
平成１３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 ぴあざフクハラ札内店 幕別町札内青葉町308-23 福原 福原 10 2001年4月10日 2001年12月31日 2,537

北海道 北海道 トマ・モール 苫小牧市木場町１丁目３番２外 合田商事 ワールドホーム 1 2001年5月15日 2002年1月15日 6,093

北海道 北海道 スーパーアークス西神楽店 旭川市緑が丘南５条１丁目56-1外 御料地所 アークス 2001年5月31日 2002年2月1日 2,388

北海道 北海道 大樹ショッピングセンター 大樹町西本通９８番地 大樹町商工会 大樹協同商事 6 2001年6月1日 2002年3月1日 1,755

北海道 北海道 ＤＣＭホーマック富士店 千歳市富士４丁目772番２外
セントラルリーシ
ングシステム ＤＣＭホーマック 2001年8月20日 2002年4月20日 2,909

北海道 北海道 １００満ボルト旭川本店 旭川市西御料５条１丁目１番５号
サンキュー高島
屋 ワオ旭川 2001年9月3日 2002年5月3日 4,180

北海道 北海道 ポスフール　函館店 函館市西桔梗町２１３番４外 ポスフール ポスフール 2001年10月31日 2004年3月1日 33,000

北海道 北海道 帯広弥生通ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ２番街 帯広市西８条南29丁目5-1外 福原 しまむら 1 2001年11月16日 2002年7月17日 1,405

北海道 北海道 フクハラ本別店 本別町南１丁目2-22外 福原 福原 2 2002年1月23日 2002年9月24日 2,048

北海道 北海道 エムズマツナミ 釧路町桂木３丁目２番地 松並商店 松並商店 2002年1月28日 2002年9月1日 3,907

北海道 北海道 帯広西18条ショッピングセンター 帯広市西18条北１丁目29-1外 福原 福原 8 2002年2月15日 2002年10月16日 3,968

北海道 北海道 ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰしまむら西神楽店 旭川市西御料１条１丁目１番１号 丸信信栄産業 しまむら 2002年2月20日 2002年10月21日 1,290

北海道 北海道 石狩ファッションモール 石狩市樽川６条１丁目１番地外 しまむら しまむら 2002年3月1日 2002年11月2日 2,355

北海道 北海道 永山ショッピングセンター 旭川市永山６条13丁目85-1外
マックスバリュ北
海道 2

マックスバリュ北
海道 2 2002年3月6日 2002年11月7日 3,439

北海道 北海道 （仮称）北見ﾒｯｾﾌｧｯｼｮﾝﾓｰﾙ店 北見市三輪７－１外 北見メッセ しまむら 1 2002年3月20日 2002年11月21日 3,307

北海道 北海道 長沼町複合商業施設 長沼町あかね１丁目59外 中道リース
ホーマック
ニコット 北雄ラッキー 4 2002年3月28日 2002年11月30日 3,632

北海道 札幌市 苗穂ファッションモール 札幌市東区本町2条6丁目460番1外 金田正英 しまむら 1 2001年4月27日 2001年12月28日 2,245

北海道 札幌市 琴似タワープラザ 札幌市西区琴似2条1丁目288-13 北海道旅客鉄道 文教堂 1 2001年5月16日 2002年4月18日 1,508

北海道 札幌市 ｺﾘｱﾌｧｯｼｮﾝｼﾃｨ･ｼﾝﾁｮﾝ 札幌市中央区南4条西6丁目4 タイキホーム
琴コーポレーショ
ン 2001年6月6日 2002年2月7日 3,477

北海道 札幌市 ｼﾞｮｲﾌﾙｴｰｹｰ札幌屯田店生活館 札幌市北区屯田町133-2街区符号1
ジョイフルエー
ケー

ジョイフルエー
ケー 2001年8月27日 2002年6月20日 13,540

北海道 札幌市
ｼﾞｮｲﾌﾙｴｰｹｰ札幌屯田店ペット園
芸館 札幌市北区屯田８条４丁目５

ジョイフルエー
ケー

ジョイフルエー
ケー 2001年8月27日 2002年6月20日 5,246

北海道 札幌市 桑園開発ビル 札幌市中央区北9条西14丁目1-5外
ジェイ・アール北
海道バス イオン 24 2001年12月7日 2002年9月21日 23,500

北海道 札幌市 マックスバリュ新琴似店 札幌市北区新琴似10条2丁目1番
北海道エナジ
ティック

マックスバリュ北
海道 3 2002年1月24日 2002年9月25日 2,352

北海道 札幌市 アーバンサイトミュンヘン大橋
札幌市豊平区平岸1条22丁目17番
112外 ラルズ ラルズ 4 2002年2月5日 2002年10月6日 9,990

建物設置者名 小売業者名

2018/4/2

経済産業省



北海道 札幌市 ビッグハウス新川店 札幌市北区新川691番地 近幸商事 ラルズ 2002年3月11日 2002年11月12日 3,306

北海道 札幌市 マックスバリュ北野店 札幌市清田区北野7条3丁目7番
マックスバリュ北
海道

マックスバリュ北
海道 1 2002年3月26日 2002年11月27日 2,042

東北 青森県 スーパードラッグアサヒ青森西店
青森市大字石江字三好71番地1号
外 横浜ファーマシー 横浜ファーマシー 2001年4月2日 2001年12月3日 1,306

東北 青森県 スーパードラッグアサヒ柏店
五所川原市大字小曲字枝村42番地
外 横浜ファーマシー 横浜ファーマシー 1 2001年4月3日 2001年12月4日 1,342

東北 青森県 十和田ファッションモール 十和田市元町西１丁目39-1外 しまむら しまむら 1 2001年7月13日 2002年3月14日 2,037

東北 青森県 リビングステージナナオ 八戸市青葉１丁目３番２号外 七尾商事
ナナオ家具百貨
店 2001年8月3日 2002年6月7日 4,893

東北 青森県 ユニバース階上店
三戸郡階上町大字道仏字耳ヶ吠
43-17外 ユニバース ユニバース 2001年8月9日 2002年6月1日 2,237

東北 青森県 東青森駅構内商業施設 青森市大字田屋敷字増田16-2外 日本貨物鉄道 ユニバース 1 2001年8月23日 2002年10月1日 8,173

東北 青森県 十和田南ショッピングセンター 十和田市大字相坂字小林21外 サンデー 1 サンデー 2 2001年10月17日 2002年6月18日 7,368

東北 青森県 ヤマダ電機テックランド青森店 青森市大字八ツ役字矢作104-1 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2001年12月21日 2002年8月21日 4,073

東北 青森県 カブセンター弘前店
弘前市城東第５土地区画整理事業
地内５５街区ー１１外 紅屋商事 紅屋商事 2002年1月29日 2002年9月30日 3,453

東北 青森県
スーパードラッグアサヒ青森中央
店 青森市大字荒川字成瀬５８－１外 横浜ファーマシー 横浜ファーマシー 2002年2月15日 2002年10月16日 1,200

東北 青森県 マックスバリュ黒石店 黒石市錦町２外
マックスバリュ東
北

マックスバリュ東
北 2002年2月28日 2002年10月29日 1,830

東北 青森県 マックスバリュ東四番町店 十和田市東四番町１２－５外
マックスバリュ東
北

マックスバリュ東
北 2002年3月27日 2002年11月28日 1,435

東北 岩手県 トイザらス北上店 北上市有田町９番地40外 中道リース 日本トイザらス 2001年4月5日 2001年12月14日 2,258

東北 岩手県 二戸ショッピングタウンAゾーン 二戸市堀野字大谷地9番2号外 ユニバース 2 ユニバース 横浜ファーマシー 1 2001年9月25日 2002年7月16日 4,789

東北 岩手県 二戸ショッピングタウンBゾーン 二戸市堀野字大谷地64番2号外 デンコードー 1 デンコードー ホットマン 2001年9月25日 2002年7月16日 2,521

東北 岩手県 カワチ薬品盛岡みたけ店 盛岡市みたけ四丁目840番 カワチ薬品 カワチ薬品 2001年11月6日 2002年7月7日 2,458

東北 岩手県 ジェームス北上店 北上市相去町平林21番84外 岩手トヨペット 岩手トヨペット 1 2002年1月25日 2002年10月15日 1,540

東北 岩手県
花巻東宮野目コミュニティショッピ
ングセンター 花巻市東宮野目第12地割2番1外 小友木材店 デンコードー 2002年2月5日 2002年10月5日 8,623 ×

東北 岩手県 マルカンみたけｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 盛岡市みたけ三丁目621番1号外 マルカン 大創産業 1 2002年2月19日 2002年10月20日 1,811

東北 岩手県 ジョイス沼宮内店
岩手町大字江刈内第３地割字乙茂
内平25番２外 ジョイス ジョイス 1 2002年2月22日 2002年10月23日 2,285

東北 岩手県 ＸＹＺ花巻 花巻市東宮野目第12地割2番1外 小友木材店 デンコードー ホーマック 4 2002年3月11日 2002年11月11日 9,144

東北 宮城県 アクロスプラザ古川南
大崎市古川南土地区画整理事業地
内43街区1　外

大和情報サービ
ス ヨークベニマル 3 2001年8月31日 2002年9月13日 5,217

東北 宮城県 カワチ薬品古川店
古川市古川南土地区画整理地内64
街区1　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2001年8月31日 2002年9月12日 2,865

東北 宮城県 ヨークタウン岩沼
岩沼市第二武隈土地区画整理事業
64街区地内 ヨークベニマル 1 ヨークベニマル 1 2001年10月19日 2002年6月20日 6,394

東北 宮城県
ふるかわみなみファッションモー
ル 古川市北稲葉3－209－1　外 しまむら しまむら 2001年11月14日 2002年7月15日 2,310

東北 宮城県
イオン富谷大清水ショッピングセ
ンター

宮城県黒川郡富谷町富谷字大清水
土地区画整理事業地内

三菱信託銀行
（株） イオンリテール 37 2001年11月30日 2002年10月1日 33,541

東北 宮城県 カインズホーム新富谷店
宮城県黒川郡富谷町上桜木土地区
画整理事業地内 カインズ カインズ 1 2001年12月20日 2002年8月21日 12,506 ×

東北 宮城県 みやぎ生活協同組合明石台店
黒川郡富谷町明石台6丁目1-36
外 みやぎ生協 みやぎ生協 7 2002年1月15日 2002年9月16日 4,147



東北 宮城県 カインズホーム仙台富谷店
宮城県黒川郡富谷町上桜木土地区
画整理事業地内 カインズ カインズ 2002年1月31日 2002年10月1日 13,100

