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北海道 北海道 岩見沢市5条6丁目商業施設 岩見沢市5条東6丁目3番38ほか12筆 アルファコート ツルハ 〇 2018年4月19日 2018年12月20日 1,598

北海道 北海道
AOKI岩見沢店・ツルハドラッグ岩
見沢大和2条店 岩見沢市大和2条8丁目1-2ほか5筆 AOKI ケーアイケー AOKI ツルハ 2018年4月10日 2018年12月11日 1,560

北海道 北海道 サツドラ千歳店 千歳市新富３丁目９番３号 キムラ
サッポロドラッグス
トア 2018年4月20日 2018年12月21日 1,461

北海道 北海道 ツルハドラッグ余市大川店 余市郡余市町大川町18丁目13-6ほか
サンリバーは
せがわ ツルハ 2018年9月5日 2019年5月5日 1,369

北海道 北海道 ガリバー登別室蘭店 登別市若草町2丁目31-1 亀田実業 IDOM 2018年10月9日 2019年6月10日 3,731

北海道 北海道 スーパーアークス釧路店 釧路市鳥取大通2丁目2-10のうちほか 福原 福原 2018年10月25日 2019年6月26日 4,857

北海道 北海道 Aruku-zaka Street 虻田郡倶知安町字山田166番1
MHL　ARK
Development 未定 2018年10月26日 2019年6月27日 2,025

北海道 北海道 ツルハドラッグ千歳住吉店 千歳市住吉2丁目7番11ほか
アルファプロ
ジェクト ツルハ 2018年10月30日 2019年7月1日 1,376

北海道 北海道 ツルハドラッグ北見美芳東店 北見市美芳町7丁目1番4ほか みんと ツルハ 2018年11月30日 2019年8月1日 1,257

北海道 北海道 マックスバリュ函館深掘店 函館市深掘町52番2ほか
マックスバリュ
北海道

マックスバリュ北海
道 2018年11月30日 2019年8月1日 1,289

北海道 北海道 サツドラ函館石川店 函館市石川町472-3 函館バス
サッポロドラッグス
トアー 2018年12月18日 2019年8月19日 1,565

北海道 北海道 ツルハドラッグ広尾店 広尾郡広尾町並木通東2丁目2 広振 ツルハ 2018年12月25日 2019年8月26日 1,231

北海道 北海道 マックスバリュ函館若松店 函館市若松町25番1ほか
マックスバリュ
北海道

マックスバリュ北海
道 2019年1月10日 2019年9月11日 1,743

北海道 北海道 ツルハドラッグ旭川神楽5条店 旭川市神楽5条12丁目456番4ほか LINKLE ツルハ 2019年1月22日 2019年9月23日 1,210

北海道 北海道 サツドラ北見若葉店 北見市高栄西町10丁目94－3
サッポロドラッ
グストアー

サッポロドラッグス
トアー 2019年2月26日 2019年10月27日 1,283

北海道 北海道 スーパーアークス日吉店 函館市日吉町4丁目77番35ほか 道南ラルズ 道南ラルズ 2019年3月5日 2019年11月6日 1,582

北海道 札幌市 東苗穂1条2丁目複合店舗 札幌市東区東苗穂1条2丁目468番61ほか
やまいち開発
商事

ユニクロ
セブン－イレブン・
ジャパン 2018年4月18日 2018年10月25日 1,777

北海道 札幌市 マックスバリュ月寒店 札幌市豊平区月寒中央通2丁目316-5ほか
マックスバリュ
北海道

マックスバリュ北海
道 2018年4月26日 2018年10月26日 1,692

北海道 札幌市 サツドラ北8条西22丁目店 札幌市中央区北8条西22丁目3番1の内ほか
サッポロドラッ
グストアー

サッポロドラグスト
アー 2018年5月28日 2018年11月29日 1,274

北海道 札幌市 サツドラ東雁来 札幌市東区東雁来11条4丁目
サッポロドラッ
グストアー

サッポロドラッグス
トア 未定 未定 2018年6月8日 2018年12月8日 2,194

北海道 札幌市 ＤＣＭホーマック菊水元町店 札幌市白石区菊水元町3条5丁目33番地ほか
マルミ藤美商
事 ＤＣＭホーマック 2018年7月3日 2019年4月1日 2,615

