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経済産業省

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 すずらん台ショッピングセンター
音更町すずらん台仲町１丁目１－１
ほか 福原 福原 1 2010年4月21日 2010年12月22日 3,129

北海道 北海道 ニトリ北見店 北見市中央三輪８丁目１－１ほか ニトリ ニトリ 2010年8月20日 2011年4月21日 5,061

北海道 北海道 ニトリ苫小牧店 苫小牧市柳町４丁目５－１ほか ニトリ ニトリ 2010年9月14日 2011年5月15日 5,180

北海道 北海道
スーパーセンタートライアル益浦
店 釧路市益浦１丁目３１番６ほか 太平洋興発

トライアルカンパ
ニー 2010年9月17日 2011年6月1日 7,823

北海道 北海道 旭町ショッピングセンター 釧路市川上町９丁目７番１ほか 福原 福原 ヤマダ電機 2010年10月1日 2011年6月2日 8,239

北海道 北海道
スーパーセンタートライアル別保
店 釧路町字別保原野南２５線

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2010年10月4日 2011年6月5日 4,586

北海道 北海道 コープさっぽろ釧路新橋店 釧路市新橋大通４丁目１番２ 一福福西
生活協同組合
コープさっぽろ 2010年10月20日 2011年6月21日 2,123

北海道 北海道 テックランド室蘭店 室蘭市中島町１丁目２５番１ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年1月24日 2011年9月25日 2,653

北海道 北海道 ツルハドラッグ新橋大通店 釧路市新橋大通１丁目２ー１ほか 笛園 ツルハ 2011年1月25日 2011年9月26日 1,316

北海道 北海道 ベストプライス豊岡店
旭川市豊岡１０条５丁目８２－３ほ
か 道北アークス 道北アークス 2011年1月31日 2011年10月1日 1,413

北海道 北海道 コーチャンフォー北見店 北見市並木町521ー4 リラィアブル リラィアブル 2011年2月21日 2011年10月22日 4,482

北海道 北海道
サッポロドラッグストア－室蘭駅
前店 室蘭市海岸町１丁目3番１ほか

サッポロドラッグ
ストアー

サッポロドラッグ
ストアー 2011年3月2日 2011年11月3日 1,464

北海道 北海道 ケーズデンキ北見店
北見市高栄東町１丁目151-１の内、
151-8、151-9 デンコードー デンコードー 2011年3月24日 2011年11月25日 4,992

北海道 札幌市 スーパーアークス月寒東店
札幌市豊平区月寒東３条８丁目１－
１ ラルズ ラルズ 2010年4月16日 2010年10月21日 2,126

北海道 札幌市 南郷複合商業施設
札幌市白石区南郷通20丁目南1-1
ほか 新札幌川本商事 エコノス 2010年9月30日 2011年5月1日 1,710

北海道 札幌市 サッポロドラッグストアー北８条店
札幌市東区北８条東４丁目１９－２
４ほか

サッポロドラッグ
ストアー

サッポロドラッグ
ストアー 2010年10月29日 2011年6月30日 1,244

北海道 札幌市
（仮称）手稲前田ショッピングセン
ター 札幌市手稲区前田7条11丁目383-7 オリックス 豊月

サッポロドラッグ
ストアー 1 2010年12月28日 2010年12月28日 3,299

東北 青森県 （仮称）七戸ショッピングセンター
上北郡七戸町大字荒熊内６７－７０
外 イオンリテール イオンリテール 4 2010年10月25日 2011年6月26日 10,639

東北 青森県 ジョイス八戸石堂店 八戸市石堂１丁目２－２５ 紺屋 ベルジョイス 　 2010年11月16日 2011年7月17日 1,863

東北 青森県
コメリハード＆グリーン藤崎常盤
店・さとちょう常盤店

南津軽郡藤崎町大字榊字亀他０
－２２外 コメリ 1 コメリ さとちょう 　 2011年2月10日 2011年10月11日 1,616

東北 青森県 マルホンカウボーイ三沢店 三沢市桜町三丁目７－１３外 本間物産 本間物産 　 2011年3月30日 2011年12月1日 1,282

東北 岩手県 （仮称）ニトリ水沢店
奥州市水沢区佐倉河字沼田23番地
１ほか ニトリ ニトリ 2010年7月21日 2011年3月22日 3,494

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。





東北 岩手県 盛南ファッションモール 盛岡市本宮字宮沢51番地 しまむら しまむら 2010年7月30日 2011年3月31日 2,133

東北 岩手県 （仮称）ケーズデンキ一関店 一関市中里字荒谷14番地10ほか デンコードー デンコードー 2010年9月21日 2011年5月22日 4,640

東北 岩手県 ピーシーデポ盛岡盛南店 盛岡市本宮字宮沢３番地２
オーエー・システ
ム・プラザ

オーエー・システ
ム・プラザ 2010年9月28日 2011年6月16日 1,825

東北 岩手県 ケーズデンキ盛岡南店 盛岡市三本柳５地割58番ほか デンコードー デンコードー 2010年12月14日 2011年8月15日 7,840

東北 岩手県 マイヤ石鳥谷店
花巻市石鳥谷町八幡３地割１番
ほか マイヤ マイヤ 2011年1月27日 2011年10月14日 1,525 ×

東北 岩手県
(仮称)北上鬼柳ショッピングセン
ター

北上市鬼柳町都鳥190番地２地
内 中道リース ジョイス ツルハ 2011年2月18日 2011年10月20日 2,714

東北 岩手県 テックランド一関店 一関市山目字大槻32番地ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年3月31日 2011年12月1日 1,774

東北 山形県 イオンタウン寒河江中央
寒河江市木の下土地区画整理事業
地内１７街区１画地外

マックスバリュ東
北

マックスバリュ東
北 2010年6月24日 2011年2月25日 3,458

東北 山形県 （仮称）ジョーシン山形嶋店 山形市嶋土地区画整理事業58街区 新潟ジョーシン 新潟ジョーシン 2010年10月14日 2011年6月15日 2,534

東北 山形県 （仮称）ニトリ山形北店 山形市穂積75番の1外 ヤマコン ニトリ 2011年2月7日 2011年10月8日 5,155

東北 山形県
(仮称)ヨークベニマル米沢門東町
店 米沢市門東町一丁目６６２番　外 吉祥 ヨークベニマル 2011年3月9日 2011年11月18日 1,990

東北 宮城県 ニトリ石巻店
石巻市蛇田中央土地区画整理事業
地内２街区 東日本ダイワ ニトリ 2010年4月23日 2010年12月24日 5,305

東北 宮城県 古川ピボット
大崎市古川駅前大通一丁目７番３５
号

東北総合サービ
ス

東北総合サービ
ス ○ 2010年9月27日 2011年5月28日 1,571

東北 宮城県 （仮称）ケーズデンキ大河原店
柴田郡大河原町金ヶ瀬字薬師１７３
番１　外 デンコードー デンコードー 2010年10月29日 2011年6月30日 4,407

東北 宮城県 （仮称）ビッグハウス本郷店 気仙沼市本郷１５番地２　外 ベルプラス ベルプラス 2010年12月3日 2011年8月4日 1,380

東北 宮城県 ウジエスーパー岩出山ＳＣ 大崎市下野目字山ノ辺３　外 ウジエ物流
ウジエスー
パー ウジエスーパー ツルハ 2011年2月28日 2011年10月29日 3,184

東北 宮城県 ヤマザワ古川北店
大崎市古川江合寿町１４１番１
外 ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 2011年3月30日 2011年12月1日 3,968

東北 福島県 ヤマダ電機テックランド郡山南店
郡山市安積町荒井字方八丁３３番
地１　ほか１２筆 東日本ダイワ ヤマダ電機 2010年4月16日 2010年12月17日 4,142

東北 福島県
ツルハドラッグ原町西店・セリア
原町店

南相馬市原町区国見町２丁目１１９
番１ほか 大和リース ツルハ セリア 2010年5月24日 2011年1月25日 1,465

東北 福島県 （仮称）ヨークベニマル内郷店 いわき市内郷御厩町三丁目１５０ ヨークベニマル ヨークベニマル 2010年6月4日 2011年2月5日 2,020

東北 福島県 ヨークベニマル保原店
伊達市保原町字油谷地１番地１ほ
か ヨークベニマル ヨークベニマル 2010年6月11日 2011年2月12日 1,730

東北 福島県 ケーズデンキ富岡店
双葉郡富岡町大字本岡字新夜ノ森
２４４番２ほか デンコードー デンコードー 2010年6月24日 2011年2月25日 2,202

東北 福島県 ヨークタウン白河横町 白河市横町１１４番ほか ヨークベニマル 1 ヨークベニマル サンドラッグ 2010年6月24日 2011年4月22日 2,803

東北 福島県 （仮称）鮮場小名浜店
いわき市小名浜字愛宕町５番１ほ
か

（株）東北青果流
通センター

（株）東北青果流
通センター 2010年7月14日 2011年3月15日 1,413

東北 福島県 マルト四倉店
いわき市四倉町字西二丁目９番２
ほか マルト マルト 2010年8月31日 2011年5月1日 1,580

東北 福島県 大森ファッションモール 福島市大森字西ノ内1番１ しまむら しまむら 2010年12月22日 2011年8月23日 2,066

東北 福島県 ケーズデンキ船引店
田村市船引町字太子堂１３０番
ほか デンコードー デンコードー 2011年2月4日 2011年10月5日 2,379





東北 福島県 （仮称）ヨークベニマル本宮店 本宮市本宮字舘町４５番地２ほか ヨークベニマル ヨークベニマル 2011年2月14日 2011年10月15日 1,700

東北 仙台市 宮脇書店泉ヶ丘店
仙台市泉区泉ヶ丘二丁目9番104、9
番178 ダイワロイヤル 宮脇書店 2010年7月28日 2011年3月1日 1,386

東北 仙台市
（仮称）ペットエコ＆ザ･ガーデン
中山吉成店

仙台市青葉区芋沢字吉成山18-159
他

ヨネヤマプランテ
イション

ヨネヤマプランテ
イション 2010年9月30日 2011年5月31日 2,084

東北 仙台市 ダイシン中田店 仙台市太白区中田5丁目17他 アイリスプラザ アイリスプラザ 2010年10月26日 2011年6月27日 2,058

関東 茨城県 カスミ日立神峰店 日立市神峰町１丁目７番７号 ㈱カスミ ㈱カスミ 2010年4月8日 2010年12月10日 3,414

関東 茨城県 水戸駅南口ビル（仮称） 水戸駅宮町一丁目107－4 外
東日本旅客鉄道
(株) 2010年5月13日 2011年1月14日 9,132

関東 茨城県 （仮称）ウェルサイトひたちなか ひたちなか市新光町30番の一部
ケーズホールディ
ングス 2

ケーズホールディ
ングス

東京インテリア家
具 2 2010年6月4日 2011年2月5日 22,014

関東 茨城県 （仮称）ワンダーグー古河店 古河市東牛谷1144
ワンダーコーポ
レーション

ワンダーコーポ
レーション 2010年7月29日 2011年3月3日 2,314

関東 茨城県
(仮称)カワチ薬品つくば研究学園
店

つくば市葛城一体型特定土地区画
整理事業区域内C28街区3-1画地 カワチ薬品 カワチ薬品 2010年8月16日 2011年4月17日 1,808

関東 茨城県 ザ・マルヘイ知手店 神栖市知手中央二丁目3番27号 茨城さえき 茨城さえき 2010年9月30日 2011年5月31日 1,585

関東 茨城県 （仮称）PCデポつくば店
つくば市葛城一体型特定土地区画
整理事業施行地内E-106街区⑤

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 2010年10月29日 2011年6月30日 1,863

関東 茨城県 カスミひたちなか馬渡店
ひたちなか市馬渡字高野2912-3
外 カスミ カスミ 寺島薬局 2010年11月2日 2011年7月3日 3,336

関東 茨城県 バイクセブン土浦店 土浦市真鍋4丁目2277-2
G-7ホールディン
グス G-7モータース 2010年11月18日 2011年7月19日 1,750

関東 茨城県 ケーズデンキ桜川店 桜川市友部字木曽876　外
ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2010年12月8日 2011年9月22日 2,024

関東 茨城県 （仮称）アルペン・ゴルフ５神栖店 神栖市居切蒲地１４５６　外 三菱ＵＦＪリース アルペン 2011年1月28日 2011年9月29日 2,432

関東 茨城県
ミスターマックス取手ショッピング
センター 取手市東４丁目２２０－１　外 ミスターマックス ミスターマックス 2011年1月27日 2011年9月28日 8,393

関東 茨城県 カスミ万博記念公園駅前店

市島 福 体 特定
地区画整理事業地区内Ｂ－４８街
区１画地 カスミ カスミ 2011年2月21日 2011年10月22日 3,932

関東 栃木県 （仮称）ニトリ宇都宮鶴田店 宇都宮市鶴田町1230番地1外 ニトリ ニトリ 2010年5月7日 2011年1月8日 6,837

関東 栃木県 かましん平松本町店
宇都宮市平松本町字雨久保769番
地１外 エルム かましん 2010年5月13日 2011年1月14日 2,009

関東 栃木県 サンキ鹿沼店 鹿沼市千渡1754番４外 三喜 三喜 2010年5月14日 2011年1月15日 1,955

関東 栃木県 コジマ×ビックカメラさくら店 さくら市櫻野字東原1608番地１外 コジマ コジマ 2010年6月8日 2011年2月9日 2,611

関東 栃木県 たいらや小山本郷店 小山市本郷町三丁目1001番１号外
ロイヤル総合開
発 たいらや 2010年6月17日 2011年2月18日 2,846

関東 栃木県 鹿沼ファッションモール 鹿沼市西茂呂二丁目１－１外 しまむら 1 しまむら 2010年7月8日 2011年3月9日 1,961

関東 栃木県
ファッションセンターしまむら鶴田
店

宇都宮市鶴田第２土地区画整理事
業５９街区１外 しまむら しまむら 2010年9月17日 2011年5月18日 1,121

関東 栃木県 たいらや真岡店 真岡市熊倉二丁目25番地１外
オリックス株式会
社 たいらや 2010年10月18日 2011年6月19日 1,827

関東 栃木県
ベイシアスーパーセンター那須塩
原店 那須塩原市緑町二丁目1155番11外

株式会社ベイシ
ア ベイシア 2010年10月29日 2011年7月10日 7,269

関東 栃木県 スペースＣＯＭ 栃木市昭和町2番25号外
アワノ総合開発
株式会社 EH

文教堂グループ
ホールディングス

1

2010年12月17日 2011年8月18日 1,742





関東 栃木県
バイクセブンインターパーク宇都
宮店 宇都宮市インターパーク6丁目2-9

G-7ホールディン
グス G-7モータース 2010年12月27日 2011年8月28日 1,772

関東 栃木県 サンキ那須塩原店
那須塩原市島方字熊川添456-10
外 三喜 三喜 2011年1月4日 2011年9月5日 2,312

関東 栃木県 （仮称）オータニみずほの店 宇都宮市西刑部町2450番4　外 オリックス オータニ 2011年1月31日 2011年10月1日 1,343

関東 栃木県
カワチ薬品大平店　（仮称）農家
の店みのり大平店 大平町下皆川字下田298番地　他 カワチ薬品 1 カワチ 1 2011年2月16日 2011年10月17日 2,542

