
平成２３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 テックランド網走店 網走市つくしヶ丘4丁目88-14　ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年4月18日 2011年12月19日 1,495

北海道 北海道 函館人見ショッピングセンター 函館市人見町40番地6号
北海道ジェイ・
アール都市開発 セリア 北雄ラッキー 2011年4月21日 2011年12月21日 1,515

北海道 北海道 中園ショッピングセンター 釧路市中園町10番1号ほか 福原 福原 ツルハ ららら 2011年4月28日 2011年12月29日 1,684

北海道 北海道 ツルハドラッグ深川文光店 深川市文光町44－214 芙蓉総合リース ツルハ 2011年5月17日 2012年1月18日 1,201

北海道 北海道 ケーズデンキ倶知安店 倶知安町字高砂5番地16ほか デンコードー デンコードー 2011年5月27日 2012年1月26日 1,732

北海道 北海道 美幌ショッピングセンター 美幌町字三橋南3番1 中道リース コープさっぽろ 北海道三喜 2011年6月8日 2012年2月9日 4,336

北海道 北海道 ニトリ岩見沢店
岩見沢市９条西１７丁目２番２２号
ほか ニトリ ニトリ アイビック 2011年8月12日 2012年4月13日 3,908

北海道 北海道 美原複合商業施設 函館市美原3丁目183-336 北海道ハウス
サッポロドラッグ
ストア－ 北雄ラッキー 2011年12月2日 2012年8月3日 1,590

北海道 北海道
郷の食産ひろばめむろみのりー
む 芽室町東めむろ3条南1丁目1番地

芽室町農業協同
組合 1 ホクレン商事

芽室町農業協同
組合 2 2012年2月1日 2012年10月1日 1,130

北海道 北海道
サッポロドラッグストアー函館日の出
店 函館市日乃出町17番22号 サッポロドラッグ

サッポロドラッグ
ストア－ 2012年3月9日 2012年11月10日 1,371

北海道 北海道

１００満ボルト帯広西店 プロノ帯広
西店(１００満ボルト新帯広店・プロノ
帯広西店) 帯広市西22条南2丁目2-1 ダイワロイヤル サンキュー ハミューレ 2012年3月12日 2012年11月13日 5,029

北海道 札幌市 コープさっぽろ屯田店 札幌市北区屯田5条7丁目1 コープさっぽろ コープさっぽろ 2011年5月13日 2011年12月2日 1,494

北海道 札幌市 発寒中央駅前ショッピングタウン 札幌市西区発寒10条3丁目842－8 エムジーリース ダイイチ 2011年5月16日 2011年12月22日 2,730

北海道 札幌市 卸売スーパー手稲店 札幌市手稲区前田4条7丁目1番1 加森観光 津司 2011年10月18日 2012年5月25日 6,750

北海道 札幌市 ニトリ麻生店
札幌市北区新琴似7条1丁目2番39
号 ニトリ ニトリ 2011年10月27日 2012年6月28日 7,300

北海道 札幌市 テックランド札幌白石店 札幌市白石区本通15丁目北28番外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年3月6日 2012年11月7日 3,321 ×

北海道 札幌市
(仮称)スーパービバホーム手稲
富丘店

札幌市手稲区富丘2条2丁目26-1ほ
か LIXILビバ LIXILビバ 2012年3月8日 2012年11月9日 16,400

東北 青森県 (仮称)カブセンター西バイパス店 青森市大字石江字三好130-1外 紅屋商事 紅屋商事 2011年5月6日 2012年1月7日 3,452

東北 青森県 テックランド三沢店 三沢市南町一丁目31-2209 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年6月10日 2012年2月11日 1,653

東北 青森県
(仮称)イオン八戸ショッピングセン
ター

八戸市田向土地区画整理事業地内
50街区 イオンリテール イオンリテール 2011年8月22日 2012年4月23日 7,850

東北 青森県 テックランド十和田店 十和田市穂並町１３－６ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年3月13日 2012年11月14日 1,674

東北 青森県 コメリパワー五所川原店
五所川原市大字唐笠柳字藤巻７１４
外 コメリ コメリ 2012年3月28日 2012年11月29日 9,148

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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東北 岩手県 マイヤ赤崎店 大船渡市赤崎町字諏訪前38-13外 マイヤ マイヤ 2011年7月22日 2011年11月25日 1,523

東北 岩手県 （仮称）キクコーストア鵜住居店 釜石市鵜住居町第5地割33番2ほか キクコウストア キクコウストア 2011年12月6日 2012年7月6日 1,530

東北 岩手県
（仮称）マックスバリュ盛岡中屋敷
町店 盛岡市中屋敷町36番8号ほか

マックスバリュ北
東北

マックスバリュ北
東北 2011年12月8日 2012年8月9日 1,400

東北 岩手県 マイヤ大船渡店
大船渡市大船渡町字茶屋前61番地
4 マイヤ マイヤ 2012年2月9日 2012年7月13日 1510

東北 岩手県 （仮称）青山町商業施設 盛岡市月が丘二丁目48番1号ほか ベルプラス ベルプラス ツルハ 1 2012年3月15日 2012年11月16日 3,759

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 2011年9月15日 2012年7月15日 1,471

東北 宮城県 （仮称）カワチ薬品古川駅東店 大崎市古川駅東２－１１　外 カワチ薬品 カワチ薬品 1 2012年2月6日 2012年10月7日 1,984

東北 宮城県 フレスコキクチ美田園店 名取市美田園六丁目４－１　外 キクチ キクチ 2012年3月14日 2012年11月30日 1,556

東北 宮城県 びっくり市利府店
利府町神谷沢土地区画整理事業内
１３街区２，３，４番

野川食肉食品セ
ンター

野川食肉食品セ
ンター 2012年3月27日 2012年11月28日 1,500

東北 秋田県 ケーズデンキ鷹巣店 北秋田市栄字前網86-1外 デンコードー デンコードー 2011年4月7日 2011年12月8日 2,020

東北 秋田県 コメリパワー大館店 大館市柄沢字小柄沢155-1､外 コメリ コメリ 2011年5月9日 2012年1月10日 9,279

東北 秋田県 ホーマック広面店 秋田市広面字鍋沼63番1 ホーマック ホーマック 2011年10月14日 2012年6月15日 4,606

東北 秋田県 （仮称）マックスバリュ泉店 秋田市泉北一丁目11　地内
マックスバリュ東
北

マックスバリュ東
北 2011年10月26日 2012年6月27日 2,000

東北 秋田県 (仮称）いとく大館東台店 大館市東台２丁目地内 伊徳 伊徳 2011年11月9日 2012年7月10日 2,900

東北 秋田県 テックランド能代店 能代市字中柳2-14外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年11月28日 2012年7月29日 1,983

東北 秋田県 グランマート十文字店
横手市十文字町仁井田字東34番8
外7筆 タカヤナギ タカヤナギ 2012年1月19日 2012年9月24日 1,570

東北 秋田県 （仮称）バザール横手店 横手市横手町字四ノ口16番　外 バザール バザール 2012年1月30日 2012年8月30日 1,775

東北 山形県 郷野目ストア最上店・丸徳ふるせ 最上郡最上町大字向町１８９外 郷野目ストア 丸徳ふるせ 郷野目ストア 丸徳ふるせ 2011年4月19日 2011年12月20日 1,878

東北 山形県
ツルハドラッグ山形深町店・オー
トバックス山形深町 山形市深町一丁目３番３０号外 仙南ハウス産業

山形城南木
材市場 ツルハ

オートバックス山
形 2011年4月21日 2011年12月22日 1,636

東北 山形県 （仮称）ヤマザワ宮町店 山形市宮町五丁目９番１外 ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 2011年12月14日 2012年8月15日 2,807

東北 山形県 コメリホームセンター上山店 上山市仙石字梅ノ木７７１番外 コメリ コメリ 2 2012年1月27日 2012年9月28日 8,813

東北 山形県 おーばん新東根店 東根市中央一丁目９番外 おーばん おーばん 薬王堂 2012年2月2日 2012年10月25日 2,820

東北 山形県 （仮称）ヨークタウン上山 上山市仙石字元糸目７９１番外 ヨークベニマル ヨークベニマル 6 2012年2月8日 2012年10月9日 7,153

東北 山形県 （仮称）ドン・キホーテ山形嶋南店 山形市嶋南三丁目１６番７外 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2012年3月21日 2012年11月22日 2,166

東北 福島県 リオン・ドール美里店
会津美里町字高田前川原3570番地
ほか25筆

リオン・ドールビ
ズ

リオン・ドールコー
ポレーション 1 2011年5月31日 2012年2月1日 2,396

東北 福島県 （仮称）ヨークベニマル矢野目店 福島市矢野目字菅原50番15ほか ヨークベニマル ヨークベニマル 2011年8月23日 2012年4月24日 1,982

東北 福島県 （仮称）カワチ薬品福島北店
福島市笹谷字中谷地11番１ほか９
筆 カインズ カワチ薬品 2011年10月14日 2012年6月15日 1,797



東北 福島県 マルトＳＣ窪田 いわき市勿来町窪田十条3番2ほか
マルトグループ
ホールディングス マルト ファミリー 4 2011年12月2日 2012年8月3日 3,225

東北 福島県 ヨークベニマル三春店 三春町字中町84番地ほか ヨークベニマル ヨークベニマル 2011年12月22日 2012年2月17日 1,720

東北 福島県 (仮称）ザ・ビッグ福島鎌田店 福島市鎌田字熊ノ前３２番１ほか ケーディーエス
マックスバリュ南
東北 2012年2月24日 2012年10月25日 1,972

東北 福島県 ヨークベニマル町北町店
会津若松市町北町大字上荒久田字
宮下１１１番ほか ヨークベニマル ヨークベニマル 2012年2月29日 2012年11月1日 1,990

東北 仙台市 (仮称)カワチ薬品あすと長町店
仙台市太白区あすと長町三丁目49
街区 カワチ薬品 カワチ薬品 2011年5月6日 2012年1月7日 1,519

東北 仙台市
スーパースポーツゼビオあすと長
町店

仙台市太白区あすと長町一丁目4
番5 三菱UFJリース ゼビオ 2 2011年5月25日 2012年1月26日 5,511

東北 仙台市 ヨークタウン愛子 仙台市青葉区上愛子新宮前8-1外 ヨークベニマル 大和リース ヨークベニマル サンドラック 1 2011年6月27日 2012年2月28日 4,390

東北 仙台市 テックランド仙台太白店
仙台市太白区鈎取本町1丁目220-1
外 昭和運輸 ヤマダ電機 2011年6月30日 2012年3月1日 4,966

東北 仙台市 ヤマザワ仙台中山店 仙台市青葉区中山七丁目1番21 ヤマザワ ヤマザワ 2011年7月26日 2012年3月27日 1,527

東北 仙台市 ヨドバシカメラ仙台第2ビル 仙台市宮城野区榴岡一丁目2-10外 ヨドバシカメラ ヨドバシカメラ 2011年10月21日 2012年4月26日 11,973

東北 仙台市 中山ファッションモール 仙台市泉区実沢字中山南31番6他 しまむら しまむら 2012年2月16日 2012年10月17日 4,583

関東 茨城県 タイヨー知手店 神栖市知手砂３４２０－５７ タイヨー タイヨー 2011年4月8日 2011年12月9日 1688

関東 茨城県 ケーヨーデイツー波崎店 神栖市波崎７１２１－１　外 石橋商事 ケーヨー 2011年4月8日 2011年12月9日 2,661

関東 茨城県 ホーマックつくば梅園店 つくば市下原字池向377番1　外 ホーマック ホーマック 2011年6月2日 2012年2月3日 5,333

関東 茨城県 サンキ石下店 常総市新石下寺浦4072　外 エコス 三喜 2011年7月15日 2012年3月16日 2,018

関東 茨城県 八軒台モール 石岡市八軒台3214番1 幕内 ピー・エム・エイ チヨダ 2011年7月29日 2012年3月30日 1,087

関東 茨城県 ケーズデンキ鉾田店 鉾田市安房字水砂1418番13 外
ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2011年9月21日 2012年5月22日 2,392

関東 茨城県 コメリ笠間店 笠間市石井字南町2131番1　外 コメリ コメリ 2011年10月14日 2012年6月15日 6,673

関東 茨城県
（仮称）ヨークベニマルひたちなか
東大島店

ひたちなか市東大島二丁目13番４
号　外 ヨークベニマル ヨークベニマル 2012年1月20日 2012年9月21日 2,007

関東 茨城県 ケーズデンキ那珂東店 那珂市菅谷1622 伊勢甚本社
ケーズホールディ
ングス 2012年1月26日 2012年9月27日 3,949

関東 茨城県 （仮称）カワチ薬品鉾田店 鉾田市安房字諏訪前1647晩4　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2012年2月9日 2012年10月10日 1,550

関東 茨城県 （仮称）蔦屋書店ひたちなか店 ひたちなか市新光町30番４ 三菱UFJリース トップカルチャー 2012年2月28日 2012年10月29日 5,232

関東 茨城県 ジョイフル山新　龍ケ崎店 龍ケ崎市中里二丁目１番地 山新 山新 2012年2月29日 2012年10月30日 7,867

関東 栃木県 ワンダーグー下野店 下野市下古山2888番地４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 2011年7月28日 2012年3月29日 2,085

関東 栃木県
スーパーセンタートライアル小山
店・サンキ新小山店 小山市喜沢650番地２外

トライアルカンパ
ニー 1

トライアルカンパ
ニー 1 2011年9月15日 2012年5月16日 6,832

関東 栃木県 テックランド鹿沼店 鹿沼市府中町102番地１外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年10月4日 2012年6月5日 1,490

関東 栃木県 フレスポおもちゃのまち
壬生町おもちゃのまち３丁目3369番
４外 大和リース 2 カワチ薬品 カスミ 2 2011年11月10日 2012年7月11日 5,208



関東 栃木県 ヨークベニマル伊勢山店 佐野市伊勢山町1895番地外 ヨークベニマル ヨークベニマル 2011年11月24日 2012年7月25日 2,061

関東 栃木県 カインズホーム新矢板店 矢板市矢板字川原88番外 カインズ カインズ 2011年12月5日 2012年8月6日 5,654

関東 栃木県 ガラクタ鑑定団栃木店 栃木市平柳町２丁目26番26号 太閤木下建設 オー 2011年12月13日 2012年8月14日 1,853

関東 栃木県
ハードオフ・オフハウス・ブックオ
フ宇都宮環状鶴田店

宇都宮市鶴田第２土地区画整理事
業地施行地区内５街区１，２，３画地 大和リース ヌマニウ・イースト 2011年12月16日 2012年8月17日 1,665

関東 栃木県 ケーズデンキ栃木大平店

栃 市栃 藤 皆
富田土地区画整理事業地内12街区
⑥画地外

ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2012年1月25日 2012年9月26日 3,992

関東 栃木県 フードオアシスオータニ矢板店
矢板都市計画事業木幡土地区画整
理事業地区内32街区4 オータニ オータニ 2012年2月22日 2012年10月23日 1,461