東北 宮城県 石巻東ショッピングセンター 宮城県石巻市松並2丁目10-1 八興漁業 ベル開発 1 2002年2月21日 2002年10月25日 2,477

東北 秋田県 仁井田ショッピングセンター
秋田市仁井田本町５丁目２８４番１
号外 ナイス 1 ナイス 1 2001年10月18日 2002年6月27日 4,890

東北 秋田県 ヤマダ電機テックランド秋田店
秋田市川尻町字大川反２３３番１３
８外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2001年11月14日 2002年7月15日 3,923

東北 秋田県
SUPER CENTER TRUST 雄物川
店 平鹿郡雄物川町造山字社ノ前地内 日敷 日敷 2001年12月6日 2002年10月31日 9,690

東北 秋田県
スーパードラッグアサヒ秋田広面
店

秋田市広面字近藤堰越４４番地の１
外 横浜ファーマシー 横浜ファーマシー 1 2002年2月1日 2002年10月1日 1,342

東北 秋田県 ジョイス仙南店
仙北郡仙南村大字南町字南高野６
番外 ジョイス ジョイス 2002年3月13日 2002年11月13日 12,185

東北 秋田県 マックスバリュ能代北店 能代市落合字砂田７１番地の１外
マックスバリュ東
北

マックスバリュ東
北 1 2002年3月29日 2002年11月30日 2,538

東北 山形県 ヤマザワ長井店 長井市舘町南３９４９番１外 ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 2001年4月10日 2001年12月11日 2,781

東北 山形県 ヨークタウン成島 米沢市大字塩井字成島町北浦４外 ヨークベニマル ヨークベニマル 2 2001年6月11日 2002年2月12日 4,203

東北 山形県 ケーズデンキ東根パワフル館
東根市一本木土地区画整理事業地
内５０街区１２番外

東北ケーズデン
キ

東北ケーズデン
キ 2001年7月13日 2002年3月14日 2,000

東北 山形県
スーパースポーツゼビオ山形吉
原店

山形市吉原土地区画整理事業施行
地内５９街区３外 ゼビオ ゼビオ 2001年8月9日 2002年4月20日 2,452

東北 山形県 おーばん山形東店 山形市五十鈴二丁目１０２番２号外 おーばん おーばん 3 2001年12月26日 2002年9月1日 2,512

東北 山形県 ヤマダ電機テックランド山形店
山形市大野目四丁目４４４番１１号
外 ヤマコー ヤマダ電機 2002年1月18日 2002年9月20日 4,127

東北 山形県 電激倉庫新鶴岡店 鶴岡市西部地区区画整理地２街区 庄子デンキ 庄子デンキ 2002年2月25日 2002年10月26日 2,645

東北 山形県 新庄ショッピングセンター 新庄市五日町字清水川1291番２外
マックスバリュ東
北

マックスバリュ東
北 5 2002年3月1日 2002年11月2日 10,864

東北 山形県 スーパードラッグアサヒ新庄店 新庄市金沢1863番地の１ 横浜ファーマシー 横浜ファーマシー 2002年3月1日 2002年11月2日 1,312

東北 福島県 ヤマダ電機テックランド福島店 福島市御山字三本松４６番外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2001年4月20日 2001年12月21日 4,826

東北 福島県
ヤマダ電機テックランド福島いわ
き店

いわき市鹿島町御代字赤坂１８番
外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2001年4月20日 2001年12月21日 4,281

東北 福島県 ダイユーエイト黒岩店 福島市黒岩字浅井７７番１外 ダイユーエイト ダイユーエイト 2001年5月11日 2002年4月15日 5,447

東北 福島県 ダイユーエイト好間店 いわき市好間町下川原１６外 ダイユーエイト ダイユーエイト 2001年5月15日 2002年5月15日 2,363

東北 福島県 ヨークタウン飯寺
会津若松市門田町大字飯寺字村西
７０７外 ヨークベニマル

大和情報
サービス ヨークベニマル 2 2001年10月1日 2002年7月5日 2,737

東北 福島県 リオンドール喜多方西店 喜多方市字押切南二丁目４２外
リオン・ドールビ
ズ

リオン・ドールコー
ポレーション 大創産業 1 2001年11月13日 2002年7月20日 4,905

東北 福島県 エコタウン会津若松
会津若松市町北町大字始字深町14
番地外 デンコードー エコプラス エコプラス 2002年1月10日 2002年9月13日 4,619

東北 福島県 ヨークベニマル吉倉店 福島市吉倉字八幡3-1外 ヨークベニマル ヨークベニマル 2002年1月18日 2002年10月11日 2,670

東北 福島県 カワチ薬品相馬店 相馬市中野字寺前377番1 カワチ薬品 カワチ薬品 2002年1月18日 2002年9月26日 2,740

東北 仙台市 仙台南吉成タウンプラザ
仙台市青葉区南吉成三丁目１番１
外

セントラルリーシ
ングシステム ヨークベニマル 4 2001年7月19日 2002年3月20日 12,184

東北 仙台市
Ｓｅｒｉａ（セリア）＋紳士服マスカッ
ト仙台国見ヶ丘店

仙台市青葉区国見ヶ丘１丁目３番２
外 はるやま商事 はるやま商事 セリア 2001年11月13日 2002年7月14日 1,509

東北 仙台市 シュトラッセ一番町
仙台市青葉区一番町三丁目9番18
号 三井不動産 ファイブフォックス ( 2001年12月21日 2002年10月1日 2,361

東北 仙台市 泉・鹿島パーク
仙台市東鹿島土地区画整理事業地
街区1番画地1　外 住販システム ケーヨー 佐田 2002年2月28日 2002年10月29日 8,850



東北 仙台市 ヨークタウン将監
仙台市泉区将監殿二丁目2番5号
外

スリーエスケイ企
画 ヨークベニマル 2002年3月5日 2002年11月7日 2,665

東北 仙台市 ヤマダ電機テックランド仙台南店
仙台市太白区中田町字後河原48-1
外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2002年3月18日 2002年11月22日 4,882

東北 仙台市 ヤマダ電機テックランド仙台東店 宮城野区南目館610-1外
東北機械建設販
売 ヤマダ電機 2002年3月18日 2002年11月23日 4,532

関東 茨城県 ワンダーステーション日立店 日立市東滑川町４－２２６３－３　外 常陽開発
ワンダーコーポ
レーション 2001年4月5日 2001年12月6日 3,581 ×

関東 茨城県 ヤマダ電機テックランドつくば店 つくば市下原３７０－１外 フジサワ ヤマダ電機 2 2001年5月11日 2002年3月15日 6,959

関東 茨城県 ワンダーステーション日立店 日立市東滑川町４－２２６３－３　外 常陽開発
ワンダーコーポ
レーション 2001年6月27日 2002年2月28日 3,581

関東 茨城県
（仮称）百合が丘マーケットプレイ
ス 水戸市百合が丘町８－３　外 スーパーカドヤ スーパーカドヤ 1 2001年7月5日 2002年3月6日 3,091

関東 茨城県 カワチ薬品神栖店
鹿島郡神栖町大字平泉字町田２６５
－２２番地　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2001年9月3日 2002年5月9日 2,578

関東 茨城県 ともべファッションモール
西茨城郡友部町大字平町２１２３
外 しまむら しまむら 外１ 2001年9月7日 2002年5月8日 4,352

関東 茨城県 ベイシア玉造店 行方郡玉造町字大町６４２－１　外 ベイシア ベイシア ○ 2001年9月18日 2002年11月1日 10,067

関東 茨城県
（仮称）ランドロームフードマー
ケットもえぎ野台店

北相馬郡利根町もえぎ野台２丁目１
番地１

アルファー都市開
発

ランドロームジャ
パン 1 2001年9月21日 2002年5月23日 2,432

関東 茨城県 ワンダーステーションつくば店 つくば市小野崎２９４－１　外
ワンダーコーポ
レーション

ワンダーコーポ
レーション ケーズデンキ 2001年9月27日 2002年6月1日 3,848

関東 茨城県 ザ・マルヘイ鹿嶋店 鹿嶋市大字宮津台４７６９番地 マル平ストア マル平ストア ○ 2001年11月9日 2002年9月10日 1,810 ×

関東 茨城県
（仮称）ケーヨーデイツー新北竜
台店 龍ヶ崎市小柴１丁目１

南茨城新都市開
発 ケーヨー 2001年12月14日 2002年9月1日 7,454

関東 茨城県 ザ・マルヘイ鹿嶋店 鹿嶋市大字宮津台４７５７番２　外 マル平ストア マル平ストア ○ 2001年12月19日 2002年9月10日 1,810

関東 茨城県 カワチ薬品竜ヶ崎店 龍ヶ崎市中里１丁目１番７号　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2002年3月13日 2002年11月14日 3,049

関東 茨城県 ほこたファッションモール 鉾田町畑田字川崎２８８－１　外 しまむら しまむら 1 2002年3月29日 2002年11月30日 3,342

関東 栃木県 大田原ファッションモール 大田原市美原2丁目3199外 しまむら しまむら 1 2001年6月8日 2002年2月9日 3,090

関東 栃木県 黒磯ファッションモール 黒磯市阿波町113-1外 幸田恒康 しまむら 1 2001年6月19日 2002年2月20日 2,049

関東 栃木県 （仮称）ＦＭ今市（Ｓ・Ａ・Ｃ）店 今市市芹沼字屋敷内１３６８外 千勝工業 しまむら 1 2001年8月29日 2002年4月30日 3,492

関東 栃木県 とりせん美しが丘店 小山市美しが丘一丁目２番３ とりせん とりせん 5 2001年11月19日 2002年8月1日 3,319

関東 栃木県 コジマNEW宇都宮南店 宇都宮市宮の内二丁目806-1外 コジマ コジマ 2002年1月29日 2002年9月30日 2,020

関東 栃木県 ベイシア烏山店 那須郡烏山町城東字表1880番地外 ベイシア ベイシア 4 2002年1月30日 2002年11月1日 8,010

関東 栃木県
FKDショッピングモールインター
パーク

宇都宮市東谷中島土地区画整理事
業地７０街区１画地

インターパークス
タジアム 1 福田屋百貨店 1 2002年3月4日 2002年11月5日 65,680

関東 群馬県 ヤマダ電機テックランド安中店 安中市安中二丁目字植松2484-1外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2001年8月13日 2002年4月14日 1,636 ×

関東 群馬県 セキチュー高崎矢中店 高崎市矢中町字渕野内634-1 セキチュー セキチュー 2001年8月17日 2002年4月21日 6,946

関東 群馬県 ヤマダ電機テックランド安中店 安中市安中二丁目字植松2484-1外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2001年11月5日 2002年4月14日 1,624 ×