関東 群馬県 伊勢崎複合商業施設
伊勢崎市茂呂第一土地区画整理事
業地内１０９街区　外 大和リース セキチュー 2010年4月1日 2010年12月2日 6,664

関東 群馬県 とりせん菅谷ショッピングモール
高崎市菅谷町字村東２０－９９１
外 とりせん とりせん しまむら ○ 2010年4月12日 2010年12月13日 4,910

関東 群馬県 ジョイフル本田千代田店
千代田町大字萱野字若宮８１３番１
外 ジョイフル本田 ジョイフル本田 ジャパンミート ○ 2010年7月1日 2011年3月2日 41,675

関東 群馬県 とりせん邑楽町店 邑楽町大字中野４４６７－１　外 マルエス とりせん ○ 2010年7月27日 2011年3月28日 2,667

関東 群馬県 倉賀野ＳＣ 高崎市倉賀野町３９２－１　外 フレッセイ 北関東三喜 2010年9月10日 2011年5月11日 2,265

関東 群馬県 ケーズデンキ富岡店 富岡市富岡字明武塚東２６８１　外
ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2010年10月20日 2011年7月7日 4,085

関東 群馬県 コストコホールセール前橋倉庫店
前橋市南部拠点東地区土地区画整
理事業１０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 2010年11月30日 2011年7月31日 9,573

関東 群馬県 パワーモール前橋みなみ
前橋市南部拠点東地区土地区画整
理事業６街区　外 ベストケア ベストケア シューマート ○ 2010年11月30日 2011年7月31日 21,574

関東 群馬県 株式会社カワチ薬品大利根店
前橋市下新田町字中沖２８７番１
外 カワチ薬品 カワチ薬品 2010年12月3日 2011年8月4日 1,663

関東 群馬県 ケーズデンキ藤岡店 藤岡市上栗須１８９－１　外
スーパーセン
ター・フィール

ケーズホールディ
ングス 2011年1月28日 2011年9月29日 4,006

関東 群馬県
フレッセイ伊勢崎ショッピングセン
ター 伊勢崎市連取町3046-33　外 フレッセイ フレッセイ ○ 2011年2月28日 2011年11月1日 4,585

関東 群馬県 アバンセ剣崎店 高崎市剣崎町宇高田1144　外
フジタコーポレー
ション

フジタコーポレー
ション 2011年3月9日 2011年11月10日 1,525

関東 埼玉県 越谷ビル
越谷市越ヶ谷一丁目６００番地１
外 越谷ゴム工業 ミスターマックス 9 2010年4月1日 2010年12月2日 7,864

関東 埼玉県 ベルク東松山新郷店 東松山市新郷１３ ベルク ベルク 2010年4月9日 2010年12月20日 2,156

関東 埼玉県 ＰＣ　ＤＥＰＯＴ新座店 新座市野火止五丁目１番３６号 田中産業
ピーシーデポコー
ポレーション 2010年4月16日 2010年12月17日 1,329 ×

関東 埼玉県 （仮称）フレッセイ児玉店 本庄市児玉町八幡山４５－１　外 フレッセイ フレッセイ 三喜 未定 2010年4月16日 2010年12月17日 5,278

関東 埼玉県 レイクタウンアウトレット（１街区） 越谷市レイクタウン四丁目1番地1 イオンリテール 未定 2010年4月19日 2011年2月21日 7,925

関東 埼玉県 レイクタウンアウトレット（２街区）

越 市越 特定
画整理事業地内３００街区２画地の
一部及び３画地 イオンリテール 未定 2010年4月19日 2011年2月21日 7,026

関東 埼玉県 レイクタウンアウトレット（３街区） 越谷市レイクタウン四丁目1番地1 イオンリテール 未定 2010年4月19日 2011年2月21日 6,591

関東 埼玉県 ビバホーム志木店 志木市柏町一丁目９３０－１３ トステムビバ トステムビバ 2010年4月27日 2010年12月28日 6,256

関東 埼玉県 （仮称）ヨークマート新幸手店 幸手市天神島一丁目４０番の１外 小島繫

博行成
年後見人田
沼義之 ヨークマート 2010年6月7日 2011年2月8日 3,012

関東 埼玉県 いなげや志木柏町店 志木市柏町一丁目６番７２号 いなげや いなげや 2010年6月15日 2011年2月16日 1,767

関東 埼玉県
ファッションセンターしまむら藤久
保店

三芳町富士見都市計画事業藤久保
第一土地区画整理事業２６街区２外 しまむら しまむら 2010年7月20日 2011年3月21日 1,170





関東 埼玉県 ベルク川越むさし野店 川越市むさし野１７番９外 ベルク ベルク 2010年7月29日 2011年3月30日 2,198

関東 埼玉県 (仮称)狭山市駅新商業施設
狭山市入間川1丁目２７９２番地の１
外 西武鉄道 未定 2010年7月28日 2011年5月1日 1,920

関東 埼玉県 高坂ファッションモール

東松 市東松 都市 事業高坂
駅東口第二特定土地区画整理事業
地内３０－１６街区２画地 しまむら しまむら 2010年8月3日 2011年4月4日 2,151

関東 埼玉県 マミーマート蓮田山ノ内店 蓮田市山ノ内４番の２ マミーマート マミーマート 2010年8月5日 2011年4月6日 1,983

関東 埼玉県 コープ二ツ宮店 上尾市二ツ宮９２７番１外 コープみらい コープみらい 2010年8月13日 2011年4月14日 2,525

関東 埼玉県 （仮称）吉川市栄町計画 吉川市栄町７９７番１外
ピーアンドディコ
ンサルティング

ライフコーポレー
ション コーナン商事 ○ 2010年10月20日 2011年6月21日 8,500

関東 埼玉県 (仮称)ケーズデンキ幸手店
幸手市大字上高野字本村前８２８番
外 オリックス

ケーズホールディ
ングス 2010年10月21日 2011年8月31日 2,977

関東 埼玉県 セキチュー東松山高坂店

東松 市東松 都市 事業高坂
駅東口第二特定土地区画整理事業
地内２４－１街区 セキチュー セキチュー 2010年10月27日 2011年6月28日 7,412

関東 埼玉県 （仮称）ケーズデンキ吉川店
吉川市吉川駅南特定土地区画整理
事業地内６８街区１画地 オリックス

ケーズホールディ
ングス 2010年12月20日 2011年9月22日 5,986

関東 埼玉県 テックランド加須店 加須市大字多門寺字本田８１番２外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2010年12月20日 2011年8月21日 1,988

関東 埼玉県 （仮称）ヨークマート入間扇台店
入間市扇台土地区画整理事業47街
区１，２，８画地 ヨークマート ヨークマート 2010年12月28日 2011年8月29日 1,534

関東 埼玉県 ベルク春日部緑町店 春日部市緑町３丁目７５３－１外 ベルク ベルク 2010年12月28日 2011年8月29日 2,036

関東 埼玉県 エディオン西上尾店 上尾市大字小敷谷809番1 オリックス エディオン 2011年2月23日 2011年10月4日 2,466

関東 埼玉県 （仮称）ベルク東越谷店 越谷市東越谷８丁目１－１外 ベルク ベルク 2011年2月21日 2011年10月22日 2,143

関東 埼玉県 東松山駅前ファッションモール 東松山市箭弓町１丁目１６－１８ しまむら しまむら 2011年3月8日 2011年11月9日 2,159

関東 埼玉県 （仮称）カスミ白岡原ヶ井戸店 白岡町白岡東２７外 カスミ カスミ 2011年3月10日 2011年11月11日 1,692

関東 埼玉県 ヤオコー若葉駅西口店 鶴ヶ島市藤金字大境８５２－１ ヤオコー ヤオコー 2011年3月18日 2011年11月19日 1,626

関東 埼玉県 ニトリ川越店 川越市豊田町三丁目１２－１外
ニトリホールディ
ングス ニトリ 2011年3月25日 2011年11月26日 7,722

関東 千葉県 せんどう酒々井店
印旛郡酒々井町中央台２丁目２番２
ほか せんどう せんどう 2010年5月6日 2011年1月7日 1,749

関東 千葉県 （仮称）ヨークマート六高台店 松戸市六高台七丁目97番ほか ヨークマート ヨークマート 2010年6月1日 2011年2月2日 2,026

関東 千葉県 （仮称）ヤオコー船橋三山店 船橋市三山八丁目７４０番６ ヤオコー ヤオコー 2010年6月4日 2011年2月5日 1,988

関東 千葉県 （仮称）ベイシア流山駒木店
流山市駒木字弐番割５２３番２　ほ
か ベイシア ベイシア 2010年6月9日 2011年2月10日 2,323

関東 千葉県 （仮称）東武ストア逆井店 柏市逆井字台山846番2ほか 鈴木敏雄 東武ストア 2010年7月6日 2011年3月7日 1,141

関東 千葉県 （仮称）市川田尻商業施設計画 市川市田尻一丁目462番1ほか オリックス
ケーズホールディ
ングス 2010年7月6日 2011年3月7日 7,413

関東 千葉県 （仮称）カワチ薬品坪井店 船橋市坪井東四丁目１３０１番１ カワチ薬品 カワチ薬品 2010年7月29日 2011年3月30日 2,064

関東 千葉県 佐倉ファッションモール
佐倉市寺崎特定土地区画整理事業
２３街区①－１ほか しまむら しまむら 2010年7月30日 2011年3月31日 2,131

関東 千葉県 尾張屋木更津店
木更津市木更津三丁目８番地４ほ
か 尾張屋 尾張屋 2010年8月11日 2011年4月12日 1,203 ×





関東 千葉県 尾張屋木更津店
木更津市木更津三丁目８番地４ほ
か ゼンコウ管理 尾張屋 2010年10月1日 2011年4月12日 1,203

関東 千葉県 （仮称）カワチ薬品富津店
千葉県富津市大堀字外汐入889番
地5他51筆 カワチ薬品 カワチ薬品 2010年10月6日 2011年6月7日 1,928

関東 千葉県 サンキ東金店 東金市押堀字広田６９７番２ほか 三喜 三喜 2010年10月14日 2011年6月15日 2,855

関東 千葉県 五井駅東ショッピングセンター 市原市更級四丁目1番地11ほか カインズ
ケーズホールディ
ングス 1 2010年11月1日 2011年7月2日 8,454

関東 千葉県 （仮称）カワチ薬品四日市場町店 銚子市四日市場町251番ほか カワチ薬品 カワチ薬品 2010年11月26日 2011年7月27日 1,801

関東 千葉県
ファッションセンターしまむら関宿
店

野 市野 都市 事業 親野
井特定土地区画整理事業５街区⑧
ほか しまむら しまむら 2010年11月30日 2011年8月1日 1,071

関東 千葉県 （仮称）ヤオコ－市川中国分店 市川市中国分３丁目２８２番２ ヤオコー ヤオコー 2010年12月16日 2011年8月17日 1,904

関東 千葉県 ベルク流山おおたかの森店 流山市西初石5丁目59番地 ベルク ベルク 2011年1月18日 2011年9月19日 2,169

関東 千葉県 （仮称）セイミヤ四日市場店 銚子市四日市場町224番ほか セイミヤ セイミヤ 2011年1月21日 2011年9月22日 2,252

関東 千葉県 テックランド銚子店
千葉県銚子市三崎町2丁目2613-1
ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年2月24日 2011年10月26日 1,984

関東 千葉県 千葉ニュータウン複合施設 印西市西の原五丁目6番
G-7ホールディン
グス

セブンプランニン
グ ○ 2011年2月28日 2011年10月31日 3,336

関東 千葉県 PCデポ富里インター店
富里市七栄北新木戸土地区画整理
事業地内３街区１７画地ほか

ピーシーデポコー
ポレーション

ピーシーコーポ
レーション 2011年3月16日 2011年11月17日 4,178

関東 千葉県 ケーズデンキ四街道店
四街道市物井特定土地区画整理事
業地内41-1街区②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 2011年3月22日 2011年11月24日 4,918

関東 千葉県 ケーズデンキ匝瑳店
匝瑳市八日市場市ハ字エビス田
999番1ほか 吉村コンパイン

ケ－ズホールディ
ングス 2011年3月23日 2011年11月24日 2,411

関東 東京都 (仮称）大森北商業施設 大田区大森北五丁目６８番１ほか
オグラ宝石精機
工業 オオゼキ 1 2010年4月26日 2010年12月27日 1,200

関東 東京都 (仮称）ヒューリック数寄屋橋ビル 中央区銀座四丁目２番１１号 ヒューリック ギャップジャパン 2010年4月28日 2011年3月1日 2,057

関東 東京都 (仮称）ニトリ八王子店 八王子市左入町７６６番１ほか ニトリ ニトリ 2010年4月30日 2011年1月1日 7,096

関東 東京都 (仮称)三和八王子片倉計画 八王子市片倉町３５００番地１ほか 三和 三和 2010年4月30日 2011年1月1日 3,500

関東 東京都 (仮称)マミーマート昭島店 昭島市中神町二丁目９６番１ほか マミーマート マミーマート 2010年6月1日 2011年2月2日 1,657

関東 東京都
ファションセンターしまむら中野上
町店 八王子市中野上町二丁目３２番３号 しまむら しまむら 2010年6月23日 2011年2月24日 1,207