関東 栃木県 かましん日光森友店 日光市森友740番地1外 かましん かましん 2012年3月9日 2012年11月10日 2,009

関東 群馬県 ニトリみどり店
みどり市笠懸町阿左美１２７１番地１
外 三立企業 ニトリ ○ 2011年5月11日 2012年1月12日 3,540

関東 群馬県
ホームセンターセキチュー高崎店
資材館 高崎市飯塚町2-7　外 セキチュー ○ セキチュー ビジョンメガネ 2011年6月9日 2012年2月10日 2,900 ×

関東 群馬県
ホームセンターセキチュー高崎店
資材館 高崎市飯塚町2-7　外 セキチュー ○ セキチュー ビジョンメガネ 2011年6月10日 2012年2月11日 2,900

関東 群馬県 フレッセイ大泉西店 大泉町寄木戸993-1　外 フレッセイ ○ フレッセイ ○ 2011年6月30日 2012年3月1日 2,510

関東 群馬県 サンキ富塚店 伊勢崎市富塚町２１９－１９　外
カンケンインター
ナショナル 北関東三喜 2011年7月5日 2012年3月6日 1,275

関東 群馬県 沼田ファッションモール 沼田市上原町１５８４－１外 司建設 しまむら 2011年7月20日 2012年3月21日 2,146

関東 群馬県 カワチ薬品伊勢崎南店 伊勢崎市堀口町字城南９３０外 カワチ薬品 カワチ薬品 2011年8月1日 2012年4月2日 1,514

関東 群馬県 ワンダーグー藤岡店 藤岡市中栗須７５－１外
スーパーセン
ター・フィール

ワンダーコーポ
レーション 2011年8月18日 2012年4月19日 1,999

関東 群馬県 カワチ薬品館林北店 館林市岡野町谷中７２－１ 外 カワチ薬品 カワチ薬品 2011年11月18日 2012年7月19日 1,646

関東 群馬県 テックランド高崎北店 高崎市菅谷町字宮西1243番12外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年3月14日 2012年11月15日 2,014

関東 埼玉県 ニトリ熊谷店 熊谷市石原1－102－1外 バナーズ ニトリ  2011年4月5日 2011年12月6日 5,255

関東 埼玉県 ケーヨーデイツー越谷店 越谷市南越谷2―2853―1 善立産業 ケーヨー 2011年4月26日 2011年12月27日 2,463

関東 埼玉県 テックランド南越谷店 越谷市南越谷2－2916外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年4月28日 2011年12月29日 3,083

関東 埼玉県 （仮称）とりせん吉川美南店 吉川市美南3-12 とりせん とりせん 2011年5月31日 2012年2月1日 2,531 ×

関東 埼玉県 ららぽーと新三郷アネックス
三郷市新三郷ららシティ2－1193－
14

フロンティア不動
産投資法人

フォーエバー21
ジャパンリテール 2011年6月3日 2012年4月10日 3,124

関東 埼玉県 フェスティバルガーデン籠原 熊谷市拾六間763－1外
三井住友ファイナ
ンス＆リース

芙蓉総合
リース 大創産業 西松屋チェーン ○ 2011年6月30日 2012年3月1日 2,060

関東 埼玉県 ダイエー草加店 草加市氷川町2102－3 ダイエー ダイエー 2011年7月1日 2012年3月2日 3,750

関東 埼玉県 テックランド羽生店
羽生市大字下岩瀬字下岩瀬３４２－
１ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年7月6日 2012年3月7日 1,986

関東 埼玉県 ザ・マーケットプレイス川越的場 川越市的場新町21－7外 ヤオコー ヤオコー 2011年7月8日 2012年3月9日 7,251

関東 埼玉県
（仮称）スーパービバホーム深谷
店 深谷市上柴町東2－29－8外 LIXILビバ LIXILビバ 2011年7月21日 2012年3月22日 11,323



関東 埼玉県 カインズホーム寄居桜沢店
大里郡寄居町大字桜沢字南2970－
1外 カインズ カインズ 2011年7月25日 2012年3月26日 4,888

関東 埼玉県
（仮称）カスミ西大袋ショッピング
センター 越谷市大字大道555番外 かすみ しまむら カスミ しまむら ○ 2011年8月8日 2012年4月9日 4,618

関東 埼玉県 テックランド草加４号バイパス店 草加市谷塚上町字島田765外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年8月31日 2012年5月1日 3,982

関東 埼玉県 ベルク上尾春日店 上尾市春日1－34－29外 ベルク ベルク
スギホールディン
グス 2011年8月31日 2012年5月1日 2,842

関東 埼玉県 （仮称）カスミ武里店
春日部市大枝２－９武里団地内２街
区 カスミ カスミ 3 2011年9月2日 2012年5月3日 3,539

関東 埼玉県 ベルク上尾東店 上尾市上尾宿２１６５番外
星野又右衛門商
店 ベルク 2011年9月2日 2012年5月3日 2,167

関東 埼玉県 ベスタ本庄 本庄市寿３－２６９－１外４５筆 ベルク ベルク ニトリ 3 2011年9月2日 2012年5月3日 7,400

関東 埼玉県 越谷ツインシティ 越谷市弥生町６６８－１外 東武鉄道 42 カスミ 11 2011年10月13日 2012年7月1日 7,945

関東 埼玉県 ドラッグストアセキ藤久保店
入間郡三芳町大字藤久保字富士塚
２０１－１ セキ薬品 セキ薬品 　 2011年10月28日 2012年6月29日 1,344

関東 埼玉県 ロヂャース戸田店 戸田市美女木一丁目31－1外 北辰商事 北辰商事 2011年11月30日 2012年7月31日 4,493

関東 埼玉県 (仮称)イオンモール春日部
春日部市大字下柳字森田420番地
の1外 イオンモール イオンリテール 2011年12月16日 2012年11月1日 37,473

関東 埼玉県 カインズホーム東松山高坂店 東松山市あずま町三丁目1番地 カインズ カインズ 2011年12月16日 2012年8月17日 7,791

関東 埼玉県 カインズホーム北本店 北本市中丸八丁目117番地外 小川しづ 1 カインズ 2011年12月20日 2012年8月21日 7,828

関東 埼玉県 西上尾ショッピングセンター 上尾市大字壱丁目367番地外 イトーヨーカ堂
DCMホー
マック イトーヨーカ堂 DCMホーマック 46 2012年1月27日 2012年9月28日 31,010

関東 埼玉県 生鮮市場TOP川越店 川越市大字小室385-1 マミーマート マミーマート
ワンダーコーポ
レーション 2012年2月24日 2012年11月1日 6,679

関東 埼玉県 ヤオコー三郷中央店 三郷市三郷中央地区129街区―4外 ヤオコー ヤオコー 2012年2月27日 2012年10月28日 2,104

関東 埼玉県 ケーヨーデイツー川越店 川越市新宿町5丁目13番1外 ケーヨー ケーヨー 2012年2月28日 2012年10月29日 2,463

関東 埼玉県 ヤオコー高麗川店 日高市字鹿山308番地1外 ヤオコー ヤオコー ブックオフメディア 3 2012年2月28日 2012年10月29日 3,551

関東 埼玉県 （仮称）カスミふじみ野店 ふじみ野市西鶴ヶ岡2-174-18 カスミ カスミ ヤマダ電機 2012年3月6日 2012年11月7日 6233

関東 埼玉県 島忠ホームズ三郷中央店
三郷市三郷中央地区95-2街区　4，
5画地 島忠 島忠 2012年3月16日 2012年11月17日 7326

関東 埼玉県 （仮称）狭山モール 狭山市入間川2-26 アイオーケイ オートバックス ○ 2012年3月30日 2012年12月1日 1773

関東 千葉県 テックランド大網白里店
大網白里都市計画事業大網駅東土
地区画整理事業７街区３番ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年5月27日 2011年12月1日 1,494

関東 千葉県 三井アウトレットパーク木更津 木更津市金田東三丁目1番1 三井不動産
アディダスジャパ
ン 182 2011年5月27日 2012年4月10日 26,039

関東 千葉県
(仮称)イオン新船橋ショッピングセ
ンター 船橋市山手１丁目３５０番地１ほか イオンリテール イオンリテール 2011年5月30日 2012年3月31日 41,500

関東 千葉県 テックランド茂原店 千葉県茂原市高師字地美1667他 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年7月29日 2012年3月30日 3,322

関東 千葉県 (仮称)ベルク八千代大和田店
千葉県八千代市大和田新田八幡藪
1008番11ほか ベルク ベルク 2011年8月2日 2012年4月3日 2,140

関東 千葉県 テックランド八街店 八街市八街ほ730番地1ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年8月9日 2012年4月10日 1,982



関東 千葉県 (仮称)カスミ流山おおたかの森店

葉県流 都市 事業市街
区一体型土地区画整理事業地C-
11街区外 カスミ カスミ 2011年8月11日 2012年4月12日 2,168

関東 千葉県 (仮称)テックランド成田２号店 成田市ウイング土屋156番3 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年8月26日 2012年4月27日 4,004

関東 千葉県 カインズホーム佐倉店 佐倉市寺崎北六丁目2番地６ほか カインズ カインズ 2011年8月30日 2012年5月1日 8,313

関東 千葉県 (仮称)ドン・キホーテ新木更津店 木更津市請西南二丁目21番2ほか こがね商事 ドン・キホーテ 2011年8月31日 2012年5月1日 2,137

関東 千葉県 銚子ファッションモール 銚子市三崎町二丁目２５７８番地１ほか しまむら しまむら 2011年9月13日 2012年5月14日 2,095

関東 千葉県 ジョイフル本田君津店食品館 君津市外箕輪3丁目9番ほか ジョイフル本田
（株）ジャパンミー
ト 2011年9月14日 2012年5月15日 1,661

関東 千葉県 （仮称）マミーマート飯山満駅前店
船橋都市計画事業飯山満地区土地区
画整理事業45街区３－２画地ほか GK マミーマート 2011年9月14日 2012年5月15日 3,795

関東 千葉県 (仮称)マミーマート流山鰭ヶ崎店
流山都市計画事業西平井・鰭ヶ崎地区
一体型特定土地区画整理事業１街区 マミーマート マミーマート 2011年9月14日 2012年5月16日 2,407

関東 千葉県 ベイシア木更津金田店 木更津市金田東五丁目2番地1 ベイシア 0 ベイシア 2011年10月12日 2012年6月13日 7,265

関東 千葉県 ニトリ旭店 旭市ニ字奥遠崎６６番１ほか ニトリ 0 ニトリ 2011年10月25日 2012年6月26日 3,504

関東 千葉県 銚子ファッションモール
銚子市三崎町二丁目２５７８番地１
ほか しまむら しまむら 2011年11月18日 2012年7月19日 2,337

関東 千葉県 せんどう五井中央店
市原市五井字中新道２３３７番１ほ
か せんどう せんどう 2011年12月8日 2012年8月9日 1,800

関東 千葉県 ベルク柏しこだ店 柏市篠籠田１４８１番１ほか ベルク ベルク 2011年12月19日 2012年8月20日 2,374

関東 千葉県
(仮称）ベイシアワールドスポーツ
野田さくらの里店 野田市桜の里二丁目２番１ ベイシア ベイシア 2012年1月10日 2012年9月11日 2,477

関東 千葉県
（仮称）コモディイイダ野田市駅前
店 野田市野田字谷端394番2ほか コモディイイダ コモディイイダ 2012年2月9日 2012年10月10日 2,087

関東 千葉県 （仮称）クリエイトＳ・Ｄ市原君塚店 市原市君塚三丁目3番１ほか
クリエイト エス・
ディー

クリエイト エス・
ディー 2012年2月27日 2012年10月28日 1,371

関東 千葉県 トウズ八街店 八街市八街字北中道ほ223番地1 トウズ トウズ 2012年3月5日 2012年11月6日 1831

関東 千葉県 （仮称）東武ストア津田沼店
習志野市津田沼五丁目1253番地20
ほか 大豊企業 1 東武ストア 2012年3月29日 2012年11月30日 1113

関東 東京都 エイビイ南町田店 町田市鶴間字六号５９２番１外 天幸総建 エイヴイ 2011年4月28日 2011年12月29日 2,754

関東 東京都
（仮称）サミットストア鷺宮一丁目
店 中野区鷺宮一丁目２１番２号 大野　満洲雄 サミット 2011年5月17日 2012年1月18日 1,175

関東 東京都 （仮称）表参道プロジェクト 渋谷区神宮前四丁目３０番３号
クロス特定目的
会社

トミーヒルフィガー
ジャパン 2 2011年6月7日 2012年2月9日 4,740

関東 東京都
（仮称）渋谷二丁目２１地区開発
計画 渋谷区渋谷二丁目２１番地ほか 東京急行電鉄 東急百貨店 未定 2011年6月29日 2012年3月1日 18,060