関東 群馬県 ファームドゥ吉岡店 北群馬郡吉岡町大久保３９２－１外 ファームドゥ ファームドゥ 2001年11月13日 2002年7月14日 2,230

関東 群馬県 カワチ薬品沼田店 沼田市恩田町字岩花５８５外 カワチ薬品 カワチ薬品 2001年11月22日 2002年7月25日 3,016

関東 群馬県 ヤマダ電機テックランド安中店 安中市安中二丁目字植松2484-1外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2002年2月4日 2002年10月5日 1,295



関東 群馬県 ベイシアフードセンター大間々店
山田郡大間々町大字大間々字桐生
街道1773-1 外 ベイシア ベイシア ○ 2002年2月19日 2002年11月1日 3,785

関東 群馬県 フレッセイ富士見店 勢多郡富士見村時沢１１８－９　外 フレッセイ フレッセイ ○ 2002年2月28日 2002年11月1日 1,818

関東 群馬県 とりせん富士見町店
館林市西部第一南区画整理事業地
仮換地第１２街区１ 外 とりせん とりせん ○ 2002年3月1日 2002年11月15日 2,277

関東 群馬県
ファッションセンターしまむら玉村
店

佐波郡玉村町大字福島字曲戸
1087-1 外 松下義一 しまむら 2002年3月13日 2002年11月14日 1,293

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 2002年3月27日 2002年11月28日 14,100

関東 埼玉県 PC　DEPOT狭山本店
狭山市大字下奥富字坂上５０５－１
外 JA三井リース

ピーシーデポコー
ポレーション ゲオ 2001年5月17日 2002年1月21日 3,691

関東 埼玉県 ベルク池田店 新座市池田４－３０９２－１ 外 ベルク ベルク 2001年5月24日 2002年1月25日 2,020

関東 埼玉県 マミーマート金子店 入間市南峯２２２－１　外 野村善作 マミーマート 2001年6月6日 2002年2月6日 1,641

関東 埼玉県 ベルク椿山店
蓮田市大字黒浜字椿山２７９８番１
１２外 ベルク ベルク 2001年6月7日 2002年2月8日 1,842

関東 埼玉県 カインズホーム鶴ヶ島店
鶴ヶ島市三ツ木新町１丁目１番地１
３ カインズ カインズ 2001年8月7日 2002年4月9日 14,505

関東 埼玉県 ヤオコーマーケットシティ所沢 所沢市北原町１４１５－１外 近畿車輌 ヤオコー ○ 2001年8月9日 2002年4月10日 9,519 ×

関東 埼玉県 コジマＮＥＷ坂戸店 坂戸市八幡２丁目５番３１号 コジマ コジマ 2001年8月29日 2002年4月30日 3,000

関東 埼玉県
ファッションセンターしまむら栗橋
店

北葛飾郡栗橋町大字伊坂地内栗橋
駅西土地区画整理事業１６３街区外 田口良治 しまむら 2001年8月31日 2002年5月1日 1,276

関東 埼玉県 ヤオコー皆野店 秩父郡皆野町下富沢１８３４－１外 ヤオコー ヤオコー ○ 2001年9月20日 2002年5月21日 2,284

関東 埼玉県 ヤオコーマーケットシティ所沢 所沢市北原町１４１５－１外 近畿車輌 ヤオコー トイザらス 他６社 2001年10月12日 2002年6月13日 8,541

関東 埼玉県 とりせん籠原店
熊谷市大字拾六間字前原６０３－４
外 エイチ・エム・ケイ とりせん 第一フロート 前原商事 2001年10月26日 2002年7月1日 1,964

関東 埼玉県 カルフール狭山
狭山市大字上奥富字上川原１１２
６ー１外

カルフール・ジャ
パン

カルフール・ジャ
パン ○ 2001年10月31日 2002年11月1日 18,472

関東 埼玉県 Ｓｕｐｅｒコンプマート川越 川越市脇田本町５ー１外
大和情報サービ
ス コンプマート 2001年11月9日 2002年7月10日 1,394

関東 埼玉県 家具の店さいしま 上尾市上尾下７８０ー１ 清水照久 さいしま 2001年11月14日 2002年7月15日 1,880

関東 埼玉県 キャメリア 川口市本町４丁目３２４番地 白鳥和彦　外 西友 ○ 2001年12月3日 2004年7月1日 1,333

関東 埼玉県 ヤマダ電機テックランド久喜店 久喜市北２丁目１３２７番外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2001年12月6日 2002年8月7日 4,452

関東 埼玉県 西友所沢花園店 所沢市花園１丁目２３１３ 西友 西友 2001年12月20日 2002年8月21日 1,303

関東 埼玉県 オザム笠幡店
川越市大字笠幡上野前３７１４－１
外 オザム オザム 2001年12月20日 2002年9月1日 1,390

関東 埼玉県 ケーヨーデイツー羽生店 羽生市西２丁目１６８０外 ケーヨー ケーヨー 2001年12月27日 2002年9月25日 3,351

関東 埼玉県 ヤオコー一本松南店
鶴ヶ島市鶴ヶ島新田土地区画整理
事業地内６２街区外 高篠産業 1 ヤオコー 2002年1月9日 2002年9月10日 1,878

関東 埼玉県 ノジマ所沢本店
所沢市山口字梨子ノ木戸７８８番地
の２外

大和リース株式
会社 ノジマ 2002年1月9日 2002年11月1日 2,566

関東 埼玉県 ドン．キホーテ野火止店 新座市野火止６４６－４外 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2002年1月21日 2002年9月22日 1,805

関東 埼玉県 ベルク羽生西店 羽生市西二丁目１９６３番地外 金子農機 ベルク 2 2002年1月24日 2002年9月25日 1,913

関東 埼玉県 ポレール新所沢 所沢市花園３丁目２３６５番１　外 さいたまコープ さいたまコープ 2002年2月21日 2002年11月1日 1,886

関東 埼玉県 コジマＮＥＷ鳩ヶ谷店 鳩ヶ谷市里１５７０ー１ コジマ コジマ 2002年2月27日 2002年10月28日 3,000



関東 埼玉県 イオン入間ショッピングセンター 入間市大字上藤沢字下原４６２番外
ユーエフジェイ信
託銀行㈱ イオン 23 2002年3月6日 2003年03月01日 22,521

関東 埼玉県 ベルク佐谷田店 熊谷市佐谷田２４０６外 ベルク ベルク ウェルシア関東 2002年3月26日 2003年04月01日 1,964

関東 千葉県
カインズホーム東金店、農資･園
芸館 東金市田間字村上1258番1ほか カインズ カインズ 2001年5月7日 2002年1月8日 2,695

関東 千葉県
(仮称）スーパーセンタートライア
ル千葉ニュータウン店 印西市武西字馬橋台1353番6ほか

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2001年6月7日 2002年2月8日 3,165

関東 千葉県 カスミ成田赤坂店 成田市赤坂3丁目4番 三菱ＵＦＪリース カスミ 1 2001年7月4日 2002年7月31日 4,771

関東 千葉県 スーパーしげのや五井店 市原市五井字蓙目3387番5 しげのや しげのや 2001年7月5日 2002年3月20日 1,363

関東 千葉県 ケーヨーデイツー芝山店
山武郡芝山町岩山字廣芝脇2305番
2ほか ケーヨー ケーヨー 2001年7月5日 2002年3月21日 3,454

関東 千葉県 キュア・ラ
柏都市計画事業南柏駅東口土地区
画整理事業第3街区-2ほか 三上ビル 1 カスミ 2001年7月6日 2002年9月1日 4,684

関東 千葉県 ケーズデンキ館山本店 館山市北条字敷地510番ほか
ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2001年7月11日 2002年3月12日 2,903

関東 千葉県 ツルハドラッグ本納店 茂原市法目字北沼2420番2ほか ツルハ ツルハ 2001年7月13日 2002年3月16日 2,508

関東 千葉県 ドラッグストア信陽堂佐原店
香取市佐原字大江間ホ1270番1ほ
か 信陽堂薬局 信陽堂薬局 2001年7月13日 2002年3月16日 2,018

関東 千葉県 フルルガーデン八千代
八千代市村上南一丁目４番地１ほ
か

三井住友信託銀
行 イトーヨーカ堂 55 2001年8月1日 2002年9月13日 42,324

関東 千葉県 ヤマダ電機テックランド船橋本店 船橋市北本町2丁目535番3ほか 伊藤友人 ヤマダ電機 2001年9月3日 2002年5月3日 4,147

関東 千葉県 （仮称）ヤオコー三咲店
船橋市三咲緑住土地区画整理地内
街区6符号1ほか 岡美 ヤオコー 2001年9月6日 2002年7月1日 2,126

関東 千葉県 WonderRex茂原店 茂原市腰当字東部田30番1ほか ベイシア電器
ワンダーコーポ
レーション 2001年10月5日 2002年6月6日 3,600

関東 千葉県 プラグシティ鴨川店 鴨川市滑谷字原田202番ほか ベイシア電器 プラグシティ 2001年11月7日 2002年7月8日 2,500 ×

関東 千葉県 やちまたファッションモール 八街市八街ほ843番1ほか 加藤寿男 アベイル 1 2001年11月21日 2002年7月22日 1,911

関東 千葉県 ヤマダ電機テックランド柏店 柏市大山台1丁目22番ほか
トータルコンサル
ティングサービス ヤマダ電機 2001年12月5日 2002年8月9日 5,230

関東 千葉県 ケーヨーデイツー柏松ヶ崎店 柏市大山台1丁目36番ほか
トータルコンサル
ティングサービス ケーヨー 2001年12月5日 2002年9月8日 2,712

関東 千葉県 （仮称）マミーマート柏あけぼの店 柏市あけぼの3丁目195ほか 谷川商事 マミーマート 2001年12月7日 2002年9月1日 1,927

関東 千葉県 （仮称）オーケー本八幡店 市川市八幡3丁目3番1ほか

本八幡D-2地区
市街地再開発組
合 オーケー 2001年12月7日 2003年3月31日 1,772

関東 千葉県 スーパーオートバックス市川 市川市鬼高3丁目1133番地2ほか
オートバックスセ
ブン

オートバックス京
葉 1 2002年1月9日 2002年11月23日 3,025

関東 千葉県 ケーズデンキ東金店 東金市押堀字能代42番ほか
ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2002年2月4日 2002年10月5日 3,233