北海道 札幌市 BRANCH札幌月寒 札幌市豊平区月寒東３条11丁目21-5 ほか 大和リース 未定 2018年10月25日 2019年6月10日 5,986

北海道 札幌市 ツルハドラッグ百合が原店 札幌市北区百合が原９丁目176番１の内
アルファ都市
設計 ツルハ 2019年2月27日 2019年10月28日 1,346

北海道 札幌市 アクロスプラザ南22条 札幌市中央区南22条西7丁目1080番8ほか
エムジーリー
ス モリワキ

サッポロドラックス
トアー 6 2019年3月5日 2019年11月1日 4,716

東北 青森県 （仮称）トヨタカローラ青森本社 青森市大字浜田字玉川２４６－１外
トヨタカローラ
青森 トヨタカローラ青森 くるま工房 2018年8月20日 2019年4月21日 5,320

東北 青森県 マエダストア八重田店 青森市造道２丁目２８１－１外 前田商事 マエダ 2018年8月28日 2019年4月29日 1,159

東北 青森県
（仮称）マックスバリュ八戸上組町
店 八戸市大字上組町３３外

マックスバリュ
東北 マックスバリュ東北 未定 ○ 2018年9月12日 2019年5月13日 1,674
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東北 青森県 いとく浜の町店 弘前市大字浜の町西一丁目５－２１外 伊徳 伊徳 丸大サクラヰ薬局 ○ 2018年12月19日 2019年8月20日 3,638

東北 青森県 （仮称）コープあおもり和徳店 弘前市野田二丁目１８外
生活協同組合
コープあおもり

生活協同組合コー
プあおもり 2019年1月18日 2019年9月19日 1,558

東北 青森県 （仮称）弘前田園複合施設 弘前市田園３丁目５－１２外 ワーク・ナリタ 丸大サクラヰ薬局
セブン‐イレブン・
ジャパン 2019年2月5日 2019年10月6日 1,126

東北 青森県
スーパーセンタートライアル十和
田店 十和田市東十三番町３８－１外

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2019年2月13日 2019年11月30日 4,355

東北 岩手県 ニトリ一関店 一関山目字大槻１番地 ニトリ ニトリ 2018年5月28日 2019年2月1日 3,553

東北 岩手県
（仮称）アクロスプラザ盛岡みたけ
Ｄゾーン 盛岡市みたけ二丁目133番58

大和ハウス工
業 ヴィクトリア 2018年9月28日 2019年5月29日 2,109

東北 岩手県 花巻桜木町複合商業施設 花巻市桜木町二丁目208番地２外 ユニバース ユニバース セリア 2019年3月8日 3,228

東北 宮城県 テックランド大崎古川店 大崎市古川稲葉１丁目１６３番１ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2018年4月9日 2018年12月10日 2,493