関東 東京都 （仮称）いなげや小平小川町店 小平市小川町一丁目４３２番１ほか いなげや いなげや 1 2011年6月30日 2012年3月1日 2,760

関東 東京都
（仮称）業平橋押上地区開発計画
（新タワー計画）

墨田区押上一丁目１番１３、２番１
７、１２３番３ほか 東武鉄道 1

サマンサタバサ
ジャパンリミテッド 13ほか未定 2011年6月30日 2012年5月22日 35,765

関東 東京都 （仮称）島忠ホームズ東村山店 東村山市久米川町一丁目３６ 島忠 島忠 2011年7月7日 2012年3月8日 10,983

関東 東京都 （仮称）ユニクロ大森北店 大田区大森北４丁目２９５番８ほか タナック ユニクロ 2011年7月7日 2012年3月8日 1,500

関東 東京都
（仮称）サミットストア練馬石神井
町店

練馬区石神井町二丁目１３番２２号
ほか 若葉商会 サミット 2011年7月29日 2012年3月30日 1,837



関東 東京都 （仮称）マックスバリュ竹の塚店 足立区竹の塚五丁目２番１
ＮＴＴ東日本プロ
パティーズ

マックスバリュ関
東 2011年9月8日 2012年5月9日 1,647

関東 東京都 ＪＲ大塚駅南口ビル（仮称） 豊島区南大塚三丁目３３番１号 東日本旅客鉄道 未定 2011年9月30日 2013年10月1日 3,016

関東 東京都 （仮称）丸の内2丁目7番計画 千代田区丸の内二丁目７番２号 郵便局 未定 2011年10月7日 2012年6月9日 7,100

関東 東京都 （仮称）墨田石原計画 墨田区石原一丁目２５番地１ほか 東京鉛 サミット 2011年10月13日 2012年6月14日 1,362

関東 東京都 日本フイルコン池尻ビル 世田谷区池尻三丁目２２１番１ほか 日本フイルコン オオゼキ 未定 2011年10月25日 2012年6月26日 1,247

関東 東京都 （仮称）島忠ホームズ町田店 町田市三輪町字四号２８１番１ほか 島忠 島忠 未定 2011年12月27日 2012年8月28日 12,814

関東 東京都
（仮称）大橋地区第二種市街地再
開発事業１－１棟 目黒区大橋一丁目４０７番１ほか 東急バス 3

ライフコーポレー
ション 未定 2012年2月7日 2013年2月1日 1,364

関東 東京都 ワテラス
千代田区神田淡路町二丁目１０１番
地ほか二筆

淡路 目
部地区市街地再
開発組合 カズン 5 2012年2月8日 2013年3月1日 2,971

関東 東京都

　  蔦
書店・ＤＡＩＫＡＮＹＡＭＡ　Ｔ－ＳＩＴ
Ｅ　ＧＡＲＤＥＮ 渋谷区猿楽町１７番５号ほか

マスダアンドパー
トナーズ 1

カルチュア・コンビ
ニエンス・クラブ 4 2012年3月8日 2012年11月9日 2,203

関東 東京都 （仮称）ヤオコー小平回田町店 小平市回田町３４０番１ほか ヤオコー ヤオコー 2012年3月14日 2012年11月15日 1,586

関東 東京都 （仮称）東池袋一丁目計画 豊島区東池袋一丁目１４番地１ほか
アガツマ・プロパ
ティーズ

イーグルリテイリ
ング 2012年3月16日 2012年12月31日 1,444

関東 東京都
（仮称）ホームセンターコーナン江
戸川区中央店 江戸川区中央三丁目１６２５番 コーナン商事 コーナン商事 2012年3月16日 2012年11月17日 3,682

関東 東京都 （仮称）西友府中四谷店
府中市四谷五丁目２３番地１２号ほ
か 三菱ＵＦＪリース 西友 未定 2012年3月22日 2012年11月23日 17,005

関東 東京都 エコス武蔵境店 武蔵野市境二丁目４５９番３ほか 後藤　敏夫 エコス 未定 2012年3月26日 2012年11月27日 1,179

関東 東京都 コープ花小金井店
小平市花小金井三丁目２２番１号ほ
か コープとうきょう コープとうきょう 未定 2012年3月26日 2012年11月27日 3,370

関東 東京都 (仮称)青山大林ビル 港区北青山三丁目３４番１ほか 大林不動産 未定 2012年3月27日 2013年4月1日 2,235

関東 神奈川県
（仮称）コープかながわ新上今泉
店

海老名市上今泉３－１，329の１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 1 2011年6月24日 2012年2月25日 2,561

関東 神奈川県 （仮称）ロピア湘南めぐみが店 平塚市めぐみが丘１－21の２ほか ロピア ロピア 2011年7月14日 2012年3月15日 1,387

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 オーケー 2011年4月22日 2011年12月23日 2,230

関東 神奈川県 （仮称）小田原西酒匂プロジェクト 小田原市西酒匂１－９の１ほか ヨークマート ヨークマート 1 2011年8月1日 2012年4月4日 2,734

関東 神奈川県 （仮称）ヨークマート平塚南原店 平塚市南原１－455の１ほか ヨークマート 1 ヨークマート 2 2011年9月2日 2012年5月3日 3,380

関東 神奈川県
（仮称）足柄大井松田複合商業施
設 大井町金子字中ノ町339の２ほか 大德興業 ビッグライズ 6 2011年11月11日 2012年7月12日 4,423

関東 神奈川県 （仮称）ノジマ厚木店 厚木市岡田字辻3,029ほか ノジマ ノジマ 2012年1月30日 2012年9月30日 3,409

関東 神奈川県 ザ･ビッグ平塚真田店
平塚市真田特定土地区画整理事業
地内２街区１－１ほか

マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2012年2月3日 2012年10月4日 1,964

関東 神奈川県 （仮称）たまや鎌倉手広店 鎌倉市笛田１－280ほか たまや たまや 1 2012年2月10日 2012年10月11日 1,807

関東 神奈川県 （仮称）ヨークマート辻堂太平台店 藤沢市辻堂太平台２－１ほか ヨークマート ヨークマート 2012年2月14日 2012年10月15日 1,453

関東 神奈川県 （仮称）ノジマ野比店 横須賀市野比１－939の１ほか ノジマ ノジマ 2012年2月29日 2012年10月30日 2,185



関東 新潟県 （仮称）ドン・キホーテ長岡店 長岡市福山町1078外 大栄管理 ドン・キホーテ 2011年4月6日 2011年11月25日 2,665

関東 新潟県 テックランド十日町店 十日町市高山塚下706番１外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年7月28日 2012年3月29日 1,504

関東 新潟県
ひらせいホームセンター堀之内
店 魚沼市堀之内字品袋65-1外

ひらせいホーム
センター

ひらせいホームセ
ンター 2011年9月14日 2012年5月15日 1,553

関東 新潟県
（仮称）ムサシ園芸センター三条
店 三条市上須頃432番地外

アークランドサカ
モト

アークランドサカ
モト 2011年10月3日 2012年6月4日 1,262

関東 新潟県 新発田東ショッピングセンター 新発田市東新町 ウオロク ウオロク 2011年12月9日 2012年7月25日 4,350

関東 新潟県
（仮称）大和跡地拠点施設整備事
業 上越市本町4丁目4番8号 イレブンビル 未定 2012年2月20日 2012年10月21日 1,436

関東 新潟県
長岡寺島ショッピングセンターＡ
街区 長岡市寺島町字見取7番8外 コメリ 原信 コメリ 原信 2012年2月27日 2012年10月28日 7,295

関東 新潟県
長岡寺島ショッピングセンターＢ
街区 長岡市寺島町字新助187番1外 コメリ コメリ 2012年2月27日 2012年10月28日 8,823

関東 新潟県
ひらせいホームセンター北長岡
店 長岡市下々条３丁目1451-1外

ひらせいホーム
センター

ひらせいホームセ
ンター

ひらせいトータル
インテリアハウス 2012年3月19日 2012年11月20日 2346

関東 長野県 コスコ・テックランド大町店 大町市大町2955番地１ほか ヤマダ電機 コスコ ヤマダ電機 コスコ 2011年5月25日 2012年1月25日 1,728

関東 長野県
（仮称）綿半スーパーセンター千
曲店 千曲市大字内川770番地　ほか 綿半ホームエイド 綿半ホームエイド 2011年10月14日 2012年6月15日 7,680

関東 長野県 前宮前ショッピングセンター
茅野市安国寺姫宮土地区画整理事
業地2街区6-1　ほか マツヤ ナフコ マツヤ ナフコ 2011年10月14日 2012年6月15日 7,159

関東 長野県 小布施ショッピングパーク 小布施町大字中松570－１ ツルヤ コメリ ツルヤ コメリ 2011年11月17日 2012年7月20日 3,233

関東 長野県 万代書店長野店
長野市大字川合新田字古屋敷北
3389-1 北條組 トレジャー 2012年1月27日 2012年9月28日 2,562

関東 長野県 ツルヤ赤穂店 駒ヶ根市赤穂10271-1　ほか ツルヤ ツルヤ 2012年2月14日 2012年10月15日 2,504

関東 長野県 （仮称）オリックス上田ＳＣ 上田市緑が丘１－１－７　ほか オリックス ケーヨー 原信 1 2012年3月15日 2012年11月16日 7,737

関東 新潟県 カワチ薬品中野店 中野市大字片塩字松崎58－2 カワチ薬品 カワチ薬品 2011年12月28日 2012年8月28日 1,803

関東 山梨県 テックランド富士吉田店
富士吉田市下吉田字山口２５１４番
１外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年6月16日 2012年2月17日 2,654

関東 山梨県 昭和町常永複合施設
昭和町常永土地区画整理事業95街
区1画地外

大和情報サービ
ス ウエルシア関東 2011年8月18日 2012年4月19日 1,331

関東 山梨県 （仮称）セルバ本店
富士吉田市下吉田字丸尾3992番地
の1外 セルバ セルバ 未定 2011年9月26日 2012年4月27日 3,206

関東 山梨県 オギノ貢川店食品館 甲府市徳行一丁目２番１８号 オギノ オギノ 2012年2月6日 2012年10月7日 1,503

関東 山梨県 ユニクロ甲府店 甲府市上阿原町511番地1 三菱UFJリース ユニクロ 2012/3/5 2012/11/6 1,500

関東 山梨県
フーズマーケットおかじま七日市
場店 山梨市七日市場字高芝原842番外 さえき 山梨さえき ウエルシア関東 2012/3/9 2012/11/10 2,319

関東 静岡県 マックスバリュ沼津柳町店 沼津市柳町3-15
マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2011年5月16日 2011年11月17日 1,983

関東 静岡県 ケーズデンキ磐田店 磐田市中泉字院内下913外 ギガス ギガス 2011年6月1日 2011年10月20日 4,110

関東 静岡県 マックスバリュ徳倉店 清水町徳倉1551外
マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2011年6月15日 2011年12月1日 1,435 ×

関東 静岡県
（仮称）クリエイトエス・ディー函南
仁田店 函南町仁田字沢ノ前15-2外

クリエイトエス・
ディー

クリエイトエス・
ディー 2011年9月16日 2012年3月20日 1,227



関東 静岡県 （仮称）焼津小土商業施設 焼津市小土字道東285-1外 バロー 1 バロー
クリエイトエス・
ディー 2011年9月30日 2012年4月1日 2,116

関東 静岡県
（仮称）エイデン伊東･ミニストップ
伊東鎌田店 伊東市鎌田767-1外 エディオン 1 エディオン ミニストップ 2011年9月30日 2012年3月30日 1,606

関東 静岡県
ファッションセンターしまむら伊東
店 伊東市湯川字白石568-4外 ロイ電器 しまむら 2011年10月28日 2012年6月29日 1,116

関東 静岡県 （仮称）バロー掛川成滝店 掛川市成滝586-1 バロー バロー 2011年11月15日 2012年7月16日 1,423

関東 静岡県 （仮称）ドン・キホーテ袋井店 袋井市川井1413-1 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2012年1月17日 2012年9月1日 3,618

関東 静岡県
ファッションセンターしまむら八幡
店 藤枝市八幡字八反島655-8外 しまむら しまむら 2012年1月18日 2012年9月19日 1,151

関東 静岡県 ＳＡＣＣＳ島田 島田市阿知ヶ谷字欠下63-1外
エス・ティ・シー・
サービス 1 ノジマ

マックスバリュ東
海 ○ 2012年3月27日 2012年9月15日 6150

関東 静岡県 （仮称）ハードストック焼津店 焼津市石津240外
焼津鰹節水産加
工業協同組合 エンチョー 2012年3月30日 2012年11月1日 1465

関東
さいたま
市 （仮称）コモディイイダ東大宮店 見沼区東大宮三丁目7番１外 コモディイイダ コモディイイダ 2011年12月8日 2012年11月4日 2,270

関東
さいたま
市 （仮称）ダイエー南浦和店 南区南浦和三丁目1364-1外 ダイエー ダイエー 2012年1月30日 2012年10月1日 2,888

関東 千葉市 ヤオコー千葉稲毛海岸店 美浜区稲毛海岸五丁目１番４５１ ヤオコー ヤオコー 2011年5月12日 2012年2月 2,038

関東 横浜市
（仮称）ホームセンターコーナン港
北インター店 横浜市都筑区折本町142番地ほか

コーナン商事株
式会社

コーナン商事株
式会社

上新電機株式会
社 2011年5月13日 2012年1月14日 12,900

関東 横浜市
（仮称）フードストアあおき横浜天
神橋店

横浜市南区堀ノ内町一丁目102番
地の１ 株式会社あおき 株式会社あおき 2011年9月29日 2012年5月30日 1,286

関東 横浜市 オーケー戸塚上矢部店
横浜市戸塚区上矢部1880番地１
ほか

オーケー店舗保
有株式会社 オーケー 2011年11月7日 2012年7月8日 1,903

関東 横浜市
（仮称）横浜市南区井土ケ谷商業
店舗

横浜市南区井土ケ谷中町129番地
１　ほか

三井住友ファイナ
ンス＆リース サミット 2011年11月10日 2012年7月11日 2,171

関東 横浜市 （仮称）マルエツ新中山店 横浜市緑区中山町100番地１　ほか 齋藤　宏一 マルエツ 2011年11月15日 2012年6月30日 1,660

関東 横浜市
（仮称）ホームセンターコーナン横
浜鶴見店

横浜市鶴見区元宮二丁目792番地
１　ほか

コーナン商事株
式会社

コーナン商事株
式会社 2011年12月27日 2012年8月28日 7,678

関東 横浜市 （仮称）小原木材鶴見ビル
横浜市鶴見区鶴見中央四丁目42番
６号

小原木材株式会
社

株式会社オリン
ピック 2012年2月9日 2012年10月10日 4,579

関東 横浜市 サウスウッド
横浜市都筑区茅ケ崎中央６番地１
ほか

株式会社横浜都
市みらい 未定 2012年2月9日 2013年9月1日 2,885

関東 横浜市
ファッションセンターしまむら笠間
店

横浜市栄区小菅ケ谷二丁目30番１
号 株式会社しまむら 株式会社しまむら 2012年2月14日 2012年10月15日 1,113

関東 横浜市 （仮称）曙町商業施設
横浜市中区曙町三丁目33番地１
ほか

鹿島リース株式
会社 サミット株式会社

株式会社エディオ
ン ○ 2012年2月23日 2012年10月24日 4,209

関東 川崎市 オーケー溝口店
川崎市高津区下作延一丁目７１番１
地 オーケー オーケー 2011年5月26日 2012年1月27日 2,341

関東 川崎市 （仮称）ライフ子母口店
川崎市高津区子母口字旭田２８４番
地

ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2011年10月14日 2012年6月15日 3,686