関東 千葉県 (仮称）せんどう一宮店
長生郡一宮町宮原字柳之内60番1
ほか せんどう せんどう 2002年3月6日 2002年11月8日 1,985

関東 千葉県 フードプラザハヤシ六ツ野店 茂原市六ツ野字並松4081番1 ハヤシ ハヤシ 2002年3月7日 2002年11月8日 1,424

関東 千葉県
ファッションセンターしまむら松尾
店 山武市猿尾５１５番地 セイダイ しまむら 2002年3月27日 2002年11月28日 1,356

関東 東京都 プラダ東京南青山店 港区南青山５－３４８外

ヴェロックス御幸
通り特定目的会
社 プラダジャパン 2001年4月2日 2002年4月1日 1,125

関東 東京都 セキド野猿店 八王子市大塚６２９番１ 西川　誠二 セキド 2001年4月13日 2001年12月15日 3,392

関東 東京都 上池台東急ストア 大田区上池台５－８１4-1外 安田信託銀行 東急ストア 1 2001年4月18日 2002年3月21日 2,080



関東 東京都 上野駅高架下商業施設 台東区上野７丁目１番１号
東日本旅客鉄道
東京支社 明正堂 ○ 2001年6月21日 2002年2月22日 1,875

関東 東京都 JR東急目黒ビル 品川区上大崎３丁目１番１号 東日本旅客鉄道 1 東急ストア 4 2001年6月27日 2002年3月1日 2,029

関東 東京都 野崎吉野ビル 三鷹市野崎一丁目3番10号 吉野伊佐三 1 サミット 1 2001年7月13日 2002年8月31日 4,655

関東 東京都 ドン・キホーテ六本木店 港区六本木３丁目２０４番７外５筆 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2001年7月27日 2002年3月28日 2,447

関東 東京都 丸の内ビルディング 千代田区丸の内２丁目４番１号 三菱地所 未定 2001年7月30日 2002年8月20日 10,600

関東 東京都 ケーヨーデイツー国立青柳店 国立市青柳１丁目１番７ほか 加藤作蔵 ケーヨー 2001年7月30日 2002年5月29日 2,100

関東 東京都 ドン・キホーテ青戸３丁目店 葛飾区青戸３丁目１６５２番１外３筆 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2001年7月31日 2002年4月1日 1,850

関東 東京都 クアリゾート平和島 大田区平和島１丁目１番 京急開発 ドン・キホーテ ○ 2001年6月8日 2002年7月1日 4,069

関東 東京都 ムーンアイランドタワー 中央区月島二丁目10番2号
月島駅前地区市
街地再開発組合 文化堂 ○ 2001年10月4日 2002年7月1日 2,200

関東 東京都
コストコホールセール多摩境倉庫
店 町田市小山町９２街区

コストコホール
セールジャパン

コストコホール
セールジャパン 2001年10月11日 2002年6月11日 10,076

関東 東京都 大川ホームセンター練馬店 練馬区大泉町５－４５０－１
大川ホームセン
ター

大川ホームセン
ター 2001年10月17日 2002年6月18日 5,620 ×

関東 東京都 ヤサカ新町桜株店 青梅市新町５丁目１番地１外２筆 笹本　佳男 ヤサカ 2001年10月25日 2002年6月25日 1,880

関東 東京都 タチエス昭島ビル
昭島市松原町３丁目3737番地６ほ
か タチエス イトーヨーカ堂 5 2001年11月30日 2003年9月10日 12,550

関東 東京都 （仮称）原町田六丁目再開発ビル 町田市原町田六丁目１００番

原町田六丁目地
区市街地再開発
組合

ティー・エム・
ディー ○ 2001年12月10日 2002年8月10日 6,400

関東 東京都 ルイ・ヴィトン表参道店 渋谷区神宮前５丁目７番地１４外
ルイ・ヴィトンジャ
パン

ルイ・ヴィトン・
ジャパン 2001年12月27日 2002年9月1日 1,239

関東 東京都 ドン・キホーテ北池袋店 豊島区池袋本町２－１７６９ ドン・キホーテ ドン・キホーテ ○ 2002年1月25日 2002年10月1日 3,505

関東 東京都 大川ホームセンター練馬店
練馬区大泉町５丁目４４５番外２７
筆

大川ホームセン
ター

大川ホームセン
ター 2002年1月29日 2002年9月30日 5,620

関東 東京都 ゆめりあフェンテ 練馬区東大泉五丁目43番1号 都市基盤整公団
ライフコーポレー
ション ○ 2002年1月31日 2002年11月1日 9,752

関東 東京都 カレッタ汐留 港区東新橋一丁目５番地 電通 近藤書店 33 2002年2月4日 2002年12月1日 5,534

関東 東京都 汐留シティセンター 港区東新橋一丁目5番2号

アルダニー・イン
ベストメンツ・ピー
ティーイー･リミ
テッド 1 未定 2002年2月22日 2003年4月1日 3,627

関東 神奈川県 ビナウォーク 海老名市中央1-291の5外 小田急電鉄 丸井 ○ 2001年4月10日 2002年4月18日 39,060

関東 神奈川県 ケーヨーデイツーみろく寺店 藤沢市弥勒寺2-564の１外 湘南ビルド ケーヨー 2001年4月11日 2002年3月31日 2,174

関東 神奈川県
湘南モールフィル・ミスターマック
ス湘南藤沢ショッピングセンター 藤沢市辻堂新町4-4300の1外

大和情報サービ
ス

ロイヤルホームセ
ンター 52 2001年8月7日 2002年11月1日 26,403

関東 神奈川県 ノジマ古淵店 相模原市古淵6-3257の2 ノジマ ノジマ 2001年9月25日 2002年5月25日 2,247

関東 神奈川県 ノジマ座間店 座間市小松原1-2073外 ノジマ ノジマ 2001年12月5日 2002年8月9日 4,944 ×

関東 神奈川県 島忠家具ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ横須賀店 横須賀市平成町2-14の5外 島忠 島忠 2001年12月27日 2002年8月28日 16,559 ×

関東 神奈川県 ユニディ相模大野店 相模原市上鶴間1-1,415の1外 天昇電気工業 ユニリビング 2002年2月6日 2003年2月1日 7,037

関東 神奈川県 コジマNEW横須賀店 横須賀市日の出町3-16の1外 コジマ コジマ 2002年2月22日 2002年10月26日 3,500

関東 神奈川県 島忠家具ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ横須賀店 横須賀市平成町2-14の5外 島忠 島忠 2002年3月1日 2002年11月2日 16,559



関東 神奈川県 オザム相模原店 相模原市宮下3-8ほか オザム オザム 2002年3月1日 2002年11月2日 1,522

関東 神奈川県 ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰしまむら　堀川店 秦野市堀川字下之開戸650の１外 飯田マツ しまむら 2002年3月7日 2002年11月7日 1,207

関東 神奈川県 ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰしまむら　東町店 小田原市東町5-14の１外 立川 しまむら 2002年3月29日 2002年11月29日 1,257

関東 新潟県 見附ファッションモール 見附市市野坪町字七正字69外 大幸不動産 1 しまむら 1 2001年5月2日 2002年1月3日 2,258

関東 新潟県 小千谷ファッションモール 小千谷市平沢二丁目784-1外 しまむら しまむら 1 2001年5月2日 2002年1月3日 2,230

関東 新潟県 ひらせいホームセンター豊町店
新発田市東新町１丁目３８０２－１
外

ひらせいホーム
センター

ひらせいホームセ
ンター 2001年6月22日 2002年2月23日 2,084

関東 新潟県 ナルス大島店 長岡市大島本町３丁目 ナルス ナルス 3 2001年8月20日 2002年4月21日 2,905

関東 新潟県
ファッションセンターしまむら吉田
店

西蒲原郡吉田町吉田字明院3480-1
外 しまむら しまむら 2001年10月4日 2002年6月5日 1,258

関東 新潟県
ファッションセンターしまむら金井
店

佐渡郡金井町大字中興字荒町甲
317-3外 しまむら しまむら 2001年10月4日 2002年6月5日 1,280

関東 新潟県 アークガレリア長岡 長岡市喜多町鐙潟７５４外
アークランドサカ
モト 2 カワチ薬品 2 2001年10月19日 2002年6月20日 4,840

関東 新潟県 イチコ直江津店 上越市下源入277-5外 一小イチコ 一小イチコ 2 2001年10月31日 2002年7月1日 2,003

関東 新潟県
ひらせいホームセンター小千谷
店 小千谷市若葉１丁目31外

ひらせいホーム
センター

ひらせいホームセ
ンター 2002年1月21日 2002年9月22日 1,588

関東 新潟県 原信新四ヶ所店 上越市大字四ヶ所385－1外 山下商会 原信 2002年3月14日 2002年11月15日 1,558

関東 長野県 ラオックスヒナタ上田店 上田市上塩尻扇田３６８－２ ラオックスヒナタ ラオックスヒナタ 2001年5月21日 2002年1月22日 2,821

関東 長野県 伊那インターショッピングモール
上伊那郡南箕輪村字三本木8304-
265ほか 吉川屋 アップルランド 1 2001年6月29日 2002年3月1日 2,680

関東 長野県 Ａ・コープ富士見店
諏訪郡富士見町落合字南原山
9984-1025ほか 諏訪みどり農協 諏訪みどり農協 5 2001年7月19日 2002年4月18日 2,848

関東 長野県 ベイシア堀金店
南安曇郡堀金村大字烏川5142-1ほ
か ベイシア ベイシア 2001年11月2日 2002年11月1日 7,600

関東 長野県 カインズホーム小諸店
小諸市大字滋野甲字金卸1442-2ほ
か カインズ カインズ 2001年11月8日 2002年7月9日 7,014

関東 長野県 原信中野ショッピングセンター 中野市大字西条字吉原572-1ほか 原信 2 原信 4 2001年11月8日 2002年7月9日 4,190

関東 長野県 綿半ホームエイド伊那店 伊那市大字伊那5352-32ほか カゴメ 綿半ホームエイド 2001年11月15日 2002年10月20日 5,123

関東 長野県 北信州みゆきコミュニティータウン
飯山市大字常磐字久保通り7466-1
ほか

北信州みゆき農
協

北信州みゆき農
協 2001年11月28日 2002年8月1日 2,203

関東 長野県 ヤマダ電機テックランド穂高店 南安曇郡穂高町穂高1776 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2001年12月11日 2002年8月12日 3,343 ×

関東 長野県
西友更埴南店、ドラックてらしま
更埴南店 更埴市寂蒔522-1 エス･エス･ブイ 1 エス･エス･ブイ 1 2002年2月13日 2002年10月14日 1,981

