
平成２４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 マックスバリュ滝川本店 滝川市本町４丁目６２０
マックスバリュ北
海道 マックスバリュ 2012年4月3日 2012年12月4日 1,815

北海道 北海道 ベストプライス永山中央店
旭川市永山３条２２丁目２９５番地
ほか 道北アークス 道北アークス 2012年4月6日 2012年12月7日 1,422

北海道 北海道 根室西浜町ショッピングセンター 根室市西浜町８丁目９６番地１ほか 三菱ＵＦＪリース ホーマック デンコード 2 2012年4月12日 2012年12月13日 7,526

北海道 北海道
スポーツデポ・ゴルフ５旭川永山
店

旭川市永山３条２２丁目２９５番地
ほか アルペン アルペン 2012年4月23日 2012年12月24日 5,714

北海道 北海道
函館市石川中央ショッピングタウ
ン 函館市石川町１６３－２４ほか

北海道環境サー
ビス コープさっぽろ 大創産業 2012年5月14日 2013年1月15日 4,347

北海道 北海道 静内カリンパショッピングモール
新ひだか町静内木場町２丁目１番６
号

セントラルリーシ
ングシステム ツルハ 大創産業 5 2012年5月22日 2013年1月23日 4,364

北海道 北海道 happii美原367 函館市美原３丁目２２４－２８ほか 平和プロジェクト しまむら
エービーシー
マート 2012年5月31日 2013年2月1日 1,590

北海道 北海道
サッポロドラッグストアー旭川大
町2条店

旭川市大町２条７丁目７７番地１２
号

サッポロドラック
ストアー

サッポロドラッグ
ストアー 2012年10月23日 2013年6月24日 1,275

北海道 北海道 テックランド伊達店 伊達市松ケ枝町６７番７ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年11月26日 2013年7月27日 1,993

北海道 北海道 ケーズデンキ余市店 余市町黒川町２０丁目15-７ほか デンコードー デンコードー 2012年12月5日 2013年8月6日 2,082

北海道 北海道 ラッキー倶知安店 倶知安町南２条西１丁目１番地 大雪閣 北雄ラッキー 2012年12月10日 2013年8月11日 3,126

北海道 北海道
サッポロドラッグストアー静内店・
ファッション市場サンキ静内店

新ひだか町静内木場町１丁目２番４
号ほか

サッポロドラッグ
ストアー

サッポロドラッグ
ストアー 北海道三喜 2012年12月27日 2013年8月20日 2,236

北海道 北海道 函館蔦谷書店 函館市石川町85-1ほか SNOW-ASSET 函館蔦谷書店 ヘブンディオ 2012年12月28日 2013年8月29日 8,311

北海道 北海道 FM中標津店
中標津町東５条南１１丁目１番９ほ
か しまむら しまむら 2013年1月28日 2013年9月29日 2,204

北海道 北海道 FM帯広南店 帯広市南町南29-88 しまむら しまむら 2013年1月29日 2013年9月30日 1,936

北海道 北海道
サッポロドラッグストアー旭川豊
岡４条店 旭川市豊岡４条３丁目６番地１３号

サッポロドラッグ
ストアー

サッポロドラッグ
ストアー ローソン 1 2013年1月29日 2013年9月30日 1,453

北海道 北海道 スーパーアークス美幌店 美幌町字新町１丁目７番ほか 道東ラルズ ラルズ ツルハ 2013年1月31日 2013年10月1日 3,085

北海道 北海道 江差ショッピングセンター 江差町伏木戸町５５７番地ほか DCMホーマック 2 DCMホーマック ブンデン 1 2013年2月12日 2013年10月13日 5,362

北海道 北海道 釧路鳥取ショッピングセンター 釧路市鳥取大通９丁目９-11ほか 釧石運輸 ツルハ マックスバリュ 2013年2月20日 2013年10月21日 3,036

北海道 北海道 テックランド恵庭店
恵庭市北柏木２丁目２９３番地８ほ
か ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年3月11日 2013年11月12日 1,990

北海道 北海道 旭川複合商業施設 旭川市４条通１０丁目２１８９番ほか 大和リース
サッポロドラッグ
ストアー 2013年3月18日 2013年11月19日 1,307

北海道 札幌市 （仮称）フレッティ琴似店建て替え 札幌市八軒5条東1丁目524－2ほか ラルズ ラルズ 2012年4月12日 2012年12月13日 1,551

北海道 札幌市 ケーズデンキ発寒店
札幌市西区発寒13条14丁目1078－
11の内　ほか ヤマカ山加運輸 デンコードー 2012年4月20日 2012年11月22日 5,636

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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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6月4日 2012年11月7日 3,321

北海道 札幌市 月寒東ショッピングセンター
札幌市豊平区月寒東4条11丁目
272-4ほか 日本エステート デンコードー 2 2012年8月1日 2013年3月1日 9,106

北海道 札幌市
サッポロドラッグストアー山鼻南
14条店

札幌市中央区南14条西15丁目1495
番46

エヌ・ティ・ティ都
市開発

サッポロドラッグ
ストアー 2012年9月19日 2013年5月20日 1,159

北海道 札幌市
ホーマックスーパーデポ厚別東
店 札幌市厚別区厚別東5条1丁目1

三井住友ファイナ
ンス＆リース ホーマック 2012年10月5日 2013年4月25日 15,388

北海道 札幌市
（仮称）ホーマックスーパーデポ
発寒店

札幌市西区発寒9条14丁目516-257
ほか 丸高水産 ホーマック 2012年10月17日 2013年5月5日 12,347

北海道 札幌市 マックスバリュ八軒5条店
札幌市西区八軒5条西4丁目94-2ほ
か

マックスバリュ北
海道 マックスバリュ 2012年12月5日 2013年7月1日 2,565

北海道 札幌市
サッポロドラッグストアー西宮の沢4
条店

札幌市手稲区西宮の沢4条2丁目4
番1号 三愛地所

サッポロドラッグ
ストアー 2013年2月27日 2013年10月11日 1,246

北海道 札幌市 （仮称）ｻｯﾎﾟﾛﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱｰ清田店
札幌市清田区清田2条2丁目124-10
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 2013年3月26日 2013年11月27日 1,383 ×

北海道 札幌市
スーパービバホーム清田羊ヶ丘
通店 札幌市清田区真栄54ほか

東京センチュリー
リース LIXILビバ サンキュー 2013年3月29日 2013年11月30日 13,585

東北 青森県 コメリホームセンター青森階上店
三戸郡階上町大字道仏字天当平１
－４７外 コメリ コメリ 2012年4月20日 2012年12月21日 5,105

東北 青森県 テックランド青森三好店 青森市三好二丁目２－３０外 スコーレ ヤマダ電機 2012年5月25日 2013年1月26日 2,622

東北 青森県 ユニバース松原店 弘前市大字松原東一丁目３－１外 ユニバース ユニバース 2012年6月6日 2013年2月7日 1,465

東北 青森県 マエダストア鶴田店
北津軽郡鶴田町大字菖蒲川字前田
238外 マエダ マエダ 2012年12月26日 2013年8月27日 1,211

東北 青森県 ユニバース青柳店 青森市青柳二丁目９－１１ ＮＴＴファイナンス ユニバース 2012年12月26日 2013年8月27日 1,285

東北 青森県 （仮称）ドン・キホーテ弘前店 弘前市大字高田五丁目２－８ ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2013年1月25日 2013年9月26日 2,535

東北 青森県 （仮称）ニトリ青森店 青森市大字石江字三好１１５外 ニトリ ニトリ 2013年2月18日 2013年10月19日 6,789

東北 青森県 テックランド弘前２号店 弘前市大字神田一丁目６－２外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年2月22日 2013年10月23日 4,967

東北 岩手県 （仮称）ショッピングコートみたけ 盛岡市みたけ二丁目110番1号 丸高商事
スーパーマーケッ
トマルイチ 2012年4月5日 2012年11月22日 4,788

東北 岩手県 （仮称）水沢区田小路商業施設 奥州市水沢区字田小路58番地
ランディック都市
開発 未定 2012年6月27日 2013年2月28日 6,854

東北 岩手県 （仮称）アクロスプラザ盛南
盛岡市盛岡南新都市土地区画整理
事業地内306街区1-2画地

大和情報サービ
ス ジョイス サンドラック ○ 2012年7月31日 2013年4月1日 4,412

東北 岩手県 テックランド宮古店 宮古市磯鶏一丁目86番1号　ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年8月29日 2013年4月30日 1,509

東北 岩手県
(仮称）ホーマックスーパーデポ新
盛南店

盛岡市盛岡南新都市土地区画整理
事業地内306街区1-1画地　外 ホーマック 1 ホーマック アルペン 2012年11月13日 2013年7月14日 23,384

東北 岩手県 メガセンタートライアル盛岡南店
盛岡市盛岡南新都市土地区画整理
事業地内306街区2-2画地　外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2012年12月25日 2013年8月26日 7,060

東北 岩手県
スーパーセンタートライアル水沢
上姉体店

奥州市水沢区上姉体三丁目2番1号
外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2012年12月25日 2013年8月26日 4,717

東北 岩手県
（仮称）大更南ショッピングセン
ター

八幡平市大更第１８地割８８番地１
２ほか

いわて生活協同
組合 2

いわて生活協同
組合 薬王堂 〇 2013年3月22日 2013年11月23日 3,961

東北 岩手県 （仮称）カワチ薬品一関三関店 一関市三関字神田１１８番地ほか カワチ薬品 カワチ薬品 2013年3月8日 2013年11月9日 1,426

東北 岩手県
盛岡市中央卸売市場総合食品セ
ンター

盛岡市羽場１０地割１００番地３ほ
か 盛岡市 ベルプラス 丸源生花店 5 2013年3月18日 2013年11月19日 8,499

東北 宮城県 ウジエスーパー古川中里店 大崎市古川中里二丁目３１－１　外 ウジエスーパー ウジエスーパー 2012年4月16日 2012年12月17日 2,209

東北 宮城県 フィルタウンショッピングセンター 遠田郡美里町牛飼字八反９２　外 ウジエスーパー ウジエスーパー ヤマダ電機 ○ 2012年4月19日 2012年12月20日 5,038



東北 宮城県 テックランド塩釜店 塩竈市新浜町二丁目２７－１８　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年6月19日 2013年2月20日 1,987

東北 宮城県 クリエみうら松川前ＳＣ　Ａエリア 気仙沼市松川前１００番地１　外 駅前ストアー 駅前ストアー ヤマダ電機 2012年9月28日 2013年6月27日 3,772

東北 宮城県 クリエみうら松川前ＳＣ　Ｂエリア 気仙沼市松川前４７番地　外 駅前ストアー 薬王堂 大創産業 2012年9月28日 2013年6月27日 1,815

東北 宮城県 テックランド岩沼店 岩沼市末広一丁目１２８－２　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年10月12日 2013年6月13日 1,980

東北 宮城県
（仮称）ヤマザワハーモニータウ
ン店

黒川郡大和町杜の丘一丁目１６番
地 ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 2012年10月25日 2013年6月26日 3,464 ×

東北 宮城県 （仮称）ヤマザワ白石北店 白石市福岡長袋字高畑１　外 ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 2012年11月21日 2013年7月22日 3,009

東北 宮城県 （仮称）イオンタウン矢本Ⅱ期 東松島市小松字谷地　地内 イオンタウン 未定 未定 未定 2012年12月26日 2013年8月27日 2,923

東北 秋田県 メルシティ潟上
潟上市飯田川飯塚字古開90番地7
ほか

飯田川「都市開
発 4 ニトリ ヤマダ電機 9 2012年5月10日 2013年1月11日 14,695

東北 秋田県 グランマート石脇店 由利本荘市石脇字田尻野２番４　外 タカヤナギ タカヤナギ 2012年5月1日 2013年1月7日 1,333

東北 秋田県
（仮称）秋田市中通一丁目再開発
商業施設 秋田市中通一丁目４番３号

市街地再開発組
合

㈱秋田まるごと市
場 ㈱仙台北辰 14 2012年6月5日 2012年7月5日 2,906

東北 秋田県 ナイス飯島店 秋田市土崎港北３丁目98-1　他
コンピュータシス
テム ナイス 2012年10月11日 2013年6月12日 1,879

東北 秋田県 いとく土崎みなと店 秋田市土崎港西三丁目地内
伊徳ホールディン
グス

伊徳ホールディン
グス 2012年12月28日 2013年8月29日 2,342

東北 山形県 ヤマザワ松見町店
山形市松見町第二土地区画整理事
業5街区1外 ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 1 2012年5月11日 2013年1月12日 3,395

東北 山形県 ヤマザワ上山店 上山市矢来三丁目10番1外 ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 2012年7月30日 2013年3月31日 3,269

東北 山形県 （仮称）ヨークタウン新庄
新庄市金沢字下モ田2344番地の1
外 ヨークベニマル ヨークベニマル 2013年1月25日 2013年9月26日 2,018

東北 山形県 ヤマザワ上山店 上山市矢来三丁目10番1外 ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 2013年2月4日 2013年10月5日 3,361

東北 山形県 （仮称）ヨークタウン長井小出 長井市小出字館西3854番地1外 ヨークベニマル ヨークベニマル コメリ 2013年2月20日 2013年10月21日 7,680

東北 山形県 ケーズデンキ寒河江店 寒河江市新山町22番1外 デンコードー デンコードー 2013年3月19日 2013年11月20日 2,434

東北 福島県 (仮称）カワチ薬品矢吹店 矢吹町八幡町433番１ほか カワチ薬品 カワチ薬品 2012年4月5日 2012年12月6日 1,433

東北 福島県 テックランド福島南店 福島市太平寺字坿屋敷54ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年5月15日 2013年3月15日 4,076

東北 福島県 コメリホームセンター喜多方店
喜多方市関柴町上高額字前田１６
番地ほか コメリ コメリ 2012年6月5日 2013年2月6日 5,931

東北 福島県 ヨークベニマル笹谷店 福島市笹谷字南田３番地１ほか ヨークベニマル ヨークベニマル 2012年6月6日 2013年2月7日 1,664

東北 福島県 （仮称）ヨークベニマル佐糠店 いわき市佐糠町八反田９１－１ほか ヨークベニマル ヨークベニマル 2012年6月7日 2013年2月8日 3,290

東北 福島県 ケーズデンキ喜多方店
喜多方市関柴町西勝字清水尻４８０
番１ほか

不動産信託リ
サーチ デンコードー 2012年7月4日 2013年3月5日 2,158

東北 福島県 フレスポ須賀川 須賀川市森宿字北向８８番１ほか 大和リース 1 DCMホーマック ヨークベニマル 3 2012年8月3日 2013年4月4日 8,501

東北 福島県
ファッションセンターしまむらコス
モス通り店 郡山市鳴神三丁目７５番地 サンライズ伊東 しまむら 2012年9月12日 2013年5月13日 1,116

東北 福島県
(仮称）ダイユーエイト郡山イン
ター店

郡山市富田町字権現林11番地の２
ほか ダイユーエイト ダイユーエイト 2012年11月16日 2013年7月17日 3,909

東北 福島県 カワチ薬品白河東店 白河市中田２３番１ほか カワチ薬品 カワチ薬品 2012年11月16日 2013年7月17日 1,467

東北 福島県 (仮称）サンデー須賀川店 須賀川市古河７番地ほか サンデー サンデー 2012年12月27日 2013年8月28日 4,295



東北 仙台市 ユニクロ仙台泉店
泉区市名坂清水端２００－３他　１２
筆 ユニクロ 2012年5月28日 2014年1月29日 3,306

東北 仙台市 サンドラッグ中山台店 青葉区芋沢字吉成山 双葉綜合商事 サンドラッグ 2012年10月16日 2013年6月17日 1,272

東北 仙台市
ホームセンターコーナンあすと長
町店

仙台市太白区あすと長町二丁目3
番地1、9 ダイワロイヤル コーナン商事 2012年11月19日 2013年5月 3,906

東北 仙台市 ヨークベニマル太子堂店
仙台市あすと長町土地区画整理事
業地49街区2他 ヨークベニマル ヨークベニマル 2012年11月30日 2013年7月26日 2,616

東北 仙台市 西友台原店 青葉区堤町三丁目9番1号外 西友 西友 2012年12月11日 2013年4月25日 1,193

東北 仙台市 ゼライスタウン 若林区若林二丁目45番1他 ゼライス 3 ヨークベニマル カワチ薬品 2 2013年1月9日 2013年8月8日 5,499

関東 茨城県 テックランド神栖店 神栖市筒井1470-1 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年4月27日 2012年12月28日 2,646

関東 茨城県 ドラッグストアクラモチ下妻店 下妻市砂沼新田字大貝55-1　外 倉持薬局 倉持薬局 2012年5月8日 2013年1月9日 1,465

関東 茨城県 ケーズデンキ土浦真鍋店 土浦市真鍋一丁目1081番１　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5月10日 2013年1月11日 5,928

関東 茨城県 （仮称）ケーズデンキ結城店
結城市結城南部第四土地区画整理
事業56街区７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5月24日 2013年1月25日 2,056