東北 宮城県
（仮称）ビッグハウスししおり店・
薬王堂気仙沼鹿折店

気仙沼市鹿折地区被災市街地復興土地区画整理事業仮換
地１９街区、２０街区 ベルジョイス

○
ベルジョイス 薬王堂 2018年4月27日 2018年12月28日 2,568

東北 宮城県
みやぎ生活協同組合石巻渡波
店・薬王堂石巻渡波店 石巻市後生橋１－３ 薬王堂

○
薬王堂

みやぎ生活協同
組合 2018年6月20日 2019年2月21日 1,983

東北 宮城県
ツルハドラッグ宮城村田店・北海
屋村田店 柴田郡村田町大字村田字松崎７番１　ほか

芙蓉総合リー
ス

○
ツルハ 北海屋 2018年7月30日 2019年3月31日 2,281

東北 宮城県
（仮称）コメリホームセンター白石
店 白石市大平森合字森合沖５９　外 コメリ コメリ 2018年9月6日 2019年5月7日 5,980

東北 宮城県 南三陸商業施設
本吉郡南三陸町 被災市街地復興土地区画整理事業地内 Ｔ
４２街区

芙蓉総合リー
ス ツルハ ○ 2018年10月1日 2019年6月2日 2,302

東北 宮城県 （仮称）ウジエスーパー吉岡店 黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目５番８、外
ウジエスー
パー ウジエスーパー 2018年10月5日 2019年6月28日 2,134

東北 宮城県 デイリーポート新鮮館 富谷店 富谷市上桜木二丁目３番３ マルニ マルニ 2018年10月26日 2019年6月27日 2,173

東北 宮城県 ツルハドラッグ石巻湊店 石巻市湊字大門崎３０６番１　ほか 大和リース ツルハ 2018年11月5日 2019年7月6日 1,162

東北 宮城県 （仮称）フレスコキクチ柴田船岡店 柴田郡柴田町大字船岡字新田２１６番　外 キクチ キクチ ツルハ 2018年11月9日 2019年7月11日 2,915

東北 宮城県 （仮称）ヤマザワ角田店 角田市角田字中島下５２０－１　外 ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 2018年11月19日 2019年7月20日 3,680

東北 宮城県 大河原小島商業施設 柴田郡大河原町字小島２１番地の２
仙南ハウス産
業 ツルハ 未定 2019年1月15日 2019年9月16日 1,463

東北 宮城県
（仮称）イエローハット利府店・ＴＳ
ＵＴＡＹＡ利府店 宮城郡利府町利府字新揺橋７５番１　外 ホットマン ホットマン 2019年1月15日 2019年9月16日 2,120

東北 宮城県 （仮称）利府青山複合商業施設 宮城郡利府町青山二丁目２番１外
ハウジング青
木

マックスバリュ南東
北 フジヤ 2019年3月28日 2019年11月29日 2,799

東北 秋田県 （仮称）秋田外旭川複合店舗 秋田市外旭川字大谷地29番地1　外22筆
大和情報サー
ビス プロノ 西松屋 ○ 2018年6月6日 2019年2月7日 2,535

東北 秋田県 （仮称）ナイス本荘東店 由利本荘市上大野114番地外29筆
秋田フードセ
ンター ナイス 未定 2018年7月24日 2019年3月25日 5,590

東北 秋田県 （仮称）テラタ能代大瀬店 能代市字東大瀬５２番２外 テラタ テラタ能代大瀬店 未定 2018年9月10日 2019年5月11日 3,305

東北 秋田県 （仮称）いとく追分店 潟上市天王字上北野4-409 伊徳 いとく 2019年3月28日 2019年11月29日 1,562

東北 山形県 （仮称）ヨークタウン東根神町 東根市神町西五丁目1015番64外
ヨークベニマ
ル ○ ヨークベニマル 未定 2018年12月18日 2019年8月19日 3,827

東北 山形県 元気市場たかはし元木店 山形市元木一丁目６８番１外 高橋畜産食肉 高橋畜産食肉 2019年1月8日 2019年9月9日 1,911
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東北 福島県 カワチ薬品白河西店 白河市中山南5番35外 カワチ薬品
○

カワチ薬品 大地 2018年7月17日 2019年3月18日 1,534

東北 福島県 ケーズデンキいわき鹿島店 いわき市鹿島町船戸字京塚3番地1ほか デンコードー デンコードー 2018年7月23日 2019年3月24日 4,755

東北 福島県 （仮称）ヨークベニマル小名浜店 いわき市小名浜愛宕町７番地１他
ヨークベニマ
ル ヨークベニマル 2018年11月30日 2019年7月31日 1,698