関東 長野県 ヤマダ電機テックランド穂高店 南安曇郡穂高町穂高1776 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2002年2月22日 2002年10月23日 1,740

関東 長野県 西源穂高店 南安曇郡穂高町大字穂高1488ほか エースワン 西源 2002年3月18日 2002年11月19日 1,870

関東 長野県 臼田ファッションモールＡ 南佐久郡臼田町大字臼田2427ほか しまむら しまむら 2002年3月29日 2002年11月30日 1,532

関東 長野県 臼田ファッションモールB 南佐久郡臼田町大字臼田2410ほか ホリー しまむら 1 2002年3月29日 2002年11月30日 1,955

関東 山梨県 塩山ファッションモール 塩山市大字熊野字一の平３１外 しまむら しまむら 2001年4月3日 2001年12月4日 2,279

関東 山梨県 オギノ双葉店・くろがねや双葉店 甲斐市竜地字古氏神３２８５番地外 オギノ くろがね オギノ くろがねや 2001年7月18日 2002年3月19日 7,241

関東 山梨県 オギノ富士吉田店 富士吉田市下吉田４９３０番地 オギノ オギノ 1 2001年9月18日 2002年5月19日 1,605



関東 山梨県 ヴィヴィッド　ゾーナ 甲斐市竜地字垈間３６４９番１外 オリエンタル 大創産業 2 2001年12月20日 2002年8月21日 2,124

関東 山梨県 おかじま甲西食品館 南アルプス市古市場字東小沢４９ さえき さえき 2002年3月12日 2002年11月13日 2,516

関東 静岡県 ユーストア森店 周智郡森町睦実２３３３ー１外 ユーストア ユーストア ○ 2001年5月8日 2002年4月23日 4,924

関東 静岡県 掛川ファッションモール 掛川市細田199ー1外 しまむら しまむら アベイル 2001年5月16日 2002年1月17日 2,036

関東 静岡県 西友楽市富士青島 富士市青島町218外 西友 西友 ○ 2001年5月31日 2002年2月28日 4,248

関東 静岡県
ファッションセンターしまむら袋井
店 袋井市永楽町13ー1外 しまむら しまむら 2001年8月21日 2002年4月22日 1,250

関東 静岡県 コープ新沢田店 沼津市新沢田町221ー1外 コープしずおか コープしずおか ○ 2001年11月22日 2002年10月1日 1,679

関東 静岡県
ﾄｰﾖｰｱｻﾉ貸店舗(ｶｲﾝｽﾞﾎｰﾑ沼津
店) 沼津市桃里571ー1外 トーヨーアサノ カインズ 2001年12月10日 2002年8月10日 13,050

関東 静岡県 マックスバリュ裾野茶畑店 裾野市茶畑字道添2ー1外
マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2001年12月11日 2002年8月12日 2,300

関東 静岡県 コジマＮＥＷ沼津店 沼津市東熊堂410ー1外 佐藤建設 コジマ 2001年12月12日 2002年7月1日 2,944

関東 静岡県 焼津ファッションモール 焼津市小土字道東591ー1外 しまむら しまむら アベイル 2002年2月19日 2002年10月20日 2,037

関東 さいたま市 西友中浦和店 さいたま市南区関１ー１８３外 田中啓一 ○ 西友 2001年4月16日 2001年12月17日 1,391 ×

関東 さいたま市 西友中浦和店 さいたま市南区関１丁目１８３外
ケイ・アール・ベン
チャー 西友 2001年8月10日 2002年4月11日 1,126

関東 さいたま市 ケーズデンキ浦和原山店
さいたま市緑区原山２丁目２８番１
号 JA三井リース

ケーズホールディ
ングス ゲオ 2001年11月16日 2002年7月17日 3,251

関東 さいたま市 コジマＮＥＷ浦和店 さいたま市南区内谷１丁目１６２８外 コジマ コジマ 2001年11月22日 2002年7月23日 3,000

関東 さいたま市
富士重工宮原ショッピングセン
ター

さいたま市北区宮原町一丁目854-1
外3筆、853-1外13筆 スバル興産 イトーヨーカ堂 88社 2002年2月22日 2004年4月1日 45,014

関東 さいたま市 サンソウゴ大宮ビル さいたま市西区宮前町１番１
東京木材相互市
場 ニトリ ○ 2002年3月20日 2002年11月21日 7,706

関東 千葉市 大杉中村屋リーフ・リーフ都賀店
千葉市若葉区都賀１丁目１２番１
外 古屋美人 大杉中村屋 2001年6月22日 2002年2月22日 1,368

関東 千葉市 （仮称）ロイヤルタウン千葉北 千葉市稲毛区六方町７５－１　外 大和ハウス工業 大和ハウス工業 外未定 2001年7月17日 2002年3月18日 16,641 ×

関東 千葉市 ロイヤルホームセンター千葉北 千葉市稲毛区六方町７５－１　外
ロイヤルホームセ
ンター

ロイヤルホームセ
ンター 2002年2月1日 2002年9月1日 14,034

関東 横浜市 ワットマン港北インター店 都筑区東方町321番地の６ 光陽 ワットマン 2001年5月17日 2002年1月17日 1,715

関東 横浜市 （仮称）コジマＮＥＷ横浜日吉店 港北区箕輪町二丁目４番 コジマ コジマ 2001年6月12日 2002年2月13日 2,850

関東 横浜市 リーフみなとみらい
西区みなとみらい21中央地区42街
区

横浜デザインセン
ター 大塚家具 8 2001年6月20日 2004年1月31日 22,720

関東 横浜市 横浜赤レンガ倉庫２号館 中区新港一丁目１番２号 横浜赤レンガ 髙梨乳業 ○ 2001年7月16日 2002年4月12日 2,900

関東 横浜市 ｅモール 瀬谷区二ツ橋町308番１外 ハミングス オーケー 2 2001年8月24日 2002年4月24日 2,484

関東 横浜市 アルカエフ 西区みなとみらい四丁目２番７号
都市みらい整備
センター セキチュー 2001年9月10日 2002年11月1日 7,621

関東 横浜市 ライブピア大倉山店 港北区大豆戸町１１４番１外 ナイス ライブピア 2002年2月8日 2002年10月10日 2,001

関東 横浜市 パティオワン 港北区新羽町1,636番地の１ 米山由男
小池昌司,
光栄商事 文化堂

クリエイトエス・
ディー 2002年3月1日 2002年11月15日 1,700

関東 川崎市
（仮称）コジマＮＥＷ梶ヶ谷店 川崎市高津区梶ヶ谷二丁目２－３，

－１１，－１２，－１７，－２１ 澁澤倉庫 コジマ 2001年6月5日 2002年3月8日 5,412

関東 川崎市 ドン・キホーテかわさき店
川崎市幸区神明町一丁目４４番１外
８筆 ㈱ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2010年5月13日 2002年4月1日 3,936



関東 川崎市
ＣＵＥプロジェクトＡ棟，ＣＵＥプロ
ジェクトＣＣ棟

Ａ棟：川崎市川崎区小川町４番地１
ＣＣ棟：川崎市川崎区小川町１番地
２２他１１筆

チッタエンタテイメ
ント 未定 2001年12月28日 2002年10月1日 5,223

関東 新潟市 アークプラザ新潟 新潟市姥ヶ山字大日南田45-1外
アークランドサカ
モト

アークランドサカ
モト 2 2001年7月10日 2002年6月19日 31,789

関東 新潟市 原信マーケットシティ河渡 新潟市東区河渡庚１３５－１外 原信 原信 10 2001年8月22日 2002年9月30日 11,823

関東 新潟市 河渡ショッピングセンター 新潟市東区河渡庚２４１－１外 原信 イエローハット 2001年9月6日 2002年9月30日 1,016

関東 新潟市 スーパースポーツゼビオ亀田店 新潟市江南区早苗４丁目488-2外 日生不動産 ゼビオ 2001年11月1日 2002年8月30日 3,841

関東 新潟市 原信白根ショッピングセンター 新潟市南区戸頭字玄長1379-3外 原信 2 原信 3 2001年12月7日 2002年8月8日 3,469

関東 新潟市
新通ショッピングセンター（１街
区） 新潟市西区新通字輪之内1270外 日生不動産

ハードオフコーポ
レーション 1 2002年2月14日 2002年10月30日 2,519

関東 新潟市
新通ショッピングセンター（２街
区） 新潟市西区新通字輪之内1055外 日生不動産 原信 1 2002年2月14日 2002年10月30日 2,846

関東 新潟市
新通ショッピングセンター（３街
区） 新潟市西区新通字輪之内1068-1外 日生不動産 チヨダ 1 2002年2月14日 2002年10月30日 1,421

関東 浜松市 ザザシティ浜松中央館 浜松市中区鍛冶町100－１外

浜松中央地区第
一種市街地再開
発組合 双葉 ○ 2001年4月24日 2001年11月22日 7,398

関東 浜松市 エイデン浜松半田店
浜松市東区半田町字半田上721ー1
外 エイデン エイデン 2001年8月2日 2002年5月1日 2,780

関東 浜松市 ロックタウン浜松葵(Ａゾーン） 浜松市中区葵西３丁目318ｰ1外 ロック開発
マックスバリュ東
海

ファーストリテイリ
ング

ﾁﾖﾀﾞ、大創
産業  外 2002年1月25日 2002年11月26日 5,378

関東 浜松市 ロックタウン浜松葵(Ｂゾーン） 浜松市中区葵西２丁目331ｰ７ ロック開発 中日興業 ○ 2002年1月25日 2002年11月26日 2,545

関東 浜松市 ユーストア上島店 浜松市中区上島3丁目720ー3外 ユーストア ユーストア ○ 2002年3月14日 2002年11月23日 1,650

中部 愛知県
エイデン豊橋店・ユニクロ豊橋前
田南店 豊橋市前田南町一丁目６番１ほか エイデン エイデン 2 2001年4月5日 2002年4月1日 4,023

中部 愛知県 かすがいファッションモール
春日井市大留町３丁目１－２ほか２
筆 しまむら しまむら 1 2001年5月23日 2002年1月24日 2,280

中部 愛知県
ラグーナ・フェスティバルマーケッ
ト 蒲郡市海陽町２丁目２番地 蒲郡海洋開発 長登屋 52 2001年6月20日 2002年4月20日 9,359

中部 愛知県 コジマＮＥＷ大府店 大府市梶田町１丁目１２２番地 コジマ コジマ 2001年6月25日 2002年3月1日 3,900

中部 愛知県 バロー一宮ショッピングセンター 一宮市八幡５丁目１番１６外３筆 バロー バロー ○ 2001年7月24日 2002年7月25日 5,797

中部 愛知県 エイデン小牧インター店 小牧市大字村中字稲荷688　外５筆 エイデン エイデン 1 2001年8月7日 2002年5月1日 2,978

中部 愛知県
スギ薬局豊橋西口店・モンテカル
ロ豊橋店・エコモ豊橋飯村店 豊橋市前田南町１－６－１他 セントラルリース 3 スギ薬局 1 2001年8月10日 2002年4月30日 1,705