関東 東京都 （仮称）東武ストア豊玉店 練馬区豊玉中三丁目１２番１１号 日本殖産興業 東武ストア 2010年7月9日 2011年3月10日 1,558

関東 東京都 （仮称）南長崎プラザ
豊島区南長崎四丁目４０４９番１ほ
か 岩崎不動産

ライフコーポレー
ション 6 2010年7月9日 2012年2月28日 5,391

関東 東京都
（仮称）いなげや練馬南大泉三丁
目店 練馬区南大泉三丁目４９７－１ほか いなげや いなげや 未定 2010年7月12日 2011年3月13日 2,042

関東 東京都 ベジフル練馬総合卸売センター 練馬区高野台二丁目５番１５号
東京新宿ベジフ
ル ヤスノ アンデス食品 未定 2010年7月13日 2011年3月14日 1,134

関東 東京都 （仮称）小田急経堂ビル
世田谷区経堂二丁目１８９番地２ほ
か 小田急電鉄 小田急商事 未定 2010年7月26日 2011年4月1日 5,656

関東 東京都
（仮称）二子玉川東地区市街地再
開発ビル（Ⅰ街区）

世田谷区玉川二丁目１３８９番１ほ
か

東
市街地再開発組
合 東急百貨店 東急ストア 未定 2010年7月29日 2011年3月30日 47,396

関東 東京都 (仮称)テックランド東大和店
東大和市清水六丁目１０９５番地の
３ 本荘ロディック ヤマダ電機 2010年8月11日 2011年4月12日 2,646





関東 東京都 ２ｋ５４０ 台東区上野五丁目２７番１ほか
ジェイアール東日
本都市開発 ヒロコレッジ 未定 2010年8月31日 2011年5月1日 2,200

関東 東京都 （仮称）ライフ奥戸二丁目店 葛飾区奥戸二丁目１４番２４号
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2010年9月17日 2011年5月18日 1,963

関東 東京都
(仮称）ＰＣ　ＤＥＰＯＴ　八王子別
所店 八王子市別所二丁目３７番

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 2010年9月29日 2011年5月30日 2,200

関東 東京都
(仮称）調布市仙川ショッピングセ
ンター 調布市仙川町三丁目４番地１ いなげや いなげや 未定 2010年9月30日 2011年5月31日 3,842

関東 東京都
(仮称）ホーマックスーパーデポみ
なみ野店

八王子市みなみ野一丁目３番１ほ
か ホーマック ホーマック 未定 2010年9月30日 2011年5月31日 9,705

関東 東京都 （仮称）スーパーベルクス綾瀬店 足立区綾瀬四丁目７８番１ほか サンベルクス サンベルクス 2010年10月22日 2011年6月23日 1,200

関東 東京都 （仮称）西新宿一丁目計画 新宿区西新宿一丁目１８ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2010年10月26日 2011年6月27日 7,893

関東 東京都
ファッションセンターしまむら加平
店 足立区加平二丁目８番地１ほか しまむら しまむら 2010年10月28日 2011年6月29日 1,108

関東 東京都 （仮称）島忠ホームズ昭島店 昭島市田中町三丁目５７５番１ほか 島忠 島忠 2010年11月4日 2011年7月5日 9,172

関東 東京都 （仮称）ヤオコー立川若葉町店 立川市若葉町一丁目１２番１ほか ヤオコー ヤオコー 2010年11月17日 2011年7月18日 1,524

関東 東京都 （仮称）青海Q街区計画 江東区青海一丁目１番１ほか
青海Q区画特定
目的会社 未定 2010年12月27日 2011年8月28日 26,985

関東 東京都
(仮称)サミットストア荏原四丁目
店 品川区荏原四丁目２４８番２

ＮＴＴ東日本プロ
パティーズ サミット 2010年12月27日 2011年8月28日 1,175

関東 東京都 （仮称）三多摩綜合食品卸売市場 昭島市武蔵野三丁目５番１号 村尾組
卸売市場協同組
合 2010年12月28日 2011年8月29日 1,679 ×

関東 東京都
スーパーバリュー府中市新町一
丁目店 府中市新町一丁目７３番１ほか 植治 スーパーバリュー 2011年1月6日 2011年9月7日 1,373

関東 東京都 （仮称）ライフ葛飾白鳥店 葛飾区白鳥三丁目１９９５番ほか
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2011年1月13日 2011年10月1日 1,700

関東 東京都 本所プロジェクト 墨田区菊川一丁目２９番７
ＮＴＴ東日本プロ
パティーズ

ライフコーポレー
ション 2011年1月31日 2011年10月1日 1,433

関東 東京都 スーパーバリュー荒川西尾久店 荒川区西尾久五丁目２４番５号ほか スーパーバリュー スーパーバリュー 2011年2月7日 2011年12月1日 1,377

関東 東京都
（仮称）サミットストア成城一丁目
店 世田谷区成城一丁目３番 サミット サミット 未定 2011年2月23日 2011年10月24日 5,411

関東 東京都 （仮称）ギンザコマツ計画 中央区銀座六丁目２番地２２ほか 小松ストア 1 ユニクロ 未定 2011年2月28日 2012年1月31日 6,000

関東 東京都 （仮称）ケーズデンキ西葛西店 江戸川区西葛西四丁目２番６４ほか
ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2011年3月1日 2011年11月2日 2,817

関東 東京都 （仮称）清化園跡地商業施設
国立市大字谷保字上新田３１４３番
１ほか 大和リース スーパーバリュー 2011年3月9日 2011年11月10日 8,000

関東 神奈川県 （仮称）ニトリ大和店 大和市渋谷１－２の２ほか 小川倉庫 ニトリ 2010年5月14日 2011年1月15日 5,167

関東 神奈川県 （仮称）大和中央林間計画
大和市下鶴間字甲十号1642の４ほ
か エイヴイ カインズ 2010年6月11日 2011年2月12日 11,602

関東 神奈川県 オーケー大和上和田店 大和市上和田2734
オーケー店舗保
有 オーケー 2010年6月24日 2011年2月25日 2,230 ×

関東 神奈川県 大和ショッピングセンター

和市 和都市 事業渋 （南
部地区）土地区画整理事業区域内
74街区１ほか イオンリテール イオンリテール 2010年7月23日 2011年3月24日 16,330

関東 神奈川県 (仮称)ＰＣデポ小田原店 小田原市飯泉400ほか
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 2010年9月30日 2011年6月1日 1,949

関東 神奈川県 Kalsa　平塚田村 平塚市田村３－５
三井住友ファイナ
ンス＆リース カーマ 2 2010年9月30日 2011年6月1日 10,807





関東 神奈川県
(仮称)クリエイトエス・ディー横須
賀根岸町店 横須賀市根岸町３－16の33

クリエイトエス・
ディー

クリエイトエス・
ディー 2010年12月24日 2011年8月25日 1,259

関東 神奈川県
（仮称）クリエイトエス・ディー小田
原荻窪店 小田原市荻窪字立田278－5ほか

クリエイトエス・
ディー

クリエイトエス・
ディー 2010年12月24日 2011年8月25日 1,509

関東 神奈川県 (仮称)ダイエー藤沢店 藤沢市藤沢520 ミルスペース ダイエー 2010年12月27日 2011年9月1日 4,438

関東 神奈川県
ビバモール座間・コストコホール
セール座間倉庫店 座間市東原１－5,909ほか

三井住友ファイナ
ンス＆リース 1 トステムビバ 2 2010年12月28日 2011年8月29日 21,880

関東 神奈川県
(仮称)クリエイトエス・ディー横須
賀根岸町店 横須賀市根岸町３－16の15ほか 草川商店

クリエイトエス・
ディー 2011年1月25日 2011年9月26日 1,259 ×

関東 神奈川県 Terrace Mall（テラスモール）湘南 藤沢市辻堂神台１－２の２ほか
三井住友信託銀
行 サミット 196 2011年2月10日 2011年11月1日 49,382

関東 神奈川県
（仮称）ユータカラヤ小田原高田
店 小田原市高田字柳町298の１ほか ロピア ロピア カインズ 2011年2月28日 2011年10月29日 6,081

関東 神奈川県
(仮称)ヤオマサ・カインズホーム
大井町店

足柄上郡大井町上大井字大縄下
124の１ほか ヤオマサ ヤオマサ 1 2011年3月30日 2011年12月1日 5,500

関東 新潟県 原信糸魚川店 糸魚川市東寺町３丁目９３番１外 原信 原信 コダマ 2010年10月1日 2011年6月1日 2,759

関東 新潟県 カトウ食材長岡店 長岡市新産１丁目１番１６ カトウ食材 カトウ食材 2010年10月21日 2011年6月20日 2,060

関東 新潟県 知遊堂三条店 三条市荒町二丁目１００９番外 アイビー企画 中越クルツール 2010年12月10日 2011年8月10日 1,577

関東 新潟県
（仮称）長岡シビックコアショッピン
グセンター 長岡市千歳1丁目23番6 ㈱原信 ㈱原信 ㈱星光堂薬局 2011年1月31日 2011年10月1日 2,914

関東 長野県 ニトリ諏訪店 諏訪市沖田町4-40-2　外 井口 ニトリ 2010年4月30日 2010年12月31日 3,511

関東 長野県 （仮称）バロー飯田店 飯田市鼎名古熊2098-1 バロー バロー 2010年8月6日 2011年4月7日 1,400

関東 長野県 （仮称）本久デイツー長野松岡店 長野市松岡2-2476 オリックス ケーヨー 2010年9月30日 2011年6月1日 4,984

関東 長野県 ツルヤ並柳店 松本市並柳2-429-1　外 ツルヤ ツルヤ 未定 2010年10月15日 2011年6月16日 2,598

関東 長野県 （仮称）マツヤ新丸子店 上田市上丸子331-1　外 昭和建物 マツヤ 7 2010年11月8日 2011年7月9日 2,178

関東 長野県 （仮称）バロー千曲店 千曲市大字杭瀬下4-1　外 バロー バロー 2010年11月24日 2011年7月25日 1,411

関東 長野県 （仮称）ケーズデンキ上田店 上田市国分80-12　外 北越ケーズ 北越ケーズ 2011年1月13日 2011年9月14日 5,953

関東 長野県
（仮称）ケーヨーデイツー軽井沢
店 軽井沢町大字長倉字北裏1704 ケーヨー ケーヨー 2011年1月25日 2011年9月26日 2,523

関東 長野県

洋服の青山松本村井店・イエロー
ハット松本村井店・パリミキ南松
本店 松本市村井町北1-689　ほか サワダ 2 青山商事 ホットマン 1 2011年3月11日 2011年11月12日 1,931

関東 長野県 ツルヤ伊那福島店 伊那市福島201 ツルヤ ツルヤ 2011年3月31日 2011年12月1日 2,679

関東 山梨県 イオンモール甲府昭和
中巨摩郡昭和町飯喰1-12街区1画
地外 イオンモール イオンリテール 2010年4月22日 2011年2月1日 28,000

関東 山梨県
（仮称）フォレストモール富士河口
湖

南都留郡富士河口湖町小立字白木
4286番1外 フォレスト

マックスバリュ東
海 くろがねや 2010年7月14日 2011年3月15日 10,558

関東 山梨県 ノジマ富士吉田店 富士吉田市中曽根二丁目3番1号 吉田屋 ノジマ 2010年9月15日 2011年5月16日 2,535

関東 静岡県 PC DEPOT 富士店 富士市蓼原152－1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 2010年4月28日 2010年11月13日 1,555

関東 静岡県 マックスバリュ富士宮万野原店 富士宮市万野原新田3362－1外
マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2010年4月30日 2010年11月11日 1,950





関東 静岡県 （仮称）カワチ薬品吉田店
榛原郡吉田町住吉字舞台1295－１
外 カワチ薬品 カワチ薬品 2010年5月17日 2011年4月1日 1,986

関東 静岡県 ウインダーランド薮田店 藤枝市下藪田字前田123－1 高田薬局 高田薬局 2010年5月27日 2011年1月28日 1,380

関東 静岡県 （仮称）ノジマ御殿場店 御殿場市新橋字堀向914－1外 ノジマ ノジマ 2010年6月30日 2011年3月1日 2,566

関東 静岡県 アピタ吉原店 富士市国久保二丁目2153－19 ユニー ユニー 未定 2010年7月15日 2011年9月1日 10,607

関東 静岡県 テックランド静岡磐田店 磐田市岩井2160－3外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2010年8月13日 2011年4月14日 3,281

関東 静岡県 杏林堂薬局藤枝店 藤枝市田沼四丁目13外 橋本組 杏林堂薬局 2010年8月26日 2011年4月1日 1,370

関東 静岡県 （仮称）クロスガーデン富士中央 富士市中央町三丁目3391-1外 オリックス コープしずおか 未定 2010年9月10日 2011年5月11日 7,114

関東 静岡県 ケーズデンキ御前崎店 御前崎市池新田字下水神7610外 静岡総合不動産 ギガス 2010年10月25日 2011年6月1日 2,853

関東 静岡県 ホームプラザナフコ掛川店 掛川市細谷字五反田795-1外 ナフコ ナフコ 2010年12月21日 2011年8月22日 8,369

関東 静岡県 マックスバリュ長泉中土狩店 駿東郡長泉町中土狩字開563外
マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2011年1月31日 2011年10月1日 1,669

関東 静岡県 カインズホーム富士宮店
富士宮市万野原新田字宮五本松
4136-1外 カインズ カインズ 2011年3月15日 2011年11月16日 5,666

関東
さいたま
市 マミーマート桜区西堀7丁目店 さいたま市桜区西堀7丁目701番2 ﾏﾐｰﾏｰﾄ ﾏﾐｰﾏｰﾄ 2010年4月15日 2010年12月16日 1,978