関東 茨城県 山新田彦店 ひたちなか市田彦1594番の１ 山新 山新 2012年6月14日 2013年2月15日 5,889

関東 茨城県 （仮称）ケーズデンキ古河店 古河市西牛谷603番１ ハクト恒産
ケーズホールディ
ングス 2012年6月20日 2013年2月21日 6,500

関東 茨城県 （仮称）イオンモールつくば つくば市稲岡66－１　外 イオンモール イオンリテール 2012年6月22日 2013年2月23日 54,000

関東 茨城県 ヨークタウン牛久南 牛久市南二丁目12番地７　外 ヨークベニマル ヨークベニマル 2012年6月27日 2013年2月28日 2,830

関東 茨城県 テックランド坂東店
坂東市辺田字稲荷前１２１３番２６
外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年7月6日 2013年3月7日 1,987

関東 茨城県 テックランドつくば学園店

葛
整理事業施行地区内Ａ‐４７街区①
画地 大岡建設工業 ヤマダ電機 2012年7月25日 2013年3月26日 4,996

関東 茨城県 テックランド土浦店 土浦市上高津字沼下360番　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年8月30日 2013年5月1日 3,634 ×

関東 茨城県 （仮称）マルト元吉田
水戸市元吉田町字作田３２５０番６
外

マルトグループ
ホールディングス マルト 2012年9月4日 2013年5月5日 1,655

関東 茨城県 ドラッグてらしま取手新町店 取手市新町三丁目甲３７６番２　外 寺島薬局 寺島薬局 2012年9月21日 2013年5月22日 1,345

関東 茨城県 コメリＨＣ桜川店 桜川市中泉字星ノ宮３３３－１　外 コメリ コメリ 2012年10月17日 2013年6月18日 7,237

関東 茨城県 テックランドひたちなか２号店 ひたちなか市新光町３９番２ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年10月19日 2013年6月20日 5,118

関東 茨城県 テックランド茨城桜川店 桜川市友部字谷中７６５－１　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年10月31日 2013年7月1日 1,980

関東 茨城県
（仮称）コストコホールセールつく
ば倉庫店

葛
整理事業施行地区内Ｂ６１街区①
画地

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12月13日 2013年7月26日 10,036

関東 茨城県 ケーズデンキ常総店 常総市新石下字駒離１５６３番　外
ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2013年1月24日 2013年9月25日 2,346

関東 茨城県 （仮称）カワチ薬品総和店 古河市駒羽根字久保８２１番３　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2013年1月30日 2013年10月1日 1,540

関東 茨城県 （仮称）カワチ薬品常陸太田店 常陸太田市山下町１７０４番４　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2013年1月30日 2013年10月1日 1,545

関東 茨城県 （仮称）つくばみらいＳＣ
つくばみらい市絹の台６丁目２０番１
号　外 日立ライフ ホーマック ホーマック ヨークベニマル 2013年1月31日 2013年10月1日 6,965

関東 茨城県 テックランド土浦店 土浦市上高津字沼下３６０番　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年2月12日 2013年10月13日 5,049

関東 茨城県 （仮称）筑西横島ＳＣ 筑西市横島字簿田２１６番１　外 ホーマック
ヨークベニマ
ル ホーマック ヨークベニマル 2013年2月27日 2013年10月28日 6,697



関東 茨城県 テックランド茨城稲敷店 稲敷市西代字東田１５４２番１　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年3月8日 2013年11月9日 2,645

関東 栃木県 ビッグワンTSUTAYAさくら氏家店 さくら市櫻野字五斗蒔505番地外 ビッグワン ビッグワン 3 2012年4月11日 2012年12月12日 2,725

関東 栃木県 ヨークタウン雨ヶ谷店 小山市大字雨ヶ谷880番地外 ヨークベニマル ヨークベニマル サンドラッグ 2012年4月23日 2012年12月24日 3,245

関東 栃木県 たいらや宇都宮川田店 宇都宮市川田町字草倉816番１外 芙蓉総合リース たいらや 2012年5月16日 2013年1月15日 1,627

関東 栃木県 テックランド那須塩原店 那須塩原市豊住町80-5 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年6月1日 2013年2月2日 2,686

関東 栃木県 ニトリ小山店 小山市喜沢1223番11外 ニトリ ニトリ 2012年7月30日 2013年3月31日 4,985

関東 栃木県 カワチ薬品小川店
那珂川町小川字上ノ原2382番地３
外 カワチ薬品 カワチ薬品 2012年8月3日 2013年4月4日 1,326

関東 栃木県 ニトリ今市店 日光市豊田25-1外 ヤマダ電機 ニトリ 2012年8月30日 2013年4月30日 2,017

関東 栃木県
フードオアシス　オータニ御幸ヶ
原店

宇都宮市御幸ヶ原町字道下91番13
外 大谷商店 オータニ 2012年10月4日 2013年6月5日 1,174

関東 栃木県
（仮称）フードオアシスオータニ小
山店 小山市城東６丁目105-6外 オリックス オータニ 2013年2月7日 2013年10月8日 1,618

関東 栃木県 ベイシア真岡店 真岡市並木町一丁目２番地１外 ベイシア ベイシア 2013年2月27日 2013年10月28日 4,942

関東 群馬県 クスリのアオキ藤岡店 藤岡市藤岡996番1　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2012年6月28日 2013年3月1日 1,477

関東 群馬県 クスリのアオキ下浜田店 太田市下浜田町４８２番１１外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2012年6月28日 2013年3月1日 1,609

関東 群馬県 コメリホームセンター富岡店 富岡市下高瀬３９５番１号　外 コメリ コメリ 2012年7月10日 2013年3月11日 5,412

関東 群馬県 フォレストモール新前橋 前橋市古市町180-1　他 フォレスト フレッセイ ○ 2012年7月31日 2013年4月1日 5,510

関東 群馬県 クスリのアオキ高崎飯塚店 高崎市飯塚町７０８番５ クスリのアオキ クスリのアオキ 2012年8月31日 2013年5月1日 1,628

関東 群馬県 テックランド大泉店 邑楽郡大泉町坂田1,077-1　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年10月25日 2013年6月26日 1,993

関東 群馬県 クスリのアオキ伊勢崎田部井店
伊勢崎市田部井町二丁目535番
外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2012年11月30日 2013年7月31日 1,523

関東 群馬県 テックランド伊勢崎西小保方店 伊勢崎市西小保方町347番18　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年2月1日 2013年10月2日 2,168

関東 群馬県 テックランドＮｅｗ藤岡店 藤岡市中栗須字浅見前26番1　外 南毛運送 ヤマダ電機 2013年2月13日 2013年10月14日 3,518

関東 群馬県 ヤオコー前橋箱田店 前橋市箱田町字村西１２３番１　外 ヤオコー ヤオコー 2013年2月15日 2013年10月16日 1,903

関東 群馬県 ビッグモーター前橋店 前橋市小屋原町５９５番地１　外 ビッグモーター ビッグモーター 2013年2月27日 2014年6月1日 1,143

関東 群馬県 ベイシア前橋川曲店 前橋市川曲町361番外 ベイシア ベイシア 2013年2月27日 2014年9月1日 2,500

関東 群馬県 カスミ桐生相生店店 桐生市相生町字多賀廻425-2  外 カスミ カスミ 〇 2013年3月1日 2013年11月2日 2,336

関東 群馬県 ハンユウオート前橋店 前橋市亀里町378番地　外 ハンユウオート 〇 ハンユウオート 2013年3月13日 2014年6月30日 1,016

関東 埼玉県 (仮称)Ｊｏｓｈｉｎ鴻巣店 鴻巣市袋字窪７６３番地１外 上新電機 上新電機 2012年5月2日 2013年1月3日 2,394

関東 埼玉県 (仮称)ベルク深谷店 深谷市東方３丁目３５番地外 ベルク ベルク 2 2012年5月11日 2013年1月12日 4,610

関東 埼玉県 カインズホーム飯能武蔵丘店 飯能市大字中山字鶴舞６０８番１外 カインズ カインズ 2012年5月28日 2013年1月29日 2,313

関東 埼玉県 ヤオコー新座栗原店 新座市栗原一丁目１２２２番地 ヤオコー ヤオコー 2012年6月4日 2013年2月5日 1,825



関東 埼玉県 ベルク川越小仙波店 川越市小仙波町三丁目１６番地外 ベルク ベルク 2012年6月5日 2013年2月6日 1,912

関東 埼玉県
ファッションセンターしまむら東所
沢店 所沢市東所沢２丁目１１－１外３筆 セレスツネオカ 1 しまむら 2012年8月30日 2013年5月1日 1,075

関東 埼玉県 ベイシア本庄早稲田モール
田駅周辺土地区画整理事業43街区
1画地外 ベイシア ベイシア カインズ ○ 2012年9月11日 2013年5月12日 20,467

関東 埼玉県
ファッションセンターしまむら錦町
店

蕨市錦町土地区画整理事業施行区
域内１０４-２街区②他３筆 奥田　綾子 しまむら 2012年10月15日 2013年6月16日 1,141

関東 埼玉県 ベルク越谷花田店 越谷市花田一丁目17-2外 ベルク ベルク 2012年10月31日 2013年7月1日 2,043

関東 埼玉県 ベイシア深谷国済寺店 深谷市国済寺４２６番１外 ベイシア ベイシア 2012年11月9日 2013年7月10日 2,303

関東 埼玉県 スーパーバリュー朝霞泉水店 朝霞市泉水三丁目２１７５番１号外 健栄商事 スーパーバリュー 2012年11月26日 2013年7月27日 1,661

関東 埼玉県 （仮称）ヤオコー志木下宗岡店 志木市下宗岡二丁目１９９７番外 ヤオコー ヤオコー 2012年12月6日 2013年8月7日 1,576

関東 埼玉県 テックランド行田店 行田市桜町1丁目3761番外 富士見地所 ヤマダ電機 2012年12月7日 2013年8月8日 1,978

関東 埼玉県 東京インテリア家具杉戸店 杉戸町杉戸2370番
東京インテリア家
具

東京インテリア家
具 2012年12月11日 2013年8月12日 9,503

関東 埼玉県 ベルク北本二ツ家店 北本市二ツ家一丁目１２４-1外 ベルク ベルク 2012年12月14日 2013年8月15日 2,170

関東 埼玉県 A-GEO・タウン 上尾市宮本町３番２号 上尾市 12 ヤオヒロ ○ 2012年12月17日 2013年8月18日 1,917

関東 埼玉県 (仮称）ヒマラヤ新座店
口第2土地区画整理事業55街区外
５筆 新井辰司 ヒマラヤ 2013年1月29日 2013年9月30日 2,415

関東 埼玉県 スーパーバリュー飯能店 飯能市柳町16番の1外 スーパーバリュー スーパーバリュー 2013年2月25日 2013年11月1日 1,723

関東 埼玉県 ヤオコー戸田駅前店 戸田市大字新曽字柳原651番1 ヤオコー ヤオコー 2013年2月28日 2013年11月1日 1,469

関東 埼玉県 テックランドNew新座野火止店 新座市野火止六丁目720番1外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年2月28日 2013年11月1日 4,530

関東 埼玉県 （仮称）カスミ川口南前川店 川口市南前川一丁目２６１０番外 カスミ カスミ コーナン商事 2013年3月5日 2013年11月6日 5,102

関東 埼玉県 UNICUS川越 川越市新宿町一丁目17番1外
ピーアンドディコ
ンサルティング ヤオコー ノジマ ○ 2013年3月8日 2014年11月30日 6,095

関東 埼玉県 島忠ホームズ草加舎人店 草加市遊馬町字中沼２－１ 島忠 島忠 オーケー 16 2013年3月11日 2013年11月12日 24,108

関東 埼玉県
イオンタウン吉川美南（A街区）

吉川市美南三丁目１２ イオンタウン イオンリテール セリア 2013年3月13日 2013年11月20日 3,599

関東 千葉県 ケーズデンキ大網白里店
山武郡大網白里町仏島字大道８５
番２ほか

ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2012年4月13日 2012年12月14日 2,400

関東 千葉県
（仮称）ホームプラザナフコ四街
道店

区画整理事業９０－１街区２－１画
地 ナフコ ナフコ 2012年4月25日 2012年12月26日 9,314

関東 千葉県 イオンタウン新船橋 船橋市北本町一丁目811番９ ほか イオンタウン
マックスバリュ関
東 11 2012年5月2日 2013年3月1日 3,000

関東 千葉県 （仮称）カスミ匝瑳八日市場店
匝瑳市八日市場町ホ字大境1番１
ほか カスミ カスミ 2012年5月18日 2013年1月19日 2,258

関東 千葉県 スーパーベルクス野田七光台店 野田市光葉町一丁目６番地
サンベルクスホー
ルディングス サンベルクス 2012年5月23日 2013年1月24日 4,469

関東 千葉県 ヤオコー市川新田店 市川市新田二丁目３８２番ほか ヤオコー ヤオコー 2012年5月23日 2013年1月24日 2,470

関東 千葉県 カインズモール木更津金田 木更津市金田東三丁目1番地3 カインズ カインズ 2012年5月25日 2013年1月26日 12,797

関東 千葉県 (仮称）マミーマート柏根戸店 柏市根戸字根切３８８番３ほか マミーマート マミーマート 2012年6月28日 2013年2月15日 1,790

関東 千葉県 酒々井プレミアム・アウトレット 酒々井町飯積二丁目４番１ほか
三菱地所・サイモ
ン ワールド 132 2012年6月29日 2013年4月18日 21,466



関東 千葉県
（仮称）東京インテリア家具かずさ
アクアシティ店

木更津都市計画事業金田東特定土
地区画整理事業１５３街区②画地

東京インテリア家
具

東京インテリア家
具 2012年7月6日 2013年2月5日 11,650

関東 千葉県 （仮称）ベスタ津田沼
南口特定土地区画整理事業２８街
区 ベルク ベルク 2012年7月9日 2013年4月1日 5,718

関東 千葉県 ナリタヤ印旛日本医大店
印西市鎌苅字中野峠２０８９番地３
ほか ナリタヤ ナリタヤ 2012年7月17日 2013年3月18日 1,507

関東 千葉県 ケーズデンキ船橋夏見台店 船橋市夏見台四丁目６３１番１ 七朗兵 マミーマート 2012年8月8日 2013年4月9日 1,948

関東 千葉県
流山セントラルパークショッピング
センター

区一体型特定土地区画整理事業１
４２街区符号６ほか ケーヨー 1 ケーヨー 1 2012年8月10日 2013年4月11日 5,159

関東 千葉県 （仮称）オリックス貸店舗 茂原市道表１６番４ほか オリックス 未定 2012年8月17日 2013年4月18日 1,590

関東 千葉県 ジョイフル本田富里店資材館
富里市七栄字北新木戸５２５番２８
ほか ジョイフル本田 ジョイフル本田 2012年8月27日 2013年4月27日 3,293 ×

関東 千葉県 タイヨー銚子店 銚子市三軒町２番１ほか タイヨー タイヨー 2012年9月6日 2013年5月7日 1,778

関東 千葉県
ファッションセンターしまむら公津
の杜店

成田市公津の杜一丁目１１番地１９
号 京成電鉄 しまむら 2012年10月18日 2013年6月19日 1,177

関東 千葉県 （仮称）四街道商業施設計画 四街道市大日４６６番３２　ほか 茂垣産業 すばる 2012年11月1日 2013年7月2日 1,809

関東 千葉県 （仮称）Joshin市川大野店
市川市大野町一丁目１９番１号 ほ
か 上新電機 上新電器 2012年11月15日 2013年6月16日 2,189

関東 千葉県 ロイヤルプロ柏たなか店 柏市船戸1619番１ 古谷彊
ロイヤルホームセ
ンター 2012年11月22日 2013年7月23日 2,825 ×

関東 千葉県
コストコホールセール千葉ニュー
タウン倉庫店

印西市草深字泉新田前１１８４番１
ほか

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12月17日 2013年8月18日 9,976

関東 千葉県 （仮称）マミーマート松戸古ヶ崎店
松戸市古ケ崎字供養塚７５３番１ほ
か マミーマート マミーマート 2012年12月20日 2013年8月21日 2,062

関東 千葉県
ファッションセンターしまむら勝浦
店 勝浦市部原字原田1062番地１ほか

三井住友トラス
ト・パナソニック
ファイナンス 1 しまむら 2013年1月16日 2013年9月17日 1,134

関東 千葉県 アリオ市原 市原市更級四丁目3番２ほか イトーヨーカ堂 イトーヨーカ堂 39 2013年1月17日 2013年11月28日 20,000

関東 千葉県 ヤオコー八千代大和田店
八千代市大和田新田字庚塚354番
205ほか ヤオコー ヤオコー 2013年1月17日 2013年9月18日 1,992

関東 千葉県 カインズモール千葉ニュータウン 印西市泉野1丁目144番地6ほか カインズ カインズ 1 2013年1月22日 2013年9月23日 23,135

関東 千葉県 （仮称）カスミ柏たなか駅前店
型特定土地区画整理事業６９－１街
区１ ほか カスミ カスミ 1 2013年2月7日 2013年10月8日 2,465