東北 福島県 （仮称）ダイユーエイト新八島田店 福島市南沢又市字中道南１番１外 ダイユーエイト ダイユーエイト 2018年12月12日 2019年8月13日 5,970

東北 福島県 ツルハドラッグ白河結城店 白河市結城４３番地
ルソリューショ
ン ツルハ 2018年12月14日 2019年8月15日 1,222

東北 福島県 （仮称）ハシドラッグ鳥谷野店 福島市鳥谷野字芝切１５番地１　外 ハシドラッグ ハシドラッグ 2019年1月11日 2019年9月12日 1,218

東北 福島県 （仮称）ヨークベニマル原町店 南相馬市原町区旭町三丁目65番1号
ヨークベニマ
ル ヨークベニマル ○ 2019年2月22日 2019年10月23日 3,264

東北 仙台市
（仮称）ＢＲＡＮＣＨ仙台長命ケ丘
（ＥＡＳＴ） 仙台市青葉区桜ヶ丘七丁目71－25 大和リース

みやぎ生活協同組
合 ツルハ ○ 2018年4月27日 2018年12月28日 3,700

東北 仙台市
（仮称）ＢＲＡＮＣＨ仙台長命ケ丘
（ＷＥＳＴ） 仙台市泉区長命ケ丘二丁目21-1、21-2 大和リース ヤマト屋書店 未定 ○ 2018年8月27日 2019年4月28日 4,069

東北 仙台市 （仮称）Frespo富沢西 仙台市太白区富田字京ノ北52-1　外 大和リース ツルハ
フローリスト花の
杜 ○ 2018年12月17日 2019年8月17日 3,583

関東 茨城県 （仮称）イオン新下市 水戸市柳町2-11-6 伊勢甚本社 イオンリテール 未定 2018年4月10日 2018年10月26日 1,800

関東 茨城県 （仮称）カワチ薬品桜の郷店 東茨城郡茨城町桜の郷1200番1 カワチ薬品 カワチ薬品 2018年5月21日 2019年1月22日 1,490

関東 茨城県 （仮称）サンキ研究学園店 つくば市研究学園3丁目24番
エムジーリー
ス 三喜 2018年7月20日 2019年3月21日 2,482

関東 茨城県
（仮称）水戸市西原貸店舗新築工
事 水戸市西原一丁目3523番1　外

ダイワロイヤ
ル カスミ ウエルシア薬局 1 2018年9月26日 2019年5月27日 3,496

関東 茨城県 ベイシア潮来店 潮来市須賀南321番　外 ベイシア ベイシア 3 2018年9月26日 2019年5月27日 8,647

関東 茨城県 （仮称）ヨークタウン取手店 取手市戸頭大明神1118番1　外 青野産業 ヨークベニマル サンドラッグ 6 2018年10月12日 2019年6月13日 5,090

関東 茨城県
（仮称）ヨークベニマル東海舟石
川店

那珂郡東海村大字舟石川東海中央土地区画整理施行地区
内53街区

ダイワロイヤ
ル ヨークベニマル 2018年10月31日 2019年7月1日 1,961

関東 茨城県 （仮称）水戸元吉田PJ計画 水戸市元吉田町字岡崎1030番4　外 青野産業 ヨークベニマル ジーユー 6 2018年12月12日 2019年8月13日 10,932

関東 茨城県
（仮称）みどりの駅南複合施設
新築工事 つくば市みどりの中央11番4　外

ダイワロイヤ
ル カスミ カワチ薬品 4 2019年2月4日 2019年10月5日 5,988

関東 茨城県 ダイユーエイト茨城城里店 東茨城郡城里町大字石塚3丁目尻2183番1　外 ダイユーエイト ダイユーエイト 2019年2月6日 2019年10月7日 2,950
×

