
平成２１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】

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
三井アウトレットパーク札幌北広
島 北広島市大曲134－20ほか 三井不動産 未定 2009年6月19日 2010年3月31日 20,004

北海道 北海道 （仮称）コープさっぽろ恵み野店 恵庭市恵み野西５丁目３－１ 滋慶 コープさっぽろ 2009年7月15日 2010年3月15日 2,610

北海道 北海道 （仮称）コープさっぽろ岩見沢店 岩見沢市５条東12丁目５－１ほか シーズ協同開発 コープさっぽろ 未定 2009年8月10日 2010年4月11日 3,205

北海道 北海道 南町クローバータウン 帯広市西18条南27丁目1番2ほか オリックス ホーマック ダイイチ 1 2009年10月15日 2010年6月16日 7,931

北海道 北海道 ジョイフルエーケー帯広店生活館 帯広市東７条南16丁目２－１　ほか
ジョイフルエー
ケー

ジョイフルエー
ケー 2009年11月25日 2010年7月26日 8,376

北海道 北海道
ジョイフルエーケー帯広店　資材
センター 帯広市東９条南16丁目１－11　ほか

ジョイフルエー
ケー

ジョイフルエー
ケー 2009年11月25日 2010年7月26日 3,402

北海道 北海道 （仮称）ダイイチ花咲店 旭川市春光１条８丁目 ダイイチ ダイイチ 2009年12月10日 2010年8月11日 3,581

北海道 北海道 コーチャンフォー旭川店 旭川市宮前通西4155番地の３ほか リラィアブル リラィアブル 2009年12月28日 2010年8月29日 5,388

北海道 北海道 （仮称）大麻北町複合商業施設 江別市大麻北町521－２　ほか 豊月 豊月 2 2010年1月18日 2010年9月19日 3,911

北海道 北海道 ニトリ函館店 函館市美原２丁目13－１　ほか
ニトリホールディ
ングス ニトリ 2010年2月1日 2010年10月2日 6,712

北海道 北海道 DCMホーマック新明店 苫小牧市柳町２丁目３番地１ DCMホーマック DCMホーマック 2010年2月3日 2010年10月4日 5,703

北海道 北海道 ホーマックニコット恵山店 函館市高岱町７番１　ほか ホーマックニコット ホーマックニコット 2010年2月12日 2010年10月13日 1,161

北海道 北海道 ホーマックスーパーデポ新明店
苫小牧市新明町３丁目９番286　ほ
か ホーマック ホーマック 2010年2月18日 2010年10月19日 8,925

北海道 北海道 HA・RERUタウンB 苫小牧市柳町２丁目６番 新興産業 未定 2010年3月19日 2010年11月20日 2,776

北海道 北海道

ケーズデンキ名寄パワフル館

名寄市豊栄１９６番地１１０ デンコードー デンコードー 2010年3月25日 2010年11月26日 1,608

北海道 北海道 コープさっぽろ　さつない店 幕別町札内豊町３０番ほか
北海道環境サー
ビス

生活協同組合
コープさっぽろ 2010年3月31日 2010年12月1日 3,779

北海道 北海道

ツルハドラッグ沼ノ端北店・西松
屋苫小牧東店 苫小牧市共栄町１丁目23-2ほか マルシン産業 ツルハ 西松屋チェーン 2010年3月31日 2010年12月1日 1,960

北海道 札幌市 （仮称）ニトリ平岡店
札幌市清田区平岡1条6丁目323-8
ほか

ニトリ ニトリ
2009年4月1日 2009年11月5日 5,138

北海道 札幌市 大通ビッセ
札幌市中央区大通西３丁目６番２他 交洋不動産

アインファーマ
シーズ

セイコーマート
6 2009年5月29日 2010年4月1日 1,926

北海道 札幌市 キャッツアイビッグ東苗穂店
札幌市東区東苗穂３条２丁目５番２
５号

北海道ショッピン
グセンタービル カネヨ商事 未定 2009年9月29日 2010年5月30日 4,794

北海道 札幌市
ファッションセンターしまむら藤野
店

札幌市南区藤野2条7丁目144-1ほ
か しまむら しまむら 2009年10月28日 2010年6月29日 1,116

北海道 札幌市 札幌西ショッピングセンター
札幌市手稲区西宮の沢3条1丁目12
番 コープさっぽろ 登寿 コープさっぽろ セリア 未定 2010年2月25日 2010年10月1日 3,508

建物設置者名 小売業者名

　　　　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。
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経済産業省



東北 青森県 田向ファッションモール
八戸市八戸都市計画事業田向土地
区画整理事業２１街区１，２ しまむら しまむら 2009年10月30日 2011年7月1日 2,057

東北 青森県 （仮称）ＭＧｐｌａｚａ 三沢市中央町２丁目７外
ＭＧインターナ
ショナル

ＭＧインターナ
ショナル 未定 2009年12月16日 2010年3月26日 1,843

東北 青森県 DCMホーマック長苗代店 八戸市長苗代観音堂７９－１外 三菱ＵＦＪリース DCMホーマック 2009年12月25日 2009年8月26日 6,170

東北 青森県
（仮称）ホームセンターかんぶん
五戸店 三戸郡五戸町下ﾓ沢向２１－２７ 菅文 菅文 2010年3月2日 2010年11月3日 2,006

東北 岩手県 ヤマダ電機テックランド盛岡北店 盛岡市青山三丁目４番15号ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2009年8月28日 2010年4月29日 4,186

東北 岩手県 コープ西町店 宮古市田の神二丁目２番地１ほか
いわて生活協同
組合

いわて生活協同
組合 2009年9月24日 2010年5月25日 1,557

東北 岩手県
薬王堂岩手牧野林店・セブンイレ
ブン滝沢せいほくタウン店

岩手郡滝沢村滝沢字穴口135番地
２ 丸高商事 薬王堂

セブンーイレブ
ン・ジャパン 2009年10月30日 2010年7月1日 1,186

東北 岩手県 ジョイス三関店 一関市三関字神田90番地１ほか ジョイス ジョイス 大創産業 2009年12月17日 2010年8月18日 2,184

東北 宮城県 ニトリ大崎店
大崎市古川字青塚１６４番１　外 ニトリ ニトリ

2009年4月1日 2009年12月2日 3,530

東北 宮城県 （仮称）ヤマザワ塩釜中の島店
塩竈市中の島７３　外 ヤマザワ

ヤマザワ ヤマザワ薬品 未定 2009年6月1日 2010年2月2日 4,021

東北 宮城県 フレスコキクチ蔵王店
刈田郡蔵王町大字円田字西浦北44番1 キクチ

キクチ 薬王堂 2009年12月25日 2010年8月26日 2,397
×

東北 宮城県
（仮称）ケーズデンキ築館店 栗原市築館藤木１－４８　外 デンコードー

デンコードー 2010年3月8日 2010年11月9日
2,724

東北 秋田県 スーパーマーケットよねや角館店
仙北市角館町小勝田中川原１１１番
地１外

よねや よねや
2009年4月22日 2009年12月23日 1,659

東北 秋田県 ニトリ大仙店
大仙市東川字屋敷後１６９番外 ニトリ ニトリ

2009年5月1日 2010年1月2日 3465

東北 秋田県 グランマート堤脇店 由利本荘市堤脇１５番地 タカヤナギ タカヤナギ 2010年2月12日 2010年9月20日 1,378

東北 秋田県 スーパードラッグアサヒ角館店 仙北市角館町下菅沢２２番地１外 横浜ファーマシー アサヒ 2010年2月26日 2010年10月27日 1,629

東北
秋田県

よこてイースト

横手市駅前町９２１番他 羽後交通 7 ミサトフーズ ○ 2010年1月19日 2010年10月13日 1,613

東北 山形県 ヤマザワ富の中店
山形市富の中四丁目203番８外

ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 2009年5月1日 2010年1月2日 2,496

東北 山形県 ヤマダ電機テックランド山形南店 山形市高堂二丁目５２番１号 昭和運輸 ヤマダ電機 2009年9月14日 2010年5月15日 2,652

東北 山形県
ファッションセンターしまむら元木
店 山形市元木二丁目８番１号 ボタンヤ しまむら 2009年10月9日 2010年6月10日 1,224

東北 山形県 おーばん南尾花沢店
尾花沢市上町三丁目２７０８の３番
地 おーばん おーばん 薬王堂 2009年11月25日 2010年9月1日 2,644

東北 福島県 メガステージ田村
田村市船引町字源次郎１１８番地１
ほか２６筆

アクティブワン ヨークベニマル 三貴 3
2009年4月22日 2010年1月23日 5,991

東北 福島県 （仮称）福島市松山町複合店舗 福島市松山町77番地ほか 渡辺産業 西松屋チェーン フォー・ユー 2009年7月2日 2010年3月3日 1,292

東北 福島県 若葉ファッションモール 郡山市若葉町45番1ほか しまむら しまむら 2009年10月29日 2010年6月30日 2,295

東北 福島県
ファッションセンターしまむら一箕
町店

会津若松市扇町土地区画整理事業
施行地区2-1街区1号ほか しまむら しまむら 2010年2月19日 2010年10月20日 1,100

東北 福島県 ヨークベニマル日和田店
郡山市日和田町字前田19番の1ほ
か ヨークベニマル ヨークベニマル 2010年2月23日 2010年10月24日 2,010

東北 仙台市 ケーズデンキ仙台太白店
仙台市太白区山田字田中前31 デンコードー デンコードー

2009年4月16日 2009年12月17日 7,677



東北 仙台市 東京インテリア仙台港店
仙台市宮城野区中野字葦畔3-1
他

東京インテリア家
具

東京インテリア家
具 2009年6月12日 2010年2月13日 15,415

東北 仙台市 泉・野村パーク
仙台市泉区野村土地区画整理事業
地内 住販システム ヨークベニマル カワチ薬品 2009年10月1日 2010年6月2日 4,406