関東 千葉県 ベルク　フォルテ行徳店 市川市加藤新田２０２番地１ほか ベルク ベルク 2 2013年2月22日 2013年10月25日 3,470

関東 千葉県 (仮称）テックランド千葉横芝光店
山武郡横芝光町横芝字折戸２１５８
番地１ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年2月27日 2013年10月28日 1,943

関東 千葉県 ザ・プライス野田店 野田市野田字愛宕裏７２１番１ イトーヨーカ堂 イトーヨーカ堂 1 2013年3月13日 2013年11月14日 2,735

関東 千葉県
（仮称）コメリホームセンターいす
み店

いすみ市岬町江場士２７４０番１ほ
か コメリ コメリ 2013年3月19日 2013年11月20日 6,374

関東 東京都 （仮称）京橋３－１プロジェクト 中央区京橋三丁目１－１ほか
京橋開発特定目
的会社 5 未定 2012年6月11日 2013年4月1日 4,085

関東 東京都 １１０ビル 新宿区西新宿一丁目１０番１ほか 日廣商事 未定 2012年6月15日 2013年2月16日 3,294

関東 東京都 (仮称)イオン東久留米店
東久留米市南沢五丁目１７４３番１
ほか イオンリテール イオンリテール 未定 2012年6月21日 2013年2月22日 28,290

関東 東京都 （仮称）室町東地区開発計画
中央区日本橋室町二丁目２番１号
ほか 三井不動産 14 ビー・ワイ・オー 11 2012年6月28日 2013年3月1日 7,154

関東 東京都 テックランド昭島店
昭島市松原町二丁目３６４４番１１
ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年7月12日 2013年3月13日 2,321



関東 東京都 (仮称)長崎五丁目計画 豊島区長崎五丁目３２番９ほか 日立キャピタル サミット 2012年7月25日 2013年3月26日 2,027

関東 東京都 （仮称）ニトリ足立区梅島店 足立区梅島二丁目２２０番１ほか
ニトリホールディ
ングス ニトリ 2012年8月8日 2013年4月9日 6,777

関東 東京都 スーパーアルプスみなみ野店 八王子市七国三丁目６番
スーパーアルプ
ス スーパーアルプス 2012年8月14日 2013年4月15日 1,820

関東 東京都
ファッションセンターしまむら昭島
店 昭島市武蔵野二丁目１１番２０号 ぱぴるす しまむら 2012年9月4日 2013年5月5日 1,134

関東 東京都 （仮称）ヤオコー西武立川駅前店
昭島市美堀町一丁目３５５番１２０
ほか ヤオコー ヤオコー 未定 2012年10月17日 2013年6月18日 3,080

関東 東京都 （仮称）石神井公園駅商業施設
練馬区石神井町三丁目１３０６番地
５ほか 西武鉄道 イトーヨーカ堂 未定 2012年10月18日 2013年10月1日 1,667

関東 東京都
ファッションセンターしまむら豊田
南店 日野市豊田一丁目２６番２号 しまむら しまむら 2012年10月24日 2013年6月25日 1,059

関東 東京都
(仮称)サミットストア板橋弥生町
店 板橋区弥生町８番１ほか サミット サミット 2012年10月31日 2013年7月1日 1,200

関東 東京都 （仮称）ヤオコー東大和店
東大和市立野三丁目１３４４番１ほ
か ヤオコー ヤオコー 未定 2012年11月2日 2013年7月3日 6,034

関東 東京都 福宗西蒲田ビル 大田区西蒲田七丁目５１番３ 福宗
ライフコーポレー
ション 2012年11月30日 2013年7月31日 1,831

関東 東京都 （仮称）ドン・キホーテ浅草店 台東区浅草二丁目９２番 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2012年12月6日 2013年8月7日 2,433

関東 東京都 (仮称)西友東久留米団地店 東久留米市上の原一丁目４番２７号 西友 西友 未定 2012年12月11日 2013年8月12日 1,489

関東 東京都 （仮称）いなげや練馬下石神井店 練馬区下石神井四丁目３４番地 いなげや いなげや 2012年12月13日 2013年8月14日 1,927

関東 東京都 （仮称）西友江戸川中央店 江戸川区中央一丁目１５４６番ほか ダイワロイヤル 西友 2013年1月7日 2013年9月8日 1,324

関東 東京都 （仮称）ヨークマート練馬平和台店 練馬区早宮二丁目１６４７番３ほか ヨークマート ヨークマート 2013年1月15日 2013年9月16日 1,363

関東 東京都
（仮称）サミットストア野沢四丁目
店 世田谷区野沢四丁目２番ほか サミット サミット 2013年1月30日 2013年10月1日 2,155

関東 東京都 （仮称）ドン・キホーテ東雲店 江東区東雲一丁目６番１３号 ウェアハウス ドン・キホーテ 2013年2月22日 2013年10月23日 1,559

関東 東京都
（仮称）練馬駅北口区有地活用事
業に係る民間商業施設

練馬区練馬一丁目６１０３番３５ほ
か 日立キャピタル

ライフコーポレー
ション 未定 2013年2月28日 2014年3月1日 3,717

関東 東京都 （仮称）西友板橋坂下店 板橋区坂下二丁目２３番５ 西友 西友 2013年3月1日 2013年11月2日 1,213

関東 東京都 (仮称)ドン・キホーテ東久留米店 東久留米市前沢五丁目８番２ ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2013年3月1日 2013年11月2日 2,616

関東 東京都 （仮称）ライフ若松河田店 新宿区若松町５５番２
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2013年3月13日 2013年11月14日 1,696

関東 東京都 (仮称)栄真池袋東口プロジェクト 豊島区東池袋一丁目８番地１号外 MARO 未定 2013年3月18日 2014年9月15日 3,927

関東 東京都 （仮称）中野坂上計画 中野区中央一丁目６１７番１１外
三井住友ファイナ
ンス＆リース

ライフコーポレー
ション 2013年3月19日 2013年11月30日 1,677

関東 神奈川県
ホームセンターコーナン厚木下荻
野店 厚木市下荻野1,200 コーナン商事 コーナン商事 2012年4月9日 2012年12月10日 14,073

関東 神奈川県 ケーヨーデイツー南足柄店 南足柄市怒田2,816の36 ケーヨー ケーヨー 2012年5月2日 2013年1月3日 2,535

関東 神奈川県 （仮称）阿諏訪夢企画複合店舗 高座郡寒川町小谷１－584の１ほか 阿諏訪夢企画 1
クリエイトエス・
ディー 1 2012年6月19日 2013年2月20日 1,398

関東 神奈川県 （仮称）コープ辻堂駅前店計画 藤沢市辻堂神台１－７の２ コープかながわ コープかながわ 1 2012年7月2日 2013年3月3日 2,284

関東 神奈川県 （仮称）茅ヶ崎萩園計画 茅ヶ崎市萩園1,270の１ オリックス ロピア 2012年7月6日 2013年3月7日 2,130

関東 神奈川県 （仮称）ヨークマート厚木店 厚木市酒井字原田3,052ほか ヨークマート ヨークマート 2012年7月31日 2013年4月1日 1,951



関東 神奈川県 小田急相武台ビル 座間市相武台１－4,753の３ 小田急電鉄 小田急商事 14 2012年8月8日 2013年4月9日 3,008

関東 神奈川県
（仮称）クリエイトエス・ディー横須
賀浦賀店 横須賀市浦賀５－21の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9月27日 2013年5月28日 1,147

関東 神奈川県 ダイエー相武台店 座間市広野台１－5,116の１ほか 神奈川産業 ダイエー 1 2012年11月13日 2013年7月14日 3,820

関東 神奈川県
ファッションセンターしまむら辻堂
新町店 藤沢市辻堂新町４－4,294の７ しまむら しまむら 2012年12月4日 2013年8月5日 1,217

関東 神奈川県 オーケー逗子新店 逗子市逗子１－363の１ キリガヤ オーケー 2013年1月9日 2013年9月10日 2,529

関東 神奈川県 （仮称）島忠ホームズ大和店 大和市上和田2,670ほか 島忠 島忠 2013年1月31日 2013年10月1日 10,306

関東 神奈川県
（仮称）綾瀬市深谷中複合商業施
設 綾瀬市深谷中7－18 ビック・ライズ ビック・ライズ 3 2013年2月5日 2013年10月6日 3,511

関東 神奈川県 (仮称）ロピア藤沢石川店 藤沢市石川５－９の26ほか ロピア ロピア 2 2013年3月15日 2013年11月16日 2,699 ×

関東 神奈川県 （仮称）平塚田村計画 平塚市田村１－5635の１ほか オリックス ユニクロ 1 2013年3月28日 2013年11月29日 1,628

関東 新潟県 バロー下門前店
上越市関川東部下門前土地区画整
理事業地内26街区５外 バロー バロー 2012年4月27日 2012年12月28日 2,059

関東 新潟県 （仮称）ケーズデンキ胎内店 胎内市大川町3144番地 北越ケーズ 1 北越ケーズ 2012年7月4日 2013年3月5日 2,991

関東 新潟県 （仮称）三条ショッピングセンター 三条市東新保747番地1 ウオロク ウオロク 4 2012年7月12日 2013年2月21日 4,511

関東 新潟県 （仮称）クスリのアオキ弥彦店 西蒲原郡弥彦村美山359番地１外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2012年9月6日 2013年5月7日 1,579

関東 新潟県 あすとぴあ高田 上越市本町５丁目１９５番 高田まちづくり 未定 2012年9月12日 2013年5月13日 1,970

関東 新潟県
（仮称）スーパースポーツゼビオ
上越店

上越市関川東部下門前鳥区画整理
事業地内２５街区８－２外 首都圏リース ゼビオ 2012年10月19日 2013年6月20日 2,615

関東 新潟県
（仮称）ケーズデンキ上越インター
店

上越市大字富岡字久保田１４４８番
地２外 北越ケーズ 北越ケーズ 2012年10月22日 2013年6月23日 4,184

関東 新潟県
（仮称）ホームセンタームサシ新
井店

上越市大字西田中字久ノ田11番１
外

アークランドサカ
モト

アークランドサカ
モト 2012年10月22日 2013年6月23日 5,557

関東 新潟県 ウオロク要町店 長岡市要町２丁目868外 ウオロク ウオロク 2012年12月7日 2013年8月8日 2,129

関東 新潟県 パテオ西新発田 新発田市富塚町２丁目807番外 日生不動産 原信 ユニクロ 2 2012年12月25日 2013年9月1日 6,588

関東 新潟県 アークガレリア長岡B街区 長岡市堺町字蒲田25-1外
エービーシー・
マート 1

エービーシー・
マート ライトオン 2013年2月1日 2013年10月2日 1,486

関東 長野県

長
野水沢店・（仮称）アークプロ資材
館 長野市水沢上庭１７街区１　ほか

アークランドサカ
モト

アークランドサカ
モト 2012年4月17日 2012年12月18日 8,214

関東 長野県 （仮称）バロー伊那境店 伊那市境8567 バロー バロー 2012年5月8日 2013年1月9日 1,961

関東 長野県 （仮称）大桑ショッピングセンター 木曾郡大桑村須原１１０１－１ マルトシ マルトシ モリキ 2012年6月22日 2013年2月23日 2,131

関東 長野県 伊那福島ショッピングパーク 伊那市福島221　ほか 掛川商事 1 ニトリ ツルハ 1 2012年9月4日 2013年5月4日 6,051

関東 長野県 （仮称）ＡＰ伊那福島店 伊那市福島133ほか アルペン アルペン 未定 2012年10月2日 2013年6月3日 2,249

関東 長野県 （仮称）バロー松尾店 飯田市松尾明8000－１　ほか バロー バロー 2012年11月9日 2013年7月10日 1,476

関東 長野県 Ｊｏｓｈｉｎ長野インター店 長野市水沢上庭１3街区１　ほか 三共ジョーシン
シ校新設販
売 三共ジョーシン

マツモトキヨシ
校新設販売 2012年11月20日 2013年7月21日 3,236

関東 長野県 （仮称）アグリ南長野 長野市水沢上庭3街区１　ほか
グリーン長野農
業協同組合

三菱ＵＦＪ
リース

グリーン長野農業
協同組合 ユニクロ 2012年12月27日 2013年8月28日 3,740

関東 長野県 テックランド更埴店 千曲市大字寂蒔字中嶋361ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年1月11日 2013年9月12日 1,667



関東 長野県 ケーズデンキ飯田店 飯田市北方824-1ほか オリックス ギガス 2013年2月15日 2013年10月16日 3,950

関東 山梨県 Ａコープこま野白根店 南アルプス市在家塚1271番地の1
巨摩野農業協同
組合

巨摩野農業協同
組合 2012年5月23日 2013年1月24日 1,217

関東 山梨県 ウエルシア甲斐敷島店 甲斐市中下条1611番外 ウエルシア関東 ウエルシア関東 2012年7月25日 2013年3月26日 1,361 ×

関東 山梨県 ホームプラザナフコ塩山店 甲州市塩山熊野字横井505番外12 ナフコ ナフコ 2012年8月30日 2013年5月1日 3,555

関東 山梨県
（仮称）ホームセンターくろがねや
甲州店

甲州市勝沼町山字西田門185番地2
外 くろがねや くろがねや さえき 2012年9月28日 2013年5月29日 5,664

関東 山梨県 ケーヨーデイツー甲府向町店 甲府市向町187番地外 ケーヨー ケーヨー 2012年10月12日 2013年6月13日 2,845

関東 山梨県 テックランド向町店 甲府市向町153番地外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年10月26日 2013年6月27日 2,948

関東 山梨県 ニトリ富士吉田店 富士吉田市下吉田2501外 ニトリ ニトリ 2012年11月16日 2013年7月17日 3,725

関東 山梨県 オギノ山中湖店 山中湖村山中字北畠865番5外 オギノ オギノ 1 2013年1月18日 2013年9月19日 2,840

関東 静岡県 （仮称）ノジマ長泉店 駿東郡長泉町中土狩350-1外 ノジマ ノジマ 2012年4月6日 2012年11月1日 3,768

関東 静岡県 （仮称）磐田中泉施設 磐田市中泉字小原811-1外 タクティー タクティー
静岡トヨタ自動
車 2012年4月20日 2012年11月1日 1,208

関東 静岡県 （仮称）ウインダーランド新高洲店 藤枝市高洲一丁目652-1外 高田薬局 高田薬局 ミニストップ 2012年4月23日 2012年10月31日 1,318

関東 静岡県 ホームプラザナフコ沼津店 沼津市西沢田341-1外 ナフコ ナフコ 2012年6月8日 2012年11月22日 4,036

関東 静岡県 （仮称）伊豆高原貸店舗 伊東市八幡野字上道1167-2外
伊豆急コミュニ
ティー

クリエイトエス･
ディー

セブンーイレブ
ン･ジャパン 1 2012年6月18日 2013年2月16日 1,392

関東 静岡県 ホームプラザナフコ富士宮店
富士宮市万野原新田字琴平道
3378-1外 ナフコ ナフコ 2012年6月18日 2012年12月15日 2,654

関東 静岡県 菊川市宮の西地内商業施設
菊川市宮の西土地区画整理事業仮
換地41街区6 静岡総合不動産 ワタナベ みつぼし 2012年9月10日 2013年2月28日 1,116

関東 静岡県
（仮称）菊川ショッピングセンター
東エリア 菊川市柳1-1-1外 遠州鉄道 遠鉄ストア 2 2012年9月10日 2013年4月1日 1,921

関東 静岡県
（仮称）菊川ショッピングセンター
西エリア 菊川市堀之内字連法507-1外 遠州鉄道 カインズ エディオン 1 2012年9月10日 2013年4月1日 6,700

関東 静岡県 エディオン焼津店
焼津市南部土地区画整理事業213
街区5・6画地 エディオン エディオン 2012年9月11日 2013年3月31日 2,480

関東 静岡県 （仮称）バロー石津店
焼津市南部土地区画整理事業地内
136街区13外 バロー バロー 2012年9月13日 2013年2月28日 1,419

関東 静岡県 （仮称）ケーズデンキ御殿場店 御殿場市茱萸沢字大新田1-1外 富士急行 ギガス 2012年10月17日 2013年5月30日 4,070

関東 静岡県
（仮称）バロー三園平ショッピング
センター 富士宮市三園平687外 バロー バロー 6 2012年10月26日 2013年4月18日 5,239

関東 静岡県 ホームプラザナフコ富士店 富士市中河原字津田291 ナフコ ナフコ 2013年2月8日 2013年10月9日 6,025

関東 静岡県
（仮称）エブリィビッグデー北富士
店 富士市久沢二丁目11-34外 ビッグ富士 ビッグ富士 2013年2月8日 2013年10月9日 1,497

関東 静岡県 ホームプラザナフコ島田店 島田市坂本1466外 ナフコ ナフコ 2013年3月15日 2013年11月16日 5,623

関東 静岡県 （仮称）ノジマ藤枝店
志太広域都市計画事業水守土地区
画整理事業第2街区外 ノジマ ノジマ 2013年3月29日 2013年12月16日 1,952