関東 茨城県 （仮称）新利根ＳＣ 稲敷市角崎1678番地　外 カスミ カスミ 千葉薬品 1 2019年3月28日 2019年11月29日 4,597

関東 茨城県 （仮称）つくば並木ＳＣ つくば市並木四丁目３番２ カスミ カスミ 3 2019年3月28日 2019年11月29日 4,509

関東 茨城県 （仮称）コメリパワーつくば西店 つくば市上河原崎・中西地区Ｃ２街区　外 コメリ コメリ 2019年3月28日 2019年11月29日 12,455

関東 栃木県 ツルハドラッグさくら喜連川店 さくら市喜連川字松並3592番外
芙蓉総合リー
ス ツルハ 2018年7月27日 2019年3月28日 1,114

関東 栃木県 ヤオハン東町店 鹿沼市東町一丁目101番1外
八百半フード
センター

八百半フードセン
ター 1 2018年8月3日 2019年4月4日 1,735

関東 栃木県 （仮称）TRIAL小山美しが丘店 小山市美しが丘一丁目19番2
トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2018年8月31日 2019年5月1日 4,148

関東 栃木県 （仮称）カワチ薬品大沢店 日光市木和田島字小松原1570番11外 カワチ薬品 カワチ薬品 2018年10月4日 2019年6月5日 1,483



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

平成３０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　　【２０２０年３月末】

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。

2020/5/1

経済産業省

関東 栃木県 （仮称）クスリのアオキ末広店 大田原市末広二丁目3048番1外
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2018年10月25日 2019年6月25日 1,469

関東 栃木県 （仮称）平松本町複合店 宇都宮市平松本町762番4外
クスリのアオ
キ 1 クスリのアオキ 1 2018年11月29日 2019年7月30日 1,150

関東 栃木県 とりせん栃木店 栃木市箱森町418-2外 とりせん とりせん 2 2019年1月11日 2019年10月1日 5,719

関東 栃木県 ケーズデンキ宇都宮鶴田店
宇都宮市宇都宮鶴田第２土地区画整理事業地内３街区１画
地

ルソリューショ
ンズ

ケーズホールディ
ングス 2019年2月27日 2019年10月28日 2,846

関東 栃木県 （仮称）陽東二丁目計画店舗 宇都宮市陽東二丁目4252番１ 新谷 つちや 1 2019年3月26日 2019年11月27日 1,180

関東 栃木県 ツルハドラッグさくら氏家店 さくら市氏家字大野3845番 ツルハ ツルハ 2019年3月28日 2019年11月29日 1,122

関東 群馬県 アクロスプラザ笠懸Ａ～Ｄ・Ｈ棟 みどり市笠懸町阿左美１２８５番１　外
大和情報サー
ビス フレッセイ しまむら 1 2018年7月6日 2019年3月7日 4,368

関東 群馬県 アクロスプラザ笠懸Ｅ～Ｇ棟 みどり市笠懸町阿左美１３０８番１　外
大和情報サー
ビス ウェルシア薬局 セリア 2018年7月6日 2019年3月7日 1,550