東北 仙台市 （仮称）一番町平和ビル 仙台市青葉区一番町三丁目６番１ 平和不動産 未定 2009年10月19日 2011年1月4日 1,608

東北 仙台市
グリーンズショッピングモール上
谷刈 仙台市泉区上谷刈1-7-15

グリーンショップ
本郷 ベルプラス なにわ

グリーン
ショップ本郷 2009年11月6日 2010年7月7日 2,795

東北 仙台市 フォレオせんだい宮の杜Ｄ街区
仙台市宮城野区東仙台四丁目101
番25

三井住友信託銀
行 西松屋チェーン 4 2009年12月25日 2010年8月1日 1,465

東北 仙台市 フレスポ六丁の目
仙台市若林区六丁の目元町8番地
１他 大和リース しまむら 未定 2010年1月14日 2010年9月15日 2,786

東北
仙台市 ヨークベニマル新荒巻店

仙台市青葉区荒巻本沢二丁目620
番1他 ヨークベニマル ヨークベニマル 2010年1月25日 2010年10月15日 2,124

東北 仙台市 ニトリ仙台新港店
仙台市宮城野区中野字葦畔125-1
他 ニトリ ニトリ 2010年3月11日 2010年11月12日 7,162

関東 茨城県 （仮称）ＰＣ　ＤＥＰＯＴ神栖店
神栖市居切蒲地１４５６－７９　外

ピーシーデポコー
ポレーション

ピーシーデポコー
ポレーション 2009年5月13日 2010年1月14日 2,605

関東 茨城県 とりせん大沢店
常総市大沢１９３８－１　外 とりせん とりせん

2009年5月29日 2010年1月30日 1,842

関東 茨城県 （仮称）ケーズデンキ高萩店 高萩市大字安良川字三反田２４６－

ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2009年6月9日 2010年2月10日 2,452

関東 茨城県 ファッションセンターしまむら波崎店神栖市波崎７６７７番　外

しまむら
しまむら

2009年7月10日 2010年3月11日 1,111

関東 茨城県 (仮称）ニトリつくば店
つくば市葛城一体型特定土地区画
整理事業地内Ｅ１１０街区１画地

ニトリ
ニトリ

2009年7月29日 2010年3月30日 5,088

関東 茨城県 ジョイフル山新　下妻店 下妻市古沢字屋敷東５３３番　外

山新
山新

2009年7月30日 2010年3月31日 6,260

関東 茨城県 カスミ瓜連店 那珂市瓜連字西室家７５７－２

カスミ
カスミ 未定

2009年7月30日 2010年3月31日 3,388

関東 茨城県 ファッションセンターしまむら白山店取手市白山３丁目甲２５９番１　外

しまむら
しまむら

2009年8月12日 2010年4月13日 1,107

関東 茨城県 (仮称）ゼビオつくば店
土浦市中村南６丁目番外２６－１８
外

ゼビオ
ゼビオ 2

2009年8月31日 2010年5月1日 5,703

関東 茨城県 セイミヤモールかすみがうら
かすみがうら市西成井字大平２５５
７－１６　外

セイミヤ
セイミヤ 1

2009年9月3日 2010年5月4日 3,152

関東 茨城県
ファッションセンターしまむら常陸
太田店 常陸太田市中城町字猿ヶ崎３　外

山口酒店
しまむら

2009年9月16日 2010年5月17日 1,115

関東 茨城県 ヨークベニマル水戸浜田店 水戸市浜田一丁目６９番３号　外

ヨークベニマル
ヨークベニマル

2009年10月28日 2010年6月29日 2,011

関東 茨城県 サンユーストアー渡里店
水戸市渡里町字前原２８７３－２
外

サンユーストアー
サンユーストアー

2010年1月29日 2010年9月30日 1,307

関東 茨城県 （仮称）ベイシア古河総和店 古河市大堤字本田前６８２番地　外

ベイシア
ベイシア

2010年1月29日 2010年9月30日 7,220

関東 茨城県 （仮称）ベイシア古河総和専門店 古河市大堤字船堀６２１番地　外

ベイシア
ベイシア

2010年1月29日 2010年9月30日 1,430
×

関東 茨城県 サンユーストアー渡里店
水戸市渡里町字前原２８７３－２
外

サンユーストアー
サンユーストアー

2009年11月24日 2010年7月25日 1,307

関東 茨城県 ヤマダ電機テックランド笠間店 笠間市寺崎字峯崎１４２番１　外

ヤマダ電機
ヤマダ電機

2010年2月26日 2010年10月27日 2,654

関東 茨城県
（仮称）ヨークベニマルひたちなか
金上店 ひたちなか市大成町１１番地　外

日立ライフ
ヨークベニマル

2010年3月10日 2010年3月10日 2,032

関東 茨城県 （仮称）ヨークベニマル友部店
笠間市東平三丁目１４７０－１９３２
外

ヨークベニマル
ヨークベニマル

2010年3月23日 2010年3月23日 1,988



関東 茨城県 ユニクロ竜ヶ崎ニュータウン店 龍ケ崎市藤ケ丘一丁目１番１号

ユニクロ
ユニクロ

2010年3月26日 2010年3月26日 1,523

関東 茨城県 （仮称）ＳＤＧ５ひたち野牛久店
牛久市ひたち野東一丁目２５－１
外

芙蓉総合リース
アルペン

2010年3月26日 2010年3月26日 4,778

関東 栃木県 ニトリ那須塩原店 那須塩原市東三島二丁目81番10
ニトリホールディ
ングス ニトリ 2009年4月9日 2009年12月10日 3,463

関東 栃木県 アクロスプラザ足利 足利市田中町字浜ノ給95番1外 三菱UFJリース たいらや 2 2009年6月15日 2010年2月16日 2,971

関東 栃木県 うさぎや栃木城内店
栃木市城内町二丁目字古城1152番
地外 うさぎや うさぎや 2009年6月17日 2010年2月18日 1,993

関東 栃木県 ユニクロ大田原店 大田原市美原一丁目５番44号外 ダイワロイヤル ユニクロ 2009年10月2日 2010年6月3日 1,681

関東 栃木県 ベルク佐野田沼典 佐野市田沼町386番外 ベルク ベルク 2009年11月10日 2010年7月11日 2,255

関東 栃木県 ヨークベニマル祝町店 栃木市祝町378番１外 ヨークベニマル ヨークベニマル カワチ 2010年1月20日 2010年9月21日 2,934

関東 栃木県
ファッションセンターしまむら大平
店

都賀郡 栃 藤
下皆川・富田土地区画整理事業13
街区１外 しまむら しまむら 2010年2月18日 2010年10月19日 1,129

×

関東 栃木県 ヤマダ電機テックランド佐野店 佐野市大橋町1054番地９ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2010年3月25日 2010年11月26日 2,777

関東 群馬県 ヤオコー桐生境野店 桐生市境野町六丁目４９１－１　外 ヤオコー ヤオコー 未定 2009年6月26日 2009年3月1日 2,667

関東 群馬県 ケーズデンキ渋川パワフル館 渋川市白井２２８２－１　外
ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2009年10月26日 2010年6月27日 3,343

関東 群馬県 フレッセイ宝泉店 太田市宝町８６６　外 フレッセイ フレッセイ 2009年11月30日 2010年8月1日 1,640

関東 群馬県
ファッションセンターしまむら笠懸
店 みどり市笠懸町阿左美５８２番５　外 しまむら しまむら 2010年1月21日 2010年9月22日 1,112

関東 群馬県 ベイシア伊勢崎バイパス店 伊勢崎市連取町２３３６番６　外 ベイシア ベイシア 2010年3月9日 2010年11月10日 2,504

関東 群馬県 ベイシア太田モール 太田市飯塚町５６６　外 ベイシア ベイシア カインズ ○ 2010年3月12日 2010年11月13日 28,000

関東 群馬県 ベイシア新大泉店
邑楽郡大泉町いずみ二丁目３０８６
番５０　外 ベイシア ベイシア 2010年3月12日 2010年11月13日 5,688

関東 群馬県 ベイシア前橋南モール
前橋市南部拠点東地区土地区画整
理事業１１街区　外 ベイシア カインズ ベイシア ○ 2010年3月31日 2011年12月1日 26,615

関東
埼玉県

ＰＥＯＮＹ　ＷＡＬＫ　東松山、ケー
ズデンキ　ピオニウォーク東松山

東松山市あずま町四丁目3番地、5
番地

ユニー ユニー
ケーズホール
ディングス

74
2009年5月12日 2010年1月13日 42,809

関東 埼玉県 ヤオコー所沢美原店
所沢市美原町４丁目2978-1　他８
筆、2987　他４筆

ヤオコー ヤオコー
2009年5月29日 2010年1月30日 1,889

関東 埼玉県 島忠ホームズ川口店 川口市大字芝7229番地　外 島忠 島忠 2009年6月25日 2010年3月1日 4,298

関東 埼玉県 スカイテラス 狭山市入間川一丁目３番２号
スカイテラス商業
施設棟管理組合 セイジョー ○ 2009年7月23日 2010年3月24日 2,186

関東 埼玉県 フォレオ菖蒲
久喜市菖蒲町菖蒲字寺田６００６番
地１

三井住友信託銀
行

ケーズホールディ
ングス 二木ゴルフ 2 2009年7月27日 2010年3月28日 6,462

関東 埼玉県
ファッションセンターしまむら菖蒲
店

菖蒲北部土地区画整理事業１０街
区②他 しまむら しまむら 2009年7月28日 2010年3月29日 1,116

関東 埼玉県 ヤオコー草加原町店 草加市原町二丁目３番1 ヤオコー ヤオコー セキ薬品 2009年9月30日 2010年5月31日 2,661

関東 埼玉県 マミーマート川口市芝店 川口市芝２丁目１４番の一部 マミーマート マミーマート 2009年10月2日 2010年6月2日 1,742

関東 埼玉県 スーパーアルプス飯能美杉台店 飯能市美杉台三丁目１７番４　ほか
スーパーアルプ
ス スーパーアルプス タマサービス 1 2009年10月29日 2010年6月30日 2,236



関東 埼玉県
（仮称）ＭＥＧＡドン・キホーテ草加
店 草加市栄町２丁目８番３３号　外 ドイト ドイト 未定 2009年11月20日 2010年7月21日 5,597

関東 埼玉県 ＵＮＩＣＵＳ鴻巣 鴻巣市北新宿２０７
ピーアンドディコ
ンサルティング ヤオコー 未定 2009年12月9日 2010年8月10日 6,390

関東 埼玉県 （仮称）東武ストア朝霞店 朝霞市本町二丁目1366番地１　他 東武ストア 東武ストア 2009年12月17日 2010年8月18日 1,425

関東 埼玉県
（仮称）戸田氷川町商業施設開発
計画

戸田市氷川町二丁目４４４４番地ほ
か 三菱倉庫 マルエツ 2010年1月29日 2010年10月1日 1,286

関東 埼玉県 ベルク行田城西店 行田市城西４丁目４番 ベルク ベルク 2010年2月10日 2010年10月11日 2,147

関東 千葉県
ファッションセンターしまむら八幡
店 市原市八幡字笊沼335-1ほか しまむら しまむら 2009年5月1日 2010年1月2日 1,219

関東 千葉県 （仮称）ケーズデンキ白井店 白井市笹塚二丁目1番1ほか
ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2009年6月8日 2010年2月9日 5,148

関東 千葉県 （仮称）ニトリ新木更津店 木更津市請西一丁目17番6号ほか (株)ニトリ (株)ニトリ 2009年6月23日 2010年3月14日 5,052
×

関東 千葉県 ケーヨーデイツー木更津潮見店 木更津市潮見三丁目4番ほか みずほ信託銀行 ケーヨー 2009年7月1日 2010年3月2日 3,995

関東 千葉県 ユニクロ木更津店
木更津市ほたる野四丁目1番18号
ほか

ファーストリティリ
ング

ファーストリティリ
ング 2009年7月13日 2010年3月14日 1,494

関東 千葉県 カインズモール市原 市原市更級３丁目１番地１ カインズ カインズ 2009年8月3日 2010年4月4日 19,779

関東 千葉県
（仮称）有限会社テックマスター貸
店舗 市川市宮久保四丁目776番1ほか テックマスター サンベルクス 2009年8月3日 2010年3月31日 1,750

関東 千葉県 スーパービバホームちはら台店 市原市ちはら台南三丁目21番1 ＬＩＸＩＬビバ ＬＩＸＩＬビバ 2009年8月10日 2010年4月11日 18,075

関東 千葉県 （仮称）ベイシアいすみ大原店 いすみ市日在字原田41番ほか ベイシア ベイシア 2009年10月1日 2010年6月2日 5,235

関東 千葉県 ケーズデンキ野田本店
野田都市計画事業　船形土地区画
整理事業4街区21画地　ほか

ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2009年10月2日 2010年6月3日 6,827

関東 千葉県 ニトリ千葉ニュータウン店 白井市桜台１－１－４ ニトリ ニトリ 2009年10月7日 2010年6月8日 5,027

関東 千葉県 ケーズデンキいすみ本店
いすみ市岬町江場土字上〆切2171
番1ほか

ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2009年11月10日 2010年7月11日 2,991

関東 千葉県 （仮称）カワチ薬品館山店 館山市八幡262番ほか カワチ薬品 カワチ薬品 2009年11月10日 2010年7月11日 1,843

関東 千葉県 ライフガーデン新浦安 浦安市富岡三丁目3番17号 東京センチュリー サミット 4 2009年11月19日 2010年7月20日 4,818

関東 千葉県 （仮称）ニトリ（新）木更津店 木更津市請西1-17-6ほか ニトリ ニトリ 2009年11月20日 2010年7月21日 5,052

関東 千葉県
ファッションセンターしまむら　六
高台店 松戸市六高台1丁目102番地1ほか しまむら しまむら 2009年12月1日 2010年8月2日 1,110

関東 千葉県 （仮称）ヨークマート八千代台店
八千代市八千代台北十丁目1472番
1　ほか ヨークマート しまむら 2010年1月12日 2010年9月13日 2,055