関東
さいたま
市

(仮称）スーパービバホーム岩槻
店

さいたま市岩槻区府内三丁目1275-
1外 LIXILビバ LIXILビバ 未定 2012年6月13日 2013年2月14日 19,370

関東
さいたま
市

ファッションセンターしまむら南与
野店

与野駅西口土地区画整理事業12街
区④外3筆 しまむら しまむら 2012年9月4日 2013年5月5日 1,123

関東
さいたま
市 ニトリ岩槻店 さいたま市岩槻区原町1864-1 榎本和明 ニトリ 2012年12月18日 2013年8月19日 5,139



関東 千葉市 （仮称）ヨークマート都町店 千葉市中央区都町二丁目６番１外 ヨークマート ヨークマート 2012年4月24日 2012年12月25日 1,921

関東 千葉市 精文館書店おゆみ野店
千葉市緑区おゆみ野中央２丁目１３
番８号 精文館書店 精文館書店 2012年4月25日 2012年12月26日 1,549

関東 千葉市 ニトリ新市原店
千葉市中央区村田町８９３番地８４
外８筆 ニトリ ニトリ 2012年6月27日 2013年2月28日 5,162

関東 千葉市
（仮称）クリエイトS・D千葉千城台
店 千葉市若葉区千城台東３丁目１－１

クリエイトエス・
ディー

クリエイトエス・
ディー 2012年9月24日 2013年5月25日 1,221

関東 千葉市 （仮称）カスミ千城台店 千葉市若葉区千城台南４－１－３外 カスミ カスミ 2012年10月23日 2013年6月24日 2,063

関東 千葉市
（仮称）ロイヤルホームセンター千
葉みなと店 千葉市美浜区新港１７０

ロイヤルホームセ
ンター

ロイヤルホームセ
ンター 2012年10月29日 2013年6月30日 7,786

関東 千葉市 （仮称）イオンタウン稲毛長沼 千葉市稲毛区長沼町１４０番地ほか イオンタウン
マックスバリュ関
東 ○ 2012年12月20日 2013年10月1日 4,952

関東 千葉市 イオンモール幕張新都心 千葉市美浜区豊砂１番１３ほか イオンモール イオンリテール 2013年1月30日 2013年11月1日 96,000

関東 千葉市 せんどう千葉みなと店 千葉市中央区中央港２丁目６１番 せんどう せんどう 2013年2月28日 2013年10月28日 2,150

関東 千葉市 オーケー千葉中央店
千葉市中央区祐光３丁目１６０５番
地１３ 島忠 オーケー 2013年3月1日 2013年11月1日 1,602

関東 横浜市 （仮称）ロピア港北インター店
横浜市都筑区折本町118番地　ほ
か コーナン商事 ロピア 2012年4月26日 2012年12月27日 1,887

関東 横浜市
(仮称)長津田駅北口地区市街地
再開発ビル 横浜市緑区長津田二丁目１番

横浜市住宅供給
公社 マルエツ 2012年6月15日 2013年3月1日 2,479

関東 横浜市 オーケー新吉田店
横浜市港北区新吉田東三丁目642
番地１ オーケー オーケー 2012年7月30日 2013年3月31日 2,020

関東 横浜市
（仮称）ＭＭ21地区34街区商業施
設開発計画 西区みなとみらい三丁目5番

エムエムデベロッ
プメント メガスポーツ ○ 2012年7月31日 2013年6月1日 33,762

関東 横浜市 （仮称）アウディみなとみらい 中区新港二丁目11番10号
アウディジャパン
販売

アウディジャパン
販売 2012年10月31日 2013年7月1日 1,929

関東 横浜市
（仮称）東急嶮山スポーツガーデ
ンリモデル事業 青葉区大場町704番地の１　ほか 東京急行電鉄 1 ユニリビング ○ 2012年12月18日 2013年8月19日 3,745

関東 横浜市 （仮称）センター北駅前商業施設
都筑区中川中央一丁目30番１号
ほか 唐戸　正博 2 未定 2012年12月28日 2013年9月1日 4,186

関東 横浜市
（仮称）横浜プリンスホテル跡地
開発計画 磯子区磯子三丁目1134番18　ほか 東京建物 4 マルエツ ○ 2013年2月15日 2014年2月27日 1,793

関東 川崎市

蔵
開発ビルおよび東急武蔵小杉駅
ビル商業施設

川崎市中原区小杉町３丁目４７２番
１他

蔵
地区西街区市街
地再開発組合

東京急行電
鉄 未定 未定 未定 2012年6月13日 2013年2月1日 6,533

関東 川崎市 （仮称）ライフ宮崎台店
川崎市宮前区宮崎二丁目３番８号
外

ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2012年7月30日 2013年3月31日 2,710

関東 川崎市 リンコー日吉ビル
川崎市中原区木月４丁目1184番他
１２筆 臨港エステート 京急ストア 2012年7月30日 2013年4月1日 1,466

関東 川崎市 （仮称）ライフ中原井田店
川崎市中原区木月一丁目９２６番1
号　外　４筆

ハウスエムアンド
アイ ライフ 2012年10月11日 2013年6月12日 1,593

関東 相模原市 ヤオコー相模原鹿沼台店
相模原市中央区鹿沼台２-1977-7
外 ヤオコー ヤオコー 2012年6月1日 2013年2月2日 1,743

関東 相模原市 （仮称）三和相模原中央店
相模原市中央区中央一丁目２１７番
１外

三和ホールディン
グス 三和 2012年7月31日 2013年4月1日 2,332

関東 相模原市 （仮称）ライフ相模原上鶴間店
相模原市南区上鶴間一丁目1394番
5の一部 神奈川青果 ライフ 2012年11月9日 2013年10月1日 3,100

関東 相模原市 (仮称）ニトリモール相模原店 相模原市南区大野台6-2198-1他
ニトリホールディ
ングス ニトリ ヤマダ電機 トイザらス 2012年11月30日 2013年8月1日 20,136

関東 新潟市 （仮称）古町通５番町プロジェクト
新潟市中央区古町通５番町６１２番
外

町開発特定目的
会社 山下家具店 2012年4月19日 2013年2月1日 2,974

関東 新潟市
桜木ショッピングセンター　テナン
ト館

新潟市中央区女池南１丁目１４６８
番地１　外２８筆 清水商事 ユニクロ

セカンドストリー
ト 未定 2012年6月13日 2013年2月14日 1,161

関東 新潟市 秋葉ショッピングセンター 新潟市秋葉区下興野字埋堀５５９外 小池
新潟ジョーシ
ン

リオン・ドールコー
ポレーション 新潟ジョーシン 3 2012年10月24日 2013年6月25日 4,931



関東 新潟市 （仮称）知遊堂　亀貝店
新潟市西区亀貝土地区画整理事業
地内保留地１５街区 アイビー企画 中越クルツール 2012年10月26日 2013年6月27日 1,909

関東 新潟市
（仮称）ホームセンタームサシ新
潟西店

新潟市西区小新白鳥東土地区画整
理事業地内18街区

アークランドサカ
モト

アークランドサカ
モト 2012年11月9日 2013年7月10日 8,817

関東 新潟市 （仮称）テックランド新潟小新店
新潟市西区小新白鳥東土地区画整
理事業地内19街区 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年11月9日 2013年7月10日 2,634

関東 新潟市 （仮称）チャレンジャー大形店
新潟市東区海老ヶ瀬土地区画整理
事業地内2街区

オーシャンシステ
ム

オーシャンシステ
ム 2012年11月14日 2013年7月15日 1,672

関東 新潟市 （仮称）新潟万代一丁目計画 新潟市中央区万代一丁目2507番1
ラべニュー万代
特定目的会社 未定 2013年1月30日 2013年10月1日 9,520

関東 新潟市 コメリパワー新潟西店
新潟市西区亀貝土地区画整理事業
地内16街区 コメリ コメリ 2013年2月20日 2013年10月21日 8,075

関東 新潟市 原信亀貝店
新潟市西区亀貝土地区画整理事業
地内17街区 原信 原信 2013年2月20日 2013年10月21日 5,292

関東 新潟市 （仮称）ケーズデンキ亀貝店
新潟市西区亀貝土地区画整理事業
地内18街区 北越ケーズ 北越ケーズ 2013年2月20日 2013年10月21日 2,581

関東 新潟市 （仮称）クスリのアオキ馬越店 新潟市中央区本馬越2丁目911-1外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2013年3月6日 2013年11月7日 1,503

関東 新潟市 清水フードセンター山の下店 新潟市東区古川町6番9号 清水商事
末広金属工
業

清水フードセン
ター クスリのコダマ 2013年3月8日 2013年11月9日 1,573

関東 新潟市
（仮称）西野中野山ショッピングセ
ンター 新潟市東区西野1298外12筆

ムラキ不動産商
会 ウオロク 星光堂薬局 2013年3月19日 2013年11月20日 3,583

関東 新潟市 （仮称）Ｊｏｓｈｉｎ亀貝インター店
新潟市西区亀貝土地区画整理事業
13街区 新潟ジョーシン 新潟ジョーシン 2013年3月29日 2013年11月29日 2,316

関東 静岡市 （仮称）小鹿複合商業施設
静岡市駿河区小鹿字水行坪234番1
外17筆 杏林堂 しまむら 杏林堂 しまむら 2012年5月17日 2012年10月15日 3,356

関東 静岡市 ホームプラザナフコ静岡丸子店
静岡市駿河区北丸子一丁目762番
３　外31筆 ナフコ ナフコ 2012年6月7日 2012年12月1日 8,053

関東 静岡市 （仮称）五光建設千代田貸店舗
静岡市葵区千代田六丁目53番１
外 五光建設 杏林堂 未定 2012年6月18日 2012年10月31日 1,740

関東 静岡市 エディオン清水店 静岡市清水区永楽町861番１外４筆 エディオン エディオン 2012年9月11日 2013年3月31日 2,916

関東 静岡市 田子重　西中原店
静岡市駿河区西中原2丁目1199番1
外3筆 田子重 田子重 2012年12月25日 2013年7月1日 2,491

関東 静岡市
新川ビル　マックスバリュエクスプ
レス静岡新川店

静岡市駿河区新川二丁目57番２
外 起立木工

マックスバ
リュ東海

マックスバリュ東
海 2013年1月29日 2013年9月30日 1,254

関東 静岡市
(仮称)富士見台ショッピングセン
ター

静岡市駿河区富士見台一丁目169
番20　外8筆 富士見工業 バロー エンチョー

あかのれん、
大創産業 2013年3月29日 2013年11月30日 6,728

関東 浜松市 （仮称）複合商業施設

松
理組合区域内第27街区符号1ない
し符号32　外

マックスバリュ東
海 アライブ

マックスバリュ東
海 ココカラファイン あかのれん 2012年5月14日 2013年1月15日 5,840

関東 浜松市 （仮称）バロー中野町店
浜松市東区中野町640番地の一部
外8筆 清川林業 バロー 2012年8月8日 2013年4月9日 1,420

関東 浜松市 （仮称）杏林堂薬局新津店 浜松市中区新津町573番1　外10筆 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2012年9月28日 2013年5月29日 2,026

関東 浜松市 （仮称）ニトリ浜松東店 浜松市東区和田町溝越730番1 ニトリ ニトリ 2012年11月21日 2013年7月22日 5,250

関東 浜松市 （仮称）杏林堂薬局於呂店 浜松市浜北区於呂3960番　外1筆 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2013年3月28日 2013年11月29日 1,684

中部 愛知県 （仮称）バロー加木屋店
東海市加木屋町西平子47番ほか40
筆 バロー バロー 2012年4月17日 2012年12月18日 1,745

中部 愛知県 （仮称）テックランド新小牧店
小牧市小牧原三丁目160番ほか10
筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年4月17日 2012年12月18日 3,242

中部 愛知県 （仮称）豊田複合商業施設 豊田市東新町6丁目30番1ほか28筆 三交不動産 バロー 2 2012年4月18日 2012年12月19日 7,997

中部 愛知県 （仮称）バロー蒲郡店 蒲郡市宮成町247番2ほか9筆 バロー バロー 1 2012年5月25日 2013年1月26日 2,966

中部 愛知県 （仮称）テックランド愛知長久手店
長湫南部土地区画整理事業地内20
街区 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年6月27日 2013年2月28日 2,622



中部 愛知県 （仮称）テックランド東海店
東海名和南部西土地区画整理事業
地内1街区 日光 ヤマダ電機 2012年6月28日 2013年3月1日 3,300

中部 愛知県 （仮称）ニッケタウン稲沢 稲沢市西町3丁目165番1ほか6筆 ギガス 4 ギガス 4 2012年7月20日 2013年3月21日 12,027

中部 愛知県 （仮称）ヨシヅヤ新蟹江店
蟹江今駅特定土地区画整理事業16
街区40番ほか 義津屋 義津屋 未定 2012年8月9日 2013年4月10日 13,498

中部 愛知県 ニトリ安城店
安城市東栄町六丁目5番地1ほか5
筆 ニトリ ニトリ 2012年11月21日 2013年7月22日 5,205

中部 愛知県 （仮称）小牧郷中複合店舗 小牧市郷中一丁目50番地ほか15筆 上新電機 上新電機 1名（未定） 2012年12月20日 2013年8月21日 2,995

中部 愛知県
（仮称）コストコホールセール中部
空港倉庫店

常滑市りんくう町一丁目25-14ほか2
筆

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12月25日 2013年8月26日 10,042

中部 愛知県
（仮称）カーマホームセンター稲沢
陸田店 稲沢市陸田宮前１丁目１－１ カーマ カーマ 2012年12月28日 2013年8月29日 11,904

中部 愛知県 （仮称）テックランド愛知武豊店 武豊町字忠白田11番地11ほか1筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年12月28日 2013年8月29日 2,327

中部 愛知県 （仮称）テックランド愛知幸田店
幸田相見特定土地区画整理事業地
内47街区１ほか11筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年12月28日 2013年8月29日 2,659

中部 愛知県 （仮称）ゲンキー刈谷小垣江店
刈谷小垣江駅東部土地区画整理事
業地内18ブロック1番、2番 ゲンキー ゲンキー 2013年2月27日 2013年10月28日 1,881

中部 愛知県 ヤマナカ常滑店
常滑市北汐見坂一丁目10番1ほか4
筆 ヤマナカ ヤマナカ 2013年3月12日 2013年11月13日 1,391

中部 岐阜県 ピアゴ可児店 可児市中恵土字溝向2120番1　外 ユニー ユニー 2012年4月26日 2012年12月27日 4,549

中部 岐阜県 （仮称）マックスバリュ岐阜元町店 岐阜市元町1丁目10番1　外 オリックス ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ中京 2012年5月7日 2013年1月7日 1,332

中部 岐阜県 ゲンキー輪之内店 輪之内町四郷208　外 ゲンキー ゲンキー 2012年7月5日 2013年3月7日 1,964

中部 岐阜県 ゲンキー下米田店 美濃加茂市下米田町今174-1　外 ゲンキー ゲンキー 2012年7月5日 2013年3月7日 1,386

中部 岐阜県 （仮称）ケーズデンキ郡上店 郡上市八幡町五町1丁目3番地2 ギガス ギガス 2012年8月2日 2013年4月3日 2,064

中部 岐阜県
ファッションセンターしまむら北一
色店 岐阜市北一色六丁目20番7 しまむら しまむら 2012年8月9日 2013年4月1日 1,109

中部 岐阜県 ゲンキー巣南店 瑞穂市田之上字倉町237番1　外 ゲンキー ゲンキー 2012年8月10日 2013年4月25日 1,980

中部 岐阜県 ゲンキー土岐下石店 土岐市下石町字橋詰1914番　外 ゲンキー ゲンキー 2012年8月10日 2013年4月11日 2,718

中部 岐阜県 バロー鏡島店 岐阜市西荘3丁目2番19　外 バロー バロー 1 2012年8月24日 2013年4月25日 2,493

中部 岐阜県 (仮称)ｹﾞﾝｷｰ関広見店 関市広見字川口117番1　外 ゲンキー ゲンキー 2012年9月20日 2013年5月21日 2,718

中部 岐阜県 ゲンキー下呂金山店
下呂市金山町金山字上市場田1887
番　外 ゲンキー ゲンキー 2012年12月12日 2013年9月5日 1,980

中部 岐阜県 ゲンキー岐阜西鶉店 岐阜市西鶉1丁目46番　外 ゲンキー ゲンキー 2012年12月21日 2013年8月22日 1,881

中部 岐阜県 ヒマラヤゴルフ本店 岐阜市市橋2丁目5-5　外 ヒマラヤ ヒマラヤ 2012年12月28日 2013年9月1日 1,585

中部 岐阜県
（仮称）クスリのアオキ北方高屋
店

本巣郡北方町高屋伊勢田1丁目6番
外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2013年2月1日 2013年10月2日 1,322

中部 岐阜県 （仮称）アルペン中津川茄子川店
中津川市茄子川字堤下2077番18
外 アルペン アルペン 2013年2月14日 2013年10月15日 2,027