関東 相模原市 （仮称）ダイエー津久井店 相模原市緑区中野997番1 ダイエー ダイエー 2011年7月28日 2012年3月29日 2,337

関東 相模原市 マックスバリュ相模原東橋本店 相模原市緑区東橋本3-148-1ほか
マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2011年11月28日 2012年7月29日 2,118

関東 相模原市
相模大野西側地区第一種市街地
再開発事業施設建築物 相模原市南区相模大野3-2、3-1,2

相模大野西側地
区市街地再開発
組合

ライフコーポレー
ション 未定 2012年1月13日 2013年3月1日 17,366

関東 相模原市
(仮称)小田急相模原駅北口B地
区第一種市街地再開発ビル 相模原市南区南台5丁目１番

小田急相模原駅
北口B地区市街
地再開発組合 未定 2012年3月29日 2013年10月1日 2246



関東 新潟市 新潟プラザビル
新潟市中央区古町通７番町９４９番
地２外 大和 2 山下家具店 タカツ商事 2011年5月16日 2011年9月19日 5,119

関東 新潟市
（仮称）西区山田ショッピングセン
ター

新潟市西区山田字中道上の東３６
番地１ 興和 1 原信 アルペン 2 2011年10月7日 2012年6月8日 7,140

関東 新潟市 （仮称）ケーズデンキ白根店 新潟市南区能登432-1外 北越ケーズ 北越ケーズ 2012年2月21日 2012年10月22日 2,329

関東 新潟市 （仮称）ウオロク鳥屋野大島店
新潟市中央区鳥屋野大島土地区画
整理事業地内５７街区 ウオロク ウオロク 2012年3月7日 2012年10月15日 1558

関東 静岡市
（仮称）天王南ショッピングセン
ター 清水区天王南18番１　外40筆 株式会社マキヤ 株式会社マキヤ 2011年4月26日 2011年10月28日 9,791

関東 静岡市 （仮称）杏林堂薬局山崎店 静岡市葵区山崎一丁目27番３ 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2011年9月2日 2012年1月24日 2,307

関東 静岡市
（仮称）東静岡地区新都市拠点整
備事業15街区商業施設

静岡市葵区柚木（東静岡地区新都
市拠点整備事業15街区） 三菱地所 未定 2011年9月8日 2013年4月1日 30,000

関東 浜松市
（仮称）ケーヨーデイツー浜松早
出店 浜松市中区早出町1682 外 ㈱ケーヨー ㈱ケーヨー 2011年8月31日 2012年5月1日 2,463

関東 浜松市 遠鉄ストア　フードワン高林店
浜松市中区高林一丁目50番1号
外

遠州鉄道株式会
社 遠鉄ストア 2011年9月14日 2012年5月15日 1,455

関東 浜松市 ホームプラザナフコ浜松東店 浜松市東区中郡町字万魁西1185-7 ナフコ ナフコ 2011年10月18日 2012年6月19日 6,354

関東 浜松市 （仮称）エイデン浜松和田店 浜松市東区和田町666-1　外7筆 エディオン エディオン 2012年3月28日 2012年11月29日 3455

中部 愛知県 （仮称）カネスエ大口店 丹羽郡大口町余野五丁目312番地 ㈱カネスエ商事 カネスエ商事 2011年4月18日 2011年12月19日 2,330

中部 愛知県 （仮称）ケーズデンキ大府店 大府市柊山町一丁目101番地１号 ㈱ギガス ギガス 2011年4月22日 2011年12月23日 3,716

中部 愛知県 ニトリ豊橋店
豊橋市神野新田町字タノ割48ほか
10筆 ニトリ ニトリ 2011年5月10日 2012年1月11日 5,077

中部 愛知県
（仮称）ホームセンターコーナン知
立店 知立市長篠町大山18番26ほか コーナン商事 コーナン商事 2011年5月17日 2012年1月18日 8,320

中部 愛知県 （仮称）蟹江複合施設
蟹江町大字蟹江本町ムノ割１番３ほ
か１筆 立岩 オークワ 2011年5月20日 2012年1月21日 2,347

中部 愛知県 （仮称）Ｙストア蟹江店 蟹江町城三丁目348番ほか13筆 ワイストア ワイストア 2011年5月30日 2012年1月31日 1,650

中部 愛知県 （仮称）トップワン春日井店
春日井篠木四ツ谷土地区画整理地
内24街区14画地 トップワン トップワン 2011年6月10日 2012年2月11日 1,527

中部 愛知県 （仮称）カネスエ長久手卯塚店
長久手町長湫南部土地区画整理事
業地内18街区 カネスエ商事 カネスエ商事 2011年6月15日 2012年2月16日 2,322

中部 愛知県 （仮称）木曽川玉ノ井商業施設
一宮市木曽川町玉ノ井字吉原西1
ほか58筆 昭和リース

マックスバリュ中
部 ケーヨー 1 2011年7月15日 2012年3月16日 5,059

中部 愛知県 （仮称）上新電機半田店
半田市浜田町三丁目８番１号ほか１
筆 上新電機 上新電機 1 2011年8月11日 2012年4月12日 3,580

中部 愛知県

（仮称） 滑 店
（仮称）ベイシア電器常滑インター
店

知多都市計画事業常滑西特定土地
区画整理事業54-2街区1-1画地 ベイシア 1名 ベイシア ベイシア電器 2011年10月6日 2012年6月7日 4,129

中部 愛知県
（仮称）フィール安城住吉店・（仮
称）上新電機安城店

安城市住吉町荒曽根37番１ほか22
筆

フィールコーポ
レーション 1名

フィールコーポ
レーション 上新電機 1 2011年10月7日 2012年6月8日 5,781

中部 愛知県
（仮称）カインズホーム半田店　杉
浦ビル

半田市浜田町３丁目１０－１ほか６
筆 杉浦ビル カインズ 2011年10月28日 2012年6月29日 10,182

中部 愛知県 スーパー三心小信店
一宮市小信中島字郷東58番ほか８
筆 三心 三心 2011年11月10日 2012年7月11日 1,232

中部 愛知県 美合ファッションモール
岡崎市美合町字五本松12番1ほか
28筆 しまむら しまむら 2011年11月18日 2012年7月19日 2,216

中部 愛知県 （仮称）マックスバリュ知多店
知多新知東部東部土地区画整理地
内36街区1番

マックスバリュ中
京

マックスバリュ中
京 2011年12月14日 2012年8月15日 2,336



中部 愛知県
（仮称）ウインダーランド豊橋平川
本町店 豊橋市平川本町1-12-2ほか3筆 高田薬局 高田薬局 セブンイレブン 2011年12月15日 2012年8月16日 1,390

中部 愛知県 （仮称）バロー蟹江店
海部郡蟹江町大字西之森字長瀬下
65番地3ほか9筆 バロー バロー 2012年1月27日 2012年9月28日 1,425

中部 愛知県 （仮称）マックスバリュ春日井店
春日井市上野町字裏田175-3他34
筆

マックスバリュ中
部

マックスバリュ中
部 2012年2月21日 2012年10月22日 2,320

中部 愛知県 エイデン尾張旭店
尾張旭市南本地ケ原町三丁目１４３
番 エディオン エディオン 2012年2月27日 2012年10月28日 3,725

中部 愛知県 ピアゴ新城店 新城市宮ノ後64番ほか ユニー ユニー 未定 2012年3月9日 2012年11月10日 5,299

中部 愛知県 （仮称）テックランド常滑店
常滑多屋土地区画整理事業地内72
ブロック ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年3月29日 2012年11月30日 1,995

中部 岐阜県
（仮称）マックスバリュ各務原那加
店

各務原市那加桐野外二ヶ所大字入
会地字中野8番5

マックスバリュ中
京（株）

マックスバリュ中
京（株） 未定 2011年4月28日 2011年12月29日 2,440

中部 岐阜県 三洋堂書店高富店 山県市高富2405　外 三洋堂書店 三洋堂書店 2011年5月10日 2012年1月11日 1,463

中部 岐阜県 (仮称)ゲンキー関東新店 関市東新町6丁目316番1号　外 ゲンキー(株) ゲンキー(株) 2011年5月13日 2012年1月14日 2,392

中部 岐阜県 カーマホームセンター21岐南店
羽島郡岐南町八剣8丁目103番地
外 カーマ カーマ 2011年6月30日 2012年3月1日 1,463

中部 岐阜県 (仮称)テックランド岐阜羽島店
羽島市竹鼻町飯柄字西折戸149番
地の1　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年7月13日 2012年3月14日 1,947

中部 岐阜県 (仮称)ゲンキー瑞浪稲津店
瑞浪市稲津町小里字岩坪1309番1
外 ゲンキー ゲンキー 2011年7月20日 2012年3月22日 2,392

中部 岐阜県 (仮称）オークワ安八店 安八町大明神字椙ノ木252　外 オークワ オークワ 2011年8月31日 2012年5月1日 1,747

中部 岐阜県
(仮称）スーパーセンターオークワ
可児坂戸店 可児市坂戸625　外 オークワ オークワ 2011年10月6日 2012年6月7日 5,981

中部 岐阜県 (仮称)ドン・キホーテ岐阜瑞穂店 瑞穂市稲里字村西580番地1 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2011年12月2日 2012年8月3日 5,937

中部 岐阜県 テックランド中津川店
中津川市茄子川字堤下2076番102
外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年12月6日 2012年8月7日 1,979

中部 岐阜県 ホームプラザナフコ養老店 養老町瑞穂字旭385-1 ナフコ ナフコ 2011年12月12日 2012年8月13日 3,388

中部 岐阜県 (仮称)クロスガーデン中津川 中津川市かやの木町2588番1 オリックス ヒマラヤ 中部薬品
あかのれん、
ローソン 2011年12月28日 2012年8月29日 3,466

中部 岐阜県 （仮称）ケーズデンキ各務原店 各務原市那加日新町七丁目5番 豊田通商 ギガス 2012年1月12日 2012年9月13日 3,967

中部 岐阜県 (仮称)フレスポ高山 高山市天満町1丁目4番　外 大和リース 駿河屋魚一 駿河屋魚一 アルペン 中部薬品 2012年1月30日 2012年10月1日 6,137

中部 岐阜県
カーマホームセンター21岐南店
本館 岐南町八剣八丁目86-1 カーマ カーマ 2012年2月15日 2012年10月16日 6,848

中部 岐阜県 ゲンキー高山三福寺店 高山市三福寺町242番地の2 大和 ゲンキー 2012年2月15日 2012年11月15日 2,392

中部 岐阜県 ゲンキー本巣小柿店 本巣市小柿座下起1056番地 ゲンキー ゲンキー 2012年3月2日 2012年11月22日 2,392

中部 岐阜県 三洋堂書店長良店 岐阜市福光西2丁目5番16号 三洋堂書店 三洋堂書店 2012年3月5日 2012年11月6日 1,526

中部 岐阜県 ゲンキー郡上八幡店
郡上市八幡町稲成字カゲ畑1007番
地1　外 ゲンキー ゲンキー 2012年3月14日 2012年12月6日 2,479

中部 三重県 マルヤス松阪川井町店 松阪市字上大坪734番1ほか11筆 マルヤス マルヤス ジップドラッグ 2011年7月8日 2012年3月10日 2,321

中部 三重県
(仮称)スーパーセンターオークワ
いなべ店

いなべ市大安町石榑下字野間217-
9ほか39筆 オークワ オークワ 2011年7月26日 2012年3月27日 6,590



中部 三重県 (仮称)バロー伊勢上地店 伊勢市上地町字水飲788-1ほか6筆 バロー バロー 2011年11月21日 2012年7月22日 1,718

中部 三重県
(仮称)多気町相可地内複合店舗
施設

多気郡多気町大字相可漉田1006番
17ほか14筆 ヤマダ電機 ランド・２１ ヤマダ電機 玉城

ジップドラッ
グ 2011年12月28日 2012年8月1日 2,441

中部 三重県 (仮称)バロー北浜田店 四日市市北浜田町317番地ほか6筆 バロー バロー 2012年2月24日 2012年10月25日 1,659

中部 三重県 (仮称)バロー大黒田店
松阪市大黒田町字西出1248番ほか
9筆 ダイワロイヤル バロー 2012年3月9日 2012年11月10日 1,917

中部 三重県 主婦の店熊野店
熊野市有馬町字松原5280番地ほか
10筆 主婦の店 主婦の店 2012年3月29日 2012年11月30日 1,270

中部 富山県 （仮称）バロー清水町店 富山市清水町八丁目1番１ ㈱バロー ㈱バロー 中部薬品㈱ 1 2011年4月1日 2011年10月13日 1,720

中部 富山県 コメリホームセンター黒部店
黒部市荻生字大本7226番地１　外
35筆 コメリ コメリ 2011年5月12日 2012年1月13日 6,796

中部 富山県 原信魚津店 魚津市江口34番地　ほか19筆 ノースランド 原信 2011年12月28日 2012年8月29日 2,091

中部 富山県 プラファ２ 氷見市加納437番地１　ほか たつみ 2 ヤマダ電機 キタムラ 2 2012年1月27日 2012年7月30日 1,265

中部 富山県 （仮称）アルビス高岡野村店 高岡市野村1671番地１　ほか17筆 アルビス アルビス 2012年1月31日 2012年9月15日 1,826

中部 富山県
バロー石坂店・コメリホームセン
ター石坂 富山市石坂588-1　ほか51筆 バロー コメリ バロー コメリ 2012年2月3日 2012年10月4日 7,323

中部 富山県
（仮称）入善上野地区商業施設開
発

入善町上野字蔵堀7137-1　ほか12
筆 大阪屋ショップ 2 大阪屋ショップ ヤマダ電機 1 2012年2月14日 2012年9月30日 3,689

中部 富山県 （仮称）ニトリ滑川店 滑川市稲泉230　ほか２筆 ニトリ ニトリ 2012年2月29日 2012年10月1日 3,528

中部 石川県 大阪屋ショップ鶴来店 白山市知気寺町174番外14筆 大阪屋ショップ 大阪屋ショップ 2011年4月7日 2011年12月8日 2,550

中部 石川県 金沢イータウンＢ街区 金沢市高柳町一字79番3外37筆 アルビス 北川 しまむら 北川 1 2011年4月14日 2011年12月15日 2,999