関東 千葉県
東京インテイリア家具千葉ニュー
タウン店 印西市西の原５丁目５番

東京インテイリア
家具

東京インテイリア
家具 2010年1月14日 2010年9月15日 9,014

関東 千葉県 ヤオコー佐倉染井野店 佐倉市染井野四丁目7番1 ヤオコー ヤオコー 3 2010年1月21日 2010年9月22日 4,615

関東 千葉県 （仮称）江間忠流山商業施設計画 流山市流山六丁目655番3号ほか
江間忠ホール
ディングス

ケーズホールディ
ングス しまむら 2010年2月1日 2010年10月2日 7,358

関東 千葉県 ケーヨーデイツー船橋日大前店 船橋市坪井町1301番1 ケーヨー ケーヨー 2010年2月1日 2010年10月2日 2,604

関東 千葉県 （仮称）ケーズデンキ習志野店 習志野市茜浜二丁目19番9号 住友商事
ケーズホールディ
ングス 2010年2月24日 2010年10月25日 5,574



関東 千葉県 （仮称）東武ストア馬橋店 松戸市西馬橋蔵元町2番地 安蒜秀行 東武ストア 2010年3月1日 2010年11月2日 1,340

関東 千葉県 ビッグハウス印西店 印西市大塚三丁目5番 タイヨー タイヨー 2010年3月2日 2010年3月2日 2,377

関東 千葉県 ケーズデンキ君津店 君津市中野四丁目11番1ほか 新昭和 新昭和 ○ 2010年3月29日 2010年3月29日 5,246

関東 東京都 新宿ピカデリー
新宿区新宿三丁目15番15号 松竹 良品計画

2009年4月10日 2009年12月11日 1,162

関東 東京都 （仮称）オーケー多摩南大沢店
八王子市上柚木三丁目13番1 オーケー オーケー

2009年4月16日 2009年12月17日 1,934

関東 東京都 （仮称）島忠ホームズ中野本店
中野区南台五丁目95番 島忠 島忠

2009年4月16日 2009年12月17日 8,954

関東 東京都 （仮称）ニトリ成増店
練馬区旭町三丁目561番ほか ニトリ ニトリ

2009年4月24日 2009年12月25日 6,812

関東 東京都 （仮称）Ｇ１プロジェクト
中央区銀座一丁目５番

三井不動産株式
会社

○ 大塚家具
2009年5月20日 2010年9月30日 7,201

関東 東京都 （仮称）ケーズデンキ昭島店 昭島市つつじが丘二丁目579番2 ＪＡ三井リース
ケーズホールディ
ングス 2009年6月10日 2010年2月11日 4,953

関東 東京都 （仮称）コピオ羽村店 羽村市明神台二丁目3番地13号
スーパーアルプ
ス スーパーアルプス 2009年6月12日 2010年2月13日 5,391

関東 東京都 （仮称）東村山西口再開発ビル 東村山市野口町一丁目46番地

東
区市街地再開発
組合 コープとうきょう 2009年6月17日 2010年2月18日 1,599

関東 東京都 ヤオコー青梅今寺店 青梅市今寺五丁目14番1ほか ヤオコー ヤオコー 2009年6月19日 2010年2月20日 2,879

関東 東京都
（仮称）青梅今寺ショッピングセン
ター 青梅市今寺五丁目13番1ほか オリックス

ケーズホールディ
ングス 2009年6月19日 2010年2月20日 6,612

関東 東京都 （仮称）ＵＮＩＱＬＯ渋谷プライム店 渋谷区道玄坂二丁目29番5号 コンチェルト ユニクロ 2009年6月24日 2010年2月25日 1,975

関東 東京都 （仮称）ライフ・葛飾奥戸店 葛飾区奥戸三丁目363番
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2009年6月29日 2010年3月1日 4,991

関東 東京都
ファッションセンターしまむら野上
店 青梅市大門二丁目20-3ほか しまむら

ファッションセン
ターしまむら 2009年7月7日 2010年5月8日 1,281

関東 東京都 (仮称)サミットストア三鷹台店 三鷹市牟礼二丁目1086番23 サミット サミット 2009年9月8日 2010年5月9日 1,811

関東 東京都 （仮称）ライフ神田和泉町店 千代田区神田和泉町2番地
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2009年9月30日 2010年6月1日 1,879

関東 東京都 （仮称）島忠ホームズ足立小台店 足立区小台一丁目１７番ほか 島忠 島忠 2009年10月9日 2010年6月10日 8,664

関東 東京都 (仮称）島忠仙川店 調布市若葉台二丁目２番地ほか 島忠 島忠 2009年11月5日 2010年7月6日 16,910

関東 東京都 （仮称）ライフ南千住店 荒川区南千住六丁目１番７号
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2009年11月19日 2010年10月1日 4,601

関東 東京都 （仮称）若宮二丁目店舗 中野区若宮二丁目５００番地ほか 鷺宮製作所 マルエツ 2009年11月30日 2010年7月31日 1,146

関東 東京都 （仮称）武蔵小山駅ビル 品川区小山三丁目１３番５号ほか 東京急行電鉄 東急ストア 2009年12月28日 2010年9月1日 1,971

関東 東京都 (仮称)ヤオコー八王子並木町店 八王子並木町５６０番1 ヤオコー ヤオコー 5 2010年2月18日 2010年10月19日 6,176

関東 東京都 (仮称)オーケー仲池上店 大田区仲池上二丁目６４８番地ほか 濃飛倉庫運輸 オーケー 2010年2月18日 2010年10月19日 1,136

関東 東京都 （仮称）八王子駅南口再開発ビル 八王子市子安町四丁目77番１号

南
区市街地再開発
組合

スーパーアルプ
ス」 8 2010年2月24日 2010年10月25日 9,422

関東 東京都 (仮称)サミットストア大森西店 大田区大森西四丁目３７０番１ほか サミット サミット 2010年2月25日 2010年10月26日 1,341



関東 東京都 (仮称)八王子駅南口ビル 八王子市旭町30番６６外 東日本旅客鉄道 1 ビックカメラ 7 2010年2月25日 2010年10月26日 8,070

関東 東京都
(仮称)コミュニティーガーデン忠生
計画

町田市根岸町字２２号２３０番７ほ
か 三和 三和 2010年3月10日 2010年11月11日 7,583

関東 東京都 (仮称)オーケー町田小川店 町田市小川１５６７番１ほか オーケー オーケー 2010年3月17日 2011年2月1日 1,851

関東 東京都 (仮称)小豆沢ＳＣ計画 板橋区小豆沢三丁目５番２ほか
モール・エスシー
開発 未定 2010年3月29日 2010年11月30日 6,970

関東 神奈川県
ファッションセンターしまむら真田
店

市 都市 事業真 特定
土地区画整理事業２３街区３－１ほ
か しまむら しまむら 2009年6月25日 2010年2月26日 1,244

関東 神奈川県 栢山ファッションモール 小田原市栢山字中島2447ほか しまむら しまむら 2009年9月29日 2010年5月30日 2,265

関東 神奈川県
（仮称）クリエイトエス・ディー大磯
国府新宿店 中郡大磯町国府新宿499の１ほか

クリエイトエス・
ディー

クリエイトエス・
ディー 2009年10月2日 2010年6月3日 1,340

関東 神奈川県 アルペン藤沢菖蒲沢店
藤沢市菖蒲沢北部第2-3地区F24-
①、② 仲ノ桜 アルペン 2009年11月2日 2010年7月3日 2,175

関東 神奈川県
Ｌｕｚ湘南辻堂 藤沢市辻堂神台１－１ほか

湘南
メント特定目的会
社 未定

9

2009年12月22日 2010年8月23日 4,437

関東 神奈川県
（仮称）コープかながわ秦野曽屋
店 秦野市曽屋字浄屋687の31ほか

生活協同組合
コープかながわ

生活協同組合
コープかながわ 2010年1月15日 2010年9月16日 1,659

関東 神奈川県 (仮称)三和新相武台店 座間市相武台３－4,668の１ 三和 三和 未定 2010年2月10日 2010年10月11日 2,350

関東 神奈川県
（仮称）島半92ビル 秦野市緑町580の72ほか 鈴木　子守氏 ヨークマート 未定

2010年3月18日 2010年11月19日
1630

関東 新潟県 ニトリ上越店
上越市下門前810-7外 北陸産商 ニトリ

2009年5月11日 2009年12月18日 5,170

関東 新潟県 アクロスプラザ長岡Ａ街区
長岡駅東土地区画整理事業内19街
区3-1外 三菱ＵＦＪリース 原信 9 2009年7月3日 2010年3月4日 7,054

関東 新潟県 アクロスプラザ長岡Ｂ街区
長岡駅東土地区画整理事業内18街
区5外 三菱ＵＦＪリース トップカルチャー 3 2009年7月3日 2010年3月4日 2,679

関東 新潟県 （仮称）チャレンジャー十日町店 十日町市高山字下平638番4外
オーシャンシステ
ム

オーシャンシステ
ム 2009年7月8日 2010年3月9日 1,841 ×

関東 新潟県 （仮称）ジョーシン燕店 燕市井土巻四丁目175外 ジョーシン ジョーシン 2009年9月9日 2010年5月10日 2,499

関東 新潟県 新発田ファッションモール 新発田市新栄町二丁目359-3外 しまむら しまむら 2009年9月24日 2010年5月25日 2,090

関東 新潟県
ファッションセンターしまむら五泉
店 五泉市大字太田616外 しまむら しまむら 2009年9月30日 2010年6月1日 1,136

関東 新潟県 コモタウン柏崎 柏崎市宝町字横枕1045番地１外 ウオロク 3 ウオロク 北越ケーズ 2 2009年11月16日 2010年7月15日 16,219

関東 新潟県 ケーズデンキ長岡川崎店 長岡市川崎町字野口1365番５外 東宝不動産 北越ケーズ 2009年11月19日 2010年6月20日 3,836

関東 新潟県
（仮称）長岡古正寺ショッピングセ
ンター 長岡市古正寺町320番地外 ランドジャパン 1 ランドジャパン トップカルチャー 2009年12月25日 2010年7月25日 5,759

関東 新潟県 （仮称）マルイ小千谷店
小千谷市大字・生字北上殿乙1320
番5外 マルイ マルイ 2009年12月25日 2010年7月1日 2,090

関東 新潟県 コンパスタウン上越インター
上越市大字三田新田字水ふけ368-
3外 三菱ＵＦＪリース ナルス 2 2010年1月29日 2010年9月1日 2,962

関東 新潟県 サンキ燕店 燕市東太田字下枯木7037番１外 三喜 三喜 2010年1月29日 2010年9月30日 2,160

関東 新潟県 原信マーケットシティ村上 村上市上助淵字東山886番５外 原信 原信 星光堂薬局 7 2010年2月5日 2010年10月5日 7,143

関東 長野県 （仮称）アリオ上田
上田市天神三丁目土地区画整理事
業区域内１街区　外

日本たばこ産業 イトーヨーカ堂 ○
2009年4月10日 2010年9月1日 29,500



関東 長野県
（仮称）ペットフィールド岡谷郷田
店

岡谷市郷田2-1-62
クスリのサンロー
ド

クスリのサンロー
ド 2009年4月27日 2009年12月10日 1,469

関東 長野県 カーパークショッピングセンター 塩尻市大字広丘高出1537-2外 アップルランド 1 アップルランド 2 2009年6月30日 2010年3月1日 2,243

関東 長野県 いちやまマート諏訪店 諏訪市大字中洲字六斗割3585外 いちやまマート いちやまマート 2009年8月11日 2010年4月12日 2,260

関東 長野県 中御所ファッションモール 長野市中御所3-49外 大日本法令印刷 しまむら 2009年8月27日 2010年4月28日 2,335

関東 長野県 （仮称）バロー上田秋和店 上田市秋和字立石331-1　外 千石綜合観光 バロー 2009年9月16日 2010年5月17日 1,759

関東 長野県 フォレストモール岡谷 岡谷市神明町3-830-6　外 フォレスト アップルランド 14 2009年10月9日 2010年6月10日 5,304

関東 長野県 ツルヤ上田中央店 上田市中央6-40-10　外 ツルヤ ツルヤ 1 2009年10月14日 2010年6月15日 2,945

関東 長野県 ＪＡ信州うえだ国分産業団地 上田市国分80　外

信 う 農業
協同組合
全国農業協同組

信州うえだ農業協
同組合

長野
サプライ
モリキ 2009年11月5日 2010年7月6日 4,723

関東 長野県 （仮称）JAファーム今井 松本市大字今井字前田870　他
松本ハイランド農
業協同組合

松本ハイランド農
業協同組合 2010年3月3日 2010年11月4日 2,158

関東 長野県 綿半ホームエイド稲里店 長野市稲里町下氷鉋834-34　他 綿半ホームエイド 綿半ホームエイド 2010年3月8日 2010年11月9日 5,877

