫiＬaＬa住吉 東灘区住吉宮町４丁目一番、二番 京阪神興業 15 光洋 15 2000年12月21日 2001年12月29日 2,832

中国 鳥取県
ＪＡ鳥取西部中央資材店舗「ＪＡグ
リーンＳＥＩＢＵ（仮称） 日吉津村日吉津大字日吉津１４５０ 鳥取西部農協 鳥取西部農協 2001年2月2日 2001年10月2日 2,164

中国 島根県 マルマン大社店 大社町 マルマン マルマン 3 2000年6月22日 2001年3月10日 1,912



中国 島根県 有限会社みしまや楽山店 松江市西川津町 みしまや みしまや 3 2000年12月27日 2001年8月28日 1,688

中国 岡山県 マルイ湯郷店 美作町湯郷１２３番地 マルイ マルイ しまむら 3 2000年9月29日 2001年5月30日 2,499

中国 広島県 フレスタ東城店 東城町川東　　　　　　　1124-1外 フレスタ フレスタ 2 2000年11月16日 2001年10月20日 1,573

中国 山口県 浅江ショッピングセンター 山口県光市 マミー 1 マミー ジュンテンドー 2000年6月15日 2001年4月1日 8,639

中国 広島市
（仮称）Ｊゾーン大町 ＳＮ Home's
広島大町店

広島市安佐南区大町東三丁目1362
番地1外 大起建設 昭和西川 2000年8月4日 2001年4月5日 1,485 ×

中国 広島市 スポーツデポ広島八木店
広島市安佐南区八木一丁目1017番
2外 アルペン アルペン 2000年10月30日 2001年11月1日 3,110

中国 広島市

緑井駅周辺地区第一種市街地再
開発事業施設建築物（仮称）緑井
サティ 広島市安佐南区緑井一丁目１番

緑井駅周辺地区
市街地再開発組
合 マイカル ○ 2000年11月27日 2002年10月1日 23,499

中国 広島市 フレスタ東原店
広島市安佐南区東原三丁目７５１番
１外 河野　昭三 フレスタ ○ 2001年3月19日 2002年4月10日 1,662

中国 岡山市 洋服の青山　青江店 岡山市青江９３６番２ほか 宇治産業 青山商事 2000年12月26日 2001年10月6日 1,416

四国 徳島県 フジグラン北島
板野郡北島町鯛浜字西ノ須81番地
1 鹿島リース フジ 外１＋α 2000年12月1日 2001年10月1日 18,828

四国 徳島県 京屋家電山城店 徳島市山城西4丁目29-1 キョーエイ キョーエイ 2001年3月5日 2001年11月23日 3,000

四国 香川県
イオンタウン多度津ショッピングセ
ンター

仲多度郡多度津町北鴨2丁目627番
地外 ジャスコ ジャスコ 外７＋α 2000年6月29日 2001年3月1日 14,757

四国 愛媛県 イオン新居浜ショッピングセンター 新居浜市前田町754-2外 ジャスコ ジャスコ 7 2000年8月22日 2001年4月23日 42,004

四国 愛媛県 ディック西条店 西条市朔日市796-1 クラレ ダイキ 2001年2月13日 2001年10月14日 3,881

四国 愛媛県 Ａコープ北条店 北条市辻445番3外 えひめ中央農協 えひめ中央農協 3 2001年3月30日 2002年4月1日 1,801

四国 高知県 マルヨシセンター万々店 高知市中万々91番地7外
万々グリーンゴル
フ マルヨシセンター ○ 2000年11月9日 2001年7月10日 1,998

四国 高知県 サニータウン中村 中村市古津賀字岸の下1642番地外 サニーマート 外２ サニーマート 外２＋α 2000年12月18日 2001年8月19日 7,600

四国 高知県 マルナカ佐川店 高岡郡佐川町甲字山崎384-1外 マルナカ マルナカ 2001年2月1日 2001年10月2日 3,123

九州 福岡県 ゆめタウン大牟田（本棟） 大牟田市東新町１－７ 外 イズミ イズミ 39 2000年7月14日 2001年7月10日 20,388

九州 福岡県 ゆめタウン大牟田（別棟） 大牟田市旭町２－２８ 外 イズミ 5 ベスト電器 15 2000年7月14日 2001年7月10日 9,827

九州 長崎県 マックスバリュ大村諏訪店 大村市上諏訪町８１４
マックスバリュ九
州

マックスバリュ九
州 4 2000年10月24日 2001年9月15日 2,236

九州 長崎県 ララプレイス佐世保 佐世保市日野町８８８－１ ララコープ ララコープ 9 2001年1月12日 2002年3月8日 4,326

九州 熊本県 ベスト電器玉名店 玉名市築地字大坪178ほか 信栄不動産 ベスト電器 2000年11月24日 2001年7月25日 1,996

九州 大分県 パークプレイス大分 大分市公園通り西２－１ 住友信託銀行 九州ジャスコ ○ 2000年6月1日 2001年2月2日 38,085

九州 大分県 サンリブ明野
大分市大字小池原字光恩寺１５５０
－１　外 マルショク マルショク ○ 2001年2月14日 2002年3月1日 7,438

九州 宮崎県
高千穂地区農業協同組合　Ａ
コープ高千穂店

西臼杵郡高千穂町大字三田井３３
－５ 外

高千穂地区農業
協同組合

高千穂地区農業
協同組合

エーコープみやざ
き 2 2000年6月1日 2000年12月8日 1,581

九州 鹿児島県 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

九州 鹿児島県 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



九州 福岡市 ナフコ福岡空港店 福岡市博多区大井２－６－１
独立行政法人空
港周辺整備機構 ナフコ 2000年8月25日 2001年4月26日 14,929

九州 北九州市 イオン若松ショッピングセンター
北九州市若松区二島一丁目３番１
号

グリーンプラザ開
発 イオン九州 51 2000年6月1日 2001年2月2日 24,990

九州 北九州市 ヒマラヤ八幡西店
北九州市八幡西区八枝二丁目１番
地１０３ ヒマラヤ ヒマラヤ 2000年10月30日 2001年10月5日 2,581

九州 北九州市 ＣＯＭ　ＣＩＴＹ
北九州市八幡西区黒崎三丁目１５
番３号

黒崎ターミナルビ
ル 16 ベスト 79 2000年12月20日 2001年10月15日 23,213

九州 北九州市 グッデイ八幡東店
北九州市八幡東区枝光二丁目１７３
４番地１の一部　外 嘉穂無線 嘉穂無線 2000年12月27日 2001年8月28日 4,597

沖縄 沖縄県
（仮称）宜野湾ベイサイド・シ
ティー 宜野湾市字宇地泊５５８番８外 サンバーズ ヤマダ電機 2000年10月6日 2002年3月1日 8,839

沖縄 沖縄県 （仮称）ダイエー宜野湾店 宜野湾市字宇地泊５５８番10外 サンバーズ ダイエー 2000年10月6日 2002年3月1日 19,638

沖縄 沖縄県 サンエー那覇メインプレイス 那覇市おもろまち４丁目４番 サンエー サンエー 2001年2月22日 2002年10月1日 32,312
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