中部 愛知県 八千代ムセン東浦店
知多郡東浦町大字緒川字北新田５
－１（外１６筆） 大和工商リース

八千代ムセン電
機 2001年11月30日 2002年9月30日 4,843

中部 愛知県
（仮）三河安城インデックススクエ
ア－

愛知県安城市三河安城駅周辺地区
第１６２街区

インデックスコン
サルティング イエローハット 3 2001年12月20日 2002年8月20日 2,999

中部 愛知県 ホームセンターコーナン東浦店
愛知県知多郡東浦町大字緒川字北
新田５－４（外２８筆） 大和工商リース コーナン商事 2001年12月21日 2002年10月21日 3,981

中部 愛知県 株式会社ドミー大樹寺店 愛知県岡崎市大樹寺３－１８－９他 ドミー ドミー 2002年2月21日 2002年12月5日 1,703

中部 愛知県
ファッションセンターしまむら常滑
店 愛知県常滑市古道６１－６ しまむら しまむら 2002年3月20日 2003年1月20日 1,274

中部 愛知県 ゲンキー東浦店
愛知県知多郡東浦町大字森岡字浜
田７５番１（外４筆） 前田紡績 ゲンキー 2002年3月22日 2002年11月22日 2,941

中部 愛知県 イオン扶桑ショッピングセンター
愛知県丹羽郡扶桑町大字南山名字
高塚5番1、外61筆

ネオパス・エフア
イエス イオン 10 2002年3月28日 2003年6月16日 36,094

中部 岐阜県 バロー岩村店
恵那郡岩村町飯羽間字松割２２９４
番１ほか バロー バロー 4 2001年4月16日 2001年12月17日 4,083

中部 岐阜県 ゲンキー可児南店 可児市坂戸字八幡前８０６番１ほか ゲンキー ゲンキー 2001年5月25日 2002年2月1日 3,068



中部 岐阜県 ヤマダ電機テックランド岐阜店 岐阜市薮田南4丁目11番地の7　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2001年8月17日 2002年4月18日 4,613

中部 岐阜県 スポーツデポ岐阜県庁前店 岐阜市薮田南一丁目12番３　外 アルペン アルペン 2001年11月15日 2002年7月16日 3,994

中部 岐阜県 エイデン可児店 可児市塩字向田1266番地　外 エイデン エイデン 2002年1月30日 2002年8月31日 1,883

中部 岐阜県 カルコス穂積店
本巣郡穂積町大字稲里６５１番１
外 カルコス カルコス 2002年2月1日 2002年10月6日 1,325

中部 岐阜県 バロー穂積西店
本巣郡穂積町十九条鳥居前266番1
外 バロー バロー ○ 2002年3月22日 2002年11月23日 2,999

中部 三重県 アグリパーク多度花ひろば
桑名郡多度町御衣野天の子4100番
地外 アグリパーク多度 アグリパーク多度 花の家 ○ 2001年5月31日 2002年3月1日 1,631

中部 三重県 マルモリビンザ 鈴鹿市神戸二丁目2001番地外 藤井輝太郎 藤井輝太郎 2001年5月30日 2002年1月31日 1,144

中部 三重県 スーパーサンシ菰野店
三重郡菰野町大字宿野字神明田
363番地外１６ スーパーサンシ スーパーサンシ 2001年7月5日 2002年3月6日 2,999

中部 三重県 なばりファッションモール 三重県蔵持町原出１９２０外２ しまむら しまむら アベイル 2001年7月26日 2002年3月27日 2,034

中部 三重県 （仮）マックスバリュ新中央店 松阪市宮町字堂ノ後１３０外
マックスバリュ中
部

マックスバリュ中
部 2001年8月1日 2002年4月2日 4,483

中部 三重県 シェトワ白揚スズカ加田ビル
鈴鹿市三日市町字赤土田1040-3外
3 丸加運輸 白揚 2001年9月28日 2002年6月1日 1,267

中部 三重県 コメリホームセンター嬉野店
一志郡嬉野町中川駅周辺土地区画
整理区域内 コメリ コメリ 2001年11月30日 2002年10月1日 5,817

中部 三重県
マックスバリュ川越ショッピングセ
ンター 三重郡川越町大字高松37番地

平田ショッピッン
グセンター

マックスバリュ中
部 3 2002年2月14日 2002年10月15日 3,889

中部 富山県 ヤマダ電機テックランド魚津店
魚津市吉島字四十田４２１６番１
外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2001年8月15日 2002年4月16日 4,483

中部 富山県 １００満ボルト富山店 富山市布瀬町南１丁目７－４ 橘商事 百満ボルト富山 2001年11月5日 2002年7月6日 1,878

中部 富山県 イオン高岡ショッピングセンター 高岡市下伏間江383番地 イオンモール イオン ○ 2001年11月30日 2002年8月1日 54,200

中部 石川県 根上ショッピングセンター 能美郡根上町大成町ト15番地ほか マルエー マルエー 1 2001年4月20日 2001年12月21日 1,992

中部 石川県 サンシャイン近岡 石川県金沢市近岡町294-2ほか ゲンキー カキノキ ゲンキー 1 2001年9月25日 2002年5月26日 4,067

中部 石川県 アルプラザ津幡
石川県河北郡津幡町北中条５番２５
号ほか 平和堂 平和堂 26 2001年10月24日 2002年6月27日 21,020

中部 石川県 ニトリ金沢田上店
石川県金沢市田上第５土地区画整
理事業施行地内８街区１番２号ほか ニトリ ニトリ 2002年1月30日 2002年11月15日 4,971

中部 名古屋市 フィールちとせ店 港区千年二丁目4101　他
フィールコーポ
レーション

フィールコーポ
レーション ○ 2001年6月4日 2002年7月4日 1,427

中部 名古屋市
名古屋みなとショッピングセン
ター 港区砂美町１番５　他 ニトリ ニトリ 3 2001年7月13日 2002年5月22日 14,391

中部 名古屋市 ミドリ名古屋みなと店 港区遠若町 2丁目80番地1外 ミドリ電化 ミドリ電化 2002年2月15日 2002年10月15日 9,907

中部 名古屋市 ヤマナカ富船店 中川区富船町3丁目1-1､2 豊田通商 ヤマナカ 2002年2月26日 2003年3月21日 1,297

中部 名古屋市
ヤマダ電機テックランド名古屋
星ヶ丘店 千種区星ヶ丘一丁目１番１号 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2002年3月19日 2003年11月20日 4,416

近畿 福井県 コジマＮＥＷ福井店
福井都市計画事業市場周辺土地区
画整理事業１５０街区５外 フクイモール コジマ 2002年3月15日 2002年11月1日 3,300

近畿 滋賀県
南草津駅東口土地信託事業複合
施設棟 草津市野路一丁目17番2外 東洋信託銀行

ワイ・エム・エー
アスティル ○ 2001年5月28日 2002年7月1日 5,422

近畿 滋賀県 ㈱丸善石部店 甲賀郡石部町石部東505-1外 丸善 丸善 ○ 2001年10月19日 2002年7月1日 2,254

近畿 滋賀県 平和堂新能登川店

神崎郡能登川町能登川駅西土地区
画整理事業区域　仮換地番号38-1
外 平和堂 平和堂 ○ 2002年3月22日 2003年2月21日 5,515



近畿 京都府
ファッションセンターしまむら野田
川町店

京都府与謝郡野田川町字石川小字
ヨコグロ１３３８－１他 しまむら しまむら 2002年3月13日 2002年11月14日 1,189

近畿 大阪府 紳士服はるやま新岸和田店 岸和田市小松里町104番１ はるやま商事 はるやま商事 2001年4月17日 2001年12月18日 1,163

近畿 大阪府 (仮称)コジマNEW泉佐野店 泉南郡田尻嘉祥寺５８８番地外 コジマ コジマ 2001年6月28日 2002年2月28日 4,367

近畿 大阪府 （仮称）寝屋川デポマート 寝屋川市昭栄町18番1号 コーナン商事 コーナン商事 ○ 2001年8月13日 2002年4月25日 10,878

近畿 大阪府
（仮称）ロイヤルホームセンター吹
田 吹田市岸部中2丁目5番16号 ダイワラクダ工業 ダイワハウス工業 2001年8月22日 2002年4月23日 3,982

近畿 大阪府 マナベインテリアハーツ高槻店 三島郡島本町大字高浜２２２番１外
マナベインテリア
ハーツ

マナベインテリア
ハーツ 2001年11月19日 2002年7月20日 5,989

近畿 大阪府 サンプラザ八尾沼店 八尾市沼4丁目89番１外 サンプラザ サンプラザ 2002年1月10日 2002年9月1日 2,106

近畿 大阪府 藤井寺駅前商業施設 藤井寺市岡２丁目５２２番地の６ 近畿日本鉄道 日本トイザらス 2002年2月4日 2002年10月4日 3,543

近畿 大阪府 山陽マルナカ泉佐野店 泉佐野市湊２丁目１６１６番地の２ 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2002年2月7日 2002年10月8日 2,747

近畿 兵庫県 マックスバリュ東二見店 明石市二見町東二見字荒内1105外
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 2001年4月18日 2001年12月19日 1,730

近畿 兵庫県 尼崎駅東ビル 尼崎市潮江1丁目
ジェイアール西日
本開発 ミドリ電化 2001年5月25日 2002年9月1日 6,263

近畿 兵庫県 コジマＮＥＷ西宮郷免町店 西宮市郷免町114番地 コジマ コジマ 2001年6月28日 2002年2月28日 3,008

近畿 兵庫県 阪神西宮駅商業施設 西宮市田中町1番16号外 阪神電気鉄道 阪神百貨店 2001年8月1日 2003年3月1日 8,500

近畿 兵庫県
ホームセンターコーナン尼崎梶ヶ
島店 尼崎市梶ヶ島150番地１外 コーナン商事 コーナン商事 2001年8月10日 2002年12月1日 9,200

近畿 兵庫県 マックスバリュ別所店
三木市別所町高木字山ノ下638番
地

マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 2001年9月4日 2002年5月5日 1,500

近畿 兵庫県 マックスバリュ岡田店 姫路市岡田字藏の内264番地1外
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 2001年9月7日 2002年5月8日 1,623