関東 山梨県 くろがねや田富モール
中央市山之神字流通団地３０３３番
５外 くろがねや くろがねや 2009年8月31日 2010年5月1日 7,005

関東 山梨県 いちやまマート徳行店 甲府市徳行二丁目４４４－１外 いちやまマート いちやまマート 2009年11月2日 2010年7月3日 2,569

関東 山梨県 ベイシア山梨落合店 山梨市落合字塚田５６９番地外 ベイシア ベイシア 2009年11月20日 2010年7月21日 7,427

関東 山梨県 Ａコープこま野甲西店 南アルプス市戸田字沖田55番1外
巨摩野農業協同
組合

巨摩野農業協同
組合 2010年1月20日 2010年9月21日 1,452

関東 山梨県
（仮称）スポーツデポ甲府昭和イ
ンター店

甲府市徳行五丁目1738-1外及び甲
斐市富竹新田字郷河原1927外 アルペン アルペン 2010年3月25日 2010年11月26日 3,378

関東 静岡県 (仮称）バロー静波店 牧之原市静波字才加大道2009-1外 バロー バロー 2009年4月20日 2009年12月21日 1,749

関東 静岡県 杏林堂薬局島田稲荷店 島田市稲荷四丁目3202-10　外
NTT西日本アセッ
ト・プランニング 杏林堂薬局 2009年6月25日 2010年1月30日 2,012

関東 静岡県 田子重田沼店 藤枝市田沼二丁目216-1　外 田子重 田子重 2009年11月19日 2010年7月20日 1,897

関東 静岡県 フードストアあおき富士店 富士市柚木380-1 あおき あおき 2010年1月15日 2010年9月16日 1,372

関東 静岡県 暮らしの衣料スギヤマ芙蓉台店 三島市萩299 杉山洋品店 杉山洋品店 2010年2月23日 2010年10月24日 1,159

関東 静岡県 マックスバリュ水戸島店 駿東郡長泉町下長窪303-1
マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 未定 2010年3月1日 2010年11月2日 1,810

関東 静岡県 （仮称）キミサワ沼津香貫店 沼津市下香貫字西村1472-1　外
CFSコーポレー
ション

CFSコーポレー
ション 2010年3月1日 2010年9月17日 1,947

関東 静岡県 ケーズデンキ島田店 島田市宝来町6500-1 ギガス ギガス 2010年3月3日 2010年10月28日 3,808

関東 静岡県 （仮称）オギノ御殿場店 御殿場市萩原字京塚原667-1　外 オギノ オギノ 2010年3月24日 2010年11月25日 1,477

関東 静岡県 （仮称）バロー志太店 藤枝市志太一丁目1269　外 バロー バロー 2010年3月31日 2010年12月1日 1,614

関東
さいたま
市 （仮称）オーケー浦和原山店 緑区原山四丁目３５５番地　外 バンザイ オーケー 2009年6月30日 2010年3月1日 2,279

関東 千葉市 リブレ京成　ミナーレ本千葉店 中央区長洲２丁目２７番４号 京成電鉄㈱ ㈱京成ストア 1 2009年10月30日 2010年7月1日 1,670



関東 静岡市 バロー大坪店
静岡市駿河区大坪町279番1の一部

エヌ・ティ・ティ都
市開発

バロー
2009年4月9日 2009年12月10日 1,473

関東 静岡市 マックスバリュ静岡曲金店
静岡市駿河区曲金七丁目435番5

マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2009年4月10日 2009年11月10日 2,259

関東 静岡市 清水三保貸店舗
静岡市清水区三保111番2、273番
4、114番1

アイワ不動産 杏林堂薬局 知久
2009年5月15日 2009年10月20日 2,201

関東 静岡市 葵タワー 静岡市葵区紺屋町17番１

静岡駅前紺屋町地
区市街地再開発組
合

株式会社戸田書
店 2009年8月31日 2010年4月1日 4,478

関東 静岡市
ファッションセンターしまむら鳥坂
店

静岡市清水区鳥坂字鶴喰1242番１
外 しまむら しまむら 2009年9月18日 2010年5月19日 1,263

関東 静岡市 （仮称）新静岡再開発ビル
静岡市葵区鷹匠一丁目14番１外 静岡鉄道 静鉄ストア

2010年2月16日 2010年10月1日 27,765

関東 横浜市 （仮称）港北樽町プロジェクト
港北区樽町三丁目1029番地１　ほ
か

ダイワロイヤル 三和 ○
2009年4月14日 2009年12月15日 2,966

関東 横浜市
戸塚駅西口第１地区第二種市街
地再開発事業　共同ビル棟

戸塚区戸塚町77番地ほか
横浜市、東急不
動産、東急コミュ
ニティー

東急ストア ○
2009年4月20日 2010年4月1日 13,227

関東 横浜市 (仮称)ホーマック横浜瀬谷店
瀬谷区北新25番１ほか 昌和興業 ホーマック

2009年5月1日 2010年2月8日 5,431

関東 横浜市 (仮称)藤和仲町台駅前計画
都筑区仲町台一丁目４番１号ほか 藤和不動産 東急ストア ○

2009年5月27日 2010年1月28日 1,626

関東 横浜市 （仮称）鶴見区尻手２丁目ビル 鶴見区尻手二丁目317番地１　ほか
相鉄アーバンクリ
エイツ 三和

ケーズホール
ディングス 2009年6月30日 2010年4月30日 6,820

関東 横浜市 神奈川スバル新山下店 中区新山下二丁目３番11 富士重工 神奈川スバル 2009年10月30日 2010年6月1日 1,400

関東 横浜市
ヤマダ電機テックランド横浜戸塚
店 戸塚区汲沢二丁目1684番98 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2010年1月27日 2010年9月28日 6,020

関東 川崎市 （仮称）小倉ショッピングセンター 幸区小倉１６５８－３５外
ジョイントアーク１
３ ヤマダ電機 サミット 4 2009年12月25日 2011年2月1日 11,000

関東 相模原市 （仮称）ヤオコー相模原下九沢店 相模原市緑区下九沢字加藤原57-1 ヤオコー ヤオコー 4 2009年12月15日 2010年8月16日 4,702

関東 新潟市 原信近江店 中央区上近江２丁目９７－１ほか 原信 原信 2009年6月8日 2010年2月9日 2,087

関東 新潟市 葛塚ショッピングセンター
北区太田字法花鳥屋５８０４－１ほ
か ウオロク ウオロク 星光堂薬局 2009年6月15日 2010年2月1日 3,188

関東 新潟市 LEXN 中央区天神一丁目７番ほか

新潟 南 第
地区市街地再開
発組合 ローソン 7 2009年7月6日 2010年3月7日 2,724

関東 新潟市 吉運堂 南区戸頭８３１－１１ 吉運堂 吉運堂 2010年2月12日 2010年7月25日 2,696

関東 浜松市 （仮称）ニトリ浜松西店 西区入野町10015-1外 ニトリ ニトリ 2009年9月4日 2010年5月5日 6,810

関東 浜松市 遠鉄ストアフードワン泉店 中区泉四丁目73-1,117-2 遠鉄ストア 遠鉄ストア 杏林堂薬局 2010年1月22日 2010年9月23日 2,383

関東 浜松市
（仮称）クリエイトエス・ディー浜松
葵東店 浜松市中区葵東二丁目474-1外 伊藤恒雄

クリエイトエス・
ディー 2010年3月17日 2010年11月18日 1,351

関東 浜松市 遠鉄ストア三ヶ日店
浜松市北区三ヶ日町三ヶ日字大苗
代92外 遠鉄ストア 遠鉄ストア 2010年3月31日 2010年12月1日 1,742

中部 愛知県 バロー岩倉店
岩倉市本町神名西20番 ㈱住都建設 ㈱バロー

2009年4月20日 2009年12月21日 1,372

中部 愛知県 （仮称）スーパー三心江南店
江南市野白町野白46　外３筆 ㈱三心 ㈱三心

2009年4月24日 2009年12月25日 2,277

中部 愛知県
ファッションセンターしまむら常滑
北店

常滑市常滑金山土地区画整理事業
5街区15外14筆

㈱しまむら ㈱しまむら
2009年5月29日 2010年1月30日 1,130

中部 愛知県 （仮称）小牧市堀の内複合店舗 小牧市堀の内二丁目55ほか6筆 ダイワロイヤル㈱ ㈱スギ薬局 ㈱大光 2009年6月26日 2010年2月27日 1,536



中部 愛知県 TANI共栄ビルディング 知多市にしの台２丁目100番地の７
㈱知多ピーアー
ルセンター 中部薬品㈱ 2009年6月26日 2010年2月27日 1,190

中部 愛知県
（仮称）バロー東海名和店・（仮
称）あかのれん東海名和店

東海市東海名和寺徳土地区画整理
事業地内 ㈱バロー

㈱あかのれ
ん ㈱バロー ㈱あかのれん 2009年8月20日 2011年4月21日 2,870

中部 愛知県 （仮称）フィールやなべ店 半田市岩滑西町一丁目20番地
㈱フィールコーポ
レーション

㈱フィールコーポ
レーション 2009年9月9日 2010年5月10日 1,830

中部 愛知県
（仮称）カーマホームセンター春日
井如意申店

春日井市如意申町5丁目7番地14
ほか5筆 ㈱カーマ ㈱カーマ 2009年9月30日 2010年5月31日 8,319

中部 愛知県 （仮称）フィール春日井南店
春日井市如意申町5丁目7番1号
ほか2筆

㈱フィールコーポ
レーション

㈱フィールコーポ
レーション 未定 2009年9月30日 2010年5月30日 2,969

中部 愛知県 （仮称）ゲンキー碧南店
碧南市塩浜町二丁目10番１ほか24
筆 ゲンキー㈱ ゲンキー㈱ 2009年11月13日 2010年8月19日 2,243

中部 愛知県
ファッションセンターしまむら浄水
店

豊田浄水特定土地区画整理事業
167街区4,5

三栄商事サービ
ス㈱ ㈱しまむら 2009年11月16日 2010年7月17日 1,117

中部 愛知県 カメリアガーデン幸田２
幸田相見特定土地区画整理77街区
1ほか46筆 ダイワロイヤル㈱

マックスバリュ東
海㈱ 2009年11月26日 2010年7月27日 6,143

中部 愛知県 三洋堂書店知立店 知立市東上重原6丁目2番地1 ㈱三洋堂書店 ㈱三洋堂書店 2009年12月4日 2010年8月4日 1,503

中部 愛知県 （仮称）ジャンボエンチョー豊橋店
豊橋市神野新田町字口ノ割187-1
ほか21筆 ㈱大木家 ㈱エンチョー 2009年12月18日 2010年8月19日 4,899

中部 愛知県
カーランドバーデン安城店・ヤマ
ダ電機テックランド安城店 安城市尾崎町上大縄1番 ㈱バーデン

㈱ヤマダ電
機 ㈱バーデン ㈱ヤマダ電機 2010年1月20日 2010年9月21日 5,451

中部 愛知県
（仮称）バロー常滑店・（仮称）ス
ギ薬局常滑陶郷店 常滑市陶郷町4丁目1ほか1筆 ㈱バロー

スギホール
ディング㈱ ㈱バロー ㈱スギ薬局 2010年1月29日 2010年9月30日 2,538

中部 愛知県 ナフコ不二家下津店 春日井市下津町字北島303番1ほか ㈱不二家 ㈱不二家 2010年1月29日 2010年10月1日 2,320

中部 愛知県 （仮称）バロー富木島店 東海市富木島町葭野29番1 ㈱バロー ㈱バロー 2010年2月8日 2010年11月11日 1,738

中部 愛知県 （仮称）バロー岩崎店

張 部都市 事業 牧岩崎
前土地区画整理事業地内68街区仮
1-2ほか2筆 ㈱バロー ㈱バロー ほか1名 2010年2月25日 2010年10月26日 2,558