関東
さいたま
市 マルエツ西大宮駅前店

市 宮 部特定
区画整理事業区域内125街区2画地
外 マルエツ マルエツ 大創産業 2010年4月16日 2010年12月17日 3,119

関東
さいたま
市 ヤオコー大宮大成店 さいたま市北区大成町4丁目416番1 ヤオコー ヤオコー 2010年4月28日 2010年12月29日 1,966

関東
さいたま
市 ヤオコー大宮盆栽店 さいたま市北区盆栽町484番2外 ヤオコー ヤオコー 2010年6月25日 2011年2月26日 1,969

関東
さいたま
市 島忠ホームズ宮原店

さいたま市北区植竹町一丁目820番
3外 島忠 島忠

島村
オーケー 2010年7月23日 2011年3月24日 16,881

関東
さいたま
市 ベルクさいたま吉野町店

さいたま市北区吉野町1丁目378番
地 ベルク ベルク 2010年8月31日 2011年5月11日 2,111

関東
さいたま
市 （仮称）アルペン岩槻 さいたま市岩槻区府内1686-1 アルペン アルペン 2011年2月28日 2011年10月29日 2,773

関東 千葉市 （仮称）しげのや星久喜店 千葉市中央区星久喜町１２０３－１ ㈱しげのや ㈱しげのや 2010年9月6日 2011年4月20日 1,336

関東 千葉市 （仮称）ケーズデンキおゆみ野店
千葉市緑区おゆみ野中央九丁目１
９番 三菱地所㈱

㈱ケーズホール
ディングス 2011年2月14日 2012年3月1日 6,865

関東 千葉市 （仮称）ヨークマート花見川店
千葉市花見川区柏井一丁目１０７５
－２ 川口産業㈲ ㈱ヨークマート 2011年2月22日 2011年10月23日 1,225

関東 横浜市
（仮称）青葉区荏田北複合商業施
設

横浜市青葉区荏田北一丁目5番1号
ほか

株式会社ビック・
ライズ

株式会社ビック・
ライズ 未定 2010年5月21日 2011年1月21日 1,671

関東 横浜市 （仮称）エキニア横浜 横浜市西区北幸一丁目1番8号
中央三井信託銀
行株式会社 有隣堂 未定 2010年10月6日 2011年6月7日 2,017

関東 横浜市 （仮称）YMT六浦計画 横浜市金沢区六浦五丁目20番8号
株式会社ヨーク
マート ヨークマート 2010年10月15日 2011年6月16日 1,862

関東 横浜市
ファッションセンターしまむら西が
岡店 横浜市泉区桂坂15番地の６

不動産管理ケイ・
アンド・ワイ しまむら 2010年11月10日 2011年7月11日 1,112

関東 横浜市
サカタのタネガーデンセンター横
浜 横浜市神奈川区桐畑２番地 サカタのタネ サカタのタネ 2011年1月31日 2011年10月1日 2,233

関東 横浜市 （仮称）伊勢佐木町ＳＣ
横浜市中区伊勢佐木町１丁目5番4
号 大丸コム開発 未定 2011年2月7日 2011年11月15日 3,590





関東 横浜市
（仮称）みなとみらい２１中央地区
４２街区新築工事

横浜市西区みなとみらい四丁目6番
2

ＭＭ４２開発特定
目的会社 未定 2011年2月16日 2011年10月17日 1,420

関東 横浜市 （仮称）横浜西区岡野二丁目計画 西区岡野二丁目５番地１ サミット サミット 未定 2011年3月15日 2011年11月16日 5,920

関東 横浜市 （仮称）鶴見駅ビル 鶴見区鶴見中央一丁目1番1 東日本旅客鉄道 未定 2011年3月23日 2012年10月20日 4,703

関東 横浜市
(仮称)神奈川区六角橋複合商業
施設計画 神奈川区六角橋一丁目13番地 ビック・ライズ ビック・ライズ 未定 2011年3月30日 2011年12月1日 2,141

関東 横浜市 （仮称）ライフ大倉山店 大倉山五丁目1227番地外
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 未定 2011年3月30日 2011年12月1日 2,517

関東 新潟市 にぎわい市場 ピアＢａｎｄａｉ 新潟市中央区万代島2529-81
万代にぎわい創
造(株)

新潟中央水産市
場(株) (株)ウオショク はな正 2010年6月14日 2010年10月16日 1,994

関東 新潟市 （仮称）ウオロク牡丹山店 新潟市東牡丹山３－１－１
株式会社ウオロ
ク ㈱ウオロク 2011年1月19日 2011年9月15日 2,061

関東 静岡市 マックスバリュ清水八坂店
清水区八坂南町1301番1外7筆 マックスバリュ東

海
マックスバリュ東
海 2010年6月18日 2010年12月11日 2,524

関東 静岡市 フードマーケット・マム若松店 葵区若松町107番２外12筆 タカラ・エムシー タカラ・エムシー 2010年7月9日 2010年11月26日 2,246

関東 静岡市
（仮称）清水駒越ショッピングセン
ター 清水区駒越北町257番４外４筆 エンチョー エンチョー 2010年7月29日 2011年3月30日 22,440

関東 静岡市 （仮称）ケーヨーデイツー清水店 清水区渋川100地内 クミアイ化学工業 ケーヨー 2011年2月8日 2011年10月11日 2,962

関東 静岡市 クリエイトエス・ディー清水下野店
清水区下野緑町514番、515番、516
番

北静木材株式会
社

クリエイトエス・
ディー 2011年2月24日 2011年8月20日 1,089

関東 浜松市 （仮称）バロー浜松中島店
浜松市中区中島一丁目1269-1外8
筆 バロー バロー 2010年12月20日 2011年8月21日 1,562

中部 愛知県 精文館書店豊明店 豊明市前後町宮前1500－１ 精文館書店 精文館書店 2010年5月13日 2011年1月14日 2,682

中部 愛知県 （仮称）日進竹の山複合施設
日進市竹の山南部区画整理地区53
街区 エディオンＥＡＳＴ エディオンＥＡＳＴ 2010年5月24日 2011年1月25日 3,703

中部 愛知県 三洋堂書店江南店 江南市古知野町宮前194 三洋堂書店 三洋堂書店 2010年5月31日 2011年2月1日 1,744

中部 愛知県 ドミー丁田店 西尾市丁田町中ノ切53番ほか19筆 ドミー ドミー 2010年5月31日 2011年2月1日 1,459

中部 愛知県 （仮称）フィール小牧店 小牧市郷中二丁目182-1
フィールコーポ
レーション

フィールコーポ
レーション 2 2010年6月8日 2011年2月9日 2,959

中部 愛知県 （仮称）フィール岡崎南店 岡崎市福岡町字峠5番地1ほか27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 2010年7月8日 2011年3月9日 1,866

中部 愛知県 ニトリ小牧店
小牧市小針中島1丁目20番ほか57
筆 ニトリ ニトリ 2010年7月21日 2011年3月22日 6,611 ×

中部 愛知県 （仮称）フィール西尾平坂店
西尾平坂東部土地区画整理事業32
街区55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 2010年7月29日 2011年3月30日 2,980

中部 愛知県 ニトリ小牧店
小牧市小針中島1丁目20番ほか57
筆

ニトリホールディ
ングス ニトリ 2010年8月31日 2011年5月1日 6,611

中部 愛知県 （仮称）ソラト太田川
東海太田川駅周辺土地区画整理事
業街区27-3 矢作地所

マルスフード
ショップ 4 2010年9月14日 2011年5月15日 2,072

中部 愛知県 長久手ファッションモール
愛知郡長久手町長湫南部土地区画
整理事業79街区1ほか しまむら しまむら 2010年10月27日 2011年6月28日 2,287

中部 愛知県 （仮称）ヨシヅヤ甚目寺店 あま市甚目寺五位田128ほか13筆 義津屋 義津屋 2010年11月25日 2011年7月26日 7,902

中部 愛知県
（仮称）スーパービバホーム長久
手店

長久手町長湫南部土地区画整理事
業地内3街区 トステムビバ トステムビバ 2010年12月20日 2011年8月21日 10,300

中部 愛知県
（仮称）平和堂 長久手－藤が丘
商業施設計画

愛知郡長久手町大字長湫字東原山
46-93、字荒田1-3 平和堂 平和堂 未定 2010年12月24日 2011年8月25日 2,900





中部 愛知県 （仮称）バロー日進岩崎店 日進市岩崎町石兼56-210ほか16筆 バロー バロー 2010年12月27日 2011年8月28日 1,427

中部 愛知県
（仮称）米野木駅前ショッピングセ
ンター

日進米野木駅前特定土地区画整理
62街区

マックスバリュ中
部

マックスバリュ中
部 未定2店舗 2010年12月28日 2011年8月29日 3,605

中部 愛知県 （仮称）マックスバリュ清須春日店 清須市春日酉28他22筆
マックスバリュ中
京

マックスバリュ中
京 2011年1月21日 2011年9月22日 1,104

中部 愛知県 ピアゴ蟹江店 蟹江町源氏三丁目230番1ほか54筆 ユニー ユニー 未定 2011年1月31日 2011年10月1日 2,620

中部 愛知県
（仮称）ドン・キホーテ豊田広路町
店 豊田市広路町3丁目16番ほか18筆 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2011年2月1日 2011年10月2日 2,946

中部 愛知県 （仮称）マックスバリュ長久手店 長久手町長湫字丁子田17-6ほか
マックスバリュ中
部

マックスバリュ中
部 2011年2月18日 2011年10月19日 1,963

中部 愛知県 テックランド尾張旭店
尾張旭市南本地ヶ原町3丁目132番
地1ほか

ディングス・ジャ
パン ヤマダ電機 2011年2月23日 2011年10月24日 2,655 ×

中部 愛知県 (仮称)ドミー福岡店 岡崎市東明大寺16番3ほか3筆 ドミー ドミー 2011年3月28日 2011年12月1日 1,420

中部 愛知県 精文館書店新豊田店 豊田市広路町1丁目15番地外11筆 精文館書店 精文館書店 2011年3月30日 2011年12月1日 1,801

中部 愛知県 （仮称）武豊商業施設 武豊町字石川3-2ほか1筆 中部旭紡績 ギガス 未定 2011年3月31日 2011年12月1日 4,776

中部 岐阜県
ﾕﾆｸﾛ多治見店・TSUTAYA多治
見ｲﾝﾀｰ店 多治見市光ヶ丘5丁目23-4　外 ㈱伊藤商会 ユニクロ ＴＳＵＴＡＹＡ 2010年4月5日 2010年12月3日 2,749

中部 岐阜県 （仮称）ｹｰﾖｰﾃﾞｲﾂｰ大垣赤坂店 大垣市赤坂町字河原1780番　外 ㈱ｹｰﾖｰ ケーヨーデイツー 2010年4月16日 2010年12月17日 5,061 ×

中部 岐阜県 （仮称）ﾊﾞﾛｰ高山南店 高山市花里町2丁目81番1　外 ㈱ﾊﾞﾛｰ バロー 2010年4月16日 2010年12月17日 1,638

中部 岐阜県 （仮称）とれったひろば関店 関市小屋名字薄原1442　外
めぐみの農業協
同組合

めぐみの農業協
同組合 2010年5月14日 2011年1月15日 1,138

中部 岐阜県 （仮称）ゲンキー海津店 海津市海津町鹿野字西縄1271番1 ゲンキー(株) ゲンキー(株) 2010年6月15日 2011年2月20日 2,558

中部 岐阜県
(仮称)スーパーセンターオークワ
岐阜坂祝店

加茂郡坂祝町黒岩林前1515番1
外 (株)オークワ (株)オークワ 2010年6月30日 2011年3月1日 5,922

中部 岐阜県 （仮称）ｹｰﾖｰﾃﾞｲﾂｰ大垣赤坂店 大垣市赤坂町字河原1780番　外 ㈱ｹｰﾖｰ ケーヨーデイツー 2010年7月7日 2011年3月8日 5,061

中部 岐阜県 （仮称）スーパー三心東うずら店 岐阜市東鶉3丁目60番1　外 (株)三心 (株)三心 2010年8月17日 2011年4月18日 1,642

中部 岐阜県 （仮称）カネスエ北方店 本巣郡北方町高屋太子2丁目 ㈱カネスエ商事 ㈱カネスエ商事 2010年11月22日 2011年7月23日 3,960

中部 岐阜県 (仮称)ゲンキー郡上白鳥店
郡上市白鳥町向小駄良字上島960
番1　外 ゲンキー(株) ゲンキー(株) 2010年12月21日 2011年9月18日 2,392

中部 岐阜県 (仮称)ケーズデンキ関店 関市倉知字寺前613番　外 （株）ギガス （株）ギガス 2011年1月7日 2011年9月8日 3,574

中部 岐阜県 メトロスクエア 美濃加茂市山手町2丁目53番　外 （株）メトロ （株）ﾗｲﾄｵﾝ
（株）名南豊栄家
電 2011年1月28日 2011年9月29日 1,730

中部 岐阜県
バロー各務原中央ショッピングセ
ンター・Ｖドラッグ各務原中央店

各務原市蘇原青雲町4丁目1番17
外

(株)バロー、中部
薬品（株） （株）バロー 中部薬品（株） 2011年3月10日 2011年11月11日 12,693

中部 岐阜県 テックランド岐阜本巣店
本巣市政田字下西浦1944番地1
外 （株）ヤマダ電機 （株）ヤマダ電機 2011年3月17日 2011年11月18日 2,665

中部 岐阜県 バロー茜部本郷店 岐阜市茜部本郷2丁目15番1　外 （株）バロー （株）バロー 2011年3月22日 2011年11月23日 1,396

中部 岐阜県 (仮称)ゲンキー高山国府店 高山市国府町広瀬町1639番1　外 ゲンキー(株) ゲンキー(株) 2011年3月22日 2011年11月23日 2,392

中部 岐阜県 バロー坂本店・Ｖドラッグ坂本店 中津川市茄子川字桶田2222番　外
(株)バロー、中部
薬品（株） （株）バロー 中部薬品（株） 2011年3月30日 2011年12月1日 2,039





中部 三重県 （仮称）生鮮市場ベリー藤里店
伊勢市藤里町字六反田603番1外7
筆 とよはた とよはた 未定 2010年4月15日 2010年12月16日 2,885