中部 石川県 アルペン小松沖町店
小松市沖周辺土地区画整理地5街
区 アルペン アルペン 1 2011年7月14日 2012年3月15日 2,729

中部 石川県
アミング小松店、V･drug中部薬品
小松沖町店

小松市沖周辺土地区画整理事業施
行地区内7街区1外13筆 アミング 中部薬品 アミング 中部薬品 2011年8月10日 2012年4月11日 1,580

中部 石川県 マックスバリュ金沢増泉店 金沢市増泉4丁目2番外
マックスバリュ北
陸

マックスバリュ北
陸 4 2011年10月13日 2012年6月14日 2,745

中部 石川県 ホームセンターロッキー七尾店 七尾市古府町か11番外36筆 ロッキー ロッキー 2011年12月6日 2012年8月7日 7,110

中部 石川県 どんたくかほく店 かほく市木津ハ5-1ほか3筆 山成商事 山成商事 1 2012年1月17日 2012年9月18日 2,910

中部 石川県 バロー野々市店 野々市市横宮33-１外11筆 バロー バロー 2 2012年2月17日 2012年10月18日 2,728

中部 名古屋市 テックランド新野並店
名古屋市緑区鳴海町字小森1番地
の3　外10筆 三交不動産 ヤマダ電機 2011年4月22日 2011年12月23日 4,501

中部 名古屋市 トップワン北店 名古屋市北区水草町一丁目9番地 名古屋繊維工業 トップワン 2011年8月31日 2012年5月1日 1,146

中部 名古屋市
ゲオ守山吉根店・スギ薬局守山
吉根店

名古屋市守山区深沢一丁目2603番
外9筆 中日興業 ゲオ スギ薬局 2011年9月28日 2012年5月29日 1,451

中部 名古屋市 ニトリ山王店
名古屋市中川区山王二丁目601番1
外3筆 ニトリ ニトリ 2011年9月30日 2012年5月31日 6,778

中部 名古屋市 バロー東起店
名古屋市中川区東起町二丁目7番
外8筆 ヤオキスーパー バロー 2011年10月11日 2012年6月12日 1,518

中部 名古屋市
クリエイトエス・ディー名古屋瀬古
東店

名古屋市守山区瀬古東三丁目1154
番地　外13筆

クリエイトエス・
ディー

クリエイトエス・
ディー 2011年10月20日 2012年6月21日 1,604



中部 名古屋市
ファッションセンターしまむら篠原
橋東店

名古屋市中川区清川町1丁目1-4、
1-6 しまむら しまむら 2012年2月22日 2012年10月23日 1,126

中部 名古屋市 テックランド名古屋千種店 名古屋市千種区内山1丁目2001番
ジェイアール東海
不動産 ヤマダ電機 2012年2月27日 2012年10月28日 4,974

近畿 福井県
（仮称）ハーツ志比口店複合商業
施設

福井市志比口二丁目１１０６番　外
３１筆

福井県民生活協
同組合

福井県民生活協
同組合 1 2011年7月20日 2012年3月8日 2,907

近畿 福井県 （仮称）ゲンキー美浜店
三方郡美浜町佐柿５９号西ノ川６番
１　外１２筆 ゲンキー ゲンキー 2011年9月28日 2012年5月24日 2,718

近畿 福井県 （仮称）ゲンキー森田店
福井市森田北東部土地区画整理事
業地区内２２街区 ゲンキー ゲンキー 1 2012年2月14日 2012年10月18日 3,918

近畿 福井県 ユース武生店
越前市日野美二丁目１８番１号　外
４筆 ユース ユース 2012年2月14日 2012年10月4日 2,480

近畿 福井県 （仮称）ゲンキー坂井店
坂井市坂井町下新庄１６字７番２
外１６筆 ゲンキー ゲンキー 2012年2月14日 2012年10月4日 2,718

近畿 福井県 （仮称）ヒマラヤ越前店 越前市高木町３７字１－１外１５筆 オリックス ヒマラヤ 2012年2月15日 2012年10月16日 1,895

近畿 福井県 （仮称）クスリのアオキ下江守店
福井市下江守町２７字東割１２　外
４筆 ダイワロイヤル クスリのアオキ 2012年3月12日 2012年11月14日 1,298

近畿 福井県
（仮称）ホームセンタームサシ丸
岡店

坂井市丸岡町羽崎１４字１２－１他
２７筆

アークランドサカ
モト

アークランドサカ
モト 2012年3月16日 2012年10月26日 8,595

近畿 滋賀県 三洋堂書店近江八幡店 近江八幡市出町170番地 秋村組 三洋堂書店 2011年6月14日 2012年2月1日 1,612

近畿 滋賀県 浜大津アーカス 大津市浜町３番５　外２０筆 京阪電気鉄道 ダイレクトショップ 琵琶湖汽船

京阪電 鉄
道
琵琶湖ホテ 2011/6/21 2011/7/16 1,325

近畿 滋賀県
（仮称）ホームプラザナフコ高月
店 長浜市高月町柏原字南季503－１ ナフコ ナフコ 2011年9月28日 2012年4月28日 3,759

近畿 滋賀県
（仮称）ホームプラザナフコ高島
店 高島市新旭町旭346番１　ほか ナフコ ナフコ 2011年9月28日 2012年4月28日 4,312

近畿 滋賀県 （仮称）テックランド甲賀水口店
甲賀市水口町北脇字岡本1720番ほ
か ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年10月11日 2012年6月5日 1,959

近畿 滋賀県 （仮称）ドン・キホーテ長浜店
長浜市小堀町字喜助町406番１　ほ
か 辰誠建設 ドン・キホーテ 2011年10月13日 2012年6月28日 4,519

近畿 滋賀県 （仮称）フレンドマート西大津店
大津市柳川二丁目字下鷺田273番
１　外７筆 平和堂 平和堂 キリン堂 2011年12月9日 2012年7月20日 2,344

近畿 滋賀県
（仮称）ケーズデンキ大津鏡が浜
店

大津市鏡が浜字浅田27番２　外26
筆

関西ケーズデン
キ

関西ケーズデン
キ 2012年3月7日 2012年11月上旬 5,224

近畿 滋賀県 長浜ファッションモール 長浜市小堀町字阿原町380番地 しまむら しまむら 2012年3月12日 2012年10月11日 4,749

近畿 滋賀県 （仮称）ニトリ大津瀬田店 大津市瀬田一丁目字宮城2302番地 ニトリ ニトリ 2012年3月27日 2012年11月上旬 5,039

近畿 京都府 テックランド久御山店 久世郡久御山町林八幡講27-1ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年8月9日 2012年4月10日 1,984

近畿 京都府 （仮称）ケーズデンキ京都八幡店 八幡市下奈良一丁地３番地ほか
関西ケーズデン
キ

関西ケーズデン
キ 2011年12月28日 2012年9月10日 4,108

近畿 大阪府 コノミヤ枚方店 枚方市伊加賀緑町一丁目１５番 コノミヤ コノミヤ 2011年5月31日 2012年2月1日 1,288

近畿 大阪府 （仮称）ディオ貝塚店 貝塚市久保１５７ほか 大黒天物産 大黒天物産 2011年7月15日 2012年3月16日 1,841

近畿 大阪府 （仮称）山陽マルナカ摂津店 摂津市東別府四丁目２１６番１ほか 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2011年7月15日 2012年3月16日 2,015

近畿 大阪府
（仮称）竜華スポーツコンプレック
ス 八尾市龍華町二丁目２番３ほか

三井住友ファイナ
ス＆リース ゼビオ 万代 2011年7月29日 2012年4月1日 4,050

近畿 大阪府 （仮称）ディオ和泉店 和泉市池田下町１３７番４ほか 大黒天物産 大黒天物産 2011年7月29日 2012年3月30日 1,954



近畿 大阪府 （仮称）関西スーパー牧野店 枚方市東牧野１番５
関西スーパー
マーケット

関西スーパー
マーケット 2011年8月17日 2012年4月10日 1,452

近畿 大阪府 （仮称）フレスポ長田（北棟） 東大阪市長田中二丁目４４番 大和リース アルペン 2011年9月29日 2012年5月30日 5,153

近畿 大阪府 （仮称）ディオ河内長野店 河内長野市楠町東１５７３番２ほか 国際開発 大黒天物産 1 2011年10月4日 2012年6月5日 1,959

近畿 大阪府 （仮称）コープ和泉中央 和泉市いぶき野四丁目５番２
大阪いずみ市民
生活共同組合

大阪いずみ市民
生活共同組合 3 2011年10月27日 2012年6月28日 4,519

近畿 大阪府
（仮称）ケーズデンキりんくう泉南
店 泉南市りんくう南浜２番５ 泉南市商工会

関西ケーズデン
キ 2011年11月17日 2012年7月18日 4,362

近畿 大阪府 （仮称）こもれび生活館 枚方市香里ヶ丘三丁目１２番３ 香里ヶ丘トラスト 万代 2 2011年12月16日 2012年8月17日 1,043

近畿 大阪府
（仮称）ホームセンターコーナン東
大阪菱江店２号館 東大阪市菱江３７２番１ほか コーナン商事 コーナン商事 2011年12月21日 2012年8月22日 2,906

近畿 大阪府 万代河原城店 羽曳野市河原城２３番１ほか 花川興産 1 万代 2012年1月11日 2012年9月12日 1,311

近畿 大阪府 （仮称）フレスポ長田（南棟） 東大阪市長田中二丁目１番 大和リース
ライフコーポレー
ション しまむら 7 2012年1月20日 2012年9月21日 3,922

近畿 大阪府
（仮称）イオン貝塚ショッピングセ
ンター 貝塚市地蔵堂７４番２ほか イオンリテール イオンリテール 2012年2月10日 2012年10月11日 11,505

近畿 大阪府 （仮称）万代下六万寺店
東大阪市下六万寺二丁目１０９６番
１ 万代 万代 2012年2月16日 2012年10月17日 1,251

近畿 大阪府 （仮称）ドン・キホーテ守口店 守口市八雲東町一丁目３２４番ほか ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2012年2月29日 2012年11月1日 1,954

近畿 大阪府 （仮称）ニトリ豊中店 豊中市神州町５４９番１ほか
ニトリホールディ
ングス ニトリ 2012年3月12日 2012年11月13日 6,783

近畿 兵庫県 （仮称）ミリオンタウン西宮前浜店 西宮市前浜町1-1 ㈱万代 ㈱万代 2011年5月30日 2012年1月31日 3,645

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス富士が丘店
三田市富士が丘五丁目1番地の一
部 ㈱コスモス薬品 ㈱コスモス薬品 2011年6月2日 2012年2月3日 1,401

近畿 兵庫県 ジュンテンドー柏原店 丹波市柏原町田路123番１ほか ㈱ジュンテンドー ㈱ジュンテンドー 2011年6月29日 2012年3月15日 3,658

近畿 兵庫県 テックランド洲本店 洲本市納字トカリ268番１ほか ㈱ヤマダ電機 ㈱ヤマダ電機 2011年7月19日 2012年3月20日 1,982

近畿 兵庫県 ドラッグコスモスすずかけ台店 三田市すずかけ台一丁目13番ほか ㈱コスモス薬品 ㈱コスモス薬品 2011年8月15日 2012年4月16日 1,475

近畿 兵庫県 ニトリ三木店 三木市大村561 大和リース㈱ ㈱ニトリ 2011年10月6日 2012年4月20日 3,470

近畿 兵庫県 （仮称）テックランド丹波氷上店 丹波市氷上町市辺108－１ほか ㈱ヤマダ電機 ㈱ヤマダ電機 2011年10月14日 2012年5月31日 1,490

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス西脇店 西脇市高田井町43番地ほか ㈱コスモス薬品 ㈱コスモス薬品 2011年10月14日 2012年6月15日 1,496

近畿 兵庫県 （仮称）エーコープ神野店 加古川市新神野五丁目５番１ほか
㈱エーコープ近
畿 ㈱エーコープ近畿 2011年10月31日 2012年7月1日 1,927

近畿 兵庫県 （仮称）ケーズデンキ丹波氷上店 丹波市氷上町稲継281ほか
㈱関西ケーズデ
ンキ

㈱関西ケーズデ
ンキ 2011年11月4日 2012年7月5日 3,168

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス白浜店
姫路市白浜町宇佐崎中一丁目67ほ
か ㈱コスモス薬品 ㈱コスモス薬品 2011年11月8日 2012年7月9日 1,488

近畿 兵庫県 ジュンテンドー仁豊野店 姫路市仁豊野573―１ほか ㈱ＫＡＳＥＩ ㈱ジュンテンドー 2011年12月7日 2012年7月12日 2,213

近畿 兵庫県 ゴダイドラッグ広畑店 姫路市広畑区小阪22番地２ ゴダイ㈱ ゴダイ㈱ 2011年12月26日 2012年8月27日 1,199

近畿 兵庫県 マックスバリュ古坂店
加西市北条町古坂六丁目123番地
ほか

マックスバリュ西
日本㈱

マックスバリュ西
日本㈱ 2012年1月13日 2012年9月14日 1,463



近畿 兵庫県
イオンタウン氷上ショッピングセン
ター

丹波市氷上町石生字牛ノ木2011番
２ほか

マックスバリュ西
日本㈱

マックスバリュ西
日本㈱ 未定 2012年1月31日 2012年10月1日 8,157

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス古坂店
加西市北条町古坂七丁目31番地ほ
か ㈱コスモス薬品 ㈱コスモス薬品 2012年3月29日 2012年11月30日 1,496

近畿 奈良県
（仮称）ＪＲ奈良駅高架下開発（２
期） 奈良市三条本町１番１号ほか

ジェイアール西日
本不動産開発 光洋 2011年6月1日 2012年2月2日 3,641

近畿 奈良県 三洋堂書店榛原店 宇陀市榛原下井足107番地2 三洋堂書店 三洋堂書店 2011年6月21日 2012年2月22日 1,393

近畿 奈良県 サンワシティ西大寺 奈良市西大寺東町２－１－６３ 三和住宅 啓林堂書店 4 2011年7月29日 2012年4月1日 2,008

近畿 奈良県 （仮称）ディオ奈良上牧店
北葛城郡上牧町大字上牧２１５５－
３ほか２２筆 大黒天物産 大黒天物産 2011年9月30日 2012年5月31日 1,972

近畿 奈良県 卸値市場ヨシムラ坊城店
大和高田市根成柿４１０ー１ほか８
筆 スーパーヨシムラ スーパーヨシムラ 2011年9月30日 2012年6月1日 1,600