中部 愛知県

（仮称） 店 （仮称）あ
かのれん豊川店・（仮称）Vドラッ
グ豊川北店 豊川市新豊町二丁目43ほか14筆 ㈱バロー

㈱あ
ん
中部薬品㈱ ㈱バロー ㈱あかのれん 中部薬品㈱ 2010年2月25日 2010年10月26日 3,482

中部 愛知県 （仮称）ユニクロ長久手店
愛知郡長久手町長湫南部土地区画
整理50街区1 三菱UFJリース㈱

㈱ファーストリテ
イリング 2010年3月2日 2010年11月3日 1,497

中部 愛知県 ドミー竜美ヶ丘店 岡崎市東明大寺町16番3ほか3筆 ㈱ドミー ㈱ドミー 2010年3月23日 2010年12月1日 1,501

中部 岐阜県 三洋堂書店穂積店 瑞穂市馬場上光町３－１　外 ㈱三洋堂書店 ㈱三洋堂書店 2009年5月22日 2010年1月23日 1,863

中部 岐阜県 エイデン高山店 高山市上岡本町7丁目93-1　外 ㈱エイデン ㈱エイデン 2009年6月16日 2010年2月17日 3,306

中部 岐阜県 ケーズデンキ本巣パワフル館 本巣市小柿１１１３番地１　外 ㈱ギガス ㈱ギガス 2009年9月8日 2010年5月9日 3,887

中部 岐阜県 ゲンキー神戸店
安八郡神戸町大字下宮字村前3-1
外 ㈱ゲンキー ㈱ゲンキー 2009年11月2日 2010年7月16日 2,351

中部 岐阜県 スーパー三心岐南店
羽島郡岐南町三宅四丁目116番
外 ㈱三心 ㈱三心 2009年11月6日 2010年7月7日 1,415

中部 岐阜県 （仮称）オークワ岐阜美濃加茂店
美濃加茂市下米田町今字玄正庵
322番1 ㈱オークワ ㈱オークワ 2009年12月8日 2010年8月9日 1,748

中部 岐阜県 （仮称）三洋堂書店なかつがわ店 中津川市西宮町5番23号 ㈱三洋堂書店 ㈱三洋堂書店 2010年2月19日 2010年10月20日 1,591
中部 岐阜県 三洋堂書店せき東店 関市東新町6丁目328番1号　外 ㈱三洋堂書店 ㈱三洋堂書店 2010年2月24日 2010年10月25日 1,395

中部 岐阜県
（仮称）スーパーセンターオークワ
美濃インター店

濃 濃
事業地域内街区番号15　仮地番47
他47区画 ㈱オークワ ㈱オークワ 2010年3月2日 2010年11月3日 6,773

中部 岐阜県 ﾊﾞﾛｰ恵那ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 恵那市大井町180番地の1　外 ㈱バロー ㈱バロー ㈱あかのれん 2010年3月15日 2010年11月18日 5,683



中部 三重県 イオン津城山ショッピングセンター
津市久居小野辺町字君ヶ池1082-1
外115筆

マックスバリュ中
部

マックスバリュ中
部 51社 2009年5月28日 2010年2月1日 12,836

中部 三重県 プラザ２１　Ｂゾーン 志摩市阿児町鵜方4935番地外4筆 エスエスシィ Wonder　Goo ダイソー 2009年11月5日 2010年7月6日 1,924

中部 三重県 ぎゅーとら久居新町店 津市久居新町2156-14外4筆 ぎゅーとら ぎゅーとら 2社 2009年11月6日 2010年7月7日 1,331

中部 富山県
（仮称）ファッションセンターしまむ
ら鍋田店 富山市中冨居新町16番1　外14筆 ㈱しまむら ㈱しまむら 2009年9月24日 2010年5月25日 1,119

中部 富山県 コメリホームセンター宮野店 富山市婦中町十五丁506　外3筆 ㈱コメリ ㈱コメリ 2010年1月27日 2010年9月1日 5,577

中部 富山県 ホームセンタームサシ高岡店
高岡市中曽根土地区画整理事業地
内35街区

アークランドサカ
モト㈱

アークランドサカ
モト㈱ 2010年3月25日 2010年10月12日 6,873

中部 石川県 カーマホームセンター七尾店 七尾市藤橋町酉39番外 カーマ カーマ 2009年7月17日 2010年3月18日 4,995

中部 石川県 ヤマダ電機テックランド新小松店
小松市沖周辺土地区画整理事業地
内17街区11外14筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2009年9月28日 2010年5月29日 4,016

中部 石川県
バロー相木店、ホームプラザナフ
コ相木店

白山市松任駅北相木地区土地区画
整理事業地内24・26街区 バロー ナフコ バロー ナフコ 1 2009年10月7日 2010年6月8日 9,451

中部 石川県 ケーズデンキ金沢本店
石川郡野々市町御経塚四丁目106
番外 大和ハウス工業 北越ケーズ 2010年2月1日 2010年10月2日 8,226

中部 石川県 どんたく西南部店 金沢市新保本３丁目84番地外13筆 山成商事 山成商事 2010年2月9日 2010年10月10日 1,700

中部 石川県 大阪屋ショップ松任店 白山市五歩市町435-1外14筆 大阪屋ショップ 大阪屋ショップ 2010年3月19日 2010年11月20日 2,450

中部 名古屋市 バロー堀越店 西区南堀越2丁目405番　外4筆 バロー バロー 3 2009年7月7日 2010年3月8日 2,863

中部 名古屋市 ヤマナカ則武店 中村区松原町3丁目33　外3筆
ジェイアール東海
不動産 ヤマナカ 2009年7月31日 2010年4月1日 1,640

中部 名古屋市 ヤマナカ則武専門店 中村区松原町2丁目61　外3筆
ジェイアール東海
不動産

ビー・アンド・
ディー 未定 2009年7月31日 2010年4月1日 1,533

中部 名古屋市 平和堂豊成店 中川区豊成町112 平和堂 平和堂
ビー・アンド・
ディー 2009年12月17日 2010年8月18日 1,767

中部 名古屋市 ケーズデンキ名古屋みなと店 港区新川町3丁目1番 ギガス ギガス 2009年12月25日 2010年8月26日 6,762

中部 名古屋市 バリューセンター荒子店 中川区吉良町138番地の6
マックスバリュ中
部

マックスバリュ中
部 2010年1月4日 2010年9月5日 1,297

中部 名古屋市 ヒルズウォーク徳重 緑区鳴海町字徳重18番地の44　外 ユニー ユニー 未定 2010年1月21日 2010年9月22日 13,981

近畿 福井県 ヤマダ電機テックランド越前店
越前市瓜生町４０字山王７番１　外
１８筆

ヤマダ電機 ヤマダ電機
2009年4月17日 2009年12月18日 3,312

近畿 福井県 １００満ボルト福井南店
福井市江守中町７字２９番４号　外
１７筆

サンキュー
百満ボルト福井
美南

ミスターコンセン
ト 2009年4月24日 2009年12月25日 6,330

近畿 福井県 ゲンキー木崎店

敦賀市木崎１７号高土手１２番　外
９筆

ゲンキー ゲンキー 上戸　由美

2009年7月6日 2010年3月7日 2,282

近畿 福井県 （仮称）アルビス森田店

福井市森田北東部土地区画整理事
業地区内６９街区

アルビス アルビス

2009年7月6日 2010年3月7日 1,988

近畿 福井県 （仮称）ハニー新鮮館みのり店

福井市みのり四丁目１５０１番地
外２５筆

芦見屋 芦見屋

2009年7月9日 2010年3月9日

1,346

近畿 福井県
〈仮称〉ケーズデンキ福井北高柳
店

福井市市場周辺土地区画整理事業
１２４街区１　外５筆

関西ケーズデン
キ

関西ケーズデン
キ 2009年8月19日 2010年4月20日 5,797

近畿 福井県 ホームセンターみつわ丸岡店

坂井市丸岡町吉政８字１７　外６筆 ホームセンターみ
つわ

ホームセンターみ
つわ

○１店舗

2009年10月9日 2010年4月23日 6,371

近畿 滋賀県 (仮称)平和堂新安曇川店 高島市安曇川町西万木55番ほか 平和堂 平和堂 2009年6月26日 2010年2月20日 8,586



近畿 滋賀県
(仮称)バロー八日市東沖野店、
(仮称)ハイパーブックス八日市店

滋賀県東近江市東沖野1丁目字沖
野943-10他11筆 バロー 山内商事 バロー サンミュージック 2009年7月7日 2010年3月7日 3,225

近畿 滋賀県 (仮称)バロー草津店
草津市草津町字千束1986番地、
1987番地 バロー バロー 2009年9月8日 2010年5月9日 1,759

近畿 滋賀県
(仮称)三井アウトレットパーク滋
賀竜王計画 蒲生郡竜王町大字薬師字砂山地先 三井不動産 未定 2009年9月15日 2010年7月1日 24,100

近畿 滋賀県 ケーズデンキ八日市店 東近江市中小路町前鏡714番3ほか
関西ケーズデン
キ

関西ケーズデン
キ 2009年10月30日 2010年7月1日 3,866

近畿 滋賀県 (仮称)バロー彦根店
彦根市西沼波町字カヨ田264番1ほ
か バロー バロー 未定 2009年11月18日 2010年7月19日 2,742

近畿 滋賀県 (仮称)ユース長浜店 長浜市神照町神田37番地ほか ユース ユース 2010年2月12日 2010年10月21日 1,741

近畿 滋賀県 (仮称)東近江市青葉町商業施設 東近江市青葉町２２２番地 西濃建設
マックスバリュ中
部 未定 2010年3月30日 2010年12月1日 2,888

近畿 京都府
(仮称）ホームセンターコーナン福
知山駅前店

京都府福知山市福知山駅北地区大
規模街区（仮換地１１街区 コーナン コーナン 2009年8月27日 2010年4月28日 7,574

近畿 大阪府
（仮称）ジョーシン吹田御旅（上新
庄）店 吹田市西御旅町４９８２番２ほか 上新電機 上新電機 2009年4月7日 2009年12月8日 2,440

近畿 大阪府 （仮称）竜華商業施設 八尾市春日町一丁目１１番１ほか
ジェイアール西日
本不動産開発 上新電機 2009年4月30日 2010年1月1日 2,366

近畿 大阪府 コノミヤ摂津店 摂津市別府三丁目1308番４ほか コノミヤ コノミヤ 2009年5月28日 2010年1月29日 1,213

近畿 大阪府 (仮称）コープ泉佐野店
泉佐野市市場西三丁目１０１２番５
ほか

大阪いずみ市民
生活協同組合

大阪いずみ市民
生活協同組合 1 2009年6月25日 2010年2月26日 2,736

近畿 大阪府 （仮称）関西スーパー永和店 東大阪市永和二丁目４７番ほか
関西スーパー
マーケット

関西スーパー
マーケット 2009年7月15日 2010年3月16日 1,443

近畿 大阪府
(仮称）マックスバリュ八尾竹渕西
店 八尾市竹渕西四丁目247番 日本土地建物 光洋 2009年7月30日 2010年3月31日 1,800

近畿 大阪府 (仮称）ベアーズＢ棟 門真市向島町２０番１ほか 熊西染色工業 未定 21 2009年7月31日 2010年4月10日 5,157

近畿 大阪府 （仮称）関西スーパー江坂店 吹田市豊津町１１番１ほか ケイズ
関西スーパー
マーケット 2009年9月8日 2010年5月9日 1,400

近畿 大阪府 万代高槻春日店 高槻市日向町２番５ 万代 1 万代 2009年9月15日 2010年5月16日 1,347

近畿 大阪府 （仮称）ジョーシン枚方高田店 枚方市高田一丁目1510番ほか 上新電機 上新電機 2009年11月13日 2010年7月14日 2,699

近畿 大阪府 （仮称）コープ若江東
東大阪市若江東町三丁目1203番６
ほか

西岡エンタープラ
イズ

大阪いずみ市民
生活協同組合 2009年11月17日 2010年7月18日 1,383

近畿 大阪府 （仮称）ライフ吹田原町店 吹田市原町四丁目2205番15ほか
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 1 2009年12月8日 2010年8月9日 2,200