中部 岐阜県 （仮称）可児中恵土複合商業施設
可児市中恵土字助太郎2371-177
外

大和情報サービ
ス ジーユー アイエー 2013年2月22日 2013年10月23日 1,632

中部 岐阜県 （仮称）スーパー三心可児店 可児市土田字往還北2546番27　外 三心 三心 2013年2月27日 2013年10月28日 1,734

中部 岐阜県 (仮称)ｸｽﾘのｱｵｷ中野店 大垣市中野町3丁目36番　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2013年3月4日 2013年11月5日 1,379



中部 岐阜県 (仮称)ｹﾞﾝｷｰ関広見店 関市広見字川口117番1　外 ゲンキー ゲンキー 2013年3月8日 2013年11月9日 1,980

中部 三重県 (仮称)ぎゅーとらラブリー芸濃店
津市芸濃町椋本字東豊久野3029番
9 ランド・21 ぎゅーとら ジップドラッグ 2012年4月10日 2012年10月15日 2,088

中部 三重県 農業屋久居店 津市戸木町7104-1 クラギ クラギ 2012年8月10日 2013年4月11日 1,574

中部 三重県 Aコープ楠店
四日市市楠町北五味塚字塩役
1465-1ほか

東京センチュリー
リース 三重農協食品 2012年9月13日 2013年5月14日 1,365

中部 三重県
(仮称)SUPER　CENTER　PLANT
志摩店

志摩市磯部町穴川字土橋1172-1ほ
か55筆 PLANT PLANT 2013年1月18日 2013年9月20日 7,202

中部 三重県 マックスバリュ長太ノ浦店 鈴鹿市長太栄町三丁目1007-2ほか
マックスバリュ中
部

マックスバリュ中
部 2012年11月9日 2013年7月10日 1,468

中部 三重県 (仮称)ぎゅーとらラブリー平田店
鈴鹿市算所一丁目1015番15ほか14
筆 ランド・21 ぎゅーとら ジップドラッグ 2013年2月8日 2013年9月15日 2,070

中部 三重県 (仮称)カインズホーム四日市店 四日市市富士町2150番1 カインズ カインズ 未定 2013年2月12日 2013年10月12日 9,378 ×

中部 三重県 (仮称)バロー藤方店 津市藤方字山ノ越1884-1ほか23筆 バロー バロー 2013年2月21日 2013年10月22日 1,723

中部 三重県 (仮称)イオンモール東員
員弁郡東員町大字長深字抜井267-
1番地ほか321筆 イオンリテール イオンリテール 未定 2013年3月12日 2013年11月13日 42,282

中部 三重県 カインズホーム四日市店 四日市市富士町2150番1 カインズ カインズ 大黒天物産 2013年3月28日 2013年11月29日 9,378

中部 富山県 （仮称）ユニクロ富山豊田本町店 富山市豊田本町一丁目564番地１ 三菱UFJリース 1 ユニクロ
サークルKサン
クス 2012年4月13日 2012年10月1日 1,746

中部 富山県 （仮称）クスリのアオキ上四屋店 高岡市上四屋827番地１　外５筆 クスリのアオキ クスリのアオキ 2012年5月10日 2012年11月2日 1,538

中部 富山県 （仮称）ドン・キホーテ高岡店
高岡市六家字畑田1276番２　ほか
23筆 アイエヌエル ドン・キホーテ 2012年6月28日 2013年2月28日 2,588

中部 富山県 （仮称）クスリのアオキ福野店
南砺市二日町字寺腰島1600番１
ほか１筆 クスリのアオキ

セブン―イレ
ブン クスリのアオキ

セブン―イレブ
ン 2012年8月28日 2013年3月1日 1,666

中部 富山県 （仮称）アルビス福光店 南砺市田中268　ほか11筆 アルビス アルビス 2 2012年9月14日 2013年4月18日 2,950

中部 富山県 クスリのアオキ大沢野店 富山市上大久保1050番１ カーマ クスリのアオキ 2012年11月16日 2013年7月17日 1,191

中部 富山県 （仮称）クスリのアオキ堀高店 黒部市堀高95番１　ほか11筆 クスリのアオキ クスリのアオキ 2012年11月22日 2013年5月1日 1,524

中部 富山県 （仮称）ケーズデンキ高岡店 高岡市美幸町１丁目252番１ 北越ケーズ 北越ケーズ 2012年11月27日 2013年7月28日 5,401

中部 富山県 （仮称）ニトリ砺波店 砺波市豊町２丁目349番 ニトリ ニトリ 2013年1月11日 2013年8月1日 2,311

中部 富山県
（仮称）スーパーセンターシマヤ
立山店 中新川郡立山町利田610　ほか５筆 島屋 島屋 2013年3月14日 2013年10月15日 7,850

中部 富山県 （仮称）水口商事物販店舗 中新川郡立山町利田630　ほか６筆 水口商事 水口商事 2013年3月14日 2013年10月15日 3,000

中部 石川県
明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ小松沖町
店

小松市沖周辺土地区画整理事業施
工地区内4街区1～14 明文堂プランナー 明文堂プランナー 2012年7月13日 2013年3月14日 2,609

中部 石川県
カーマホームセンター加賀店、マ
ルエー加茂店 加賀市加茂町115番1ほか カーマ マルエー カーマ マルエー 2012年7月30日 2013年3月31日 7,050

中部 石川県 コメリホームセンター金沢大友店
金沢市副都心北部大友土地区画整
理事業地16街区１ほか32筆 コメリ コメリ 2012年9月5日 2013年5月6日 5,000

中部 石川県 金沢袋町プロジェクト 金沢市袋町101番１、101番３ほか
だいいちコンフェ
クショナリ 福うさぎ 未定 2012年10月26日 2014年4月1日 1,940

中部 石川県 アルビス大友店
金沢市副都心北部大友土地区画整
理事業地13街区１ほか35筆 アルビス アルビス 未定 2012年10月26日 2013年6月27日 2,150

中部 石川県 テックランド金沢福久店
金沢市南森本町ニ６番地２ほか15
筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年12月28日 2013年8月29日 2,292

中部 石川県 100満ボルト七尾店 七尾市古府町か６番ほか26筆 サンキュー サンキュー 2013年1月22日 2013年9月23日 1,990



中部 石川県 どんたく津幡店
河北郡津幡町字横浜へ66番ほか14
筆 山成商事 山成商事 未定 2013年1月29日 2013年9月30日 1,400

中部 石川県 ケーズデンキ金沢高柳店 金沢市高柳町ニ55番１ほか16筆
大和情報サービ
ス 北越ケーズ 2013年3月19日 2013年11月20日 2,993

中部 石川県 ニトリ金沢駅西店 金沢市駅西新町三丁目207番ほか ニトリ ニトリ 2013年3月29日 2013年11月30日 6,758

中部 名古屋市 ホームセンターコーナン安井店 名古屋市北区安井四丁目101番外 コーナン商事㈱ コーナン商事㈱ 2012年6月29日 2013年3月1日 3,288

中部 名古屋市 カネスエ徳重店
名古屋市緑区鳴海町字笹塚22番地
の31 カネスエ商事 カネスエ商事 2012年7月3日 2013年3月4日 2,543

中部 名古屋市 テックランド名古屋南店
名古屋市南区丹後通五丁目25番1
外 滋賀交通 ヤマダ電機 2012年7月17日 2013年3月18日 3,183

中部 名古屋市 エディオン名古屋本店
名古屋市中村区名駅南二丁目
401番　外 エディオン エディオン 2012年10月30日 2013年7月1日 5,716

中部 名古屋市 ケーズデンキ中川富田店
名古屋市中川区富田町大字榎津字
布部田440番地3　外41筆 ギガス ギガス 2012年11月30日 2013年7月31日 2,707

中部 名古屋市
スーパースポーツゼビオ名古屋
富田店

名古屋市中川区富田町大字榎津字
西鵜垂359番地3　外51筆

三井住友ファイナ
ンス＆リース ゼビオ 2012年11月30日 2013年7月31日 2,834

中部 名古屋市 カーマホームセンター中川富田店
名古屋市中川区富田町大字榎津字
布部田462番地　外125筆 カーマ カーマ 2012年11月30日 2013年7月31日 7,440

中部 名古屋市 フィール中川富田店
名古屋市中川区富田町大字榎津字
布部田440番地3　外41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 ○ 2012年11月30日 2013年7月31日 3,654

中部 名古屋市 Ｖ・ｄｒｕｇ中切店
名古屋市北区中切町6丁目8番　外
1筆 中部薬品 中部薬品 2012年12月28日 2013年8月29日 1,441

中部 名古屋市 イオンタウン名西
名古屋市西区香呑町6丁目49番1
外2筆 イオンタウン

マックスバリュ中
京 2013年1月18日 2013年9月19日 11,274

中部 名古屋市 バロー下志段味店
名古屋市守山区下志段味特定土地
区画整理地内89街区 ダイワロイヤル バロー 2013年3月27日 2013年11月28日 1,721

中部 名古屋市 フィール植田店 名古屋市天白区井口一丁目1601番
フィールコーポ
レーション

フィールコーポ
レーション 2013年3月27日 2013年11月28日 1,428

近畿 福井県 （仮称）ゲンキー鯖江北野店
鯖江市北野町１１字好挾２３　外１１
筆 ゲンキー ゲンキー 2012年7月30日 2013年5月23日 2,718

近畿 福井県 ゲンキー陽明店 大野市東中野１－５１１ ゲンキー ゲンキー マルツ電波 2012年8月9日 2013年3月1日 1,126

近畿 福井県 （仮称）ドン･キホーテ福井店
福井市大和田町１２字町佐１番１の
一部　外７筆 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2012年10月19日 2013年6月20日 3,172

近畿 福井県 ゲンキーNEW今立店 越前市西樫尾３字９－１　外５筆 ゲンキー ゲンキー 2012年11月6日 2013年6月13日 1,980

近畿 福井県 ゲンキーあわら店 あわら市舟津４５字１０－１　外９筆 ゲンキー ゲンキー 2012年12月14日 2013年7月18日 1,881

近畿 滋賀県 （仮称）フレンドタウン瀬田川 大津市瀬田一丁目字北浦1000番 平和堂 平和堂 2012年4月13日 2012年11月中旬 2,900

近畿 滋賀県
（仮称）バロー大津ショッピングセ
ンター

大津市におの浜四丁目１－66外１
筆 バロー バロー 2012年8月24日 2013年3月中旬 2,975

近畿 滋賀県 ユース安曇川店
高島市安曇川町西万木230番地
外６筆 ユース ユース 2012年9月14日 2013年3月14日 2,698

近畿 滋賀県 （仮称）テックランド滋賀豊郷店
犬上郡豊郷町大字高野瀬字八ノ坪
701－1　ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年9月27日 2013年5月28日 2,648

近畿 滋賀県 (仮称)草津新浜計画
草津市新浜町字芋ｹ町408番　外30
筆 大黒天物産

関西ケーズ
デンキ 大黒天物産

関西ケーズデン
キ 2012年10月17日 2013年6月18日 6,950

近畿 滋賀県 （仮称）テックランド近江八幡店
近江八幡市鷹飼町字徳常番351ほ
か ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年11月30日 2013年7月31日 2,623

近畿 滋賀県 ユース近江店 米原市飯字入田15番１外９筆 ユース 英商事 ユース
ワッツオース
リー販売

ユタカファー
マシー 2012年12月6日 2013年7月4日 3,789

近畿 滋賀県
スーパーセンタートライアル滋賀
大津店 大津市玉野浦字川崎2162番１

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2012年12月17日 2013年8月18日 3,724

近畿 滋賀県 （仮称）フレンドマート栗東店
栗東市安養寺八丁目字野430番外
２筆 平和堂 平和堂 2013年2月15日 2013年10月9日 2,489



近畿 京都府
(仮称)フレンドマート宇治伊勢田
店

宇治市伊勢田町名木二丁目１番２０
９ 平和堂 平和堂 2012年4月11日 2012年12月12日 1,981

近畿 京都府 (仮称)ジョーシン神足店 長岡京市神足四半田1-1他 上新電機 上新電機 2012年5月31日 2013年2月1日 2,908

近畿 京都府 舞鶴ショッピングセンター 舞鶴市字下福井小字平方416番4外 前川 ニトリ ヤマダ電機 2012年8月31日 2013年4月30日 6,131

近畿 京都府 (仮称)ケーズデンキ東舞鶴店 舞鶴市浜町６－１　外
ジェイアール西日
本不動産開発

関西ケーズデン
キ 2012年9月12日 2013年4月25日 3,953

近畿 京都府 (仮称)ケーズデンキ松井山手店 京田辺市山手中央４－１
関西ケーズデン
キ

関西ケーズデン
キ 2012年11月2日 2013年6月14日 4,476

近畿 京都府 ドラッグコスモス福知山駅前店 福知山市仮換地１２街区２番外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年11月2日 2013年7月2日 1,700

近畿 京都府 (仮称)万代宇治市樋ノ尻店 宇治市宇治樋ノ尻４８番　他 万代 万代 2013年3月29日 2014年2月1日 1,450

近畿 大阪府 （仮称）ミドリ大東店 大東市寺川二丁目１９５番ほか エディオン エディオン 2012年5月11日 2013年1月12日 3,053

近畿 大阪府 （仮称）サンプラザ河南店 南河内郡河南町大字東山６７８ほか サンプラザ サンプラザ 2012年5月14日 2013年1月15日 1,930

近畿 大阪府 （仮称）万代岸和田下松店 岸和田市八阪町５２４番６ほか 春和産業 万代 2012年6月5日 2013年2月6日 1,746

近畿 大阪府 （仮称）万代寝屋川宇谷店 寝屋川市宇谷町２００５番地ほか 万代 万代 2012年6月27日 2013年2月28日 1,575

近畿 大阪府 （仮称）岸和田西之内複合店舗 岸和田市西之内町７４０番１ほか
大和情報サービ
ス 松源 ライフォート 2012年6月29日 2013年3月1日 1,831

近畿 大阪府 （仮称）テックランド大阪阪南店 阪南市黒田４５３番１５ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年7月27日 2013年3月28日 2,673

近畿 大阪府 ダイエーグルメシティ水無瀬店 三島郡島本町江川二丁目３番１ ダイエー ダイエー 2012年7月31日 2013年4月1日 2,380

近畿 大阪府
ファッションセンターしまむら六万
寺店

東大阪市下六万寺町三丁目1194番
3ほか 日成ホーム しまむら 2012年8月9日 2013年4月10日 1,187

近畿 大阪府 ダイエーグルメシティ庄内店
豊中市庄内西町二丁目１３６番１ほ
か ダイエー ダイエー 2012年8月22日 2013年4月23日 4,687

近畿 大阪府
（仮称）ホームセンターコーナン八
尾楠根店2号館 八尾市楠根町三丁目５０番２ほか コーナン商事 コーナン商事 2012年9月14日 2013年5月15日 5,857

近畿 大阪府 （仮称）KUZUHA MALL 南館 枚方市楠葉花園町２９２０番９ 京阪電気鉄道 ○ 2012年12月11日 2014年2月20日 18,700

近畿 大阪府 （仮称）エバグリーン和泉店 和泉市芦部町３０８番１ほか 光陽レース 廣甚 2012年12月18日 2013年8月19日 2,309

近畿 大阪府 （仮称）イズミヤ松原市役所前店 松原市田井城一丁目１３９－２ イズミヤ イズミヤ エディオン ○ 2012年12月26日 2013年9月1日 4,189

近畿 大阪府 (仮称）万代豊中豊南町店 豊中市豊南町東三丁目58番の一部 万代 万代 3 2012年12月27日 2013年8月28日 3,321

近畿 大阪府 （仮称）エディオン高槻宮田店 高槻市宮田町一丁目１８５番１ほか エディオン エディオン 1 2013年1月24日 2013年9月25日 7,600

近畿 大阪府 （仮称）ニトリ富田林店
富田林市宮町二丁目１５０７番１ほ
か ニトリ ニトリ 2013年1月30日 2013年10月1日 5,165

近畿 大阪府 （仮称）関西スーパー高石店 高石市加茂一丁目440番1
関西スーパー
マーケット

関西スーパー
マーケット 4 2013年2月1日 2013年10月2日 2,876

近畿 大阪府 （仮称）枚方市大峰南町物販店舗 枚方市大峰南町1520番1ほか 日本エスコン ユニクロ 2013年2月25日 2013年10月26日 1,500

近畿 大阪府 （仮称）ドン・キホーテ富田林店
富田林市若松町西三丁目1557番地
3ほか ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2013年3月26日 2013年11月27日 2,854

近畿 大阪府
（仮称）ホームセンターコーナン大
東御領店 大東市御領一丁目259番3ほか コーナン商事 コーナン商事 2013年3月27日 2013年11月28日 3,685

近畿 兵庫県 マックスバリュ尼崎金楽寺店 尼崎市金楽寺町一丁目１－１ほか
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 2012年4月9日 2012年12月10日 1,509