中部 三重県 伊勢市御薗町複合商業施設
伊勢市御薗町長屋字吉祥2960外24
筆

オリックス・アル
ファ株式会社

ファーストリテイリ
ング 西松屋チェーン

サークルＫサ
ンクス 2010年6月30日 2011年3月1日 2,616

中部 三重県
（仮称）スーパーセンターオークワ
みえ朝日インター店 三重郡朝日町柿区画整理17街区 オークワ オークワ 2010年7月6日 2012年3月7日 7,742

中部 三重県 (仮称)ニトリ伊勢店 伊勢市御薗町長屋字清水3074外
ニトリホールディ
ングス ニトリ 2010年11月2日 2011年7月3日 5,143

中部 三重県 ホームプラザナフコ名張店 名張市鴻之台一番町72番の一部 株式会社ナフコ 株式会社ナフコ 2010年12月9日 2011年8月10日 8,936

中部 三重県 ぎゅーとらラブリー神戸店 津市神戸字横田240番4外12筆
株式会社ランド・
21

株式会社ぎゅーと
ら

株式会社スギ薬
局 2 2010年12月27日 2011年8月28日 1,963

中部 三重県 マルヤス一身田店
津市一身田中野字小向230番7外4
筆

株式会社マルヤ
ス

株式会社マルヤ
ス ジップドラッグ 未定１ 2011年2月14日 2011年10月15日 2,274

中部 三重県 マックスバリュ大矢知店
四日市市大矢知町字下沢979外15
筆

マックスバリュ中
部株式会社

マックスバリュ中
部株式会社 未定３ 2011年2月18日 2011年10月19日 3,261

中部 三重県 (仮称)テックランド朝日店
三重郡朝日町大字縄生500-1ほか3
筆

株式会社ヤマダ
電機

株式会社ヤマダ
電機 2011年3月4日 2011年11月5日 3,273

中部 富山県 ケーズデンキ魚津店 魚津市江口233番地　外４筆 ノースランド 北越ケーズ 2010年8月10日 2011年4月11日 4,087

中部 富山県

高 鐘紡店
キタムラ鐘紡町店
ハードオフ高岡鐘紡店

高岡市鐘紡町1656-18番地　外２筆
外 上田産業

ジャックコーポ
レーション キタムラ 1 2010年11月25日 2011年7月24日 1,494

中部 富山県 (仮称）アルビス下新本町店
富山市下新本町字早稲田割一番地
138番3 アルビス アルビス 未定 2010年12月27日 2011年6月15日 1,500

中部 石川県 マルエー春日店 金沢市春日町1-10 マルエー マルエー 2010年4月2日 2010年12月3日 1,410

中部 石川県 金沢イータウンA街区 金沢市高柳町一字43番地1外 アルビス アルビス メープルハウス 1 2010年7月16日 2011年3月17日 2,999

中部 石川県 ユニクロ野々市店
石川郡野々市町北西部土地区画整
理地内45街区 三菱ＵＦＪリース ユニクロ 2010年8月10日 2011年4月11日 1,610

中部 石川県
カーマホームセンター新小松店、
ケーズデンキ小松店

小松市沖周辺土地区画整理事業施
行地内27街区75番地 カーマ 北越ケーズ カーマ 北越ケーズ 1 2010年10月22日 2011年6月23日 13,420

中部 石川県 ニトリ小松店 小松市上小松町124番1号 ニトリ

国農業協
同組合連合
会 ニトリ

全国農業協同組
合連合会 2010年12月22日 2011年8月23日 3,549

中部 石川県 ホームプラザナフコかほく店 かほく市森ヨ96-1外 ナフコ ナフコ 2010年12月28日 2011年8月29日 8,608

中部 石川県 コメリホームセンター七尾店 七尾市古府町ち36番外27筆 コメリ コメリ 2011年3月23日 2011年11月24日 5,711

中部 名古屋市
ファッションセンターしまむら守山
店

名古屋市守山区下志段味字北荒田
2340番地の1　外3筆 しまむら しまむら 2010年6月17日 2011年2月18日 1,142

中部 名古屋市 三洋堂書店当知店
名古屋市港区当知一丁目301番地
の1　外3筆 三洋堂書店 三洋堂書店 2010年7月8日 2011年3月9日 1,881

中部 名古屋市
ホームプラザナフコ名古屋守山
店

名古屋市守山区青山台628番5　外
5筆 ナフコ ナフコ 2010年8月24日 2011年4月25日 8,420

中部 名古屋市 オークワ守山青山台店 名古屋市守山区青山台628番4 オークワ オークワ 2010年8月24日 2011年4月25日 2,004

中部 名古屋市
ファッションセンターしまむら十一
屋店

名古屋市港区十一屋三丁目3番地
外8筆 矢野建設 しまむら 2011年2月3日 2011年10月4日 1,111

中部 名古屋市 平和堂中小田井店
名古屋市西区中小田井二丁目300
番地　外11筆 平和堂 平和堂 2011年3月30日 2011年12月1日 1,487

近畿 福井県 （仮称）平和堂開発店
福井市西開発二丁目１０１番1号
外６筆 平和堂 平和堂 ○１６店舗 2010年4月28日 2010年11月25日 5,213

近畿 福井県 （仮称）コメリパワー武生店 越前市稲寄町２４字２４番　外３９筆 コメリ コメリ 2010年5月7日 2010年10月25日 8,799





近畿 福井県 （仮称）ニトリ越前店 越前市瓜生町２４字１番１　外７筆 ニトリ ニトリ 2010年5月7日 2010年12月17日 3,532

近畿 福井県 （仮称）コメリパワー坂井店 坂井市坂井町蔵垣内３６字１５番 コメリ コメリ 2010年5月31日 2010年11月25日 8,383

近畿 福井県 テックランド敦賀店
敦賀市中央町二丁目１７０４番１号
外１６筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2010年8月11日 2011年4月10日 2,655

近畿 福井県 ケーズデンキ越前店
越前市瓜生町松田２３字１番１　外
14筆

関西ケーズデン
キ

関西ケーズデン
キ 2010年9月14日 2011年5月15日 5,009

近畿 福井県 ハニー新鮮館おおの東店 大野市中荒井町一丁目７１８番地 芦見屋 芦見屋 1 2010年9月30日 2011年4月21日 1,442

近畿 福井県
（仮称）ゲンキー福井中央店、Ｈｏ
ｎｄａＣａｒｓ福井南二の宮店

福井市二の宮二丁目８０１番1号
外１０筆 ゲンキー

本田技研工
業 ゲンキー 本田技研工業 2010年10月12日 2011年6月2日 2,970

近畿 福井県 （仮称）ゲンキー小浜駅前店
小浜市駅前町１５号大津９番　外３
０筆 ゲンキー ゲンキー 2010年10月12日 2011年5月19日 2,391

近畿 福井県 ホームプラザナフコおおい店 大飯郡おおい町成海字１号 ナフコ ナフコ 2010年11月2日 2011年7月1日 3,887

近畿 福井県 ユース森田店
福井市八重巻東町６の５番地　外４
筆 ユース ユース 2010年12月24日 2011年7月14日 1,381

近畿 福井県 ユース北日野店
越前市畑町３字掛赤田１番１　外１
３筆 ユース ユース 1 2010年12月24日 2011年7月28日 2,174

近畿 滋賀県 （仮称）平和堂竜王店
蒲生郡竜王町大字小口1658番1ほ
か 平和堂 平和堂 未定 2010年5月11日 2011年1月20日 3,586

近畿 滋賀県
(仮称）大津市本堅田複合商業施
設

大津市本堅田五丁目1893番1　ほ
か 江若交通 キリン堂 西松屋チェーン 2010年5月18日 2011年1月19日 1,699

近畿 滋賀県 ニトリ近江八幡店 近江八幡市馬淵町1680-1　外１筆 ニトリ ニトリ 2010年6月25日 2011年2月26日 3,518

近畿 滋賀県 ケーズデンキ甲賀水口北脇店 甲賀市水口町北脇1411
関西ケーズデン
キ

関西ケーズデン
キ 2010年6月30日 2011年3月1日 4,085

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109-1
マックスバリュ中
部 ヤマダ電機

マックスバリュ中
部 ヤマダ電機 2010年12月8日 2011年8月9日 7,143

近畿 滋賀県 （仮称）バロー栗東店 栗東市苅原字下町144番１ バロー バロー 2011年2月23日 2011年10月24日 1,403

近畿 滋賀県 （仮称）バロー守山店
守山市浮気町字中ノ町300番10ほ
か バロー バロー 2011年3月9日 2011年11月10日 2,045

近畿 京都府
（仮称）リブックスーパーバザール
福知山店

福知山市駅南町二丁目２０番地ほ
か 有限会社リブック ㈱福島文進堂

ブックオフコーポ
レーション㈱

㈱
コーポレー
ション 2010年5月28日 2011年1月29日 1,652

近畿 京都府 （仮称）ドン・キホーテ宇治店 京都府宇治市伊勢田町浮面59番他 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2010年6月10日 2011年2月11日 3,109

近畿 京都府 （仮称）ニトリ福知山店
福知山市岩井小字赤三坂80番12ほ
か ニトリ ニトリ 2010年7月30日 2011年3月31日 3,483

近畿 京都府 テックランド舞鶴店
舞鶴市字上安小字糖ヶ坪44番1ほ
か フジケン ヤマダ電機 2010年9月15日 2011年5月16日 1,989

近畿 京都府
（仮称)コストコホールセール八幡
倉庫店 八幡市欽明台北５番地

コストコホール
セール

コストコホール
セール 2010年10月20日 2011年8月1日 9,509

近畿 大阪府
（仮称）和泉府中駅東第一地区第
二種市街地再開発ビル 和泉市府中町一丁目１１６０番５ 西松建設 12 コノミヤ 15 2010年5月12日 2011年1月13日 2,718

近畿 大阪府
（仮称）東岸和田駅前複合商業施
設 岸和田市土生町四丁目4406番ほか

大和情報サービ
ス 1

スーパーサン
エー 3 2010年5月14日 2011年1月15日 2,233

近畿 大阪府 （仮称）ニトリ八尾外環状店 八尾市楽音寺一丁目168番ほか ニトリ ニトリ 2010年6月16日 2011年2月17日 6,788

近畿 大阪府 （仮称）ビバモール寝屋川
寝屋川市寝屋南二丁目1826番１ほ
か トステムビバ トステムビバ 平和堂 33 2010年7月9日 2011年3月10日 37,208

近畿 大阪府 （仮称）ニトリ守口店 守口市大日町三丁目129番１ほか ニトリ ニトリ 2010年7月16日 2011年3月17日 6,808





近畿 大阪府 （仮称）上新電機若江西新町店
東大阪市若江西新町三丁目12番１
ほか 上新電機 上新電機 2010年7月21日 2011年3月22日 3,450

近畿 大阪府
（仮称）ＪＲ久宝寺駅前商業住宅
複合タワー 八尾市龍華町一丁目４番１ 住友不動産

ライフコーポレー
ション 5 2010年7月30日 2011年3月31日 4,000

近畿 大阪府
ファッションセンターしまむら　下
田部店

高槻市下田部町一丁目342番１ほ
か 岩井地所 しまむら 2010年8月6日 2011年4月7日 1,118

近畿 大阪府 （仮称）ドン・キホーテ高槻店 高槻市辻子三丁目333番３ほか ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2010年8月10日 2011年4月11日 1,817

近畿 大阪府
（仮称）ケーズデンキ和泉あゆみ
野店 和泉市あゆみ野三丁目3番1

関西ケーズデン
キ

㈱関西ケーズデ
ンキ 2010年8月31日 2011年5月1日 8,116

近畿 大阪府 （仮称）オークワ高槻店 高槻市大塚町五丁目211番3 オークワ オークワ ヨコハマ 2010年9月13日 2011年5月14日 2,887

近畿 大阪府 （仮称）アヤハディオ箕面店
箕面市彩都粟生南二丁目G27街区
ほか アヤハディオ アヤハディオ 2010年12月24日 2011年11月17日 5,000

近畿 大阪府 （仮称）平和堂高槻川添店 高槻市川添二丁目1581番1ほか 平和堂 平和堂 1 2010年12月24日 2011年8月25日 1,850

近畿 大阪府 （仮称）ラ・ムー泉南北野店 泉南市北野二丁目37番3 大黒天物産 大黒天物産 1 2011年1月21日 2011年9月22日 2,798

近畿 大阪府 （仮称）ディオ大東三箇店 大東市三箇四丁目367 大黒天物産 大黒天物産 2011年2月4日 2011年10月5日 1,687

近畿 大阪府 （仮称）ニトリモール東大阪 東大阪市西岩田二丁目１５番
ニトリホールディ
ングス ニトリ トステムビバ 2 2011年3月4日 2011年11月5日 23,340

近畿 大阪府
（仮称）万代南木の本店・植田書
店 八尾市南木の本四丁目５番１ 万代 1 万代 植田興産 1 2011年3月10日 2011年11月11日 1,527

近畿 大阪府 （仮称）ニトリ岸和田店 岸和田市箕土路町一丁目１番
ニトリホールディ
ングス ニトリ 2011年3月11日 2011年11月12日 6,824

近畿 大阪府 （仮称）サンプラザ跡部店 八尾市跡部本町四丁目５８番 サンプラザ サンプラザ 2011年3月29日 2011年11月30日 1,911

近畿 大阪府 （仮称）万代中小阪店 東大阪市中小阪三丁目３７番１ 万代 万代 1 2011年3月30日 2011年12月1日 2,057

近畿 兵庫県
イオン伊丹西ショッピングセンター
（仮称） 伊丹市池尻四丁目１番１ほか イオンリテール㈱ ㈱マイカル 2010年4月8日 2011年3月1日 38,000

近畿 兵庫県 （仮称）新駅前ビル 姫路市駅前町363-1番地 ㈱姫路駅ビル ㈱高倉商店 39 2010年4月15日 2011年2月1日 1,144

近畿 兵庫県
（仮称）ホームセンターコーナン加
西店 加西市北条町北条字長尾96-1ほか コーナン商事㈱ コーナン商事㈱ 2010年4月26日 2010年12月27日 7,412

近畿 兵庫県 （仮称）マックスバリュ高砂中島店 高砂市中島三丁目406-126ほか
マックスバリュ西
日本㈱

マックスバリュ西
日本㈱ 2010年4月30日 2010年12月31日 1,418

近畿 兵庫県 （仮称）ドラッグコスモス恵美酒店 姫路市飾磨区恵美酒212番４ほか
有限会社姫路造
園材料センター ㈱コスモス薬品 2010年6月14日 2011年2月15日 1,324