近畿 大阪府 (仮称）コープ貝塚津田北 貝塚市津田北町17番５
大阪いずみ市民
生活協同組合

大阪いずみ市民
生活協同組合 5 2010年1月12日 2010年9月13日 4,331

近畿 大阪府 (仮称）万代島泉店 羽曳野市島泉八丁目88ほか 万代 万代 2010年1月14日 2010年9月15日 1,852

近畿 大阪府 八尾南ファッションモール 八尾市永畑町二丁目29番４ほか しまむら しまむら 2010年2月1日 2010年10月2日 2,328

近畿 大阪府
ホームプラザナフコ河内長野店
DIY館 河内長野市上原西町1431番ほか ナフコ ナフコ 2010年3月31日 2010年12月1日 1,500

近畿 兵庫県 （仮称）ニトリ姫路花田店 姫路市花田町一本松字牛塚３番２ほ㈱ニトリ ㈱ニトリ 2009年6月16日 2010年2月17日 5,159

近畿 兵庫県 ヒラキ日高店 豊岡市日高町浅倉字尾川１－１ほかヒラキ㈱ ヒラキ㈱ 2009年7月2日 2010年2月1日 2,930

近畿 兵庫県 （仮称）マックスバリュ菅生店 姫路市夢前町菅生澗字中川原131-1
マックスバリュ西
日本㈱

マックスバリュ西
日本㈱ 2009年7月8日 2010年3月9日 1,994



近畿 兵庫県 ライフガーデン潮芦屋（北敷地） 芦屋市海洋町４－１ほか ㈱マルハチ ㈱マルハチほか 2009年7月10日 2010年3月11日 2,879

近畿 兵庫県 ライフガーデン潮芦屋（南敷地） 芦屋市海洋町４－１ほか ㈱ケーヨー ㈱ケーヨーほか 2009年7月10日 2010年3月11日 3,709

近畿 兵庫県 （仮称）西今宿複合商業施設 姫路市西今宿八丁目1001番ほか 高橋豊蔵
マックスバリュ西
日本㈱ほか３者 2009年7月17日 2010年3月16日 2,506

近畿 兵庫県 （仮称）コープ東神吉 加古川市東神吉町神吉881ほか
生活協同組合
コープこうべ

生活協同組合
コープこうべ 2009年7月31日 2010年4月1日 1,623

近畿 兵庫県
（仮称）ｲｵﾝﾀｳﾝ東加古川SC（MV
棟） 土山字勝負850-1ほか

マックスバリュ西
日本㈱

マックスバリュ西
日本㈱ 2009年7月31日 2010年4月1日 5,355

近畿 兵庫県
（仮称）ｲｵﾝﾀｳﾝ東加古川SC（電
機棟） 土山字勝負850-1ほか

マックスバリュ西
日本㈱

㈱関西ケーズデ
ンキ 2009年7月31日 2010年4月1日 6,012

近畿 兵庫県 （仮称）ロックシティ姫路 姫路市延末字狭間435-3ほか ロック開発㈱
マックスバリュ西
日本㈱ほか３者 2009年8月6日 2010年9月1日 13,007

近畿 兵庫県
（仮称）ホームプラザナフコ猪名
川店 猪名川町つつじが丘二丁目33番２号㈱ナフコ ㈱ナフコ 2009年9月29日 2011年5月30日 3,597

近畿 兵庫県
（仮称）フレッシュバザール豊岡宮
島店 豊岡市宮島261ほか ㈱藤屋 ㈱さとう 2009年9月29日 2011年3月3日 2,920

近畿 兵庫県 マックスバリュ町坪店 姫路市町坪456-3ほか
マックスバリュ西
日本㈱

マックスバリュ西
日本㈱ 2009年10月22日 2010年6月23日 2,391

近畿 兵庫県 （仮称）オークワ加古川店 加古川市野口町良野844番1ほか ㈱オークワ ㈱オークワ 2009年10月26日 2010年6月27日 2,185

近畿 兵庫県 オートバックス高砂店 高砂市神爪三丁目１番１号
㈱Ｇ－７ホール
ディングス ㈱オートセブン 3 2009年11月27日 2010年5月1日 3,450

近畿 奈良県
（仮称）イズミヤスーパーセンター
広陵町店

北葛城郡広陵町大字安部２１５－３
ほか イズミヤ イズミヤ ○ 2009年5月7日 2010年3月26日 13,000

近畿 奈良県 ハーベスあやめ池店（仮称）
奈良市あやめ池北1丁目　S4街区１
画地、2画地 近商ストア 近商ストア 2009年6月26日 2010年4月1日 1,445

近畿 奈良県 （仮称）ケーズデンキ橿原北店 橿原市小槻町473他
関西ケーズデン
キ

関西ケーズデン
キ 2009年7月23日 2010年3月24日 5,980

近畿 奈良県
（仮称）スーパーセンターオークワ
桜井店 桜井市粟殿57-1他 オークワ ○ オークワ ○ 2009年7月24日 2010年3月24日 7,809

近畿 奈良県 （仮称）エバグリーン大和高田店 大和高田市大字神楽３１１－１ほか 廣甚 廣甚 2009年8月31日 2010年5月1日 2,070

近畿 奈良県
ホームセンターコーナン三条大路
店３号館 奈良市三条大路２丁目513他 コーナン商事 コーナン商事 2009年11月6日 2010年7月7日 2,045

近畿 奈良県 三洋堂書店大安寺店 奈良市南京終町2丁目285番地 三洋堂書店 三洋堂書店 2010年1月29日 2010年9月30日 1,827

近畿 奈良県
（仮称）イオンいかるがショッピン
グセンター 生駒郡斑鳩町龍田西８－１－１５ イオンリテール イオンリテール 2010年3月24日 2010年11月25日 3,322

近畿 和歌山県 （仮称）オークワ海南野上店 海南市野上中420　他 オークワ オークワ 2010年1月4日 2010年9月5日 2,335

近畿 京都市 阪急オアシス山科店 山科区椥辻西潰20番地の１外
三井住友ファイナ
ンス＆リース(株) (株)阪食 ○ 2009年6月30日 2010年3月1日 1,754

近畿 京都市 （仮称）京都ヨドバシビル 下京区東塩小路町590番地の２外 (株)ヨドバシカメラ (株)ヨドバシカメラ ○ 2009年7月31日 2010年10月10日 38,300

近畿 京都市 ベルタウン吉祥院店（仮称） 南区吉祥院観音堂町19番地 (株)マツモト (株)マツモト ○ 2009年9月30日 2010年6月1日 5,290

近畿 京都市 ジョーシン山科店 山科区大塚北溝町15番地他 上新電機(株) 上新電機㈱ 2009年10月30日 2010年7月1日 1,775

近畿 大阪市 スーパーマルハチみてじま店 西淀川区御幣島2丁目16番25号 豫洲短板産業 マルハチ 2009年5月29日 2010年1月30日 1,305

近畿 大阪市 （仮称）ライフ西天下茶屋店 西成区梅南2丁目5番 伊藤ショウ
ライフコーポレー
ション 2009年8月24日 2010年4月25日 1,314



近畿 大阪市 （仮称）心斎橋ＳＩビル 中央区心斎橋筋1丁目1番1号　他
ソクラテス特定目
的会社 未定 2009年9月15日 2010年10月1日 3,250

近畿 大阪市
（仮称）イオン大阪ドームショッピ
ングセンター 西区千代崎3丁目13番地1外9筆

イオンリテール イオンリテール
未定 2010年1月14日 2011年3月 28,000

近畿 大阪市
（仮称）大阪駅北地区先行開発区
域　Aブロック店舗 北区大深町地内

メックデベロップメント
5

未定
2010年2月25日 平成24年度下期 33,000

近畿 大阪市
（仮称）大阪駅北地区先行開発区
域　Bブロック店舗 北区大深町地内

三菱地所
7

未定
2010年2月25日 平成24年度下期 35,000

近畿 神戸市 （仮称）神戸トヨペット御影店 東灘区御影中町３丁目998番３号
神戸トヨペット株
式会社

神戸トヨペット株
式会社 2009年5月29日 2010年3月1日 1,980

近畿 神戸市 （仮称）名谷ショッピングセンター 須磨区中落合３丁目16番１他
三菱ＵＦＪリース
株式会社 株式会社ＡＯＫＩ 5 2009年6月2日 2010年2月3日 1,810

近畿 神戸市 （仮称）ＨＡＴ神戸商業施設計画 中央区脇浜海岸通２丁目２番２
株式会社ケーズ
デンキ

株式会社ケーズ
デンキ 1 2009年6月3日 2010年2月4日 6,905

 近畿 神戸市
（仮称）スーパーマルハチ藤原台
店 北区藤原台中町５丁目６番２号

株式会社マルハ
チ

株式会社マルハ
チ 2009年10月29日 2010年5月1日 2,130

近畿 神戸市 （仮称）ひよどり台複合施設 北区ひよどり台南町２丁目７番
株式会社サンセ
ブン

株式会社サンセ
ブン 1 2009年10月29日 2010年5月1日 1,699

近畿 神戸市 （仮称）万代魚崎店 東灘区魚崎中町１丁目328番１ 株式会社万代 株式会社万代 2009年11月19日 2010年7月20日 1,879

近畿 神戸市 北六甲複合施設 北区藤原台北町６丁目20番１号
株式会社Ｇ－７
ホールディングス

株式会社オートセ
ブン

株式会社ナガタ
薬品 1 2009年12月22日 2010年7月1日 2,270

近畿 神戸市 （仮称）神戸相互ビル 東灘区本山南町６丁目10番28号
ライフコーポレー
ション 未定

ライフコーポレー
ション 2009年12月28日 2010年8月29日 4,100

近畿 堺市 (仮称)関西スーパー菱木店 西区菱木1丁2233番4

関
マーケット
キリン堂

関西スーパー
マーケット キリン堂 2009年9月18日 2010年5月19日 2,676

近畿 堺市 （仮称）ライフ堺石津店 堺区石津北町90番1　他
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション ミドリ電化 2009年10月2日 2010年6月3日 6,638

近畿 堺市 （仮称）ジョーシン堺北余部店 美原区北余部151番1 上新電機 上新電機 2009年10月27日 2010年6月28日 2,670

近畿 堺市
（仮称）ホームセンターコーナン小
代店 南区小代73番　他 コーナン商事 コーナン商事 上新電機 2010年2月26日 2010年10月27日 7,624

中国 鳥取県 フレスポ伯耆 伯耆町大殿952外 大和リース ｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｰ ﾌｰｽﾞﾏｰｹｯﾄﾎｯｸ その他２店 2009年8月20日 2010年4月21日 5,433

中国 鳥取県 （仮称）ディオ境港 境港市蓮池町７６ 大黒天物産 大黒天物産 2009年9月7日 2010年5月8日 2,290

中国 鳥取県 （仮称）ニトリ鳥取店 鳥取市秋里３３１ 玉川 ニトリ 2010年3月1日 2010年11月2日 5,156

中国 鳥取県 （仮称）ニトリ米子店 米子市西福原七丁目1077-2他 ニトリ ニトリ 2010年3月2日 2010年11月3日 5,145

中国 島根県
スーパースポーツゼビオゆめタウ
ン出雲店 出雲市姫原四丁目５－１ 株式会社イズミ ゼビオ株式会社 2009年9月17日 2010年5月18日 2,138

中国 岡山県 （仮称）ニトリ倉敷店
倉敷市新田2976-1他 ニトリ ニトリ

2009年4月2日 2009年12月3日 6,820

中国 岡山県
ホームプラザナフコ鴨方インター
店 浅口市鴨方町益坂字砂郷1319番他 ナフコ ナフコ 2009年6月30日 2010年3月1日 3,820

中国 岡山県 （仮称）ディオ中島店 倉敷市中島字壱本木開2322-11他 大黒天物産 大黒天物産 2009年10月21日 2010年6月22日 1,969

中国 岡山県 アプライド倉敷店 倉敷市白楽町118-1 アプライド アプライド 2009年11月9日 2010年5月25日 1,140

中国 岡山県 ディオ倉敷店 倉敷市平田字田所663-1 大黒天物産 大黒天物産 2009年11月27日 2010年7月28日 1,953

中国 岡山県 （仮称）ディオ久世店 真庭市惣字長川除ノ内85-6他 大黒天物産 大黒天物産 2010年2月22日 2010年10月23日 2,317



中国 岡山県 （仮称）イズミ津山店 津山市伏見町50-2他 イズミ イズミ ○ 2010年3月1日 2010年11月2日 2,544

中国 広島県 藤三・ひまわり陽光台店 廿日市市陽光台三丁目1-2 藤三
ププレひまわ
り 藤三 ププレひまわり 2009年5月26日 2010年1月27日 2,522