近畿 奈良県 （仮称）御所市複合商業施設
御所市大字蛇穴３５３番地ほか４０
筆 森川商店 1 ナフコ

関西ケーズデン
キ 2011年10月3日 2012年6月4日 9,099

近畿 奈良県
（仮称）ＪＡならけん総合施設建設
計画 橿原市常盤町605-1ほか

奈良県農業協同
組合

奈良県農業協同
組合 2011年12月6日 2012年8月7日 2,193

近畿 奈良県 （仮称）上新電機桜井上之庄店
桜井市大字上之庄２０１ー１ほか９
筆 上新電機 上新電機 2012年2月24日 2012年10月25日 2,996

近畿 奈良県 （仮称）マックスバリュ登美ヶ丘店 奈良市二名町４５４０番９　他 光洋 光洋 2012年2月24日 2012年10月25日 2,053

近畿 奈良県 （仮称）アピタ上牧店
北葛城郡上牧町大字３０００番地
他２０４筆 ユニー ユニー

関西ケーズデン
キ 2012年3月30日 2013年3月1日 21,600

近畿 和歌山県
（仮称）コーナンＰＲＯ和歌山鳴神
店 和歌山市鳴神字亀宇田629-1他 コーナン商事 コーナン商事 2011年4月26日 2011年12月27日 2,529

近畿 和歌山県 卸値市場ハッスル高野口店 橋本市高野口町名古曽9-1他5筆 スーパーヨシムラ スーパーヨシムラ 未定１店舗 2011年4月28日 2011年12月29日 2,000

近畿 和歌山県
海南築地物販店舗（ジョーシン海
南店） 海南市築地１番97の一部 関電不動産 上新電機 2011年6月10日 2012年2月11日 1,575

近畿 和歌山県
（仮称）ホームセンターコーナン岩
出店２号館 岩出市中島字古川746番1　他 コーナン商事 コーナン商事 2011年7月29日 2012年3月29日 2,065

近畿 和歌山県
ふじと台ステーションビル
「Estacion」東館

和歌山市中583-1（仮換地：4街区1-
2画地及び2画地） 浅井建設 未定 2011年10月31日 2012年6月1日 2,600

近畿 和歌山県 （仮称）ニトリ紀三井寺店 和歌山市紀三井寺625番1号 外 ニトリ ニトリ 2011年12月22日 2012年8月23日 3,409

近畿 和歌山県 （仮称）上新電機有田川店
有田川町大字天満字東風垣内町
289　他7筆 上新電機 上新電機 2012年1月30日 2012年10月1日 1,787

近畿 和歌山県 （仮称）エバグリーンかつらぎ店 かつらぎ町大字佐野字沼905-1　他 廣甚 廣甚 2012年2月6日 2012年10月7日 1,613

近畿 和歌山県 コメリパワー岩出店 岩出市岡田199番1　他 コメリ コメリ 2012年3月23日 2012年11月24日 9,225

近畿 大阪市 （仮称）ライフ西田辺店 阿倍野区西田辺町1丁目200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6月3日 2012年2月4日 1,066

近畿 大阪市 （仮称）ライフ稲荷店 浪速区塩草3丁目1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 2011年6月10日 2012年2月11日 1,527

近畿 大阪市 （仮称）山陽マルナカ此花店 此花区伝法1丁目23番 山陽マルナカ 山陽マルナカ 0 2011年6月22日 2012年2月23日 2,036

近畿 大阪市
（仮称）大阪駅北地区先行開発区
域　大阪北口広場 北区大深町地内 三菱地所 5 未定 2011年6月29日 H25春 3,400

近畿 大阪市
（仮称）ロイヤルホームセンター森
之宮 中央区玉造1丁目540番1外

ロイヤルホームセ
ンター

ロイヤルホームセ
ンター 2011年7月28日 2012年3月29日 7,140

近畿 大阪市 （仮称）ドン・キホーテ梅田店 大阪市北区小松崎町11番16号 日本商業施設 ドン・キホーテ 2011年8月3日 2012年2月17日 2,580



近畿 大阪市
（仮称）デイリーカナート樋之口町
店 大阪市北区樋之口町30－14 イズミヤ イズミヤ 大創産業 2011年8月3日 2012年3月31日 2,149

近畿 大阪市 （仮称）大阪Ｂ＆Ｖビル 中央区難波1丁目5番2外 Ｂ＆Ｖ大阪
ブックオフコーポ
レーション 未定 2011年10月31日 2012年7月1日 2,468

近畿 京都市 （仮称）ニトリ京都四条店 京都市右京区西院日照長１０ ニトリ ニトリ 2011年6月30日 2012年3月1日 6,864

近畿 大阪市 （仮称）心斎橋パルコ 中央区心斎橋筋1丁目45番地外
ルックスビルディ
ング 未定 2012年3月6日 2013年4月1日 3,275

近畿 大阪市
（仮称）マックスバリュ千鳥橋駅前
店 此花区四貫島1丁目61番1　外 阪神電気鉄道 光洋 2012年3月31日 2012年11月22日 1,215

近畿 京都市 （仮称）ライフ北白川店
京都市左京区一乗寺塚本町１１１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11月30日 2012年8月1日 2,475

近畿 堺市 （仮称）ジョーシン鳳北店 西区鳳北町9丁510番地　他 上新電機 上新電機 2011年4月12日 2011年12月13日 3,011

近畿 堺市 （仮称）ラ･ムー堺美原店 堺市美原区平尾328　他 大黒天物産 大黒天物産 2012年1月11日 2012年9月12日 1,869

近畿 神戸市 （仮称）春日野道ＮＫビル
神戸市中央区北本町通１丁目301
番１他

ジェイアール西日
本不動産開発 西松屋チェーン 未定 2011年4月19日 2011年12月20日 1,099

近畿 神戸市
（仮称）神戸北須磨ショッピングセ
ンター

神戸市須磨区多井畑字東山ノ上８
番３号他 大黒天物産 1 大黒天物産 未定３ 2011年9月22日 2012年5月23日 3,325

近畿 神戸市 ドラッグコスモス井吹台店
神戸市西区井吹台北町2丁目17番
9、17番8他 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年11月28日 2012年7月29日 1,277

中国 鳥取県 （仮称）ドラッグコスモス車尾店 米子市車尾五丁目１２５８外 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年9月22日 2012年5月23日 1,363

中国 鳥取県 （仮称）ドラッグコスモス両三柳店 米子市両三柳５０－３外 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年9月22日 2012年5月23日 1,535

中国 鳥取県 （仮称）サンマート新郡家店 八頭町宮谷１９１－１外 サンマート サンマート 2011年10月19日 2012年7月10日 1,400

中国 鳥取県 ゴダイドラッグ智頭店 智頭町市瀬1533 ゴダイ ゴダイ 2011年11月30日 2012年7月31日 1,299

中国 島根県
（仮称）スーパーセンタートライア
ル松江店

松江市山代区画整理事業３街区２
の一部、外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2011年6月29日 2012年2月29日 3,148

中国 島根県 （仮称）テックランド益田店 益田市高津町七丁目イ1128番48外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年7月15日 2012年3月16日 1,984

中国 島根県 （仮称）ニトリ出雲店 出雲市白枝町字南芦田990番2外 ニトリ ニトリ 2011年7月27日 2012年3月28日 3,571

中国 島根県
ファッションセンターしまむら山代
店 松江市山代町字中曽根８０８－６外 しまむら しまむら 2011年9月22日 2012年5月23日 1,118

中国 島根県 （仮称）ドラッグコスモス高岡店 出雲市高岡町６４７番地１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年12月26日 2012年8月27日 1,662

中国 島根県 （仮称）ドラッグコスモス中吉田店 益田市中吉田７０７番地外 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年12月27日 2012年8月28日 1,492

中国 島根県 ホームプラザナフコ大田店 大田市長久町長久イ２１２番地２外 ナフコ ナフコ 2012年1月16日 2012年9月17日 5,163

中国 岡山県 新鮮市場きむら倉敷店
倉敷市四十瀬字四十瀬西３３１番３
９ほか きむら きむら 2011年4月27日 2011年12月28日 1,468

中国 岡山県 コメリホームセンター真備店
倉敷市真備町川辺字糸田２０５９番
１外 コメリ コメリ 2011年5月20日 2011年12月1日 7,071

中国 岡山県 ホームプラザナフコ高梁店
高梁市落合町阿部字下長通り７９２
番１外 ナフコ ナフコ 2011年5月30日 2012年1月31日 2,721 ×

中国 岡山県 （仮称）山陽マルナカ新早島店 早島町前潟字三ノ割２５５ほか 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2011年6月17日 2012年2月18日 1,645

中国 岡山県 ハピッシュ小田中店 津山市小田中字膳田２０３番１ほか
天満屋ハピー
マート

天満屋ハピー
マート 2011年8月16日 2012年4月17日 1,598



中国 岡山県 （仮称）ザグザグ長船店
瀬戸内市長船町服部字西原３８７番
１ほか ザグザグ ザグザグ 2011年10月18日 2012年6月19日 1,376

中国 岡山県 マルイ高野店 津山市高野山西４３７番１１ほか マルイ マルイ バッカス 2011年12月26日 2012年8月27日 1,162

中国 岡山県 ホームプラザナフコ赤磐店
赤磐市町苅田字柳ケ坪１０２５番１
ほか ナフコ ナフコ 2012年2月13日 2012年10月14日 3,644

中国 岡山県 （仮称）ドラッグコスモス備前店 備前市西片上字内座１４０６番４２ コスモス薬品 コスモス薬品 2012年3月30日 2012年12月1日 1,638

中国 広島県 藤三片山店 呉市西片山町５番２ 藤三 藤三 2011年4月15日 2011年11月1日 1,642

中国 広島県 エブリイ呉宮原店 呉市宮原十三丁目６番２８外 エブリイ エブリイ 2011年4月15日 2011年11月1日 2,007

中国 広島県 （仮称）フレスタ廿日市住吉店 廿日市市住吉一丁目615－3外 橋本企画 フレスタ 2011年4月27日 2011年12月1日 1,381

中国 広島県 ドラッグコスモス春日店 福山市春日町一丁目135番外 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年4月28日 2011年12月29日 1,609

中国 広島県 ドラッグコスモス土与丸店
東広島市西条町土与丸字城野橋
1198番1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年6月16日 2012年2月17日 1,193

中国 広島県
ホームセンタージュンテンドー大
柿店 江田島市大柿町大原１０５５番地外

（株）ジュンテン
ドー

（株）ジュンテン
ドー 2011年7月29日 2012年4月1日 2074

中国 広島県 テックランド三次店
三次市十日市西六丁目3001番地1
外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2011年7月29日 2012年3月30日 1525

中国 広島県 （仮称）エブリイ新市店 福山市新市町大字戸手992番1外 オリックス㈱ エブリイ 2011年11月15日 2012年7月16日 1,929

中国 広島県
ホームセンタージュンテンドー佐
伯店 廿日市市永原字大久保９２８番外

株式会社ジュンテ
ンドー

株式会社ジュンテ
ンドー 2012年1月30日 2012年10月1日 2,611

中国 広島県 エブリイ黒瀬店
東広島市黒瀬町菅田字天神原389
番外 昭和リース エブリイ ププレひまわり 2012年2月1日 2012年10月2日 1,707

中国 広島県 テックランド呉広店 呉市広白石四丁目１１２９７番１外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年2月6日 2012年10月7日 2,652

中国 広島県 フレスタ向島店 尾道市向島町字九軒島5581番1 ㈱フレスタ ㈱フレスタ
㈱ハーティウォン
ツ 2012年2月17日 2012年10月1日 1,815

中国 広島県 ユニクロ尾道店 尾道市高須町５７６６番１ 三菱UFJリース ユニクロ 2012年3月21日 2012年11月22日 1,590

中国 広島県 （仮称）因島モール
尾道市因島田熊町字扇新開１１４１
番１外

ハローズ
ユーホー ハローズ ユーホー 2012年3月23日 2012年11月24日 7,425

中国 山口県 ウエスタまるき湯田店 山口市幸町５９１ 丸喜 丸喜 2011年7月15日 2012年3月16日 1,515

中国 山口県 コメリホームセンター長門店 長門市東深川２３３８ コメリ コメリ 2011年7月27日 2012年3月28日 7,074

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス東岐波店 宇部市大字東岐波２１８２－１ コスモス薬品 コスモス薬品 2011年9月14日 2012年5月15日 1,496

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス安養寺店 下関市長府安養寺１－１０６７－１ コスモス薬品 コスモス薬品 2011年9月29日 2012年5月30日 1,496

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス清末店 下関市清末千房２－５２－４ コスモス薬品 コスモス薬品 2011年10月31日 2012年7月1日 1,492

中国 山口県
スーパーセンタートライアル下松
店 下松市潮音町１－６２－３

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2011年11月10日 2012年7月11日 4,015

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス萩南店 萩市大字椿２４３８－３ コスモス薬品 コスモス薬品 2012年1月19日 2012年9月20日 1,329

中国 山口県 ニトリ下松店 下松市望町１－３７－６ ニトリ ニトリ 2012年2月28日 2012年10月29日 5,149

中国 広島市 ダイレックス五日市店 広島市佐伯区三宅一丁目３２番外 オリックス ダイレックス 2011年5月19日 2012年1月20日 1,232



中国 広島市 （仮称）デオデオ第二本店 広島市中区大手町一丁目１番１外 エディオン エディオン 2011年5月27日 2012年1月28日 7,369

中国 広島市 （仮称）広島紙屋町プロジェクト 広島市中区紙屋町一丁目２番２２外 広島電鉄 1 未定 2011年6月17日 2012年2月18日 2,492

中国 広島市 （仮称）ラ・ムー可部店
広島市安佐北区可部三丁目７９番５
外 大黒天物産 大黒天物産 未定 2011年7月6日 2012年3月7日 2,492

中国 広島市 Jゾーン大町
広島市安佐南区大町東三丁目１３２
９番外

フォーライフコー
ポレーション

リックコーポレー
ション 未定 2011年7月26日 2012年3月27日 1,664

中国 広島市 ホームプラザナフコ白木店
広島市安佐北区白木町大字市川字
向川原１５０番１外 ナフコ ナフコ 2011年8月31日 2012年5月1日 1,657

中国 広島市
（仮称）ドラッグコスモス西風新都
店

広島市安佐南区大塚西六丁目７０６
６番２ コスモス薬品 コスモス薬品 2011年12月16日 2012年8月17日 1,660

中国 広島市
（仮称）コストコホールセール広島
倉庫店 広島市南区南蟹屋二丁目５１４番外

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 2012年3月28日 2013年3月1日 10357

中国 岡山市 （仮称）ザグザグ豊成店 岡山市南区豊成3丁目511番1ほか ザグザグ ザグザグ 2011年11月24日 2012年7月25日 1,214

中国 岡山市 （仮称）フレスタ岡山門田屋敷店
岡山市中区門田屋敷三丁目7番101
ほか フレスタ フレスタ 2011年12月12日 2012年7月1日 1,169