近畿 兵庫県
（仮称）ラ・ムー篠山ショッピング
センター

篠山市東岡屋字馬場屋敷404-1ほ
か 大黒天物産㈱ 大黒天物産㈱ 2010年6月15日 2011年2月16日 2,995

近畿 兵庫県 （仮称）姫路加納原田商業施設
姫路市花田町加納原田字辻ノ元
913番ほか

三菱ＵＦＪリース
㈱ ㈱ウェルネス湖北 2010年8月19日 2011年4月17日 1,421

近畿 兵庫県 （仮称）ＪＲ大久保駅ＮＫビル
明石市大久保町ゆりのき通一丁目
３番１

ジェイアール西日
本不動産開発㈱

㈱セブンイレブン
ジャパン 7 2010年8月20日 2011年4月20日 1,349

近畿 兵庫県
（仮称）ナガタ薬品篠山黒岡商業
施設 篠山市黒岡字古池ノ坪189番１ほか ㈱ナガタ薬品 ㈱ナガタ薬品 2010年9月30日 2011年5月31日 2,100

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス貴崎店 明石市貴崎五丁目322番２ほか ㈱コスモス薬品 ㈱コスモス薬品 2010年10月8日 2011年6月9日 1,159

近畿 兵庫県 ドラッグコスモスたつの堂本店
たつの市龍野町堂本字防垣内399
番１ほか ㈱コスモス薬品 ㈱コスモス薬品 2010年10月13日 2011年6月14日 1,215

近畿 兵庫県 （仮称）マックスバリュ香寺北店 姫路市香寺町溝口864番１ほか
マックスバリュ西
日本㈱

マックスバリュ西
日本㈱ 2010年10月14日 2011年6月15日 1,823





近畿 兵庫県
（仮称）ケーズデンキ三田ウッディ
タウン店 三田市けやき台一丁目２番２

㈱関西ケーズデ
ンキ

㈱関西ケーズデ
ンキ 2010年11月29日 2011年7月30日 5,984

近畿 兵庫県 （仮称）ミリオンタウン伊丹荒牧店 伊丹市鴻池七丁目63番２ほか ㈱万代 ㈱万代 2010年12月3日 2011年8月4日 5,749

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス青山店 三木市志染町青山五丁目30番１ ㈱コスモス薬品 ㈱コスモス薬品 2010年12月16日 2011年8月17日 1,600

近畿 兵庫県 マックスバリュ宮上店 姫路市宮上町一丁目８番１ほか
マックスバリュ西
日本㈱

マックスバリュ西
日本㈱ 2010年12月16日 2011年8月17日 1,088

近畿 兵庫県
（仮称）ホームセンターコーナン川
西平野店 川西市平野三丁目335番ほか コーナン商事㈱ コーナン商事㈱ 2010年12月16日 2011年8月17日 3,914

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス東出店 太子町東出字平岩90番１ほか ㈱コスモス薬品 ㈱コスモス薬品 2010年12月20日 2011年8月21日 1,340

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス赤穂店 赤穂市細野町27番２ほか ㈱コスモス薬品 ㈱コスモス薬品 2010年12月20日 2011年8月21日 1,499

近畿 兵庫県 業務スーパー下手野店 姫路市下手野二丁目414番１ほか
㈱セブンプランニ
ング ㈱サンセブンほか 2010年12月27日 2011年9月1日 1,088

近畿 兵庫県 ジュンテンドー新社店 加東市上中１ほか ㈱ジュンテンドー ㈱ジュンテンドー 2011年1月20日 2011年9月21日 2,045

近畿 兵庫県 （仮称）オークワ三田対中店 三田市対中町1397番ほか ㈱オークワ ㈱オークワ 2011年3月22日 2011年11月23日 2,089

近畿 兵庫県 マックスバリュ城の西店 姫路市岩端町106番地
マックスバリュ西
日本㈱

マックスバリュ西
日本㈱ 2011年3月25日 2011年11月26日 1,642

近畿 兵庫県 ヤマダ阿弥陀店 高砂市阿弥陀町阿弥陀65－１ほか ヤマダストアー㈱ ヤマダストアー㈱ 2011年3月25日 2011年11月26日 1,123

近畿 奈良県 ラ・ムー奈良南京終店（仮称） 奈良市南京終町710番地1 恵比寿天 1 大黒天物産 2 2010年9月22日 2011年5月23日 3,110

近畿 奈良県 （仮称）関西スーパー三条大宮店 奈良市三条大宮３６０ー１ほか 関西スーパー 関西スーパー 2010年10月18日 2011年6月19日 1,921

近畿 奈良県 （仮称）SD奈良橿原店 橿原市常盤町442-1ほか7筆 アルペン アルペン 2011年2月4日 2011年10月5日 2,900

近畿 奈良県
（仮称）ロイヤルホームセンター生
駒 生駒市谷田町861番地1ほか

ロイヤルホームセ
ンター

ロイヤルホームセ
ンター 2011年3月4日 2011年11月5日 4,050

近畿 奈良県
（仮称）スーパービバホーム橿原
店 橿原市曽我町16-1ほか トステムビバ トステムビバ 2011年3月31日 2011年12月1日 13,228

近畿 和歌山県 （仮称）ニトリ岩出バイパス店 和歌山市川辺字神ノ木193 ニトリ ニトリ 2010年5月11日 2011年1月12日 3,510

近畿 和歌山県 （仮称）松源和歌山インター店
和歌山市田屋字南大人神102-1番
他 松源 松源 未定２店舗 2010年7月30日 2011年3月31日 2,602

近畿 和歌山県
（仮称）スーパーセンターオークワ
橋本店 橋本市妻二丁目1666-1他 オークワ オークワ ｵｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 2010年12月21日 2011年8月22日 10,633

近畿 和歌山県
（仮称）スーパーセンターオークワ
海南店 海南市築地１番１ オークワ オークワ ｵｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 未定８店舗 2011年1月14日 2011年9月15日 7,469

近畿 和歌山県
（仮称）スーパーエバグリーン直
川店 和歌山市直川274番1他 廣甚 廣甚 2011年2月18日 2011年10月19日 2,736

近畿 和歌山県 （仮称）ニトリ田辺店 田辺市新庄町成川545-7 外7筆 ニトリ ニトリ 2011年2月25日 2011年10月26日 3,439

近畿 和歌山県
（仮称）ホームプラザナフコ橋本
店 橋本市高野口町大野158番地 ナフコ ナフコ 2011年3月29日 2011年11月30日 2,600

近畿 京都市
（仮称）ヤマダ電機テックランド京
都伏見店

京都市伏見区下鳥羽北ノ口町24番
外

（株）昭和インク
工業所 （株）ヤマダ電機 2010年5月31日 2011年2月1日 4,874

近畿 京都市 （仮称）新YS計画
京都市山科区竹鼻地蔵寺南町１６
番１ほか

東レ建設株式会
社

株式会社マツヤ
スーパー 2010年6月30日 2011年4月1日 2,999

近畿 京都市 （仮称）ライフ二条千本店

京都市中京 京 ，
西ノ京栂尾町３，西ノ京栂尾町３－
９，西ノ京小堀町５－１

本不動産開発
（株）

（株）ライフコーポ
レーション 2011年2月28日 2011年11月1日 3,670





近畿 京都市 （仮称）ベルタウン西小路御池店
京都市中京区西ノ京桑原町３番ほ
か （株）マツモト （株）マツモト 2011年3月31日 2011年12月1日 2,436

近畿 大阪市 （仮称）ジョーシン住吉殿辻店 住吉区殿辻1丁目35番　他 上新電機 上新電機 0 2010年4月23日 2010年12月24日 2,529 ×

近畿 大阪市 （仮称）ライフ中加賀屋店 住之江区中加賀屋4丁目6番2号
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 0 2010年4月30日 2010年12月31日 1,144

近畿 大阪市 （仮称）フォレオ　ドーム前 西区九条南1丁目12番13号 大和ハウス工業 西松屋チェーン 未定 2010年6月3日 2011年4月頃 4,655

近畿 大阪市 （仮称）ジョーシン住吉殿辻店 住吉区殿辻1丁目35番　他 上新電機 上新電機 0 2010年4月23日 2010年12月24日 2,529 ×

近畿 大阪市 マルヤス都島店 都島区友渕町1丁目8番26号 マルヤス マルヤス 0 2010年6月24日 2011年2月25日 1,385

近畿 大阪市 （仮称）ライフ土佐堀店 西区土佐堀1丁目12番10号
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 0 2010年6月25日 2011年2月26日 2,402

近畿 大阪市 （仮称）大淀物販店舗 北区大淀中3丁目2番2号 関電不動産
ライフコーポレー
ション 0 2010年8月30日 2011年5月1日 1,252

近畿 大阪市 （仮称）ライフ弁天町店 港区磯路1丁目9番1
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 0 2010年10月28日 2011年6月29日 3,835

近畿 大阪市 （仮称）ジョーシン南津守店 西成区南津守5丁目1-1他 上新電機 上新電機 1 2010年12月24日 2011年8月25日 6,264

近畿 大阪市
（仮称）西淀川区千舟複合商業施
設 西淀川区千舟1丁目59番

大和情報サービ
ス 平和堂 3 2010年12月28日 2011年8月29日 2,682

近畿 大阪市 （仮称）山陽マルナカ三国店 淀川区十八条2丁目213番地他 山陽マルナカ 山陽マルナカ 0 2011年1月28日 2011年9月29日 2,937

近畿 大阪市 （仮称）ライフあびこ店 住吉区我孫子東1丁目47番
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 0 2011年2月24日 2011年10月25日 1,765

近畿 大阪市 （仮称）ライフ太融寺店 北区野崎町77番
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 0 2011年2月25日 2011年10月26日 2,087

近畿 大阪市 （仮称）岸本ビル
阿倍野区阿倍野筋1丁目38番1　外
5筆 岸本ビル 未定 未定 2011年3月30日 2012年11月30日 1,800

近畿 堺市 （仮称）コーナンPRO堺三宝店 堺区三宝町3丁167番　他 コーナン商事 コーナン商事 2010年7月1日 2011年3月2日 2,424

近畿 神戸市 （仮称）ドン・キホーテ神戸脇浜店
神戸市中央区脇浜町３丁目354番１
他 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2010年5月13日 2011年2月11日 3,333

近畿 神戸市 （仮称）ライフ春日野道店
神戸市中央区北本町通１丁目301
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 未定 2010年8月30日 2011年5月1日 4,200

近畿 神戸市 （仮称）コストコ神戸垂水倉庫店
神戸市垂水区多聞町字小束山868-
24の一部　他

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 2011年2月15日 2011年10月16日 9,822

近畿 神戸市 ドラッグコスモス鹿の子台店
神戸市北区鹿の子台南町6丁目20
番1 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年2月28日 2011年10月29日 1,692

中国 鳥取県

（仮称）食 鳥 県販 拠
点施設　鳥取港海鮮市場かろい
ち 鳥取市賀露町西三丁目323

株式会社食のみ
やこ鳥取

賀露中央海
鮮市場協同
組合

鳥取いなば農業
協同組合

鳥取県漁業協同
組合 2010年7月30日 2011年4月1日 1,607

中国 鳥取県 （仮称）グンゼ開発倉吉商業施設 倉吉市福吉町１３６５－１ほか
グンゼ開発株式
会社

大黒天物産株式
会社 2010年9月30日 2011年5月17日 2,847

中国 鳥取県 ホームプラザナフコ倉吉北店 倉吉市河北町128－１ほか 株式会社ナフコ 株式会社ナフコ 2010年10月8日 2011年6月19日 4,994

中国 島根県
藤増ストアー古志店・コメリハード
アンドグリーン古志店 島根県出雲市古志町1052番外

有限会社藤増ス
トアー

株式会社コメ
リ

有限会社藤増ス
トアー 株式会社コメリ 2010年5月31日 2011年2月1日 1,857

中国 島根県 黒田ファッションモール
島根県松江市黒田町字下ノ原４４０
番外 株式会社しまむら 株式会社しまむら 2010年6月15日 2011年2月16日 2,038

中国 島根県 （仮称）ニトリ松江店
島根県松江市東津田町１８８８番１
外 株式会社ニトリ 株式会社ニトリ 2010年6月17日 2011年2月18日 3,479

中国 岡山県 （仮称）津山インター河辺モール 津山市河辺字白坪９０３番ほか 末沢建設 エスマート ザグザグ ○ 2010年5月14日 2011年1月15日 3,080





中国 岡山県 ホームプラザナフコ美作店
美作市豊国原字森の東１１３７番ほ
か ナフコ ナフコ 2010年5月20日 2011年1月21日 3,310

中国 岡山県 ホームプラザナフコ総社店 総社市井尻野字川田３６４番１ほか ナフコ ナフコ 2010年6月4日 2011年2月5日 3,787

中国 岡山県 （仮称）茶屋町ＳＣ
倉敷市茶屋町字蟹取川内２３４番ほ
か ジュンテンドー 2 ジュンテンドー エブリイ ○ 2010年8月12日 2011年4月13日 8,100

中国 岡山県 ドラッグコスモス邑久店
瀬戸内市邑久町尾張字宮西１２２番
１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2010年11月9日 2011年7月10日 1,489

中国 岡山県
（仮称）倉敷駅北口ショッピングセ
ンター 倉敷市寿町２００番２、５４３番地 イトーヨーカ堂 三井不動産 イトーヨーカ堂 ○ 2010年12月17日 2011年11月11日 38,000