関東 群馬県 太田西矢島町複合店舗 太田市西矢島町５８１番１　外
大和情報サー
ビス 未定 2018年8月27日 2019年4月28日 1,120

関東 群馬県 ベルク前橋北代田店 前橋市北代田町字西久保２８　外 ベルク ベルク 2018年9月28日 2019年5月29日 2,142

関東 群馬県 （仮称）ニトリ高崎倉賀野店 高崎市倉賀野町字原付２６８１番４　外 ヤマダイ大竹 ニトリ 未定 2018年11月1日 2019年9月1日 7,383

関東 群馬県
フレッセイ有馬ショッピングセン
ター 渋川市有馬茂沢７９－１ フレッセイ フレッセイ 未定 2019年2月8日 2019年10月9日 3,918

関東 埼玉県 （仮称）ピアシティ原馬室 鴻巣市原馬室字上曽部114番1外 カスミ カスミ 未定 2 2018年6月4日 2019年2月5日 4,029

関東 埼玉県 （仮称）久喜菖蒲商業施設
久喜都市計画事業菖蒲町菖蒲土地区画整理事業１街区１画
地　外

アークランドサ
カモト ヤオコー

アークランドサカモ
ト ヤオコー 未定 2018年6月6日 2019年2月7日 27,207

関東 埼玉県 （仮称）草加谷塚上町計画 草加市谷塚上町字立野271番1の一部　外
ホールディン
グ サンベルクス 未定 未定 2018年8月3日 2019年4月4日 4,840

関東 埼玉県 （仮称）ベルク和光白子店 和光市白子三丁目中央土地区画整理事業５街区５－１外 ベルク ベルク 2018年8月30日 2019年5月1日 2,120

関東 埼玉県 （仮称）ヤオコー川越今福店 川越市今福１４４６－２外 三共木工 ヤオコー 2018年9月11日 2019年5月12日 1,819

関東 埼玉県 (仮称）でんきち飯能店
飯能都市計画事業岩沢北部土地区画整理事業207街区2画
地　他 でんきち でんきち ファミリーマート 2018年12月4日 2019年8月5日 2,010

関東 埼玉県
（仮称）PGA TOUR
SUPERSTORE入間店 埼玉県入間市宮寺２９８２番地1　外 野口産業 ゴルフパートナー 2018年12月4日 2019年8月5日 2,826

関東 埼玉県 （仮称）カスミ三芳店 入間郡三芳町藤久保305-1 松本商会 カスミ 2019年3月12日 2019年11月13日 1,968

関東 埼玉県 （仮称）ベルク和光西大和店 和光市西大和団地2666番39 ベルク ベルク 未定 2019年3月12日 2019年11月13日 2,069

関東 埼玉県 （仮称）ビバモール東松山 東松山市神明町2丁目1627-1 他
芙蓉総合リー
ス LXILビバ 未定 2019年3月12日 2019年11月13日 18,690

関東 埼玉県 サンキ越谷店 越谷市越ヶ谷1丁目4636番1外 井橋合名会社 三喜 2,019年3月18日 2019年11月19日 2,074

関東 埼玉県 ドラッグストアセキ久喜中央店 久喜市本町8丁目940番1 セキ薬品 セキ薬品 2019年3月19日 2019年11月28日 1,672

関東 千葉県 旭萬力カメリアモール 旭市萬力字五番割4428番ほか ナリタヤ 1 ナリタヤ 1 2018年5月10日 2019年1月11日 3,054

関東 千葉県 ケーヨーデイツー高塚店 松戸市高塚新田字赤作２４７番１ほか ケーヨー ケーヨー 2018年5月16日 2019年1月17日 1,649

関東 千葉県 クリエイトＳ・Ｄ北柏店 柏市根戸字高野台４６７番１０３
クリエイトエ
ス・ディー

クリエイトエス・
ディー 1 2018年5月25日 2019年1月26日 2,038
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関東 千葉県
（仮称）四街道市もねの里商業施
設計画 四街道市もねの里六丁目１０番３ほか 新昭和 未定 4 2018年7月24日 2019年3月25日 5,212

関東 千葉県 ケーズデンキ松戸八柱店 松戸市河原塚字木戸場３１６番４ほか
ケーズホール
ディングス

ケーズホールディ
ングス 2018年7月30日 2019年3月31日 2,138

関東 千葉県
（仮称）ゆりまち袖ケ浦駅前モー
ル

袖ケ浦都市計画事業袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業7
街区2-1 画地ほか 新昭和 せんどう ○ 2018年9月25日 2019年5月26日 4,114

関東 千葉県 テックランドＮｅｗ東金店 東金市押堀字広田637番1ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2018年10月5日 2019年6月6日 2,790