近畿 兵庫県 ジョーシン津名店 淡路市大谷940－10ほか 上新電機 上新電機 2012年4月9日 2012年12月10日 1,654



近畿 兵庫県 （仮称）新明舞センター 明石市松が丘二丁目11番１の一部 ダイワロイヤル ピーコックストア 未定 2012年4月24日 2012年12月25日 2,950

近畿 兵庫県 （仮称）ＪＲ姫路駅ＮＫビル 姫路市駅前町188番１
ジェイアール西日
本不動産開発 未定 2012年5月21日 2013年1月22日 13,172

近畿 兵庫県 マックスバリュ町田店 姫路市町田宇横枕54－１ほか
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 2012年5月25日 2013年1月26日 2,161

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス高砂曽根店 高砂市曽根町字松東700番ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2012年6月11日 2013年2月12日 1,324

近畿 兵庫県 （仮称）ミドリ豊岡店 豊岡市宮島町字島ヶ坪300－１ほか オリックス エディオン 2012年6月21日 2013年3月1日 2,338

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス小野王子店 小野市王子町山ノ下154番ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2012年7月6日 2013年3月7日 1,656

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス三木別所店 三木市別所町小林字釜ヶ谷734番76コスモス薬品 コスモス薬品 2012年8月3日 2013年4月4日 1,324

近畿 兵庫県 （仮称）エディオン西脇店 西脇市高田井町52番１ほか エディオン エディオン 2012年8月3日 2013年4月4日 1,824

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス伊丹野間北店 伊丹市野間北四丁目94番16ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2012年8月3日 2013年4月4日 1,207

近畿 兵庫県 （仮称）エディオン社店 加東市社字駒通り1219ほか エディオン エディオン 2012年8月6日 2013年4月7日 2,064

近畿 兵庫県
（仮称）スーパービバホーム伊丹
店 伊丹市鴻池一丁目304番２ほか

東京センチュリー
リース LIXILビバ 2012年9月11日 2013年5月12日 8,133

近畿 兵庫県 マックスバリュ網干南店 姫路市網干区新在家土井の内1350ほ
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 2012年9月19日 2013年5月20日 1,736

近畿 兵庫県 (仮称）ジョーシン姫路楠店 姫路市楠町140番地１ほか 上新電機 上新電機 2012年11月25日 2013年7月16日 2,358

近畿 兵庫県 （仮称）ラ・ムー福崎店 福崎町南田原字川田2394ほか 恵比寿天 1 大黒天物産 3 2012年11月30日 2013年7月31日 3,478

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス野里店 姫路市野里字南河原147番地２ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2012年12月3日 2013年8月4日 1,722

近畿 兵庫県 マックスバリュ書写店 姫路市書写879－221
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 2012年12月10日 2013年8月11日 1,850

近畿 兵庫県 （仮称）ゴダイドラッグ氷上本郷店 丹波市氷上町本郷322－１ほか ゴダイ ゴダイ 2012年12月28日 2013年8月29日 1,424

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス洲本店 洲本市大野字平成1855番ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2013年1月23日 2013年9月24日 1,324

近畿 兵庫県 川西能勢口駅前商業施設 川西市小花一丁目221－１ほか 東急不動産 イオンリテール 2013年1月28日 2013年10月1日 2,755

近畿 兵庫県 洲本グレイン 洲本市桑間681番ほか 大平産業 ダイレックス 2013年3月21日 2013年11月22日 1,920

近畿 奈良県
生駒駅前北口第二地区第一種市
街地再開発事業Ａ街区施設棟 生駒市北新町７０８番地１　他

二地区市街地再
生開発組合 近商ストア 他未定 2012年4月12日 2013年12月31日 1,931

近畿 奈良県 （仮称）ヤマトー八木店
橿原市八木町一丁目５２５－３　他
１１筆 ヤマトー商事 ヤマトー 他未定 2012年4月17日 2012年12月18日 3,442

近畿 奈良県 近商ストア大和高田店 大和高田市片塩町１６９－１（一部） 近商ストア 近商ストア 2012年5月24日 2013年1月25日 1,850

近畿 奈良県
（仮称）スーパーセンターオークワ
生駒店 生駒市上町４１３０－１　外５４筆 オークワ オークワ

オー・エンター
テイメント 2012年6月4日 2013年2月5日 7,777

近畿 奈良県 （仮称）上新電機斑鳩店
生駒郡斑鳩町龍田西５丁目１２０３
番地　他 上新電機 上新電機 2012年7月12日 2013年3月13日 2,783

近畿 奈良県 （仮称）スーパーおくやま高田店
大和高田市大字池尻１６７－１　他
９筆 スーパーおくやま スーパーおくやま 未定 2012年7月20日 2013年3月21日 2,566

近畿 奈良県 近商ストア五位堂店
香芝市瓦口２２２７番、２２２８番、２
２２９番 近商ストア 近商ストア 2012年8月1日 2013年4月2日 1,500

近畿 奈良県
（仮称）ラ・ムー奈良二名ショッピ
ングセンター 奈良市二名三丁目１０４５番１　他 恵比寿天 ○ 大黒天物産 カインズ 2012年8月11日 2013年4月12日 7,000

近畿 奈良県
（仮称）ホームセンターコーナン大
和高田池尻店 大和高田市池尻１４３－３　他 コーナン商事 コーナン商事 2012年8月11日 2013年4月12日 6,590



近畿 奈良県
（仮称）スーパーエバグリーン橿
原店

橿原市膳夫町４４３番１、出垣内町
４番 廣甚 廣甚 2012年9月13日 2013年5月14日 3,584

近畿 奈良県 テックランド天理店 天理市嘉幡町６６５番３　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年10月30日 2013年7月1日 2,659

近畿 奈良県 万代坊城店 橿原市東坊城町３４９－３　他１３筆 万代 万代 2012年12月12日 2013年8月13日 1,493

近畿 奈良県 （仮称）サンタウンプラザひかり館 奈良市右京一丁目１－２　他２筆
関西文化学術研
究都市センター

関西ケーズデン
キ 2012年12月20日 2013年8月21日 4,086

近畿 奈良県 （仮称）テックランド北葛城店
北葛城郡広陵町大字大塚９１３番１
外５筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年12月25日 2013年8月26日 2,658

近畿 奈良県
（仮称）ホームセンターコーナン奈
良県安堵町店 生駒郡安堵町岡崎３２０ コーナン商事 コーナン商事 2012年12月27日 2013年8月28日 4,865

近畿 奈良県
（仮称）石木町ショッピングセン
ター＜Ａ区画＞ 奈良市石木町７７番地　他３２筆 ダイキ ダイキ 2012年12月27日 2013年8月28日 6,413

近畿 奈良県
（仮称）石木町ショッピングセン
ター＜Ｂ区画＞ 奈良市石木町９５番地　他２７筆 イオンタウン イオンタウン 他未定６社 ○ 2012年12月27日 2013年8月28日 6,189

近畿 奈良県
（仮称）石木町ショッピングセン
ター＜Ｃ区画＞ 奈良市石木町３５５番地　他２２筆 イオンタウン イオンタウン 他未定６社 ○ 2012年12月27日 2013年8月28日 6,000

近畿 奈良県 コメリパワー田原本店
磯城郡田原本町西竹田６６番１　外
３４筆 コメリ コメリ 2013年3月14日 2013年11月15日 9,393

近畿 奈良県
（仮称）ホームセンターコーナン平
群店　Ａ棟 生駒郡平群町椿井６０－１　他 コーナン商事 コーナン商事 2013年3月26日 2013年11月27日 8,341

近畿 奈良県
（仮称）ホームセンターコーナン平
群店　Ｂ棟 生駒郡平群町椿井１１７　他 コーナン商事 コーナン商事 2013年3月26日 2013年11月27日 1,833

近畿 和歌山県 （仮称）御坊複合商業施設 御坊市薗字336番地1　他 上新電機
インテリアほ
そかわ 上新電機

エムエムサービ
ス

松下スポー
ツ 2012年4月16日 2012年12月17日 2,229

近畿 和歌山県 （仮称）松源湯浅店
湯浅町大字湯浅字走上り1641-1
他15筆 松源 松源 ジップドラッグ 2012年4月27日 2012年11月20日 1,809

近畿 和歌山県
（仮称）スーパーエバグリーン上
富田店 上富田町朝来沖之芝775-7　他 廣甚 廣甚 2012年5月31日 2013年2月1日 3,385

近畿 和歌山県 （仮称）イオンモール和歌山 和歌山市中580番地3　他 イオンモール イオンリテール 他未定 2012年7月18日 2014年4月1日 48,527

近畿 和歌山県 （仮称）テックランド和歌山御坊店 御坊市野口569-1　他 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年7月27日 2013年3月28日 1,545

近畿 和歌山県
（仮称）テックランド和歌山有田川
店

有田川町大字植野字北内田14番1
他 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年8月29日 2013年4月30日 1,646

近畿 和歌山県 （仮称）ディオ和歌山北店 和歌山市善明寺278番2　外 大黒天物産 大黒天物産 2012年9月28日 2013年5月29日 1,779

近畿 和歌山県 （仮称）テックランド和歌山田辺店 田辺市東山二丁目965番　他 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年10月29日 2013年6月30日 1,985

近畿 和歌山県
ファッションセンターしまむら神前
店

和歌山市神前字桃ノ木189番地1
外1筆 しまむら しまむら 2013年2月13日 2013年10月14日 1,156

近畿 和歌山県
(仮称）ホームプラザナフコ有田川
店 有田市糸我町中番1番地 ナフコ ナフコ 2013年3月27日 2013年11月28日 4,423

近畿 京都市 外市本社ビル
京都市下京区四条通烏丸東入長刀
鉾町２７番地 外市 東急ハンズ 2013年1月31日 2014年5月1日 2,850

近畿 京都市 （仮称）イズミヤ堀川丸太町店
京都市上京区猪熊通丸太町下る中
之町507号 イズミヤ イズミヤ 2013年2月28日 2013年11月1日 2,727

近畿 大阪市
（仮称）大阪環状線森ノ宮駅南高
架下店舗

中央区森ノ宮中央一丁目393番1
外 ＪＲ西日本 光洋 未定 2012年4月6日 2013年3月1日 1,867

近畿 大阪市 （仮称）ライフ昭和町店 阿倍野区昭和町一丁目15－1 徳山　勤
ライフコーポレー
ション 2012年5月29日 2013年2月1日 1,514

近畿 大阪市 （仮称）塩草店舗 浪速区塩草二丁目９番１ 光洋 光洋 他未定 2012年6月15日 2013年2月16日 3,388

近畿 大阪市 ラウンドワンスタジアム千日前店 中央区難波一丁目１番　外 アールワン難波 未定 2012年6月29日 2013年3月1日 2,400

近畿 大阪市 道頓堀ZERO GATE（仮称） 中央区道頓堀１丁目12番 パルコ
FOREVER21
JAPAN RETAIL 2012年7月27日 2013年4月 3,150



近畿 大阪市
ファッションセンターしまむら喜連
瓜破店

平野区喜連西４丁目1346番地１　外
２筆 しまむら しまむら 2012年8月9日 2013年4月10日 1,132

近畿 大阪市 （仮称）ライフ緑橋店 東成区東中本２丁目10番１　外
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2012年9月14日 2013年5月15日 1,720

近畿 大阪市
（仮称）スーパービバホーム京セ
ラドーム大阪店 西区千代崎三丁目14番１　外 ＬＩＸＩＬビバ ＬＩＸＩＬビバ 2012年10月26日 2013年6月27日 12,299

近畿 大阪市 （仮称）ライフ御幣島店 西淀川区御幣島二丁目5番１　外
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2012年10月31日 2013年7月1日 2,113

近畿 大阪市
（仮称）新大阪センイシティープロ
ジェクト 淀川区西宮原二丁目２番１，２、13

協同組合新大阪
センイシティー 1

ライフコーポレー
ション 23 2012年11月30日 2013年9月30日 6,700

近畿 大阪市 （仮称）エディオン京橋店 城東区蒲生一丁目55-1 外 エディオン エディオン
ライフコーポ
レーション 2013年1月29日 2013年9月30日 4,942

近畿 大阪市 （仮称）岸里店舗 西成区玉出東一丁目１番３ 外 光洋 光洋 2013年1月30日 2013年10月1日 1,407

近畿 大阪市
（仮称）ヤンマー株式会社新本社
ビル商業計画 北区茶屋町51-11、57-3 セイレイ興産 未定 2013年2月28日 2014年10月31日 5,100

近畿 大阪市 （仮称）阪急オアシス旭区高殿店 旭区高殿四丁目72番６　外 阪食 阪食 2 2013年3月4日 2013年11月5日 2,118

近畿 神戸市 シティタワープラザ 神戸市中央区旭通４丁目343番地 住友不動産 3 未定 2012年4月11日 2013年4月1日 4,007

近畿 神戸市 メガパレス 神戸市西区丸塚２丁目９番地18号 アルプス ドン・キホーテ 2 2012年5月24日 2013年1月24日 2,902

近畿 神戸市
ワーズ・神戸アーバングルメポー
ト 神戸市東灘区向洋町中2-13

ホテルニューアワ
ジ 未定 2012年6月13日 2013年2月14日 3,085

近畿 神戸市 （仮称）山陽マルナカ北別府店 神戸市西区北別府4丁目15番10 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2012年6月29日 2013年2月28日 2,087

近畿 神戸市
（仮称）ホームセンターコーナン兵
庫区明和通店 神戸市兵庫区明和通3丁目2番1他 コーナン商事 コーナン商事 2012年7月27日 2013年3月28日 5,563

近畿 神戸市 （仮称）魚崎高架下店舗
神戸市東灘区魚崎西町4丁目278番
1 阪神電気鉄道 光洋 2012年12月28日 2013年8月29日 1,194

近畿 神戸市
（仮称）ロイヤルホームセンター東
灘魚崎

神戸市東灘区魚崎西町2丁目｣380
番1他

ロイヤルホームセ
ンター

ロイヤルホームセ
ンター 2012年9月26日 2013年5月27日 5,450

近畿 神戸市 ドラッグコスモス舞多聞店
神戸市垂水区舞多聞西5丁目　神
戸学園南地区49街区の一部 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年1月16日 2013年9月17日 1,766

近畿 神戸市 （仮称）神戸学園都市プロジェクト
神戸市垂水区小束山手2丁目868番
1078他 大和リース マルハチ 2013年2月26日 2013年10月27日 8,697

近畿 神戸市 ドラッグコスモス下畑店
神戸市垂水区下畑町字口戸331番1
他 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年3月27日 2013年11月28日 1,389

近畿 堺市 （仮称）ライフ堺駅前店 堺市堺区戎島町２丁６２番地
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2012年11月21日 2013年7月22日 3,100

中国 鳥取県 テックランド倉吉店 倉吉市清谷町二丁目１４３外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年7月17日 2013年3月5日 1,467

中国 鳥取県
スーパーセンタートライアル鳥取
千代水店 鳥取市千代水四丁目２７外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2013年1月31日 2013年10月1日 4,059

中国 鳥取県 （仮称）テックランド鳥取２号店 鳥取市大杙２１７外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年3月4日 2013年11月5日 4,193

中国 島根県 ホームプラザナフコ雲南店
雲南市木次町下熊谷１５１３番地１
外 ナフコ ナフコ 2012年4月2日 2012年12月3日 3,970

中国 島根県 食の専門市場あんり 出雲市矢野町１０－１外 あんり あんり 2012年4月2日 2012年12月3日 3,035

中国 島根県 （仮称）ドラッグコスモス大田店
大田市長久町長久字西ノ前イ５８７
番地２外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年4月13日 2012年12月14日 1,655

中国 島根県 （仮称）ドラッグコスモス塩冶東店 出雲市上塩冶町２６５２番１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年8月6日 2013年4月7日 1,656

中国 島根県 （仮称）ドラッグコスモス白枝店 出雲市白枝町字南芦田９５３外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年8月10日 2013年4月11日 1,658

中国 島根県 （仮称）イオン出雲食品館 出雲市天神町１５１外 イオンリテール イオンリテール 2012年10月10日 2013年6月11日 2,010



中国 島根県
（仮称）ドラッグコスモス出雲平田
店 出雲市平田町字薮崎１６４７番３外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年11月22日 2013年7月23日 1,615

中国 島根県 （仮称）ドラッグコスモス斐川店
出雲市斐川町上庄原字馬役１４７８
番外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年11月22日 2013年7月23日 1,659

中国 島根県 コメリホームセンター江津店 江津市敬川町1264番１外 コメリ コメリ 2012年12月7日 2013年8月8日 5,419

中国 島根県 （仮称）ＳＤ松江乃白北店
松江市乃白北土地区画整理事業区
域内110街区、111街区 三菱ＵＦＪリース アルペン 2012年12月14日 2013年8月15日 3,526

中国 島根県 （仮称）ドラッグコスモス神門店 出雲市神門町１３６７番４外 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年1月24日 2013年9月25日 1,655