近畿 兵庫県 佐用ショッピングタウン 佐用郡佐用町佐用1060外
マックスバリュ西
日本 2

マックスバリュ西
日本 2 2001年9月27日 2002年5月28日 7,180

近畿 兵庫県
スーパーマーケットNISHIYAMA三
田店 三田市武庫が丘7丁目1番地 西山寛商事 西山寛商事 1 2001年10月18日 2002年6月19日 2,209

近畿 兵庫県 ダイヤモンドシティ伊丹テラス 伊丹市天津字藤ノ木 アイシティ イオン 17 2001年11月6日 2002年7月7日 52,024

近畿 兵庫県 相生ショッピングタウン 相生市那波南本町1868-2 マックスバリュ 3 マックスバリュ 4 2001年11月30日 2002年7月31日 7,671

近畿 兵庫県 ロイヤルホームセンター塚口 尼崎市南塚口町4丁目1番1外 ダイワラクダ工業 大和ハウス工業 2001年12月5日 2002年8月6日 3,763

近畿 兵庫県 ホームプラザナフコ東姫路店
姫路市白浜町宇佐崎南二丁目22番
外 ナフコ ナフコ 2002年2月5日 2002年10月6日 7,882

近畿 兵庫県 コジマＮＥＷ南武庫之荘店 尼崎市南武庫之荘2丁目504 関電産業 コジマ 2002年2月15日 2002年10月16日 1,800

近畿 兵庫県 ニトリ明石店
明石市大久保町字土井ヶ内222-5
外 キンキ商事 ニトリ 2002年2月15日 2002年10月15日 5,354

近畿 兵庫県 ホームセンターコーナン洲本店 洲本市下加茂2丁目506番地1外 コーナン商事 コーナン商事 2002年2月15日 2002年10月15日 3,200

近畿 兵庫県
ファッションセンターしまむら三木
店 三木市大村字高柳87番1ほか しまむら しまむら 2002年3月27日 2002年11月28日 1,227

近畿 奈良県
（仮）イオン天理ショッピングセン
ター 天理市東井戸堂町２６６－１外 イオン イオン ○ 2001年9月14日 2002年6月30日 18,815

近畿 奈良県 アピタ大和郡山店 大和郡山市田中町４４４外 ユニー ユニー ○ 2001年12月27日 2003年4月30日 30,303

近畿 奈良県 スーパーおくやま上牧店 北葛城郡上牧町上牧１８７９－１外 スーパーおくやま スーパーおくやま 2002年2月18日 2002年10月20日 1,650

近畿 奈良県 かしばファッションモール 香芝市畑３－８８７－１外 しまむら しまむら アベイル 2002年2月28日 2002年10月29日 2,249



近畿 和歌山県 オークワ神前店 和歌山市神前字千本５０９外９ オークワ オークワ 2001年8月1日 2002年4月1日 1,433

近畿 和歌山県 パーティハウス新宮店 新宮市緑ヶ丘１丁目6464-1外４筆 パーティハウス パーティハウス 他１（未定） 2001年10月19日 2002年6月20日 2,192

近畿 和歌山県 Aコープいなみ
日高郡印南町大字印南2091-1外6
筆

和歌山いなみ町
農協 2

和歌山いなみ町
農協 3 2002年3月5日 2002年11月6日 1,137

近畿 京都市 （仮称）京都ＫIビル 京都市下京区水銀屋町６２０番地外 ケイアイ興産 未定 2001年7月30日 2003年11月1日 2,000 ×

近畿 京都市
（仮称）ホームセンターコーナンく
いな橋店 伏見区竹田中島町5番外7筆 エス･エル･エス コーナン商事 2001年9月25日 2002年11月1日 2,705

近畿 京都市
スーパーオートバックス京都伏
見・アルペンゴルフ５新伏見店 伏見区横大路芝生3番、21番

オートバックスセ
ブン

カーライフサービ
ス アルペン 2001年10月30日 2002年11月1日 3,133

近畿 京都市 マツモト伏見店 伏見区竹田中島町１００外８筆 マツモト マツモト 2 2001年12月25日 2002年11月1日 2,476

近畿 大阪市 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰｺｰﾅﾝ天王寺店
阿倍野区天王寺町南１丁目９番１外
１ コーナン商事 コーナン商事 1 2001年5月29日 2002年9月1日 8,607

近畿 大阪市 アルペン住之江店 住之江区泉1丁目２９９－１　外 ハマダ アルペン 2002年1月29日 2002年11月1日 4,476

近畿 大阪市 大阪証券取引所ビル 中央区北浜１丁目１番４　ほか 平和不動産 未定 2002年3月29日 2004年12月1日 3,649

近畿 神戸市 山陽マルナカ神戸小山店
神戸市西区玉津町小山竹ノ戸２２－
１ 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2001年4月6日 2001年12月5日 3,082 ×

近畿 神戸市 （仮称）ミドリ御影店 東灘区御影本町４丁目６１９番地 ミドリ電化 ミドリ電化 2001年10月22日 2002年6月23日 7,226

近畿 神戸市 （仮称）興和神戸ビル 中央区浪花町２７ 興和不動産
ルイ・ヴィトン・
ジャパン 2 2001年11月9日 2002年10月1日 1,689

近畿 神戸市 ヤマダ電機テックランド神戸店
神戸市東部新都心地区土地区画整
理事業仮換地Ｃ－２街区２外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2001年11月22日 2002年7月23日 5,609

近畿 神戸市 ＭＲＳＸビル 中央区栄町通１－２－１外２筆 建隆エステート
オン・ビジネス・ト
レンド 外未定 2002年1月7日 2002年9月7日 2,170

近畿 堺市 ヤマダ電機テックランド大阪堺店 堺市八下1丁5－1 牧野建設 ヤマダ電機 2001年9月6日 2002年5月7日 4,289

中国 鳥取県 鳥取グリーンシティ 鳥取市若葉台北６－１
ダイヤモンドシ
ティ ジャスコ 大創産業 2001年5月31日 2002年2月1日 2,192

中国 島根県 東出雲ショッピングパーク 東出雲町錦新町
東出雲ショッピン
グパーク

コーナン商
事 コーナン商事 6 2001年5月21日 2002年3月1日 14,481

中国 岡山県
生活協同組合おかやまコープ
コープ林田 津山市林田１１７－２ おかやまコープ おかやまコープ 2 2001年7月5日 2002年3月6日 2,838

中国 岡山県 しんくらしきショッピングモール
倉敷市新倉敷駅南第２土地区画整
理第１１街区 しまむら しまむら アベイル 2001年9月6日 2002年5月7日 2,172

中国 岡山県 サンパーク新見 新見市正田字橋ノ本４３３－６ほか サンディ サンディ ジュンテンドー 8 2001年9月17日 2002年9月1日 7,409

中国 岡山県 山陽マルナカ北房店 北房町大字上水田５０８３番外 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2001年10月16日 2002年7月1日 3,325

中国 広島県 ダイキEX坂 坂町平成ヶ浜二丁目１３０３５外 ダイキ ダイキ 2001年10月10日 2002年6月11日 9,306

中国 広島県 ユーホー向島店
尾道市向東町蔵本谷沖１００８番地
１号外 ユーホー ユーホー 2001年10月22日 2002年6月22日 2,594

中国 広島県
ホームセンター　ジュンテンドー庄
原店 庄原市新庄町３８９－２外 ジュンテンドー ジュンテンドー 2001年10月25日 2002年7月13日 2,522

中国 広島県 イオンモール広島府中ソレイユ 府中町大須２丁目１２１番１外
三菱ＵＳＪ信託銀
行 イオン 111 2001年11月14日 2004年3月1日 64,500

中国 広島県 デオデオ安芸府中店 府中町大須３丁目３６－１他 泉不動産 デオデオ 2001年11月19日 2002年7月20日 1,637

中国 広島県
ファッションセンターしまむら吉田
店 吉田町大字常友481番1号 しまむら しまむら 2002年3月11日 2002年11月12日 1,295

中国 広島県
ファッションセンターしまむら甲山
店 甲山町西上原877番4号 しまむら しまむら 2002年3月11日 2002年11月12日 1,326

中国 山口県 室積ショッピングセンター 光市新開２丁目５５７０－１ マミー マミー 5 2001年5月23日 2002年1月24日 2,906



中国 山口県 マミー防府西店 防府市大字新田１０４７－２ マミー マミー 3 2001年7月2日 2002年3月4日 2,334

中国 山口県 アルク西宇部店 宇部市際波１６０２－１ 丸久 丸久 2001年9月26日 2002年5月27日 1,985

中国 山口県 ディックone下関 下関市東大和町２丁目１２番１２号 ダイキ ダイキ 2001年10月12日 2002年6月13日 6,983

中国 山口県 ディック宇部店 宇部市明神町2丁目2番１号 宇部興産開発 ダイキ 2001年10月15日 2002年6月16日 4,348

中国 山口県 サンマート華城店 防府市桑南２丁目６６３番地 サンマート サンマート 4 2001年10月19日 2002年6月20日 1,271

中国 山口県 西恩田商業施設 宇部市神原町２丁目３７９０の４ 宇部興産開発
マックスバリュ西
日本 3 2001年12月14日 2002年8月15日 3,279

中国 山口県 グッデイ山口小郡店 小郡町大字下郷３５３７ 嘉穂無線 嘉穂無線 2002年2月15日 2002年10月16日 8,395

中国 山口県 マックスバリュ吉敷店 山口市大字吉敷２５７５－１
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 2002年3月22日 2002年11月23日 1,839 ×

中国 広島市 デジタル２１広島八木店
広島市安佐南区八木二丁目２８１６
－１外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2001年6月25日 2002年4月26日 3,455

中国 広島市
スーパーオートバックス広島商工
センター

広島市西区商工センター八丁目6-
37外 協和木工 ユニオンオート 2001年9月21日 2002年6月1日 1,296

中国 岡山市 日産サティオ岡山東岡山営業所 岡山市宍甘２３５－１ほか
日産サティオ岡
山 日産サティオ岡山 2001年9月10日 2002年5月11日 1,421

四国 徳島県 ケーズデンキ徳島本店
徳島市北沖洲1丁目61番地１，66番
地 オキノス ビッグ・エス 2001年7月6日 2002年3月14日 4,400

四国 徳島県 ディック万代店 徳島市万代町6丁目3番 ダイキ ダイキ 2001年9月27日 2002年6月30日 3,220

四国 徳島県 ママの店鴨島店
麻植郡鴨島町西麻植字麻植市56番
地の1の一部他15筆 ティーアンドエム ティーアンドエム 他１＋α 2001年10月16日 2002年7月15日 2,004