関東 千葉県 （仮称）テラスモール松戸 松戸市八ケ崎二丁目８番１ほか
湘南辻堂イン
ベストメント サミット 130 2018年10月25日 2019年10月1日 23,854

関東 千葉県 （仮称）柏市松ヶ崎商業施設 柏市松ケ崎字荒久１４４番１ほか オリックス
クリエイトエス・
ディー 2018年10月30日 2019年5月24日 1,316

関東 千葉県 （仮称）ベイシア成田芝山店 山武郡芝山町岩山字林山2265番2ほか ベイシア ベイシア 2018年11月8日 2019年7月9日 6,595

関東 千葉県 （仮称）ベルク野田尾崎店 野田市尾崎字南谷原８６６番１ほか ベルク ベルク 2018年12月27日 2019年8月28日 2,120

関東 千葉県
(仮称）アクロスプラザ市原更級新
築工事 市原市更級四丁目２番１

大和情報サー
ビス

ニトリホールディン
グス 4 2019年2月21日 2019年10月25日 6,669

関東 千葉県 （仮称）もりまちちはら台モール 市原市ちはら台南二丁目３２番２ほか 新昭和 ヨークマート 7 2019年3月22日 2019年11月23日 6,317

関東 千葉県 （仮称）コメリパワー大網白里店 大網白里市大網字中津610番　ほか コメリ コメリ 2019年3月26日 2019年11月27日 9,258

関東 千葉県 ニトリ野田店 野田市泉三丁目１番２６ほか ニトリ ニトリ 2019年3月27日 2019年11月28日 5,169

関東 東京都 (仮称)アクロスプラザ東久留米 東久留米市上の原二丁目333番３
イナンス＆
リース 未定 2018年4月24日 2018年12月25日 3,200

関東 東京都 （仮称）オオゼキ松原店 世田谷区松原四丁目979番２ほか オオゼキ オオゼキ ○ 2018年6月29日 2019年3月1日 1,345

関東 東京都
（仮称）スーパービバホーム東久
留米店 東久留米市上の原一丁目333番２ほか

イナンス＆
リース株式会

株式会社ＬＩＸＩＬビ
バ 2018年7月5日 2019年3月6日 10,137

関東 東京都
武蔵小金井駅南口第2地区第一
種市街地再開発事業 小金井市本町六丁目1827番１ほか

南口第2地区
市街地再開発 未定 2018年8月16日 2019年6月1日 5,378

関東 東京都 ノジマ青梅インター店 青梅市新町六丁目１６番１１ほか ノジマ ノジマ ○ 2018年8月20日 2019年4月21日 2,738

関東 東京都 （仮称）マルエツ水道町店 新宿区水道町２９ほか 三晃印刷 マルエツ 1 2018年9月6日 2019年5月7日 1,110

関東 東京都 （仮称）稲城小田良ＳＣ計画 稲城市大字坂浜、大字平尾（小田良土地区画整理地区内） 野村不動産 未定 5 2018年9月25日 2019年5月26日 4,356

関東 東京都 ノジマ東久留米滝山店 東久留米市滝山五丁目２番１ほか ノジマ ノジマ 2018年9月28日 2019年5月29日 2,088

関東 東京都 （仮称）コープ葛飾白鳥店 葛飾区白鳥四丁目２０１８番ほか
テルウェル東
日本

生活協同組合コー
プみらい 4 2018年10月4日 2019年6月5日 5,091

関東 東京都
(仮称)国分寺内藤１丁目プロジェ
クト 国分寺市内藤一丁目22番地 内藤初枝

生活協同組合コー
プみらい 2018年10月25日 2019年6月26日 1,438

関東 東京都 （仮称）本一色店舗計画 江戸川区本一色一丁目164番1ほか 高津弘 1
ライフコーポレー
ション 2018年10月30日 2019年6月20日 1,235