中国 岡山市 ハローズ妹尾店
岡山市南区箕島字野田1378番3ほ
か ハローズ ハローズ 未定 2011年12月26日 2012年8月1日 2,560

中国 岡山市
ダイレックス平島店・紳士服のは
るやま岡山平島店

岡山市東区南古都字宮山436番1ほ
か ダイレックス

はるやま商
事 ダイレックス はるやま 2012年2月3日 2012年10月4日 2,100

四国 徳島県 ゆめタウン徳島
板野郡藍住町奥野字東中須83番地
１ほか イズミ イズミ 2011年4月27日 2011年12月28日 40,000

四国 徳島県 ドラッグコスモス鯛浜店 板野郡北島町鯛浜字原151-1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2011年5月31日 2012年2月1日 1,247

四国 徳島県
（仮称）ホームセンターコーナン徳
島藍住店 徳島市住吉六丁目89番1ほか

コーナン商事株
式会社

コーナン商事株
式会社 2011年7月22日 2012年3月23日 3,775

四国 徳島県 セブン大林店
小松島市大林町字宮ノ本75番1ほ
か 株式会社セブン 株式会社セブン 2011年7月22日 2012年3月23日 1,168

四国 徳島県 ドラッグコスモス北島店
板野郡北島町江尻字松ノ本5番24
ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2011年7月29日 2012年3月30日 1,166

四国 徳島県 ドラッグコスモス北佐古店 徳島市北佐古一番町108-1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2011年7月29日 2012年3月30日 1,324

四国 徳島県
主婦の店西須賀店・ドラッグスト
アセガミ徳島西須賀店 徳島市西須賀町東開46番1ほか 主婦の店 主婦の店 セガミメディクス 2011年8月22日 2012年4月22日 1,158

四国 徳島県 ドラッグコスモス阿波店 阿波市阿波町大道北132番地ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2011年10月3日 2012年6月4日 1,653

四国 徳島県 ダイレックス藍住店 板野郡藍住町笠木字東野55番地 ダイレックス ダイレックス 2011年10月26日 2012年6月27日 1,159

四国 徳島県 セブン安宅店 徳島市安宅二丁目235番１ほか セブン セブン 2011年12月5日 2012年8月6日 1,616

四国 徳島県 キョーエイ福島店 徳島市福島一丁目10番50号 キョーエイ キョーエイ 2012年1月6日 2012年9月7日 1,161

四国 香川県 ケーズデンキ高松春日店 高松市春日町１４９番地１ほか ビッグ・エス ビッグ・エス 2011年9月21日 2012年5月22日 6,571

四国 香川県 ハローズ大野原店
観音寺市大野原町大野原３９１２番
ほか ハローズ ハローズ 未定 2011年11月4日 2012年7月5日 4,249

四国 香川県 ドラッグコスモス豊中店
三豊市豊中町本山甲字百合田８８１
番２ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2011年11月8日 2012年7月9日 1,693

四国 香川県 ドラッグコスモス高松西店 高松市西町773番1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2011年11月9日 2012年7月10日 1,584

四国 香川県 ドラッグコスモス綾川店
綾歌郡綾川町萱原字下所５９１番１
ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2011年7月14日 2012年3月15日 1,681



四国 香川県 ダイレックス観音寺店 観音寺市村黒町239番地1ほか ダイレックス ダイレックス 2011年12月14日 2012年8月15日 1,126

四国 愛媛県 ハローズ三島店 四国中央市中曽根町381番1 ハローズ ハローズ 2011年6月28日 2012年2月29日 2,062

四国 愛媛県 （仮称）コスモス喜田村店 今治市喜田村二丁目312-1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年7月21日 2012年3月22日 2,644

四国 愛媛県 コメリホームセンター宇和店 西予市宇和町上松葉61番1号 コメリ コメリ 2011年7月29日 2012年3月30日 4,563

四国 愛媛県 周ちゃん広場 西条市丹原町池田290番地
周桑農業協同組
合

周桑農業協同組
合 2011年10月21日 2012年6月22日 2,063

四国 愛媛県 セブンスター垣生店 松山市東垣生町104番地　外 セブンスター セブンスター 2011年12月15日 2012年8月16日 1,934

四国 愛媛県
（仮称）ドラッグコスモス三島宮川
店 四国中央市三島宮川一丁目2330-1 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年12月21日 2012年8月22日 1,634

四国 愛媛県 （仮称）ケーズデンキ大洲店 大洲市若宮1420番地2号他 （株）ビッグ・エス ケーズ電気（ビッグ・エス） 2012年3月26日 2012年11月27日 3,563

四国 愛媛県 ハローズ今治店
今治市土橋町一丁目334番地1　外
10筆 （株）ハローズ ハローズ 2012年3月29日 2012年11月30日 2,137

四国 高知県
（仮称）コーナンホームストック須
崎店 須崎市桐間西26番地　他 コーナン商事 コーナン商事 2011年6月28日 2012年2月29日 2,260

四国 高知県
（仮称）ホームセンターコーナン高
知駅前店 高知市北本町二丁目1802番　他 コーナン商事 コーナン商事 2011年6月29日 2012年3月1日 4,411

四国 高知県 エーマックス一宮店 高知市薊野南町２８－１２ エースワン エースワン 2011年11月16日 2012年7月17日 1,825

四国 高知県 ケーズデンキ須崎店 須崎市神田字新町屋敷2485-1他 ビッグ・エス ビッグ・エス 2011年11月22日 2012年7月17日 3,966

九州 福岡県 ダイレックス筑紫野店
福岡県筑紫野市美しが丘南三丁目
１番２　外 ダイレックス ダイレックス 2011年4月7日 2011年12月8日 1,439

九州 福岡県 ルミエール春日店
福岡県春日市下白水北三丁目９１
番１　外 三角商事 三角商事 2011年4月13日 2011年12月14日 3,416

九州 福岡県 マルキョウ船津店 福岡県大牟田市船津町３９９番　外 マルキョウ マルキョウ 2011年4月28日 2011年12月28日 1,411

九州 福岡県 （仮称）イオンモール福津
福岡県福津市福間駅東土地区画整
理事業地内１００街区１外 イオンモール イオン九州 2011年5月31日 2012年2月1日 46,461

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス近大前店 福岡県飯塚市柏の森字山内１－４０ コスモス薬品 コスモス薬品 2011年5月31日 2012年2月1日 1,496

九州 福岡県 ドラッグコスモス碓井店
福岡県嘉麻市臼井字船田３３９番１
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年5月31日 2011年12月29日 1,639

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス水城店
福岡県太宰府市水城2丁目432番
1,2,3,5,10 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年6月2日 2012年2月3日 1,488

九州 福岡県 ホームプラザナフコ筑前店
福岡県朝倉郡筑前町東小田字古川
原1516番１外 ナフコ ナフコ 2011年6月9日 2012年2月10日 2,366

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス椎田店
福岡県築上郡築上町大字東八田
611-2外 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年7月4日 2012年3月5日 1,497

九州 福岡県 ダイレックス篠栗店
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲614
番3外 ダイレックス ダイレックス 2011年8月1日 2012年4月2日 1,168

九州 福岡県 ダイレックス甘木店
福岡県朝倉市甘木字丁ノ坪235番1
外 ダイレックス ダイレックス 2011年8月12日 2012年4月13日 1,304

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス黒木店 福岡県八女市黒木町本分1214外 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年8月30日 2012年5月1日 1,656

九州 福岡県 ダイレックス柳川南店 福岡県柳川市三橋町江曲173番1外 ダイレックス ダイレックス 2011年8月31日 2012年5月1日 1,581

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス赤池店 福岡県田川郡福智町赤池948番1 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年9月29日 2012年5月30日 1,654



九州 福岡県 ハローデイ柏の森 福岡県飯塚市柏の森147-4外 ハローデイ ハローデイ 2011年10月19日 2012年6月20日 2,500

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
整理事業地内E１２街区 三菱UFJリース ヒマラヤ

エービーシー・
マート

ブン・ジャパ
ン 2011年10月31日 2012年7月1日 2,267

九州 福岡県 フレスポ豊前 豊前市大字吉木944-1外 ナフコ 3 ナフコ ナチュラル ○ 2011年11月2日 2012年7月3日 5,144

九州 福岡県 ホームプラザナフコ鞍手店 鞍手町大字中山2103番5外 ナフコ ナフコ 2011年11月9日 2012年7月10日 3,312

九州 福岡県 （仮称）ドラッグストアモリ岡垣店 岡垣町東山田二丁目429番1外 ナチュラル ナチュラル 2011年12月19日 2012年8月20日 1,173

九州 福岡県 ホームプラザナフコ岡垣店
岡垣町大字高倉字中縄手6691番1
外 ナフコ ナフコ 2011年12月26日 2012年8月27日 3,314

九州 福岡県 ホームプラザナフコ黒木店 八女市黒木町大字今字西原402外 ナフコ ナフコ 2011年12月26日 2012年7月1日 2,305

九州 福岡県 （仮称）ニトリ飯塚店 飯塚市太郎丸字森の前1609番外 ニトリ ニトリ 2012年1月31日 2012年11月30日 5,153

九州 福岡県
仮称春日フォレストシティーファッ
ションモール 春日市大字下白水205-1外 しまむら しまむら 2012年2月2日 2012年10月3日 2,439

九州 福岡県 くりえいと三丁目商業施設 宗像市くりえいと三丁目3番1号 コスモス薬品 三喜 コスモス薬品 三喜 2012年2月3日 2012年10月4日 4,208

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス羽山台店 大牟田市大字白川字上園574番1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年2月10日 2012年10月13日 1,659

九州 福岡県
ハードオフ・オフハウス久留米国
分店 久留米市国分町字片原2030番1外

オフィスバーク
レー

ありがとうサービ
ス 2012年2月16日 2012年9月15日 1,402

九州 福岡県 （仮称）ニトリ新宮店 新宮町大字上府字雨堤781番1外 ニトリ ニトリ 2012年2月17日 2012年10月19日 5,128

九州 福岡県 （仮称）コメリパワー川崎店 田川郡川崎町田原宮迫1248-1外 コメリ コメリ 2012年3月1日 2012年10月1日 8,900

九州 福岡県 にしてつストア三瀦店 久留米市三瀦町早津崎811番1号外 西鉄ストア 西鉄ストア 2012年3月7日 2012年11月8日 1,528

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス中鶴店 中間市中鶴4丁目1662番2外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年3月23日 2012年11月24日 1,659

九州 佐賀県 (仮称）ドラッグコスモス白石店
佐賀県杵島郡白石町大字戸ヶ里字
一本松1891-1,1891-2 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年4月28日 2011年12月29日 1,488

九州 佐賀県 スーパーモリナガ唐津佐志店 佐賀県唐津市佐志字新田3820番1 スーパーモリナガ スーパーモリナガ 2011年5月10日 2012年1月11日 1,863

九州 佐賀県 ダイレックス伊万里店
佐賀県伊万里市二里町大里乙159
番2　外 ダイレックス ダイレックス 2011年5月11日 2012年1月12日 1,168

九州 佐賀県 ダイレックス鳥栖店
佐賀県鳥栖市田代大官町832番2
外 三菱UFJリース ダイレックス 2011年8月19日 2012年4月20日 1,200

九州 佐賀県 ダイレックス高木瀬店
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬
932-5　外 ダイレックス ダイレックス 2011年8月19日 2012年4月20日 1,616

九州 佐賀県 (仮称）ドラッグコスモス唐津鏡店
佐賀県唐津市鏡字南新開3489-1
外5筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年9月22日 2012年5月23日 1,722

九州 佐賀県 スーパーモリナガ南佐賀店
佐賀市南佐賀一丁目224番3　外10
筆 スーパーモリナガ スーパーモリナガ 2011年12月21日 2012年8月22日 1,710

九州 佐賀県 ダイレックス佐賀店 佐賀市本庄町大字袋280番1　外

藤 康
武籐志郎
吉岡信子 ダイレックス 2011年12月26日 2012年8月27日 1,163

九州 佐賀県 ダイレックス唐津店 唐津市神田2233　外 ダイレックス ダイレックス 2012年1月13日 2012年9月14日 1,166

九州 佐賀県 (仮称)ドラッグコスモス牛津店 小城市芦刈町芦溝字中溝162-3 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年1月17日 2012年9月18日 1,655

九州 佐賀県 ダイレックス鏡店 佐賀県唐津市鏡3490番地1　外 ダイレックス ダイレックス 2012年2月8日 2012年10月9日 1,608



九州 佐賀県 （仮称）コープ新栄西 佐賀市神栄西二丁目1335　外7筆

活協
同組合
納富　義隆

コープさが生活協
同組合 2012年3月13日 2012年11月14日 3,184

九州 佐賀県 （仮称）マックスバリュ鳥栖村田店 鳥栖市村田町695番8　外13筆
マックスバリュ九
州

マックスバリュ九
州 2012年3月29日 2012年11月30日 2,315

九州 長崎県 (仮称）ドラッグコスモス加津佐店 長崎県南島原市加津佐町乙381-1 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年6月29日 2012年2月29日 1,489

九州 長崎県 (仮称）ドラッグコスモス高来店
長崎県諫早市高来町溝口字辻ノ堂
153番、154番、155番 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年7月7日 2012年3月7日 1,653

九州 長崎県
スポーツデポ・ゴルフ５長崎時津
店

長崎県西彼杵郡時津町日並郷字火
籠1320番109 福岡地所 アルペン 2011年8月19日 2012年4月20日 3,773

九州 長崎県 ダイレックス佐々店
長崎県北松浦郡佐々町松瀬免字狩
立９番１　外 ダイレックス ダイレックス 2011年9月6日 2012年5月7日 1,209

九州 長崎県 (仮称）ドラッグコスモス溝陸店 長崎県大村市溝陸町999番地１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年9月16日 2012年5月17日 1,653

九州 長崎県 （仮称）エレナ大川田店 長崎県大村市大川田町363番１　外 エレナ エレナ 1 2011年9月20日 2012年5月21日 1,742

九州 長崎県 (仮称）ドラッグコスモス日野店 長崎県佐世保市日野町1938-1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年9月26日 2012年5月27日 1,249