中国 広島県 ココローズ 福山市緑町2番1-2号外 ㈱ヨシケイ福山 ㈱ユーホー エブリィ ユーホー 3 2010年4月1日 2010年12月2日 9,383

中国 広島県 生鮮食品おだ駅家店 福山市駅家町大字倉光277-2 ㈱小田商店 小田商店 2010年4月6日 2010年12月7日 1,657

中国 広島県 （仮称）ニトリ呉店 呉市広文化町１８２３番３外 ニトリ ニトリ 2010年5月21日 2010年12月10日 3,525

中国 広島県 ラムー庄原店 庄原市戸郷町字下組108番地外 大黒天物産㈱ 大黒天物産 大創産業 マルビック 2010年5月31日 2011年2月1日 2,956

中国 広島県
inesFUKUYAMA(アイネスフクヤ
マ） 福山市東桜町１-８ 福山駅前開発㈱ 2 アクセ 壇上カバン店

〇5月末で12
（今後も未定
部分の届出
予定有） 2010年7月28日 2011年4月1日 4,970

中国 広島県 ショージ白市駅前店 東広島市高屋町小谷3195番地1 西條商事 西條商事 未定 2010年7月29日 2011年3月30日 1,335

中国 広島県 ダイレックス府中店 府中市高木町字上樋掛396－１外 ダイレックス ダイレックス 2010年7月2日 2011年3月3日 1,160

中国 広島県 （仮）ディオ熊野店
安芸郡熊野町出来庭二丁目１６５５
番地ほか 大黒天物産 大黒天物産 2010年8月31日 2011年5月1日 2,065

中国 広島県 ドラッグコスモス尾道東店
尾道市高須町字池ノ浦624番1　外2
筆

ンス＆リース株式
会社 コスモス薬品 2010年11月25日 2011年7月26日 1,325

中国 広島県 （仮称）エブリイ南松永店 福山市南松永町一丁目239番外 オリックス㈱ エブリイ 2010年12月13日 2011年8月14日 1,246

中国 広島県 （仮称）ニトリ広島海田店 安芸郡海田町曽田5430番１ 株式会社ニトリ ニトリ 2011年1月7日 2011年9月8日 3,489

中国 広島県 ドラッグコスモス八本松店
東広島市八本松東七丁目2007番1
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年1月24日 2011年9月25日 1,494

中国 広島県 フードガーデンニチエー中之町店 三原市中之町2丁目3566番2 ㈱ニチエー ニチエー 2011年1月31日 2011年10月1日 1,486

中国 広島県 フレスポ神辺モール（北エリア）
福山市神辺町大字川北字中ノ丁
1417番1外 ハローズ ヤマダ電機 ハローズ ヤマダ電機 2011年2月10日 2011年10月11日 7,516

中国 広島県 （仮称）ラ・ムー西条寺家店
東広島市西条町寺家字久保之谷
6499番2外 大黒天物産 大黒天物産 未定 2011年3月31日 2011年12月1日 3,381

中国 山口県 ドラッグコスモス周東店
岩国市周東町下久原上市上６０３－
３ コスモス薬品 コスモス薬品 2010年5月10日 2011年1月11日 1,644

中国 山口県 （仮称）ディオ防府南店 防府市大字浜方１６－３ 大黒天物産 大黒天物産 2010年5月20日 2011年1月21日 2,126

中国 山口県 アルク中土居店 下関市長府中土居本町５９０
NTT西日本アセッ
ト・プランニング 丸久 2010年5月27日 2011年1月28日 1,542

中国 山口県 （仮称）ニトリ宇部店 宇部市大字妻崎開作２４０－１ ニトリ ニトリ 2010年6月4日 2011年2月5日 5,153

中国 山口県
（仮称）ドラッグコスモス宇部小松
原店 宇部市小松原２－６－６ コスモス薬品 コスモス薬品 2010年6月8日 2011年2月9日 1,664

中国 山口県 （仮称）ディオ防府東店 防府市岸津１－７－１ 大黒天物産 マリン 大黒天物産 2010年7月23日 2011年3月24日 2,126





中国 山口県 周陽タウン 周南市周陽１－２－２３ 日本化学工業 ニッカシステム 竹村電機 2010年12月1日 2011年8月2日 1,081

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス三田尻店 防府市大字新田１７６－４ コスモス薬品 コスモス薬品 2010年9月16日 2011年5月17日 1,654

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス恩田店 宇部市恩田町一丁目４０２６－１ コスモス薬品 コスモス薬品 2010年9月30日 2011年5月31日 1,499

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス戎町店 防府市戎町１－１２３５ コスモス薬品 コスモス薬品 2010年10月22日 2011年6月23日 1,282

中国 山口県 （仮称）ザ・ビッグ萩店 萩市大字椿２２１５－１
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 2010年11月26日 2011年7月27日 6,987

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス柳井東店 柳井市柳井１５４５－３ コスモス薬品 コスモス薬品 2011年3月11日 2011年11月12日 1,656

中国 岡山市 ティオ東岡山店 岡山市中区乙多見１２４－１外 タカハラ タカハラ 2010年7月30日 2011年4月1日 1,784

中国 岡山市 （仮称）ＳＤ岡山伊島店 岡山市北区伊島町２丁目783-1 アルペン アルペン 2010年9月29日 2011年5月30日 2,930

中国 岡山市 （仮称）ディオ庭瀬店 岡山市北区平野字渡打９６４ 大黒天物産 大黒天物産 2010年11月5日 2011年7月6日 1,946

中国 岡山市 ヒマラヤ岡山豊浜店 岡山市南区豊浜町１３８外 ヒマラヤ ヒマラヤ 2011年1月21日 2011年9月22日 2,647

中国 岡山市 （仮称）岡山西大寺商業施設 岡山市東区西大寺南１丁目62-30 三菱地所 コーナン商事 ビッグ・エス
モミジヤ運動
具店 2011年2月10日 2011年11月1日 10,833

中国 岡山市 ハピーズ円山店 岡山市中区円山１１５番地１ 天満屋ストア 天満屋ストア 2011年3月1日 2011年11月1日 2,186

中国 広島市 スパーク宇品店 広島市南区宇品御幸三丁目135番1 スパーク スパーク 未定 2010年7月12日 2011年3月13日 2,183

中国 広島市 （仮称）ドン・キホーテ広島宇品店
広島市南区宇品西五丁目１３２６番
５ ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2011年2月16日 2011年10月17日 3,267

四国 徳島県 （仮称）ニトリ松茂店 板野郡松茂町広島字小ハリ２１－３ (株)ニトリ (株)ニトリ 2010年4月27日 2010年12月28日 5,106

四国 徳島県 ドラッグコスモス国府店
徳島市国府町井戸字高池窪21-3
外 ㈱コスモス薬品 ㈱コスモス薬品 2010年10月7日 2011年6月8日 1,215

四国 徳島県
ホームセンターコーナン徳島藍住
店　農業館 板野郡藍住町住吉千鳥ヶ浜37-1 コーナン商事㈱ コーナン商事㈱ 2010年10月29日 2011年6月30日 2,681

四国 徳島県 ケーズデンキ鳴門店
鳴門市大津町吉永長江の越600番
１ (株)ビッグ・エス (株)ビッグ・エス 2011年1月28日 2011年9月29日 3,075

四国 徳島県 ドラッグコスモス八万店 徳島市八万町下福万149-5　外 ㈱コスモス薬品 ㈱コスモス薬品 2011年3月22日 2011年11月23日 1,655

四国 徳島県 セブン富岡店 阿南市富岡町木松2番の1部　外 (株)セブン (株)セブン 2011年3月7日 2011年11月8日 1,494

四国 香川県 ドラッグコスモス六条店 高松市下田井町字西門362番2ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2010年6月23日 2011年2月24日 1,723

四国 香川県 ドラッグコスモス屋島西町店
高松市屋島西町字宮西1347番1ほ
か コスモス薬品 コスモス薬品 2010年8月30日 2011年5月1日 1,186

四国 香川県 ケーズデンキ観音寺店 観音寺市坂本町5丁目甲1382-1 ビッグ・エス ビッグ・エス 2010年10月20日 2011年6月21日 5,208

四国 香川県 ハローズ三木店
木田郡三木町大字井戸字二条2379
番地ほか ハローズ ハローズ 未定 2010年12月16日 2011年8月17日 3,878

四国 香川県 ダイレックス高松中央店 高松市上福岡町字深田８２２番ほか ダイレックス ダイレックス 2011年3月29日 2011年11月30日 1,208

四国 香川県 ハローズ坂出林田店 坂出市林田町２２５１番ほか ハローズ ハローズ 未定 2011年3月29日 2011年11月30日 3,661

四国 愛媛県 ケーズデンキ新居浜店 新居浜市東田三丁目乙11番25　外 ㈱ビッグ・エス ㈱ビッグ・エス 2010年4月15日 2010年12月16日 4,081





四国 愛媛県 マルナカ伊予店 伊予市灘町字西355番1 ㈱マルナカ ㈱マルナカ 2010年4月26日 2010年12月27日 2,477

四国 愛媛県 パルティ・フジ新居浜駅前 新居浜市坂井町二丁目2番1号 ㈱フジ ㈱フジ 2010年6月30日 2011年3月1日 3,488

四国 愛媛県 パルティ・フジ内子 喜多郡内子町内子　1447番外 ㈱フジ ㈱フジ ㈱レデイ薬局 2010年7月1日 2011年3月2日 4,275

四国 愛媛県 ドラッグコスモス堀江店 松山市堀江甲336番1外 ㈱コスモス薬品 ㈱コスモス薬品 2010年7月16日 2011年3月17日 1,655

四国 愛媛県 マルナカ川之江店
四国中央市川之江町瓢箪山883番6
外 ㈱マルナカ ㈱マルナカ 2010年7月30日 2011年3月31日 1,463

四国 愛媛県 ドラッグコスモス愛南店
南宇和郡愛南町御荘平城3991番1
外 ㈱コスモス薬品 ㈱コスモス薬品 2010年10月6日 2011年6月7日 1,488

四国 愛媛県 ハローズ飯岡店 西条市飯岡1386　外 ㈱ハローズ ㈱コメリ ㈱ハローズ 2010年12月28日 2011年8月29日 3,077

四国 愛媛県 （仮称）ニトリ大洲店 大洲市新谷乙451番1他 ㈱ニトリ ㈱ニトリ 未定 2011年2月25日 2011年10月26日 3,490

四国 愛媛県 ニトリ今治店 今治市東村南一丁目86番3他 ㈱ニトリ ㈱ニトリ 2011年3月29日 2011年11月30日 3,449

四国 高知県 マルナカ須崎店 須崎市神田字下切2496-1外 (株）マルナカ (株）マルナカ 2010年7月27日 2011年3月28日 8,002

四国 高知県 ドラッグコスモス具同店 四万十市具同字西五反田2603番外 ㈱コスモス薬品 ㈱コスモス薬品 2011年2月2日 2011年10月2日 1,469

四国 高知県 よどやドラッグ須崎店 須崎市大間東町4-37 ㈱よどや ㈱よどや 2011年3月28日 2011年11月29日 1,227

九州 福岡県 ドラッグコスモス藤吉店
福岡県柳川市三橋町藤吉字湯ノ尻
８７番地　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2010年4月22日 2010年12月23日 1,477

九州 福岡県 （仮称）イオンモール大牟田 福岡県大牟田市岬町３番４　外 イオンモール イオン九州 2010年4月30日 2011年1月1日 42,000

九州 福岡県 （仮称）コメリパワー飯塚店
福岡県飯塚市楽市字北畠683番１
外 コメリ コメリ 2010年5月6日 2011年1月7日 9,137

九州 福岡県
（仮称）ホームプラザナフコ椎田
店

福岡県築上郡大字宇留津７６番１
外 ナフコ ナフコ 2010年5月6日 2011年1月7日 2,348

九州 福岡県 （仮称）コメリパワー筑後店 福岡県筑後市大字前津４８１番　外 コメリ コメリ 2010年5月28日 2011年1月29日 9,093

九州 福岡県 ドラッグコスモス与原店
福岡県京都郡苅田町与原一丁目１
番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2010年5月31日 2011年2月1日 1,490

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス北野店
福岡県久留米市北野町高良字藪ノ
上１４６９－３　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2010年7月9日 2011年3月10日 1,491

九州 福岡県
（仮称）新宮中央駅前プロジェクト
１３街区

福岡県糟屋郡新宮町沖田地区区画
整理事業内（Ｅ１３－２街区） 三菱ＵＦＪリース ユニクロ 2010年8月11日 2011年4月12日 1,610

九州 福岡県 （仮称）ニトリ大牟田店 大牟田市船津町３８８番　外 ニトリ ニトリ 2010年9月15日 2011年5月16日 5,163

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス柳川店
福岡県柳川市三橋町柳河字連蒲池
８４８番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2010年10月6日 2011年6月7日 1,656

九州 福岡県 ドラッグコスモス長者原店
福岡県糟屋郡粕屋町長者原字沼ノ
内７７１番１ コスモス薬品 コスモス薬品 2010年10月6日 2011年6月7日 1,189

九州 福岡県 （仮称）ダイレックス那珂川店
福岡県筑紫郡那珂川町片縄六丁目
７９８番６　外 中村建設 ダイレックス 2010年12月20日 2011年8月21日 1,504

九州 福岡県 （仮称）第２グリーンプラザ
福岡県春日市下白水南一丁目２７
番　外

西部日本エン
タープライズ ヤマダ電機 ハローデイ 2010年12月22日 2011年8月23日 5,337

九州 福岡県
（仮称）福間駅東地区（Ａ地区）商
業施設

福岡県福津市福間駅東土地区画整
理事業内 第一交通産業

マックスバリュ九
州 2010年12月28日 2011年8月29日 2,867

九州 福岡県 グッデイ大川店
福岡県大川市大字大橋字カチキウ
２３０番　外

嘉穂無線ホール
ディングス 嘉穂無線 2011年1月24日 2011年9月25日 4,947





九州 福岡県 （仮称）イケア福岡新宮
福岡県糟屋郡新宮町沖田地区区画
整理事業内（Ｅ１５街区） イケア・ジャパン イケア・ジャパン 2011年1月27日 2012年4月12日 20,442

九州 福岡県
スーパーセンタートライアル行橋
店

福岡県行橋市北泉４丁目１４５７－
１　外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2011年2月28日 2011年11月1日 4,016

九州 福岡県
（仮称）新宮中央駅前プロジェクト
Ｅ１２街区

福岡県糟屋郡新宮町沖田地区区画
整理事業内Ｅ１２街区 三菱ＵＦＪリース

ピーシーデポコー
ポレーション

エービーシー・
マート

セブンイレブ
ン・ジャパン 2011年3月4日 2011年11月5日 2,267 ×

九州 福岡県
（仮称）新宮中央駅前プロジェクト
Ｅ４街区

福岡県糟屋郡新宮町沖田地区区画
整理事業内（Ｅ４街区） ダイワロイヤル ボンラパス サンドラッグ セリア 2011年3月18日 2011年11月19日 4,972