中国 岡山県 （仮称）コムプラザ総社
総社市井手字一本木１２６４番１ほ
か エディオン 仁科百貨店 エディオン 仁科百貨店 2 2012年5月1日 2013年1月2日 5,480

中国 岡山県 （仮称）ドラッグコスモス北畝店 倉敷市北畝七丁目４２７番７ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2012年7月6日 2013年3月7日 1,654

中国 岡山県 （仮称）ドラッグコスモス西江原店
井原市西江原町字森友１２０１番１
ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2012年7月6日 2013年3月7日 1,492

中国 岡山県 （仮称）ドラッグコスモス児島店
倉敷市児島赤崎一丁目２８６４番６
ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2012年8月23日 2013年4月24日 1,722

中国 岡山県 （仮称）グンゼ開発津山貸店舗
津山市二宮字中原北１９２０番１ほ
か グンゼ開発 コスモス薬品 2013年3月1日 2013年11月2日 1,659

中国 岡山県 ホームプラザナフコ井原店
井原市笹賀町字小田崎７５６番１ほ
か ナフコ ナフコ 2013年3月1日 2013年11月2日 2,772

中国 岡山県 (仮称）ザグザグ小原店 津山市総社字桜屋７７番１ ザグザグ ザグザグ 2013年3月13日 2013年11月14日 1,345

中国 岡山県 （仮称）エブリイ西阿知店
倉敷市西阿知町字三ツ畔１０２６番
１ほか エブリイ エブリイ 2013年3月28日 2013年11月29日 3,533

中国 広島県 ヒマラヤ呉店 呉市宝町２２番２１号　他１筆
ジェイアール西日
本不動産開発 ヒマラヤ 2012年4月27日 2012年12月28日 1,901

中国 広島県 万惣呉東中央店 呉市東中央三丁目５番１号 万惣 万惣 2012年4月27日 2013年2月28日 1,295

中国 広島県 ショージ本郷店 三原市中之町2丁目3566番2 西條商事㈱ 西條商事㈱ 1 2012年4月27日 2012年12月28日 1,752

中国 広島県
（仮称）ドラッグコスモス福山山手
町店 福山市山手町四丁目1番外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年5月18日 2013年1月19日 1,489

中国 広島県 （仮称）ドラッグコスモス駅家店 福山市駅家町大字倉光44番1 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年5月18日 2013年1月19日 1,616

中国 広島県 エブリイ向島店 尾道市向島町字池田新開戊539番1 オリックス エブリイ ププレひまわり 1 2012年6月14日 2013年2月15日 2,888

中国 広島県 ダイナマイト福山店 福山市東深津町一丁目10番5号 ㈱コムズ
㈱広島ゴルフ
ショップ 2012年6月21日 2013年2月22日 1,413

中国 広島県 （仮）ドラックコスモス熊野店 安芸郡熊野町萩原七丁目11-4 ㈱コスモス薬品 ㈱コスモス薬品 2012年10月4日 2013年6月5日 1,460

中国 広島県 （仮称）ドラッグコスモス佐方店 廿日市市城内一丁目２－１６
株式会社コスモ
ス薬品

株式会社コスモス
薬品 2012年10月2日 2013年6月3日 1,494

中国 広島県 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 2 2012年11月30日 2013年8月1日 9,579 ×

中国 広島県 ゆめマート西栄 大竹市西栄二丁目5番1号 イズミ ○ イズミ モーツアルト 2012年12月27日 2013年9月1日 1,813

中国 広島県 ダイレックス明神店 福山市明神町一丁目382番　外 ＮＴＴファイナンス ダイレックス 2013年1月4日 2013年9月5日 1,161

中国 広島県 イズミ阿賀店 呉市阿賀中央五丁目１９５９番１外 イズミ 1 イズミ かめや釣具 2013年2月14日 2013年11月1日 2,288

中国 広島県 ゆめマート三次店 三次市三次町129番地1外 はなわ はなわ ププレひまわり
飯南パート
ナーズ 2013年2月28日 2013年11月1日 2,972

中国 広島県 ユーホー三原城町店 三原市城町3丁目1番56　ほか ㈱ユーホー
㈱ユーホー
（ホームセンター） 1 2013年3月15日 2013年10月1日 4,427

中国 山口県 (仮称）テックランド宇部東店 宇部市東見初町５４１－２４６ ヤマダ電機 安成工務店 ヤマダ電機 2012年4月5日 2012年12月6日 3,713



中国 山口県 (仮称）あおいモール 山口市葵一丁目3402番地
エヌ・エヌ・ティ都
市開発 丸久 未定 2012年6月27日 2013年2月28日 5,020

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス久米店 周南市大字久米 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年7月23日 2013年3月24日 1,502

中国 山口県 （仮称）ドラッグストアモリ美祢店 美祢市大嶺町東分字前川287-1 ナチュラル ナチュラル 2012年10月12日 2013年6月13日 1,194

中国 山口県
ホームプラザナフコ防府店家具
館 防府市西仁井令一丁目1789番1 ナフコ ナフコ 2012年10月31日 2013年7月1日 3,430

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス美祢店 美祢市大嶺町東分1267-1 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年3月11日 2013年11月11日 1,654

中国 広島市 広島東宝ビル 広島市中区新天地２番９ほか 東宝 未定 2012年8月16日 2013年11月1日 2,273

中国 広島市 丸善ビル 広島市中区堀川町７番５ほか 齊藤　尊ほか３名
ム　ヘネス・アン
ド・マウリッツ・ 2012年11月30日 2013年8月1日 1,554

中国 広島市 （仮称）石内湯戸商業施設
広島市佐伯区五日市大字石内字兼
丸6801番1ほか コーナン商事 コーナン商事 未定 2013年2月27日 2013年10月28日 14,725

中国 広島市 （仮称）マックスバリュ祇園店
広島市安佐南区祇園四丁目５３番７
ほか

マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 2013年3月8日 2013年11月9日 1,529

中国 岡山市
（仮称）ホームセンターコーナン岡
山高柳東店 岡山市北区高柳東町58番1ほか コーナン商事 コーナン商事 2012年7月25日 2013年3月26日 7,094

中国 岡山市
ＢＯＯＫＯＦＦ　ＰＬＵＳ　２号東岡
山 岡山市中区神下136番2ほか エディオン

ブックオフコーポ
レーション 2013年3月7日 2013年10月1日 1,547

四国 愛媛県 ダイキ周桑店 西条市 ダイキ（株） ダイキ（株） 2012年4月2日 2012年12月3日 8,714

四国 愛媛県 ドラッグストアモリ西条周布店 西条市 ナチュラル（株） ナチュラル（株） 2012年4月12日 2012年12月13日 1,431

四国 愛媛県 デオデオ松山北店（仮称） 松山市平田町209番地1 ㈱エディオン ㈱エディオン 2012年5月2日 2013年1月2日 1,537

四国 愛媛県 ハローズ土居 四国中央市土居町入野51番　外 ㈱ハローズ 4 ㈱ハローズ 4 2012年5月31日 2013年2月1日 4,579

四国 徳島県 ドラッグコスモス住吉店 徳島市住吉５丁目120番ほか (株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2012年5月21日 2013年1月22日 1,654

四国 徳島県 ドラッグコスモス小松島大林店 小松島市大林町中新田８０番他 (株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品 2012年5月21日 2013年1月22日 1,226

四国 徳島県 キョーエイ新鳴門店
鳴門市撫養町立岩字七枚249番地
ほか キョーエイ キョーエイ 2012年6月26日 2013年3月1日 1,958

四国 愛媛県 (仮称）ドラッグコスモス内子店 内子町内子745番地外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年7月6日 2013年3月7日 1,495

四国 愛媛県 (仮称)マックスバリュ西条大町店 西条市大町322-1外
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 2012年7月9日 2013年3月10日 2,044

四国 愛媛県 （仮称）ドラッグコスモス保内店
八幡浜市保内町宮内1-耕地531外5
筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年7月20日 2013年3月21日 1,495

四国 香川県 ドラッグコスモス志度店 さぬき市志度字渕田尻2336番地外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年7月23日 2013年3月24日 1,694

四国 愛媛県 (仮称)マックスバリュ久万ノ台店 松山市久万ノ台480
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 2012年10月24日 2013年6月25日 1,301

四国 香川県 ドラッグコスモスまんのう店
まんのう町吉野下字杉上下所1070
番1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年10月1日 2013年6月2日 1,530

四国 香川県 新鮮市場きむら宇多津店 宇多津町浜五番丁48番2外 きむら きむら 2012年11月19日 2013年7月20日 1,746

四国 愛媛県 ハローズ川之江店
四国中央市川之江町193番　外30
筆 ハローズ ハローズ 2012年11月13日 2013年7月14日 3,314

四国 愛媛県
(仮称)ドラッグコスモス伊予新川
店

伊予市下吾川字南西原1760番1
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年11月30日 2013年7月31日 1,489

四国 愛媛県 ダイレックス伊予大洲店 大洲市東大洲777番1　外7筆 ダイレックス ダイレックス 2012年11月30日 2013年7月31日 1,633

四国 香川県 ドラッグコスモスさぬき長尾店 さぬき市長尾西字関ノ上760番7外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年12月7日 2013年8月8日 1,865



四国 徳島県 ハローズ小松島店 小松島市日開野町35番11ほか ハローズ ハローズ 2 2013年1月16日 2013年9月17日 2,241

四国 香川県 ダイレックス高松一宮店 高松市一宮町字猿松1584番1外 ダイレックス ダイレックス 2013年1月10日 2013年9月11日 1,172

四国 高知県 よどやドラッグ高須店 高知市高須一丁目９８７－１　他 よどや よどや 2013年2月4日 2013年10月5日 1,425

四国 高知県 ドラッグコスモス土佐蓮池店 土佐市蓮池１１６３番地　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年2月28日 2013年10月29日 2,029

四国 徳島県 ドラッグコスモス板野店 板野町犬伏字東11番地3 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年2月26日 2013年10月27日 1,821

四国 香川県 エディオン丸亀店 丸亀市新田町字橋本160番1外 エディオン エディオン 2013年2月5日 2013年10月6日 2,520

四国 徳島県 ドラッグストアモリ藍住店 藍住町勝瑞字新田1番1ほか ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2013年3月5日 2013年11月6日 1,410

四国 愛媛県 カタヤマ今治店 今治市矢田乙147番地3　外 カタヤマ カタヤマ 2013年3月15日 2013年11月16日 8,456

四国 愛媛県 フジ安城寺店 松山市安城寺町571-1　外 フジ フジ 2013年3月29日 2013年11月30日 3,680

四国 高知県 （仮称）ケーズデンキ四万十店 四万十市具同３５２番地　外２１筆 ビッグ・エス ビッグ・エス 2013年3月4日 2013年11月5日 3,109

四国 高知県 ドラッグコスモス須崎店 須崎市桐間南９３番地　ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2013年3月29日 2013年11月30日 1,986

九州 福岡県 （仮称）ユニクロ春日店 春日市大字下白水205番1の一部外 三菱UFJリース ユニクロ 2012年4月6日 2012年11月16日 1,500

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス甘木三輪
店 朝倉市甘木字神田2347番1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年4月10日 2012年11月23日 1,491

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス福岡空港
東店 糟屋郡志免町別府四丁目320番1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年4月10日 2012年11月3日 1,493

九州 福岡県 （仮称）ユニクロ飯塚店 飯塚市秋松字中ノ坪863番1外 キャタピラー九州 ユニクロ 2012年4月20日 2012年11月23日 1,579

九州 福岡県 （仮称）マックスバリュ八女店 八女市本村字荷稲545番1外
マックスバリュ九
州

マックスバリュ九
州 2012年5月29日 2012年12月1日 1,920

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス福間駅東
店

福津市福間駅東土地区画整理事業
1街区1・2・3・4・5 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年6月19日 2013年2月20日 1,719

九州 福岡県
スーパーセンタートライアル田川
西店 田川市大字位登1767-1

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2012年6月29日 2013年3月1日 3,417

九州 福岡県 （仮称）テックランド福岡福津店
福津市福間駅東土地区画整理地区
内2街区 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年7月10日 2013年3月11日 1,985

九州 福岡県 （仮称）志免ＳＣ 志免町志免四丁目1297番1外 オリックス ハローデイ 未定 2012年7月31日 2013年3月1日 2,205

九州 福岡県 （仮称）マックスバリュ新宮店 新宮町大字下府字浜840-306外
セット・プランニン
グ

マックスバリュ九
州 2012年8月10日 2013年4月11日 1,570

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモスみづま福
光店

久留米市三潴町福光字粧正田488
番1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年8月21日 2013年4月22日 1,721

九州 福岡県 （仮称）コメリパワー大牟田店 大牟田市岬町3番地1外 コメリ コメリ 2012年8月22日 2013年4月23日 15,094

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス福間駅前
店

福津市福間駅東土地区画整理事業
1街区1・2・3・4・5 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年8月22日 2013年4月23日 1,719

九州 福岡県 （仮称）イズミ新宮店
新宮町緑ヶ浜土地区画整理事業５
街区１号 イズミ イズミ 2012年9月21日 2013年5月21日 3,465

九州 福岡県 ケーズデンキ筑後店 筑後市大字前津字大坪153-1外 フジホーム
九州ケーズデン
キ 2012年9月24日 2013年5月25日 3,972

九州 福岡県
（仮称）ドラッグストアモリ那珂川
店 那珂川町松原598番1ほか ナチュラル ナチュラル 2012年11月22日 2013年7月23日 1,221

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス新宮店
新宮町沖田地区区画整理事業16街
区外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年12月14日 2013年8月15日 1,492

九州 福岡県 ホームプラザナフコ城島店 久留米市城島町江上本1474番1 ナフコ ナフコ 2012年12月25日 2013年8月26日 4,998



九州 福岡県 （仮称）ドラッグストアモリ須恵店 須惠町大字旅石字西原２５３番６ ナチュラル ナチュラル 2013年1月9日 2013年9月10日 1,181

九州 福岡県 （仮称）ニトリ八女店 八女市蒲原字以多礼７７７番１外 ニトリ ニトリ 2013年1月17日 2013年9月18日 3,414

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス田川後藤
寺店 田川市桜町５８４番２・６０２番４ コスモス薬品 コスモス薬品 2013年2月14日 2013年10月15日 1,400

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス宇美店
宇美町大字大字井野字仲ノ坪５２５
番１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年2月28日 2013年10月29日 1,490

九州 福岡県 ドラッグストアモリ大刀洗店 大刀洗町大字高桶２4７７番地 ナチュラル ナチュラル 2013年3月14日 2013年11月15日 1,193

九州 福岡県
（仮称）スーパーセンタートライア
ル上津店 久留米市上津１６５４番地ー１

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2013年3月15日 2013年11月16日 2,729

九州 福岡県 （仮称）ダイレックス新宗像店 宗像市赤間三丁目２５０番１外 ダイレックス ダイレックス 2013年3月19日 2013年11月20日 1,667

九州 福岡県 （仮称）テックランドうきは店
うきは市吉井町鷹取字大坪１６３１
番１外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年3月22日 2013年11月23日 1,951

九州 福岡県 （仮称）ダイレックス飯塚店 飯塚市堀池池内８７－１外 ダイレックス ダイレックス 2013年3月22日 2013年11月23日 1,669

九州 佐賀県 アスタラビスタみやき店
三養基郡みやき町大字簑原字千入
道１８８８－１　他８筆 アスタラビスタ アスタラビスタ 2012年4月26日 2012年12月27日 2,060

九州 佐賀県
JAからつファーマーズマーケット
唐津うまかもん市場 唐津市久里１９６１－２

唐津農業協同組
合

唐津農業協同組
合 2012年5月8日 2013年1月9日 1,722

九州 佐賀県
（仮称）みやきショッピングセン
ター

三養基郡みやき町大字白壁６５９番
１ 外３２筆

オリックス 三喜
ダイレックス 2012年6月5日 2013年2月6日 4,362

九州 佐賀県 （仮称）ニトリ唐津店 唐津市町田字六土井７７３番 外 ニトリ ニトリ 2012年6月5日 2013年2月6日 3,334

九州 佐賀県 （仮称）テックランド伊万里店
伊万里市東山代町長浜字田土居知
溺２１４１番１ 外７筆 九州テックランド 九州テックランド 2012年6月8日 2013年2月9日 1,980

九州 佐賀県 ホームプラザナフコ有田店
西松浦郡有田町南原字竃ノ辻丁４
番１外１筆 ナフコ ナフコ 2012年10月30日 2013年7月1日 2,648

九州 佐賀県 （仮称）スーパーモリナガ白石店
杵島郡白石町大字東郷字一本楠１
２９７番地　外１筆 スーパーモリナガ スーパーモリナガ 2012年11月30日 2013年7月31日 1,730

九州 佐賀県
（仮称）テックランド肥前鹿島店・
ファミリーマート鹿島百貫橋店

鹿島市大字井手一の谷３１４番１
外１筆

ヤマダ電機
ファミリーマート

ヤマダ電機
ファミリーマート 2012年12月3日 2013年8月4日 2,174

九州 佐賀県 （仮称）ドラッグコスモス蔵上店
鳥栖市原古賀町　新鳥栖駅西土地
区画整理事業地内６街区 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年3月27日 2013年11月28日 1,990