中国 広島県
スーパードラッグコスモス多治米
店 福山市多治米町二丁目308番 三菱ＵＦＪリース コスモス薬品 2009年7月29日 2010年3月30日 1,165

中国 広島県 ホームプラザナフコ音戸店
呉市音戸町畑三丁目７３１１番１１
外 ナフコ ナフコ 1 2009年8月12日 2010年3月10日 2,651

中国 広島県 （仮称）フレスタ福山地吹店 福山市地吹町２３１１番８外
オリックス・アル
ファ フレスタ 2009年9月2日 2010年5月3日 1,250

中国 広島県 （仮称）フレスタ南蔵王店 福山市南蔵王町四丁目２６番１外 フレスタ フレスタ 2009年10月16日 2010年6月17日 1,338

中国 広島県 (仮称）山陽マルナカ福山店
福山市加茂町字上加茂字中曽禰２
４３番１外 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2009年12月18日 2010年8月19日 2,904

中国 広島県 （仮称）ニトリ東広島店
東広島市西条町御薗宇中組4278番
地1外 フジ ニトリ 2010年3月18日 2010年11月19日 5,149

中国 広島県 ドラッグコスモス引野店 福山市引野町一丁目95番1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2010年3月3日 2010年11月4日 1,203

中国 山口県 明屋書店MEGA新下関店 下関市伊倉新町２－２０１１－５ ㈱九州明屋書店 ㈱九州明屋書店 2009年4月1日 2009年12月2日 1,463

中国 山口県 （仮称）ニトリ下関長府店 下関市亀浜町１８１８－２４ ㈱ニトリ ㈱ニトリ 2009年4月3日 2009年12月4日 3,457

中国 山口県 明屋書店MEGA大内御堀店 山口市大内御堀１１６８－１ ㈱山口明屋書店 ㈱山口明屋書店 2009年4月20日 2009年12月21日 1,772

中国 山口県 ヒマラヤ新下関店 下関市伊倉新町５－５００９ ㈱ヒマラヤ ㈱ヒマラヤ 2009年6月25日 2010年2月27日 2,360

中国 山口県 ホームプラザナフコ長門店新館 長門市東深川７６２－１ ㈱ナフコ ㈱ナフコ 2009年6月26日 2010年2月27日 1,419

中国 山口県
イエローハット山口店・ユニクロ山
口店 山口市宮島町９９７－１ ㈱イエローハット ㈱イエローハット ㈱マエダ商事 2009年8月11日 2010年4月12日 1,768

中国 山口県 (仮称)ニトリ山口店 山口市神田町６８３－１ コープサービス㈱ ㈱ニトリ 2010年1月7日 2010年9月8日 3,376

中国 山口県
（仮称）ドラッグコスモス防府桑山
店 防府市桑山２－５１５－１ ㈱コスモス薬品 ㈱コスモス薬品 2010年1月19日 2010年9月20日 1,198

中国 山口県 伊倉ショッピングタウン 下関市伊倉新町１－１００９－１ ㈱安成工務店 ㈱西松屋チェーン はるやま商事㈱ 2010年1月22日 2010年10月1日 1,592

中国 山口県 ヤマダ電機テックランド柳井店 柳井市柳井１５９４－１ ㈱ヤマダ電機 ㈱ヤマダ電機 2010年1月29日 2010年9月30日 2,533

中国 山口県
ホームプラザナフコ南岩国店ハー
ド館 岩国市南岩国町３－６－１ ㈱ナフコ ㈱ナフコ 2010年2月25日 2010年10月26日 2,396

中国 山口県
ホームセンタージュンテンドー西
岩国店 岩国市多田字八幡原１００－１ ㈱ジュンテンドー ㈱ジュンテンドー 2010年3月12日 2010年11月13日 2,038

中国 広島市 ヴェスタ白島店 広島市中区白島中町１４番１
ジェイアール西日
本不動産開発 フジ 2009年5月28日 2010年1月29日 1,519

中国 広島市 （仮称）アーバス東千田 広島市中区東千田町一丁目１番５７
ＮＩＰＰＯコーポ
レーション 丸久 岩崎宏健堂 ○ 2009年6月15日 2010年3月1日 3,688

中国 広島市 （仮称）フレスポ西風新都
広島市安佐南区伴南四丁目８０１０
番６外 大和リース

生活協同組合ひ
ろしま ○ 2009年6月30日 2010年3月1日 5,374

中国 広島市 （仮称）デオデオ商工センター店
広島市西区商工センター二丁目１２
番地外

協同組合広島総
合卸センター エディオンＷＥＳＴ 2009年11月10日 2010年7月11日 5,089

中国 岡山市 （仮称）山陽マルナカ新彦崎店
岡山市南区灘崎町彦崎２８５１－９
外 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2009年8月31日 2010年4月30日 2,464

中国 岡山市 （仮称）ディオ箕島店
岡山市南区箕島字堅田１２６５－３
外 大黒天物産 大黒天物産 2010年2月23日 2010年10月24日 1,737



四国 徳島県 （仮称）ディオ小松島店 小松島市立江町字青森1-2 ㈱大黒天物産 ㈱大黒天物産 2009年7月6日 2010年3月6日 2,039

四国 徳島県 ケーズデンキ阿南店 阿南市日開野町谷田501-1 ㈱ビッグ・エス ㈱ビッグ・エス 2009年10月30日 2010年7月1日 5,302

四国 徳島県 スーパードラッグコスモス上板店 板野郡上板町椎本字寺ノ前583-1 ㈱コスモス薬品 ㈱コスモス薬品 2009年10月30日 2010年7月1日 1,497

四国 徳島県
ドラッグコスモス鴨島店
ＨｏｔｔｏＭｏｔｔｏ鴨島店 吉野川市鴨島町上下島松元422-2

㈱コスモス薬品
㈱プレナス

㈱コスモス薬品
㈱プレナス 2010年2月26日 2010年10月27日 1,638

四国 香川県 マルナカ豊中店
三豊市豊中町本山甲字国繁944ほ
か

マルナカ マルナカ
2009年4月6日 2009年12月7日 3,119

四国 香川県 丸亀中府モール
丸亀市中府１丁目５番地１ほか

ハローズ ハローズ ザグザグ 2009年6月18日 2010年2月19日 5,058

四国 香川県
ホームセンターコーナン香川綾川
店

綾歌郡綾川町萱原字下所５２０番２
ほか コーナン商事 コーナン商事 2009年6月30日 2010年3月1日 7,800

四国 香川県 ケーズデンキ綾川パワフル館
綾歌郡綾川町萱原字下所５４１番ほ
か コーナン商事 コーナン商事 2009年6月30日 2010年3月1日 5,325

四国 香川県 マルナカ詫間店
三豊市詫間町詫間字的場６７８１番
２ほか ミワ商店 ミワ商店 2009年7月14日 2010年3月15日 2,490

四国 香川県
スーパードラッグコスモス観音寺
店

観音寺市南町２丁目甲１８４０番１
ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2009年7月30日 2010年3月31日 1,285

四国 香川県 ヤマダ電機テックランド観音寺店
観音寺市出作町字大道上５５５番地
１ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2009年8月27日 2010年4月28日 2,510

四国 香川県
イオンタウン高松国分寺ショッピ
ングセンター

高松市国分寺町新名６４４番地１ほ
か

マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 未定 2009年12月8日 2010年8月9日 7,453

四国 香川県 マルナカ大野原店 観音寺市大野原町中姫1310番ほか マルナカ マルナカ 2009年12月9日 2010年8月10日 2,027

四国 香川県 ハローズ栗林公園店 高松市花ノ宮町１丁目1028番1ほか ハローズ ハローズ 未定 2010年2月26日 2010年10月27日 2,699

四国 香川県 ハローズ高松春日店(南側敷地)
高松市春日町893番1ほか

ハローズ ハローズ 未定 2010年3月5日 2010年12月1日 3,008

四国 香川県 ハローズ高松春日店(北側敷地)
高松市春日町1075番ほか

ハローズ 未定 未定 2010年3月5日 2010年12月1日 1,267

四国 愛媛県 ニトリ新居浜店 新居浜市磯浦町362番3外 ニトリ ニトリ 未定 2009年4月1日 2009年12月2日 5,953

四国 愛媛県 スポーツデポ松山谷町店 松山市谷町甲91番地1外 三菱ＵＦＪリース アルペン 2009年6月2日 2010年2月3日 2,895

四国 愛媛県 スーパードラッグコスモス伊予店 伊予市下吾川985番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2009年6月12日 2010年2月13日 1,656

四国 愛媛県 マルナカ伊予店 伊予市灘町字西355番地1 マルナカ マルナカ 2009年12月2日 2010年8月3日 2,707
×

四国 愛媛県 （仮称）ザ・ビッグ松神子店 新居浜市松神子三丁目89番1外
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 未定 2009年12月22日 2010年8月23日 6,139

四国 愛媛県 フレッシュバリュー上分店 四国中央市金生町下分1349番地1 株式会社ママイ 株式会社ママイ
堤製パン株式会
社 2010年3月24日 2010年12月1日 1,602

四国 愛媛県
宇和島市交流拠点施設「きさいや
広場」 宇和島市弁天町一丁目318番16外 宇和島市

㈱うわじま産業振
興公社 4 2010年3月26日 2010年11月26日 1,562

四国 愛媛県
メディコ２１今治中央店・ブック
マーケット今治中央店 今治市馬越町四丁目甲38番1　外

ダイワロイヤル株
式会社

株式会社レデイ
薬局

株式会社エー
ツー 2010年3月31日 2010年12月1日 1,431

四国 高知県 サンシャイン高岡
土佐市高岡町字岡ノ下2745番１外 サンシャイン旭 サンシャイン旭

2009年4月24日 2009年12月26日 1,491

四国 高知県 マルナカ仁井田店
高知県高知市仁井田船倉１６３３‐１
外

株式会社マルナ
カ

株式会社マルナ
カ 2009年12月22日 2010年8月23日 2,016

九州 福岡県 （仮称）夜須ショッピングセンター
福岡県朝倉郡筑前町篠隈字鴨牟田
１８３番地

Aコープ九州 ○ Aコープ九州
2009年4月23日 2009年12月24日 2,897



九州 福岡県
スーパーセンタートライアル水巻
店

福岡県遠賀郡水巻町頃末四丁目４
番１

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2009年5月12日 2010年1月13日 4,265

九州 福岡県 （仮称）飯塚秋松商業施設
福岡県飯塚市秋松９２５－１　外

オリックス・アル
ファ

ハローデイ サン・ドラッグ
2009年5月28日 2010年1月29日 2,818

九州 福岡県
（仮称）嘉麻市平商業施設新設工
事

福岡県嘉麻市平字町田１６１９番地
外 川食 川食

しまむら コスモス薬品

2009年7月30日 2010年3月31日 3,438

九州 福岡県
スーパーセンタートライアル宗像
店

福岡県宗像市稲元二丁目３６１番地
外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2009年9月1日 2010年5月2日 2,377

九州 福岡県 ゆめタウンうきは
福岡県うきは市吉井町千年字町地
１５７番　外 イズミ イズミ 2009年9月11日 2010年6月1日 7,350

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス吉田南店
福岡県遠賀郡水巻町吉田南一丁目
１０３８－１７　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2010年1月20日 2010年9月21日 1,325

九州 福岡県 ドラッグコスモス苅田与原店
福岡県京都郡苅田町与原一丁目１
番地　外４筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2010年2月9日 2010年10月10日 1,154