九州 佐賀県 ドラッグコスモス町田店
佐賀県唐津市町田一丁目２３４６番
外３筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2010年4月28日 2010年12月29日 1,489

九州 佐賀県 ドラッグコスモス天祐店
佐賀県佐賀市天祐一丁目２８２番地
１　外１筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2010年7月8日 2011年3月9日 1,347

九州 佐賀県
（仮称）コメリホームセンターみや
き店

佐賀県三養基郡みやき町大字白壁
１０１１番　外 コメリ コメリ 2010年7月28日 2011年3月29日 7,189

九州 佐賀県
（仮称）コメリホームセンター唐津
店

佐賀県唐津市原字三ノ久８３８番１
外 コメリ コメリ 2010年8月4日 2011年4月5日 4,049

九州 佐賀県 （仮称）ダイレックス三日月店
佐賀県小城市三日月町長神田２３７
１番地　外７筆 ダイレックス ダイレックス 2010年9月15日 2011年5月16日 1,782

九州 佐賀県 （仮称）ドラッグコスモス高木瀬店
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬字
坪ノ上一本杉９７２　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2010年9月28日 2011年5月29日 1,230

九州 佐賀県 （仮称）ドラッグコスモス嬉野店
佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿字甲
4367-2の一部　外14筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2010年12月7日 2011年8月8日 1,490

九州 佐賀県 あんくるふじや夢市場鹿島店
佐賀県鹿島市大字高津原字横澤篭
4045番1　外 あんくるふじや あんくるふじや 2011年3月14日 2011年11月15日 1,118

九州 佐賀県
（仮称）ドラッグコスモス佐賀末広
店

佐賀県佐賀市末広二丁目323-
1,323-5 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年3月29日 2011年11月30日 1,204

九州 長崎県 ダイレックス東諫早店
長崎県諫早市小豆崎町１９５番１
外４筆 ダイレックス ダイレックス 2010年4月20日 2010年12月21日 1,490

九州 長崎県 ドラッグコスモス矢上店
長崎県長崎市平間町３３４番１　外
４筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2010年6月3日 2011年2月4日 1,226

九州 長崎県
（仮称）まるたか生鮮市場　東長
崎店 長崎県長崎市平間町３２５番地 丸髙商事 丸髙商事 2010年7月23日 2011年3月24日 1,824

九州 長崎県 ダイレックス平戸店
長崎県平戸市岩の上町１６７番１
外 ダイレックス ダイレックス 2010年10月29日 2011年6月30日 1,259

九州 長崎県 （仮称）エレナ矢上店
長崎県長崎市矢上町２２番２　外１
筆 中村商事 中村ストアー しまむら 2011年1月4日 2011年7月15日 2,546

九州 長崎県
（仮称）OKホーム＆ガーデン長与
店

長崎県西彼杵郡長与町高田郷１街
区５号　外

大和情報サービ
ス

ホームインプルー
プメントひろせ 2011年3月22日 2011年11月23日 4,236

九州 熊本県 ドラッグコスモス鏡店
八代市千丁町太牟田字平島２２９０
番３ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2010年6月15日 2011年2月16日 1,498

九州 熊本県 ダイレックス大津店
菊池郡大津町大字大津字鍛冶ノ上
１２８６番１ほか ダイレックス ダイレックス 2010年9月14日 2011年3月11日 1,775

九州 熊本県 ゆめマート鏡店 八代市鏡町内田字水分２７５番ほか ゆめマート ゆめマート 2010年9月29日 2011年6月1日 1,452

九州 熊本県 ドラッグコスモス菊池南店 菊池市片角字西原296番１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2010年10月28日 2011年6月29日 1,120

九州 熊本県 司観光開発玉名駅前商業施設 玉名市中字寺畑1686番地３ほか 司観光開発 ニューコ・ワン 未定
ファミリー
マート 2010年11月2日 2011年4月30日 2,258

九州 熊本県
コメリホームセンター本渡店　本
館

天草市亀場町食場字長フケ８０５－
１ほか コメリ コメリ 2010年12月16日 2010年8月17日 2,986

九州 熊本県
コメリホームセンター本渡店　資
材館 天草市亀場町食場字鶴田７９７ほか コメリ コメリ 2010年12月16日 2010年8月17日 1,861

九州 熊本県 ドラッグコスモス美里店
下益城郡美里町小筵字前田９１５番
１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2011年1月18日 2011年9月19日 1,667





九州 熊本県 ドラッグストアモリ山鹿店 山鹿市古閑字十三部１０７４番１ ナチュラル ナチュラル 2011年1月19日 2011年9月20日 1,193

九州 熊本県 コメリホームセンター菊池店
菊池市西寺字古閑後１４５８番３ほ
か コメリ コメリ 2011年3月10日 2011年11月11日 4,940

九州 大分県 ドラッグコスモス三佐店 大分市三佐3-124 外 コスモス薬品 コスモス薬品 2010年4月20日 2010年12月21日 1,168

九州 大分県 ドラッグコスモス坂ノ市店 大分市坂ノ市中央3-130　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2010年4月27日 2010年12月28日 1,286

九州 大分県 テックランド日田店 日田市大字友田1023-1 外2筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2010年5月28日 2011年1月29日 1,990

九州 大分県 マルミヤストア金池南店
大分市金池南2丁目2631番5　外1
筆 マルミヤストア マルミヤストア 2010年8月27日 2011年4月28日 1,449

九州 大分県 ドラッグコスモス大分新川店 大分市大字勢家字京泊1396番41 コスモス薬品 コスモス薬品 2010年8月27日 2011年4月28日 1,326

九州 大分県
（仮称）コメリホームセンター宇佐
店 宇佐市大字葛原241番　外 コメリ コメリ 2010年9月30日 2011年5月31日 5,106

九州 大分県 ドラッグコスモス柳ヶ浦店 宇佐市住吉町1丁目9番　外3筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2010年10月6日 2011年6月7日 1,352

九州 大分県 ケーズデンキ日出店 速見郡日出町字佐尾3244-1　他 オリックス
九州ケーズデン
キ 2010年10月8日 2011年6月9日 2,640

九州 大分県 マックスバリュ下郡店
大分市大字下郡字国境3260番11
外2筆

マックスバリュ九
州

マックスバリュ九
州 2010年11月18日 2011年7月19日 1,697

九州 大分県 ドラッグコスモス佐伯中の島店 佐伯市中の島1丁目5769-1 外3筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年2月28日 2011年10月29日 1,324

九州 大分県 ドラッグコスモス別府竹の内店
別府市大字鶴見字蓮華台2223番1
外1筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年2月28日 2011年10月29日 1,656

九州 大分県 （仮称）日田市渡里商業施設 日田市渡里33番1　外 ナチュラル ナチュラル 未定 2011年3月18日 2011年11月19日 3,563

九州 宮崎県 マルイチ丸山店 宮崎市丸山1丁目118番1　外17筆 マルイチ マルイチ 2010年4月8日 2010年12月9日 1,213

九州 宮崎県 （仮称）ニトリ延岡店 延岡市浜町３４１番　外 ニトリ ニトリ 2010年4月23日 2010年12月24日 5,178

九州 宮崎県
株式会社山﨑・（仮称）ドラッグコ
スモス島之内店

宮崎市大字島之内字唐池9915番3
外5筆 コスモス薬品 山﨑 コスモス薬品 山﨑 2010年7月16日 2011年3月17日 1,466

九州 宮崎県
（仮称）生活協同組合コープみや
ざき日南王子店 日南市吾田西１丁目730番地4

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 ○(未定) 2010年8月17日 2011年4月18日 1,900

九州 宮崎県 ホームプラザナフコ西都店 西都市岡富863番地　外７筆 ナフコ ナフコ 2011年1月26日 2011年9月27日 2,234

九州 鹿児島県
(仮称）スーパーセンターニシムタ
伊集院店

日置市伊集院町猪鹿倉字池田798
番1 ニシムタ ニシムタ 2010年11月22日 2011年7月23日 8,770

九州 鹿児島県 ケーズデンキ志布志店
志布志市志布志町安楽字水留178
番4 ケーズデンキ ケーズデンキ 2010年11月23日 2011年7月25日 1,791

九州 鹿児島 加世田プロジェクト
南さつま市加世田川畑103番１外37
筆

ライフパートナー
ズ･21㈱

㈱九州ケーズデ
ンキ

南さつま農業協
同組合 2011年3月18日 2011年11月19日 2,680 ×

九州 福岡市 （仮称）洋服の青山天神店 福岡市中央区天神２－７－６ みずほ信託銀行 青山商事 2010年4月1日 2010年12月2日 1,399

九州 福岡市 （仮称）ミスターマックス吉塚店 福岡市東区馬出６－１－１
オリックス・アル
ファ ミスターマックス 2010年5月14日 2011年1月15日 4,030

九州 福岡市 ドラッグコスモス神松寺店
福岡市城南区神松寺１ １６９２
１ コスモス薬品 コスモス薬品 2010年5月24日 2011年1月15日 1,389

九州 福岡市 ホームプラザナフコ南福岡店 福岡市博多区東雲町３－３ ナフコ ナフコ 2010年7月15日 2011年3月16日 2,797

九州 福岡市 （仮称）福岡周船寺計画（東側）
福岡市西区大字千里字中川原３１５
－１ ハローデイ セリア ○ 2010年7月15日 2011年3月16日 1,676

九州 福岡市 （仮称）福岡周船寺計画（中央）
福岡市西区大字千里字上用田４２４
－１ ハローデイ ハローデイ ○ 2010年7月15日 2011年3月16日 2,792

九州 福岡市 （仮称）コメリパワー周船寺店
福岡市西区大字千里字塚本４９６－
１ コメリ コメリ 2010年7月16日 2011年3月17日 8,195





九州 福岡市 ホームプラザナフコ今宿店 福岡市西区今宿東２－１０－２３ ナフコ ナフコ 2010年7月30日 2011年3月31日 2,692

九州 福岡市 木の葉モール橋本
福岡市西区橋本２　橋本土地区画
整理事業９街区６１番 福岡地所 サンリブ ○ 2010年8月11日 2011年4月12日 21,800

九州 福岡市 （仮称）西新プロジェクト 福岡市早良区西新４－２８８－１ アスコット 未定 2010年8月17日 2011年4月18日 1,428 ×

九州 福岡市 楽市街道箱崎店 福岡市東区箱崎５－４１０９－１ ワイドレジャー ドン・キホーテ 2010年9月6日 2011年5月7日 1,676

九州 福岡市
（仮称）ＮＴＴ－Ｔビル別館新築工
事 福岡市中央区天神２－７６－１ ＮＴＴ都市開発 未定 2010年11月15日 2011年7月16日 4,440

九州 福岡市 （仮称）姪浜プロジェクト 福岡市西区内浜１－３－１ 三菱ＵＦＪリース マックスバリュ ○ 2010年12月28日 2011年8月29日 2,478

九州 福岡市 （仮称）ダイレックス伊都店
福岡市西区伊都区画整理地内１３
街区 ダイレックス ダイレックス 2011年2月24日 2011年10月25日 1,569

九州 福岡市 有限会社葦地研貸店舗新築工事 福岡市西区姪浜駅南２－２３１ 葦地研 ユニクロ 2011年3月28日 2011年11月29日 1,497

九州 北九州市 （仮称）ニトリ小倉北店
北九州市小倉北区三萩野１－９２４
－１　外 ニトリ ニトリ 2010年5月10日 2011年1月11日 6,830

九州 北九州市
ショッピングパーク鞘ヶ谷　レスト
ランパーク 北九州市戸畑区東鞘ケ谷町2番2号 スピナ 積文館書店 2010年7月7日 2011年3月8日 1,413

九州 北九州市
（仮称）ハローデイ九州共立大前
店

北九州市八幡西区藤原１－１０６－
６ ハローデイ ハローデイ サンドラッグ 未定 2010年8月17日 2011年4月18日 3,851

九州 北九州市 （仮称）ラ･ムー若松店 北九州市若松区北湊町６番１，２ 大黒天物産 大黒天物産 2010年9月30日 2011年5月31日 2,202

九州 熊本市 熊本駅新幹線高架下商業施設
熊本市西区春日三丁目１０４６－１
ほか 九州旅客鉄道

未定(コンビニエン
スストア）

○（土産物
店：未定） 2010年6月21日 2011年3月1日 1,115

九州 熊本市 ニトリ熊本インター店
熊本市東区御領六丁目２８８番１ほ
か ニトリ ニトリ 2010年7月9日 2011年3月10日 6,790

九州 熊本市 マックスバリュ坪井店
熊本市中央区内坪井町１０９番１ほ
か

マックスバリュ九
州

マックスバリュ九
州 2010年9月17日 2011年5月18日 1,897

九州 熊本市 ニトリ熊本北店
熊本市北区下硯川町字松作２１０３
ほか

ニトリホールディ
ングス ニトリ 2010年11月2日 2011年7月3日 5,114

沖縄 沖縄県
（仮称）有限会社むつみ総業テナ
ントビル 沖縄市泡瀬四丁目1420-1 むつみ総業 ドラッグイレブン 2010年6月15日 2011年2月16日 2,399

沖縄 沖縄県 （仮称）カーゴス 那覇市安里二丁目463番51

牧志・安里地区
市街地再開発組
合 未定 2010年8月6日 2011年4月14日 3,928

沖縄 沖縄県 （仮称）サンエーうえばる団地店
那覇市宇栄原吹切原１番１及び869
番２ サンエー サンエー 2010年8月12日 2011年4月13日 1,568

沖縄 沖縄県 サンエーV21こじゃ食品館 沖縄市字古謝209番地 サンエー サンエー 2010年12月2日 2011年8月3日 1,558
沖縄 沖縄県 （仮称）マックスバリュ壺川店 那覇市壺川二丁目４番２ 琉球ジャスコ 琉球ジャスコ 2011年1月25日 2011年9月26日 1,160
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