九州 長崎県
(仮称)ドラッグストアモリ壱岐郷ノ
浦店

壱岐市郷ノ浦町田中触字古城955
番1　外1筆 ナチュラル ナチュラル 2012年4月10日 2012年12月11日 1,428

九州 長崎県 (仮称)マックスバリュ諫早中央店 諫早市野中町684番1
マックスバリュ九
州

マックスバリュ九
州 2012年4月27日 2012年12月28日 2,420

九州 長崎県 まるたか生鮮市場　多良見店 諫早市多良見町囲487 丸髙商事 丸髙商事 2012年4月27日 2012年12月28日 2,572

九州 長崎県 (仮称)長崎漁港がんばランド 長崎市京泊3丁目14番24号 マリン商会 マリン商会 2012年7月19日 2013年3月20日 2,016

九州 長崎県 〈仮称〉ドラッグコスモス京泊店 長崎市三京町646番33 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年8月17日 2013年4月18日 1,488

九州 長崎県 エレナ川棚店
東彼杵郡川棚町下組郷字平尾ノ前
3番1外14筆 エレナ エレナ ウチダ薬品 フランソア 2012年8月31日 2013年5月1日 1,236

九州 長崎県 ヒマラヤ諫早店 諫早市長野町1593-1　外2筆 住ノ江海陸運輸 ヒマラヤ 2012年9月28日 2013年5月29日 2,055

九州 長崎県 させぼ五番街 佐世保市新港町2番7　外 中村商事 エレナ 2013年3月1日 2013年11月2日 15,300

九州 長崎県 エレナ波佐見店
東彼杵郡波佐見町宿郷388番　外3
筆 エレナ エレナ フランソア

フローリスト
かわの 2013年3月14日 2013年11月15日 2,369

九州 長崎県 （仮称）サンキ諫早店 諫早市野中町648番6 三喜 三喜 2013年3月27日 2013年11月28日 2,249

九州 熊本県 コメリホームセンター御船店
上益城郡御船町大字木倉字毘沙門
384番ほか コメリ コメリ 2012年4月10日 2012年10月18日 4,832



九州 熊本県 ダイレックス御船店
上益城郡御船町大字辺田見字中道
162-1ほか 昭和リース ダイレックス 2012年4月27日 2012年11月30日 1,639

九州 熊本県 ドラッグコスモス山鹿嶋の本店 山鹿市山鹿字嶋ノ本627番1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2012年7月31日 2013年3月1日 1,659

九州 熊本県 ホームプラザナフコ津奈木店
葦北郡津奈木町大字岩城字沖田74
番ほか ナフコ ナフコ 2012年9月7日 2013年5月8日 1,869

九州 熊本県 ダイソー荒尾店・マミーズ緑丘店
荒尾市本井手字大谷1574番地1ほ
か ダイワロイヤル 1 マミーズ 大創産業 2012年9月14日 2013年2月15日 1,309

九州 熊本県 ドラッグコスモス天草諏訪町店 天草市諏訪町1002番地1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2012年10月2日 2013年4月10日 1,173

九州 熊本県 ドラッグコスモスにじの森店
菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北二丁目
4103番1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2012年10月10日 2013年5月10日 1,425

九州 熊本県 スーパー・キッド人吉店 人吉市瓦屋町柳川1843 アレス アレス 2012年10月17日 2013年4月20日 1,534

九州 熊本県 ドラッグコスモス内牧店 阿蘇市内牧1208番ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2012年10月29日 2013年4月20日 1,494

九州 熊本県 クロス２１UTO 宇土市水町字水町38番1ほか
九州リースサービ
ス

九州ケーズデン
キ 2社ほか未定 2013年3月6日 2013年10月31日 12,881

九州 熊本県 ドラッグコスモス芦北店
葦北郡芦北町大字芦北字西割南
2130番ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2013年3月13日 2013年10月5日 1,659

九州 熊本県 （仮称）デサキ熊本店
菊陽第二土地区画整理事業施行地
内22街区1画地ほか 出先 出先 2013年3月22日 2013年8月15日 2,236

九州 熊本県 ドラッグコスモス高田店 八代市本野町西草場2134-3ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2013年3月25日 2013年10月5日 1,987

九州 大分県 （仮称）ニトリ中津店
中津市大字大新田字七番通306-25
外 ニトリ ニトリ 2012年4月20日 2012年12月21日 3,354

九州 大分県 (仮称)ミスターマックス西大分店
大分市大字生石字下ノ田
145番27 ほか ミスターマックス ミスターマックス 2012年5月2日 2013年1月3日 6,912

九州 大分県 （仮称）テックランド佐伯店 佐伯市大字大池エゴ2209 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年5月18日 2013年1月19日 1,964

九州 大分県 ドラッグコスモス日出駅前店 速見郡日出町川崎新田８４５番１ コスモス薬品 コスモス薬品 2012年6月29日 2013年3月1日 1,718

九州 大分県 （仮称）ドラッグコスモス竹田店 竹田市大字拝田原字山下２１２番 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年6月29日 2013年3月1日 1,328

九州 大分県 ケーズデンキ春日浦店 大分市王子北町１８番１他２筆
九州ケーズデン
キ

九州ケーズデン
キ 2012年7月30日 2013年3月31日 3,890

九州 大分県
（仮称）ドラッグストアモリ大分高
城店 大分市高城西町４０９番１ ナチュラル ナチュラル 2012年8月30日 2013年5月1日 1,137

九州 大分県 ホームプラザナフコ　西大分店
大分市大字生石字下ノ田１４５番２
７　ほか ナフコ ナフコ 2012年9月4日 2013年5月5日 9,301

九州 大分県 （仮称）アクロスプラザもりまち
大分市大字森町字橋井手通１８１番
１　外

大和情報サービ
ス あさひ ビコムキタムラ 未定 2012年9月12日 2013年5月13日 3,202

九州 大分県 （仮称）サンキ中津店
中津市大字大新田字六番通２６５番
１　外８筆 三喜 三喜 2012年10月12日 2013年6月13日 2,593

九州 大分県 （仮称）ＡＰ大分佐伯店
佐伯市鶴岡西町一丁目１６６番　ほ
か６筆 大和リース アルペン 2012年10月17日 2013年6月18日 1,530

九州 大分県 （仮称）ドラッグコスモス松岡店
大分市大字松岡字市場５１８０番１
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年3月22日 2013年11月23日 1,225

九州 宮崎県
食の森うめこうじまなび野店・西
松屋まなび野店 宮崎市まなび野二丁目35番1

宮崎県住宅供給
公社

西松屋
チェーン 永野 西松屋チェーン 2012年5月1日 2013年1月2日 1,903

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス新三股店
北諸県郡三股町大字樺山4672-67
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年5月25日 2013年1月26日 1,656

九州 宮崎県
（仮称）コメリホームセンター日向
店

日向市大字財光寺字池1675番　外
29筆 コメリ コメリ 2012年6月4日 2013年2月5日 6,513

九州 宮崎県
（仮称）ドラッグコスモス都城高城
店

都城市高城町穂満坊字小金丸
864,865-2 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年9月5日 2013年5月6日 1,494

九州 宮崎県
（仮称）テックランド西都店・宮崎
カメラ西都店

西都市大字妻平田1657番地1　外2
筆 ヤマダ電機 宮崎カメラ ヤマダ電機 宮崎カメラ 2012年10月31日 2013年7月1日 1,691



九州 宮崎県
スーパーセンタートライアル恒久
店 宮崎市恒久上代1527-1　外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2012年11月29日 2013年7月30日 3,889

九州 宮崎県 （仮称）ダイレックス延岡店 延岡市別府町4452番地2　外 昭和リース ダイレックス 2012年12月10日 2013年8月11日 1,726

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス吉村店
宮崎市吉村町東部第二土地区画整
理事業地内（56区画） コスモス薬品 コスモス薬品 2012年12月14日 2013年8月15日 1,655

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグストアモリ岡富店
延岡市岡富町711番1　外　岡富古
川土地区画整理事業地内（17区画） ナチュラル ナチュラル 2013年3月6日 2013年11月7日 1,216

九州 鹿児島県
ホームプラザナフコ川内店生活
館

薩摩川内市上川内町字新田4700番
１　外13筆 ナフコ ナフコ 2012年4月9日 2012年12月10日 3,459 ×

九州 鹿児島県
ＤＩＹホームセンターハンズマン宇
宿店

鹿児島市宇宿二丁目450番地139外
33筆 ハンズマン ハンズマン 2012年4月9日 2012年12月10日 9,681

九州 鹿児島県 ホームプラザナフコ鹿児島店 鹿児島市東開町4番地15 ナフコ ナフコ 2012年4月9日 2012年12月10日 7,893

九州 鹿児島県
ニトリ薩摩川内店・雑貨屋ブル
ドッグ薩摩川内店

薩摩川内市上川内町字古府下4184
番地外13筆 ニトリ ニトリ

雑貨屋ブルドッ
グ 2012年4月26日 2012年12月27日 3,902

九州 鹿児島県 タイヨー東開店 鹿児島市東開町4番地27 タイヨー タイヨー 2012年6月30日 2013年3月1日 3,180

九州 鹿児島県 ホームプラザナフコ志布志店
志布志市志布志町志布志字小堀
464-1　外７筆 ナフコ ナフコ 2012年7月4日 2013年2月1日 4,300

九州 鹿児島県
(仮称)ドラッグコスモス志布志中
央店

志布志市志布志町志布志三丁目
2319番１　外11筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年7月23日 2013年3月24日 1,657

九州 鹿児島県
(仮称)スーパーセンターニシムタ
吉野店

鹿児島市川上町1943番地１　外21
筆 ニシムタ ニシムタ 2012年10月26日 2013年6月27日 3,211

九州 鹿児島県 （仮称）ドラッグストアモリ東開店 鹿児島市東開町4番17（一部） ナチュラル ナチュラル 2012年10月29日 2013年6月30日 1,228

九州 鹿児島県 (仮称)ダイレックス伊集院店
日置市伊集院町清藤2006番２　外４
筆 ダイレックス ダイレックス 2012年11月7日 2013年7月8日 1,628

九州 鹿児島県 （仮称）テックランド鹿児島指宿店 指宿市東方字野付後8293番外12筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2012年11月8日 2013年7月9日 2,189

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグコスモス鹿屋川西
店 鹿屋市川西町3744番１　外４筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年11月14日 2013年7月15日 1,653

九州 鹿児島県 加世田プロジェクト
南さつま市加世田川畑字新吉原
502番　外45筆

九州ケーズデン
キ 3

九州ケーズデン
キ 未定

農
業協同組合
南九州ファミ 2012年12月6日 2013年8月7日 4,270

九州 鹿児島県 タイヨー新川内店 薩摩川内市西向田町80番　外９筆 タイヨー タイヨー 2012年12月28日 2013年8月29日 3,685

九州 鹿児島県 ニトリ鹿児島与次郎店
鹿児島市与次郎1丁目2295番地103
外１筆 ニトリ ニトリ 2013年1月9日 2013年9月10日 5,217

九州 鹿児島県
（仮称）ハードオフ・オフハウス鹿
児島東開町店 鹿児島市東開町字東海３番40

ありがとうサービ
ス

ありがとうサービ
ス 2013年1月21日 2013年9月22日 1,458

九州 鹿児島県
ホームプラザナフコ川内店生活
館

薩摩川内市上川内町字新田4700番
１　外12筆 ナフコ ナフコ 2013年2月8日 2013年10月9日 3,459

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグストアモリ川内宮
内店

薩摩川内市宮内町上土器手2264番
外7筆 ナチュラル ナチュラル 2013年2月19日 2013年10月20日 1,226

九州 鹿児島県
（仮称）スーパーセンターニシムタ
岩川店

曽於市大隅町岩川宮ノ前下7411番
地１　外17筆 ニシムタ ニシムタ 2013年3月5日 2013年11月6日 8,404

九州 福岡市
サンキ香椎店・ダイレックス香椎
店 福岡市東区香住ヶ丘１丁目４番１号 三喜 1 三喜 ダイレックス 2012年4月9日 2012年12月10日 3,579

九州 福岡市 ボンラパス薬院六つ角店 福岡市中央区警固一丁目3番2ほか ハローデイ ボンラパス 大賀薬局 2012年10月26日 2013年6月17日 1,699

九州 福岡市 ダイレックス片江店
福岡市城南区南片江一丁目96番ほ
か ダイレックス ダイレックス 2012年10月31日 2013年7月1日 1,250

九州 福岡市 （仮称）箱崎モール 福岡市東区馬出四丁目248番3ほか オリックス
マックスバリュ九
州

JR九州ドラッグ
イレブン しまむら 2012年11月2日 2013年7月3日 4,495

九州 北九州市 （仮称）ドラッグストアモリ陣原店
北九州市八幡西区陣原四丁目2番
４　外 ナチュラル ナチュラル 2012年6月8日 2013年2月9日 1,195

九州 北九州市
（仮称）コストコホールセール北九
州倉庫店

北九州市八幡西区本城学研台一丁
目

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7月24日 2013年3月24日 10,226



九州 北九州市
スーパーセンタートライアル八幡
東店

北九州市八幡東区東田一丁目5番
109号　外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2012年9月21日 2013年5月22日 4,160

九州 北九州市
（仮称）ミスターマックス小倉西港
店 北九州市小倉北区西港町11－1外 ミスターマックス ミスターマックス 2012年11月7日 2013年7月7日 6,467

九州 北九州市 CASM門司
北九州市門司区大里本町三丁目10
番75号

キャズム門司開
発 未定 2013年1月11日 2013年9月12日 1,815

九州 北九州市 マルショク曽根店 北九州市小倉南区曽根北４－７ サンリブ サンリブ 2013年3月21日 2013年11月22日 2,098

九州 熊本市 コープ春日 熊本市西区春日七丁目１番　外
生活協同組合　く
まもと

生活協同組合　く
まもと 3 2012年8月23日 2013年2月10日 2,649

九州 熊本市 APタウンはません
熊本市中央区南熊本三丁目５番１
号

NTT西日本アセッ
ト・プランニング ハローデイ

サンドラッグ
アルペン 2012年9月6日 2013年5月7日 5,500

九州 熊本市 ダイレックス九品寺店 熊本市中央区九品寺三丁目16番18 九州旅客鉄道 ダイレックス 2012年11月30日 2013年5月23日 1,500

九州 熊本市 （仮称）ドラッグコスモス野中店
熊本市西区野中二丁目１８３番１
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年11月30日 2013年5月18日 1,653

九州 熊本市 （仮称）ドラッグコスモス下硯川店
熊本市北区下硯川二丁目1637番
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2012年12月3日 2013年5月18日 1,485

九州 熊本市
西松屋熊本川尻店・エースイワサ
キ川尻店 熊本市南区野田二丁目281番　外

JA三井リース建
物 イワサキ 西松屋チェーン イワサキ 2013年1月11日 2013年6月20日 1,956

沖縄 沖縄 ダイレックス津嘉山店
那覇市字仲井真東オフリー３７５番
地１　外 ダイレックス ダイレックス 2012年4月2日 2012年12月3日 1,181

沖縄 沖縄 イオンタウン南城大里
南城市大里字高平高宮城原97番２
他10筆 イオンタウン イオン琉球 2012年4月2日 2012年12月1日 5,593

沖縄 沖縄 （仮称）サンエー八重瀬シティ
八重瀬町字屋宜原波平原95番地１
他21筆 サンエー サンエー 2012年4月9日 2013年4月1日 6,933

沖縄 沖縄 （仮称）ニトリ宜野湾店 宜野湾市大山六丁目464番地外 ニトリ ニトリ 2012年7月6日 2013年3月7日 5,026

沖縄 沖縄 （仮称）マックスバリュ高原店 沖縄市高原一丁目11番5号 キク商事 イオン琉球 2012年10月25日 2013年6月25日 1,275

沖縄 沖縄 （仮称）テックランド沖縄名護店 名護市宮里七丁目1478番６外 沖縄ヤマダ電機 沖縄ヤマダ電機 2012年12月25日 2013年8月26日 2,663

沖縄 沖縄 道の駅いとまん 糸満市西崎町４丁目19番ほか２筆
沖縄県農業協同
組合

同組合、糸
満市

沖縄県農業協同
組合

糸満市物産セ
ンター

糸満漁業協
同組合 2013年2月5日 2013年10月6日 2,252

沖縄 沖縄 （仮称）ドン・キホーテうるま店 うるま市塩屋浜原502番１ほか２筆 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2013年2月22日 2013年10月22日 5,045

沖縄 沖縄 メイクマン浦添本店 浦添市字城間2670番地 メイクマン メイクマン 2013年2月22日 2013年10月22日 12,188

沖縄 沖縄
（仮称）タウンプラザかねひで名
護新大宮店 名護市宮里6-7-10他 金秀商事 プログレス 金秀商事 ふく薬局 2013年3月29日 2013年11月29日 2,787
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