×

九州 福岡県
（仮称）ミスターマックス春日ショッ
ピングセンター

福岡県春日市下白水２０５番１の一
部 ミスターマックス ミスターマックス 2010年2月22日 2010年10月23日 9,424

九州 福岡県 （仮称）ケーズデンキ春日店
福岡県春日市下白水２０５番１の一
部

九州ケーズデン
キ

九州ケーズデン
キ 2010年2月26日 2010年10月27日 5,040

九州 福岡県
（仮称）ホームプラザナフコ春日
原店

福岡県春日市下白水２０５番１の一
部 ナフコ ナフコ 2010年2月26日 2010年10月27日 15,570

九州 福岡県 ヤマダ電機テックランド柳川店
福岡県柳川市三橋町柳河字野開７
４５－１　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2010年3月18日 2010年11月19日 2,657

九州 福岡県 アスタラビスタ広川
福岡県八女郡広川町大字広川字高
長８３番２　外 アスタラビスタ アスタラビスタ 2010年3月31日 2010年12月1日 1,736

九州 佐賀県 スーパーモリナガ吉野ヶ里店
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手字二
本松１６６９番１　外５筆

スーパーモリナガ スーパーモリナガ
2009年4月1日 2009年12月2日 3,517

九州 佐賀県
ファッションセンターしまむら末広
店

佐賀県佐賀市末広町二丁目295番
地1　外9筆

しまむら しまむら
2009年5月12日 2010年1月13日 1,117

九州 佐賀県 スーパードラッグコスモス開成店
佐賀県佐賀市開成六丁目１３６番３
外２筆 アルシスホーム コスモス薬品 2009年11月2日 2010年7月3日 1,498

九州 佐賀県 （仮称）ドラッグコスモス巨勢店
佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島３５６
番１　外１筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2009年12月18日 2010年8月19日 1,479

九州 長崎県
（仮称）ミスターマックス長崎時津
ショッピングセンター

長崎県西彼杵郡時津町左底郷字坂
口１８３２－１　外８筆 西部ガス興商 ミスターマックス 未定 2009年6月26日 2010年2月27日 11,990

九州 長崎県 ホームプラザナフコ時津店
長崎県西彼杵郡時津町日並郷字中
曽根２１９３－５３ ナフコ ナフコ 2009年7月16日 2010年3月17日 8,926

九州 長崎県 コメリパワー時津店
長崎県西彼杵郡時津町日並郷開田
１３００番２　外６筆 コメリ コメリ 2009年7月24日 2010年3月25日 9,066

九州 長崎県 ドラッグコスモス諌早幸町店 長崎県諫早市幸町３０１番４　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2009年11月30日 2010年7月31日 1,472

九州 長崎県 ニトリ諫早店
長崎県諫早市多良見町化屋字鳥口
５６１番５　外６筆 ニトリ ニトリ 2009年12月25日 2010年8月26日 5,176

九州 長崎県 （仮称）ホームワイド大村溝陸店 長崎県大村市溝陸町７９０　外 イオン九州 イオン九州 未定 2009年12月25日 2010年8月26日 5,855

九州 長崎県 （仮称）大野モール
長崎県佐世保市瀬戸越４丁目４００
番　外２５筆 中村商事 中村ストアー

マツモトキヨ
シ 2010年1月27日 2010年9月15日 6,093

九州 長崎県 ドラッグコスモス松浦店
長崎県松浦市志佐町浦免字沖新田
９９０番地　外５筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2010年2月9日 2010年10月10日 1,360

九州 長崎県
スーパーセンタートライアル佐世
保大和店

長崎県佐世保市大和町８２番地－４
外４筆

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2010年3月23日 2010年11月24日 2,700

九州 熊本県 ロッキー新地店
菊池郡菊陽町大字津久礼字花立
4228-1ほか ロッキー ロッキー 2009年4月1日 2009年10月 2,700

九州 熊本県 サンキ御船店
上益城郡御船町大字辺田見字村下
230番1ほか 三喜 サンキ 2009年4月10日 2009年12月11日 2,289



九州 熊本県 ホームプラザナフコ長洲店 玉名郡長洲町清源寺405番ほか ナフコ ナフコ 2009年4月20日 2009年12月23日 3,282

九州 熊本県 ホームプラザナフコ荒尾東店
荒尾市本井手字下長谷1620番31ほ
か ナフコ ナフコ 2009年7月10日 2010年3月11日 4,963

九州 熊本県 ロッキー南福寺店 水俣市南福寺1-71 ロッキー ロッキー 2009年8月12日 2010年4月13日 2,678

九州 熊本県 ロッキー人吉店 人吉市瓦屋町字典子1713-1ほか ロッキー 2010年2月16日 2010年10月17日 2,450

九州 熊本県
コメリハード＆グリーン長陽店・
ローソン熊本阿蘇長陽店

阿蘇郡南阿蘇村大字下野字山田
147-25ほかｑ

コメリ
ローソン コメリ ローソン 2009年12月28日 2009年12月30日 1,111

九州 大分県 （仮称）コープしもごおり店
大分市大字下郡字竹ヶ下3160番13
外

生活協同組合
コープおおいた

生活協同組合
コープおおいた 2009年4月17日 2009年12月18日 1,372

九州 大分県
スーパードラッグコスモス大分猪
野店

大分市大字猪野字猪野原1251番
外7筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2009年6月18日 2010年2月19日 1,206

九州 大分県 スーパードラッグコスモス国東店
国東市国東町小原字堤1825番1
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2009年10月2日 2010年6月3日 1,310

九州 大分県 ＨＩヒロセスーパーコンボ元町店
大分市大字大分字北前田4729番1
外30筆

ホームインプルー
ブメントひろせ

ホームインプルー
ブメントひろせ 2009年10月9日 2010年6月10日 6,000

九州 大分県 ドラッグストアモリ宇佐上田店 宇佐市大字上田字寺ノ前189‐1　外 ナチュラル ナチュラル 2009年11月20日 2010年7月21日 1,429

九州 大分県 フレンドピア大貞店
中津市大字大貞字中ノ林389番1
外 ゼロワン 嘉穂無線 オーケー 未定 2010年3月19日 2010年11月20日 7,712

九州 大分県 ケーズデンキ日田店 日田市大字三和676　外
九州ケーズデン
キ

九州ケーズデン
キ 2010年3月26日 2010年11月27日 2,978

九州 宮崎県
生活協同組合コープみやざき本
郷店

宮崎市本郷南方字石原1803番1
外10筆

生活協同組合
コープみやざき

生活協同組合
コープみやざき 2009年6月22日 2010年2月23日 1,160

九州 宮崎県 マルイチ丸山店 宮崎市丸山1丁目118番1　外16筆 マルイチ マルイチ 2009年12月22日 2010年8月23日 1,258

九州 宮崎県 マルミヤストア一ヶ岡店 延岡市伊形町５０６６番地　外３筆 マルミヤストア マルミヤストア 2010年3月2日 2010年11月3日 1,312

九州 宮崎県 ホームプラザナフコ延岡南店 延岡市石田町４４４６番の３　外５筆 ナフコ ナフコ 2010年3月10日 2010年11月11日 9,061

九州 宮崎県 （仮称）クロスモール清武
宮崎郡清武町正手２丁目３２番地
外６筆 オリックス不動産 ナフコ ナフコ マックスバリュ

ラ
グ、セリア、
マスミヤ、未 2010年3月19日 2010年11月20日 14,555

九州 鹿児島県
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 コスモス薬品 コスモス薬品 2009年4月2日 2009年12月3日 1,317

×

九州 鹿児島県 （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 建設 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

九州 鹿児島県 アエールプラザ 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

九州 鹿児島県 （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

九州 鹿児島県

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

ウェルネスドラッ
グ

酒のキン
コー 2009年10月27日 2010年6月28日 2,035

九州 鹿児島県 アエールタワー 鹿児島市中央町23番地21 新福衣料店 8 未定 2009年12月28日 2010年8月29日 1,540

九州 福岡市
（仮称）コーナンめいのはま店別
館 福岡市西区小戸３－２６１１　ほか コーナン商事 コーナン商事 2009年5月18日 2010年1月19日 2,920

九州 福岡市 （仮称）エフコープ新宮店 福岡市東区和白東５－１　ほか
エフコープ生活協
同組合

エフコープ生活協
同組合

㈱
㈲クレア・
ファータ 2009年6月15日 2010年2月16日 2,957

九州 福岡市 ベイサイドプレイス博多
福岡市博多区築港本町１５－２　ほ
か

九電工ネットプロ
デュース

九電工ネットプロ
デュース

㈱
マート
ＪＲ九州リ 2009年7月1日 2010年3月2日 2,516

九州 福岡市 （仮称）香椎団地プロジェクト 福岡市東区香椎団地１－２ 三菱ＵＦＪリース アルペン ○ 2009年8月28日 2010年4月29日 6,447



九州 福岡市 （仮称）周船寺ファッションモール
福岡市西区大字千里字曲リ３０７－
１ほか

エステートすえま
つ しまむら 2009年9月3日 2010年5月4日 2,454

九州 福岡市 （仮称）ニトリ福岡西店
福岡市西区橋本２丁目８街区５号ほ
か ニトリ ニトリ 2009年9月4日 2010年5月5日 6,790

九州 福岡市 ルミエール今宿店 福岡市西区今宿７９番１ほか 三角商事 三角商事 2009年10月9日 2010年6月10日 3,400

九州 北九州市
（仮称）ダイキ黒崎店・デオデオ八
幡黒崎店 北九州市八幡西区東曲里２０番１外 ダイキ

エディオン
WEST ダイキ

エディオンＷＥＳ
Ｔ 2009年8月14日 2010年4月15日 12,831

九州 北九州市 ドラッグコスモスにれの木店
北九州市小倉南区吉田にれの木坂
二丁目８４８番４外 大野知春 コスモス薬品 2009年11月17日 2010年7月18日 1,162

九州 北九州市 （仮称）ハローデイ黒崎店 北九州市八幡西区東曲里２０番１外 ハローデイ ハローデイ 2010年2月9日 2010年10月10日 1,420

九州 北九州市
（仮称）ＤＩＹホームセンターハンズ
マン小倉南店

北九州市小倉南区大字朽網字草見
3914番地２１外 ハンズマン ハンズマン 2010年3月19日 2010年11月20日 5,387

九州
熊本市

熊本小山複合施設
熊本市東区小山二丁目612番1

伊藤商事
マックスバリュ九
州 未定 2009年4月1日 2009年12月2日 3,756

九州
熊本市

ニトリ熊本近見店
熊本市南区近見七丁目2283ほか

ニトリ ニトリ 2009年5月19日 2010年1月20日 5,092

九州
熊本市 (仮称）ショッピングモールさくらの

森十禅寺WSET
熊本市中央区十禅寺町字大道下325

フタバ しまむら アルペン 2009年9月11日 2010年5月12日 2,170

九州
熊本市

ドラッグコスモス桜木店
熊本市南区南高江二丁目12-36

コスモス薬品 2010年2月19日 2010年10月20日 1,130

九州
熊本市

スーパーキッド南高江店
熊本市中央区十禅寺町字瀬出315番

マエダ産業 アレス 星辰開発 田中屋 2009年11月25日 2010年7月26日 1,436

九州
熊本市 (仮称）ショッピングモールさくらの

森十禅寺EAST
熊本市東区花立四丁目１番ほか

フタバ 九州ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ 2010年1月6日 2010年9月7日 4,543

沖縄 沖縄県 （仮称）名護商業施設
名護市宮里６丁目1236番地 マックスサポート 丸大

2009年4月8日 2009年12月9日 6,400
×

沖縄 沖縄県 （仮称）デポアイランド 北谷町字美浜９番地１ デポアイランド デポアイランド ツーオーツー
ディストー
ション 2009年8月3日 2010年4月4日 4,983

沖縄 沖縄県 （仮称）サンエーはまかわ店 北谷町字宮城１番地の37 沖縄トヨタ自動車 サンエー 2010年2月16日 2010年11月1日 2,154

沖縄 沖縄県 （仮称）コープ小禄 那覇市鏡原町35番の３号 ホリデーメイト コープおきなわ 2010年2月16日 2010年10月17日 1,040
沖縄 沖縄県 （仮称）イオンタウン糸満武富 糸満市字武富仲間田原194　他 琉球ジャスコ 琉球ジャスコ 2010年3月19日 2010年11月21日 3,512
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