四国 香川県

ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ十川ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ北ｴﾘｱ
ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ十川ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ南ｴﾘｱ
（ﾊﾟﾙﾃｨ･ﾌｼﾞ十川ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ）

高松市十川東町字佐古43番地1外
高松市十川東町字佐古54番外
（高松市十川西町字露尾655-1外） フジ フジ ○ 2001年6月14日 2002年3月1日 8,066

四国 香川県 中央開発丸亀敷地商業施設 丸亀市蓬莱町56-１ 中央開発 日本トイザらス 外１＋α 2001年10月19日 2002年6月20日 8,498

四国 香川県 ﾎｰﾑﾌﾟﾗｻﾞﾅﾌｺ善通寺店 善通寺市原田町1587外 ナフコ ナフコ 2001年11月22日 2002年8月1日 7,079

四国 愛媛県 Ａコープ今治店 今治市別宮町9丁目1-53外
愛媛県農協連合
会

愛媛県農協連合
会 2001年5月16日 2002年5月1日 1,751

四国 愛媛県 セブンスター南江戸店 松山市南江戸3丁目822番1他 セブンスター セブンスター 2001年8月1日 2002年6月1日 1,993

四国 愛媛県 ディック東予店 東予市北条1594 ダイキ ダイキ 2002年3月7日 2002年11月8日 2,495

四国 高知県 かがみのファーム
香美郡土佐山田町百石町2丁目
216-17外

土佐山田ショッピ
ングセンター

土佐山田ショッピ
ングセンター 外２＋α 2001年4月10日 2001年12月12日 1,793 ×

四国 高知県 かがみのファーム
香美郡土佐山田町百石町2丁目
216-17外

土佐山田ショッピ
ングセンター

土佐山田ショッピ
ングセンター 外２＋α 2001年6月14日 2002年2月18日 1,500

四国 高知県 ディック四万十店 中村市具同2625番1外 フジ ダイキ 2001年7月18日 2002年3月19日 2,123

四国 高知県 フジグラン野市ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
香美郡野市町西野字力ノ丸1995-5
外 フジ フジ 外１＋α 2001年8月29日 2002年4月30日 11,435

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12月13日 2002年8月14日 2,444

九州 福岡県 コジマNEW福岡春日店 春日市須玖北１－１ エスプランニング コジマ 2001年4月11日 2001年12月12日 3,357

九州 福岡県 サニーすわの町店 久留米市諏訪野町１９０３－２１　外 サニー サニー 4 2001年5月23日 2002年1月24日 2,219

九州 福岡県 ダイソー上津店
久留米市上津町字原屋敷１４０５ー
２ 藤吉春義 ダイソー産業 2001年9月21日 2002年5月22日 1,453

九州 福岡県 ゆめタウン久留米（本館）
久留米市合川北土地区画整理区域
内第一街区 イズミ イズミ 78 2001年11月15日 2003年10月1日 35,390



九州 福岡県 ゆめタウン久留米（別棟）
久留米市合川北土地区画整理区域
内第二街区 イズミ ニトリ 2 2001年11月15日 2003年10月1日 11,913

九州 福岡県 （仮称）ラララショッピングタウン 大牟田市大字小浜７０－６ 吉弘鋼材 壽屋 1 2001年12月7日 2002年7月10日 1,770 ×

九州 福岡県
ファッションセンターしまむら吉井
店 久留米市田主丸町鷹取５０４ しまむら しまむら 2001年12月12日 2002年10月12日 1,334

九州 福岡県 ホームプラザナフコ大刀洗店
三井郡大刀洗町大字鵜木字石戸７
２９－１　外 ナフコ ナフコ 2001年12月12日 2002年8月13日 4,442

九州 福岡県

ダイソーくりえいと宗像店、ザ・
シューズくりえいと宗像店（旧　ダ
イソーくりえいと宗像店、ステイく
りえいと宗像店） 宗像市くりえいと２丁目２番１号　外 くりえいと 1 チヨダ 2002年3月15日 2002年7月20日 2,203

九州 福岡県 スーパースポーツゼビオ春日店 春日市春日５－５１　外
春日西友ショッピ
ングセンター ゼビオ 2002年3月20日 2002年11月21日 3,362

九州 佐賀県 モラージュ佐賀
佐賀市巨勢町大字牛島字二本松７
４９－２　外 双日商業開発 西友 ○ 2001年10月11日 2002年8月15日 37,100

九州 佐賀県
ファッションセンターしまむら川副
店

佐賀郡川副町大字南里３１４－１
外 しまむら しまむら 2002年2月1日 2002年12月1日 1,326

九州 長崎県 ヤマダ電機テックランド長崎店 長崎市三芳町２－１ 九州旅客鉄道 ヤマダ電機 2001年10月19日 2002年6月20日 4,791

九州 長崎県 フレスタ佐世保 佐世保市三浦町２５１　外 九州旅客鉄道 中村ストアー 25 2002年1月31日 2002年11月1日 6,117

九州 熊本県 ベスト電器Ｎｅｗ八代店 八代市旭中央通4-3 ベスト電器 ベスト電器 2002年3月8日 2002年11月15日 2,067

九州 大分県
ケーズデンキパークプレイス大分
本店 大分市公園通り西２－２ 住友信託銀行 ケーズデンキ 2001年6月29日 2002年3月1日 5,322

九州 宮崎県 ひゅうがファッションモール 日向市向江町１－１９９－１　外 大忠 しまむら アベイル 2001年5月14日 2002年1月15日 2,234

九州 宮崎県 ホームプラザナフコ南都城店 都城市今町７７４９－１　外 ナフコ ナフコ 2001年6月22日 2002年4月30日 4,875

九州 宮崎県 イオン都城ショッピングセンター 都城市早鈴町１９５０　外 イオン九州 イオン九州 2001年8月30日 2003年3月20日 28,834

九州 宮崎県 タイヨー都城店 都城市下長飯２６０　外 タイヨー タイヨー 1 2001年10月31日 2002年7月1日 6,151

九州 宮崎県 高鍋ショッピングセンター
児湯郡高鍋町大字北高鍋字権現前
２１００－３１　外 イオン九州 イオン九州 永野 2001年12月27日 2002年9月1日 4,837

九州 宮崎県
ファッションセンターしまむら小松
店

宮崎市大字小松字口ノ坪２９０９－
１ タカラ建材 しまむら 2002年1月31日 2002年10月1日 1,297

九州 宮崎県
ファッションセンターしまむら串間
店 串間市西原１－１５－１ トーア しまむら 2002年3月28日 2002年11月29日 1,301

九州 鹿児島県 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

九州 鹿児島県
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５
１３７－１ トーア しまむら 2001年9月21日 2002年5月22日 1,350

九州 福岡市
ヤマダ電機テックランド福岡城南
店 福岡市城南区友泉亭３６－１　外３ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2001年6月25日 2002年2月26日 3,257

九州 福岡市 マルショク吉塚駅東店 福岡市博多区吉塚６－３７２ サンリブ サンリブ 2001年9月19日 2002年5月21日 1,752

九州 福岡市 福岡都心ビル 福岡市中央区天神２－４－５
福岡都心娯楽産
業 ビックカメラ 2001年12月19日 2003年4月1日 4,996

九州 福岡市 デオデオ福岡西店 福岡市西区福重２－４６３－１　外 デオデオ デオデオ 2002年1月30日 2002年11月1日 4,088

九州 福岡市 ヨドバシ博多ビル 福岡市博多区博多駅中央街６－１２ ヨドバシカメラ ヨドバシカメラ 3 2002年2月8日 2002年11月1日 23,019

九州 福岡市 ハローデイ次郎丸店
福岡市早良区次郎丸１－２２０－１
外 ハローデイ ハローデイ 2 2002年3月15日 2002年12月5日 1,552

九州 北九州市 高見ショッピングセンター
北九州市八幡東区高見二丁目７番
６号ほか スピナ

北九州市住
宅供給公社 西鉄ストア 28 2001年7月30日 2002年4月1日 3,384

九州 北九州市 ホームプラザナフコ富野店
北九州市小倉北区上富野二丁目１
２番１号 ナフコ ナフコ 2001年7月31日 2002年4月1日 7,093



九州 北九州市 スピナ鷹見台店
北九州市八幡西区鷹見台一丁目１
番５１号 スピナ 西鉄ストア くすりの鶴美堂 4 2001年12月3日 2002年8月3日 1,317

九州 北九州市

スポーツデポスペースワールド駅
前店・ゴルフ５スペースワールド
駅前店

北九州市八幡東区東田二丁目３番
９号 九州旅客鉄道 アルペン 2002年2月20日 2002年11月1日 4,689

九州 熊本市 ハンズマン画図店
熊本市東区画図町大字重富字外無
田1014-1ほか ハンズマン ハンズマン 2001年4月12日 2001年12月13日 9,046

九州 熊本市 びぷれす熊日会館 熊本市中央区上通町12番ほか 熊本日日新聞社 ○ 鶴屋百貨店 ○ 2001年6月4日 2002年4月1日 7,104

九州 熊本市 エース水前寺駅店
熊本市中央区水前寺1丁目296-1ほ
か 九州旅客鉄道 広栄 2001年11月15日 2002年7月15日 1,440

九州 熊本市 サンコーペット＆グリーン本山店
熊本市中央区世安町字松手33-1ほ
か

ホームセンターサ
ンコー

ホームセンターサ
ンコ－ 2002年1月4日 2002年9月15日 3,575

沖縄 沖縄県 (仮称)イオン名護ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 名護市字名護見取川原4472　外 東住宅産業 琉球ジャスコ 2001年11月30日 2002年11月1日 18,500

沖縄 沖縄県 沖縄アウトレットモール 豊見城村字豊崎１番188
大和情報サービ
ス 2001年12月14日 2002年12月1日 14,804

沖縄 沖縄県 イオンタウン宮古 平良市字西原東屋原1290番　外 琉球ジャスコ 琉球ジャスコ 2001年12月25日 2002年9月1日 3,780

沖縄 沖縄県 （仮称）イオンタウン佐敷 佐敷町字津波古西原1189番　外
球陽生コンクリー
ト 琉球ジャスコ 2001年12月25日 2002年9月1日 2,891

沖縄 沖縄県
（仮称）沖縄県水産物流通総合ｾ
ﾝﾀｰ 那覇市港町１丁目１番地27

沖縄県漁協連合
会 カネヤマ水産 2002年3月29日 2004年4月1日 1,445


	法第５条第１項（新設）