九州 長崎県 ダイレックス佐世保店
長崎県北松浦郡佐々町松瀬免字狩
立９番１　外 ダイレックス ダイレックス 2011年10月27日 2012年6月28日 1,133

九州 長崎県
ダイレックス東長崎店・石釜パン
工房　長与の郷　長崎本店 長崎市高城台一丁目１番１０号　外 ダイレックス 1 ダイレックス 1 2011年11月14日 2012年7月15日 1,239

九州 長崎県 ニトリ佐世保店 佐世保市日宇町２７２４番６　外 ニトリ 1 ニトリ 2012年1月13日 2012年9月14日 5,121

九州 長崎県 (仮称）ドラッグコスモス西海店
西海市西海町太田和郷赤バヘ
3296-11の一部　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年2月15日 2012年10月16日 1,494

九州 長崎県 マックスバリュー時津店
西彼杵郡時津町日並郷字火籠1320
番110

ティービーコーポ
レーション

マックスバリュー
九州 2012年3月1日 2012年11月2日 1,708

九州 長崎県
（仮称）イオン佐世保白岳ショッピ
ングセンター 佐世保市白岳町50番地1　外3筆 イオン九州 イオン九州 2012年3月1日 2012年11月2日 7,803

九州 長崎県 ダイレックス大村古賀島店 大村市古賀島町435番地1　外 ダイレックス ダイレックス 2012年3月21日 2012年11月22日 1,611

九州 熊本県 ダイレックス八代店 八代市松江町字芭蕉１０６番ほか イオス ダイレックス 1 2011年6月10日 2011年12月15日 1,865

九州 熊本県 ホームプラザナフコ山鹿店 山鹿市石字臼塚７３３番地１ ナフコ ナフコ 1 2011年6月28日 2011年11月30日 2,949

九州 熊本県 〈仮称）ケーズデンキ菊陽店

熊本市都市 事業　菊陽第
地区画整理事業施行地内４４街区２
４番ほか 坂本商店

九州ケーズデン
キ 2011年7月28日 2012年3月29日 3,960

九州 熊本県 ダイレックス高森店
阿蘇郡高森町大字高森２１１２－１
ほか ダイレックス ダイレックス 2011年8月29日 2012年3月8日 1,499 ×

九州 熊本県 ニトリ八代店 八代市海士江町下城2712番１ほか ニトリ ニトリ 2011年8月30日 2012年2月17日 3,474

九州 熊本県 コメリパワー宇土店 宇土市善道寺町字綾織５９番１ほか コメリ コメリ 2011年8月31日 2012年5月1日 8,935

九州 熊本県 ドラッグコスモス松島店 上天草市松島町合津7915番6 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年8月31日 2012年2月25日 1,635

九州 熊本県 グッデイ玉名店（仮称） 玉名市玉名字中無田地内
嘉穂無線ホール
ディングス 嘉穂無線 2011年9月21日 2012年5月22日 4,995

九州 熊本県 （仮称）テックランド玉名店 玉名市中字池尻1061番１ほか 九州テックランド 九州テックランド 2011年9月28日 2012年3月15日 2,021

九州 熊本県 ケーズデンキ玉名パワフル館 玉名市玉名字中無田地内
九州ケーズデン
キ

九州ケーズデン
キ 2011年9月29日 2012年5月30日 3,326

九州 熊本県 ドラッグコスモス麦島店
八代市中北町字中牟田3246番3ほ
か コスモス薬品 コスモス薬品 2011年10月11日 2012年6月12日 1,499



九州 熊本県 ドラッグコスモス益城店 上益城郡益城町馬水716ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2011年10月26日 2012年5月10日 1,389

九州 熊本県 ダイレックス菊池店 菊池市大琳寺字下原24番1ほか ダイレックス ダイレックス 2011年12月1日 2012年5月17日 1,107

九州 熊本県 ダイレックス高森店 阿蘇郡高森町大字高森2112-1ほか ダイレックス ダイレックス 2011年12月13日 2012年6月20日 1,499

九州 熊本県 フレイン高森店 阿蘇郡高森町高森2216番地 熊本フレイン 熊本フレイン ウィル 2011年12月19日 2012年6月30日 1,980

九州 熊本県 ロッキー嘉島店
上益城郡嘉島町大字上島字同尻
2155ほか ロッキー ロッキー 2011年12月26日 2012年7月1日 1,330

九州 熊本県 ドラッグコスモス新海士江店 八代市海士江町字下城2706番1 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年1月13日 2012年8月4日 1,736

九州 熊本県 ドラッグコスモス熊本嘉島店
上益城郡嘉島町大字上島字同尻
2177番1 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年3月6日 2012年10月6日 1,620

九州 熊本県 ホームプラザナフコ西原店 阿蘇郡西原村布田1035番4 ナフコ ナフコ 2012年3月30日 2012年11月1日 1,976

九州 大分県 ダイレックス下郡店 大分市大字下郡1751番１　外 ダイレックス ダイレックス 2011年5月31日 2012年2月1日 1,557

九州 大分県 （仮称）ＪＲ大分駅商業施設 大分市要町2599-2番地外65筆 九州旅客鉄道 コープおおいた 2011年6月23日 2012年2月23日 4,852

九州 大分県 ダイレックスやまなみ店 別府市大字鶴見２８３番１　外 ダイレックス ダイレックス 2011年8月12日 2012年4月13日 1,209

九州 大分県 ドラックコスモス上宗方店
大分市大字上宗方字世利越667番
40　外1筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年11月14日 2012年7月15日 1,324

九州 大分県
（仮称）ドラッグストアモリ豊後高
田店 豊後高田市大字新地１９３３番１外 ナチュラル ナチュラル 2012年1月27日 2012年9月28日 1,219

九州 大分県 (仮称）テックランド大分宇佐店 宇佐市大字辛島白木１９５番２　外 九州テックランド 九州テックランド 2012年2月3日 2012年10月4日 1,452

九州 大分県 (仮称)サンライフメロン 大分市田室町９番３８号　外 サンライフ サンライフ 2012年2月22日 2012年10月23日 1,944

九州 大分県 ダイレックス中津店
中津市大字万田字一本松６１１番地
１ ダイレックス ダイレックス 2012年3月26日 2012年11月27日 1,160

九州 大分県 （仮称）マックスバリュ別府上原店 別府市上原町3196番　外1筆
マックスバリュ九
州

マックスバリュ九
州 2012年3月27日 2012年11月28日 1,697

九州 宮崎県 (仮称)デサキ宮崎店
宮崎市吉村町東部第二土地区画整
理事業地内（３９区画） マァノア 出先 2011年4月11日 2011年12月12日 1,809

九州 宮崎県 ニトリ宮崎南バイパス店 宮崎市源藤町東田５９７番地 ニトリ ニトリ 2011年8月12日 2012年4月13日 6,760

九州 宮崎県 （仮称）ヒマラヤ延岡店 延岡市別府町4401番1　外17筆 ヒマラヤ ヒマラヤ 2011年8月12日 2012年4月13日 2,698

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス広原店 都城市広原町４号１番地 コスモス薬品 コスモス薬品 2011年9月12日 2012年5月13日 1,424

九州 宮崎県
コメリハード＆グリーン国富店・ご
ちそう工房サンリッチ

東諸県郡国富町大字本庄字浄知院
1716番1　外 コメリ・毎日屋 コメリ 毎日屋 2011年10月24日 2012年6月25日 1,812

九州 宮崎県
スーパーセンタートライアル小林
店

小林市堤字西ノ原２９０６－１　外１
３筆 トライアル トライアル 2011年11月28日 2012年7月29日 4,005

九州 宮崎県 （仮称）テックランド宮崎南店
宮崎市大字恒久字今井手７２５番地
外１２筆 ヤマダ電機 ヤマダ電器 2011年11月30日 2012年7月31日 2,647

九州 宮崎県 ダイレックス早水店 都城市早水町５－１ ダイレックス ダイレックス 2011年11月30日 2012年7月31日 1,168

九州 宮崎県
生活協同組合コープみやざき財
光寺店 日向市財光寺１７３番地１　外１３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 2012年2月29日 2012年10月30日 1,742

九州 宮崎県
スーパーセンタートライアル三股
店

北諸県郡三股町樺山４８３４－１
外２６筆 トライアル トライアル 2012年3月12日 2012年11月13日 4,251



九州 宮崎県 タイヨー錦町店 宮崎市錦町３８番１　外１筆 タイヨー タイヨー 2012年3月30日 2012年11月30日 3,900

九州 鹿児島県 マックスバリュ東郡元店 鹿児島市郡元19番３外2筆
マックスバリュ九
州

マックスバリュ九
州 2011年4月11日 2011年12月12日 1,554

九州 鹿児島県 プラッセ食品館吉野店 鹿児島市川上町1959番地30外7筆 大和 大和 2011年4月15日 2011年12月16日 1,330

九州 鹿児島県
（仮称）生活協同組合コープかご
しま宇宿店 鹿児島市田上町5558　外22筆

生活協同組合
コープかごしま

生活協同組合
コープかごしま 2011年7月13日 2012年3月14日 1,382

九州 鹿児島県 天文館シネマパラダイス 鹿児島市東千石町19番1外16筆 ㈱天文館 未定 2011年9月8日 2012年5月1日 1,708

九州 鹿児島県
（仮称）スーパーセンターニシムタ
薩摩川内店

薩摩川内市御陵下町字公佛3226番
地　外12筆 ㈱ニシムタ ㈱ニシムタ

㈱ココストアウエ
スト 2011年9月15日 2012年5月16日 8,369

九州 鹿児島県 タイヨー騎射場店
鹿児島市下荒田三丁目39番10外5
筆 タイヨー タイヨー 2011年10月14日 2012年6月15日 1,270

九州 鹿児島県 ニトリ鹿屋店
肝属郡肝付町富山字上尾891番6
外11筆 ニトリ ニトリ 2011年12月21日 2012年8月22日 3,462

九州 鹿児島県 ライフガーデン国分
霧島市国分中央一丁目1836番１
外1筆 ダイワロイヤル

マックスバリュ九
州 サンドラッグ 2011年12月28日 2012年8月29日 2,996

九州 鹿児島県 タイヨー吉田店 鹿児島市本名町1098番１外３筆 タイヨー タイヨー 2012年1月27日 2012年9月28日 1,845

九州 鹿児島県 タイヨー上荒田店 鹿児島市上荒田町26番４外５筆 タイヨー タイヨー 2012年3月2日 2012年11月3日 1,710

九州 鹿児島県
(仮称)鹿児島市真砂本町商業施
設 鹿児島市真砂本町3番８号 本坊酒造 なりざわ 未定 2012年3月7日 2012年11月7日 1,356

九州 鹿児島県 (仮称)ヒマラヤ出水店 出水市今釜町７６３　外６筆 オリックス ヒマラヤ 2012年3月14日 2012年11月14日 1,836

九州 福岡市 ダイレックス吉塚店 福岡市博多区吉塚５-２０２ほか 髙丘　順子 2 ダイレックス 2011年5月25日 2012年1月26日 1,367

九州 福岡市 （仮称）大名１丁目プロジェクト 福岡市中央区大名一丁目２２２ほか 西通り開発 未定 2011年6月10日 2012年2月11日 5,127

九州 福岡市 （仮称）ドラッグストアモリ今宿店
福岡市西区今宿町　伊都土地区画
整理事業地内147街区 ナチュラル ナチュラル 2012年2月1日 2012年10月2日 1,181

九州 福岡市 （仮称）ドラッグコスモス名子店
福岡市東区名子３丁目710番１　他
６筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年3月23日 2012年11月24日 1,646

九州 北九州市 （仮称）ハローデイ井堀店
北九州市小倉北区井堀三丁目２番
地１ ハローデイ ハローデイ 未定 2011年5月25日 2012年1月26日 3,554

九州 北九州市 （仮称）アクロスプラザいとうづ
北九州市小倉北区上到津三丁目９
５番２　ほか

大和情報サービ
ス 丸久 未定 2011年7月25日 2012年3月26日 5,957

九州 北九州市 （仮称）サンリブ黒崎店 北九州市八幡西区岡田町９番５ サンリブ サンリブ 2011年10月26日 2012年6月27日 1,739

九州 北九州市 （仮称）イズミ小倉南店
北九州市小倉南区上葛原一丁目14
番108 イズミ イズミ 2012年1月16日 2012年9月17日 2,687

九州 北九州市 （仮称）サンリブもりつね
北九州市小倉南区守恒一丁目250
番1ほか 谷弥 サンリブ 未定 2012年1月31日 2012年10月1日 8,318

九州 北九州市 （仮称）ドラッグコスモス西海岸店
北九州市門司区西海岸二丁目２０
の一部２０－１、２０－２ コスモス薬品 コスモス薬品 2012年3月27日 2012年11月28日 1,648

九州 熊本市 ドラッグストアモリ　城南店
熊本市城南町阿高字穴町305番1ほ
か ホウトク技研 ナチュラル ○（未定） 2011年12月6日 2012年8月7日 2,604

九州 熊本市 （仮称）戸島西５丁目商業施設 熊本市戸島西五丁目3144番1ほか
ティーティーエス
企画

マックスバリュ九
州 未定 2012年2月14日 2012年10月15日 3,600

九州 熊本市 ダイレックス田崎店 熊本市野中二丁目9番11号 ダイレックス ダイレックス 2012年3月5日 2012年11月6日 1,174

沖縄 沖縄県 （仮称）ダイレックス石川店 うるま市石川一丁目44番 ダイレックス ダイレックス 2011年4月8日 2011年12月9日 1,208



沖縄 沖縄県
トヨタカローラ沖縄株式会社浦添
店 浦添市城間四丁目７番３号

トヨタカローラ沖
縄

トヨタカローラ沖
縄 2011年4月13日 2011年12月14日 1,275

沖縄 沖縄県
（仮称）サンエー宜野湾コンベン
ションシティ 宜野湾市字宇地泊浜原558番10 サンエー サンエー 2011年7月21日 2012年7月3日 16,112

沖縄 沖縄県 ダイレックス糸満店 糸満市字潮平611番７外 ダイレックス ダイレックス 2011年7月22日 2012年3月23日 1,199

沖縄 沖縄県 マックスバリュ知花店 沖縄市知花６丁目10番１号 イオン琉球 イオン琉球 2011年12月16日 2012年8月17日 1,772

沖縄 沖縄県 （仮称）ドン・キホーテ宜野湾店 宜野湾市大山七丁目1400番74,75 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2012年2月10日 2012年10月11日 5,300


	法第５条第１項（新設）