関東 東京都
（仮称）日本橋室町三丁目地区第
一種市街地再開発事業A地区 中央区日本橋室町三丁目10番地

日本橋室町三
丁目地区市街
地再開発組合 未定 2018年12月18日 2019年8月19日 5,672

関東 東京都 渋谷スクランブルスクエア 渋谷区渋谷二丁目24番12号 東京急行電鉄 2 未定 2018年12月19日 2019年9月1日 25,000

関東 東京都 （仮称）フレスポひばりが丘 西東京市谷戸町二丁目3020番46ほか 大和リース 未定 2018年12月20日 2019年9月27日 2,485
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関東 東京都
虎ノ門一丁目地区第一種市街地
再開発事業施設建築物（高層棟） 港区虎ノ門一丁目200番1

地区市街地再
開発組合 未定 2018年12月27日 2020年1月6日 3,216

関東 東京都 （仮称）オーケー調布店新築工事 調布市小島町一丁目6番 えの木 オーケー 2019年1月17日 2019年8月5日 1,554

関東 東京都 グランベリーパーク 町田市鶴間三丁目６番ほか15筆 東京急行電鉄 1 東急ストア ○ 2019年1月29日 2019年10月1日 38,026

関東 東京都 スーパーアルプス散田店 八王子市散田町五丁目4番
スーパーアル
プス スーパーアルプス 2019年2月21日 2019年10月22日 1,727

関東 東京都 （仮称）江東橋計画 墨田区江東橋五丁目5番5号ほか
ＪＲ西日本不
動産開発 未定 2019年2月26日 2019年10月27日 2,264

関東 東京都
四谷駅前地区第一種市街地再開
発事業 新宿区四谷一丁目50番地

都市再生機構
東日本都市再

ライフコーポレー
ション ○ 2019年3月13日 2020年2月1日 3,241

関東 東京都 （仮称）ヤオコー東久留米滝山店 東久留米市滝山四丁目13番２ほか ヤオコー ヤオコー 2019年3月29日 2019年11月30日 1,799

関東 神奈川県 （仮称）島半94ビル建設計画 秦野市平沢字久保頭530の1ほか 島半 ドン・キホーテ 2018年5月8日 2019年1月9日 3,029

関東 神奈川県
（仮称）ホームセンターコーナン平
塚市役所前店 平塚市浅間町150の114

神奈川中央交
通 コーナン商事 2018年5月18日 2019年1月19日 2,550

関東 神奈川県 （仮称）ベルク伊勢原白根店 伊勢原市白根字弾正町571の１ほか ベルク ベルク 2018年7月27日 2019年3月28日 2,077

関東 神奈川県 ベイシア三浦店 三浦市初声町下宮田字長作５番の２ほか ベイシア ベイシア 2018年8月20日 2019年4月21日 3,321

関東 神奈川県 ノジマ湘南台店 藤沢市円行1,327ほか ノジマ ノジマ 2018年10月3日 2019年6月4日 1,419

関東 神奈川県
（仮称）スーパービバホーム小田
原国府津店 小田原市小八幡字一丁田773の3ほか

芙蓉総合リー
ス ＬＩＸＩＬビバ 2018年11月13日 2019年7月14日 8,453

関東 新潟県
（仮称）東京インテリア家具長岡
店 長岡市千秋２丁目2782番地１外

東京インテリ
ア家具

東京インテリア家
具 2018年6月22日 2019年2月23日 8,090

関東 新潟県 （仮称）クスリのアオキ見附店 見附市上新田町字下野沖456番５外
クスリのアオ
キ

クスリのアオキアオ
キ 2018年8月31日 2019年5月1日 1,430

関東 新潟県 （仮称）チャレンジャー小千谷店 小千谷市千谷川３丁目1718番地１外
オーシャンシ
ステム オーシャンシステム 2018年8月24日 2019年4月25日 2,061

関東 新潟県
（仮称）ツルハドラッグ新発田緑町
店・ファミリーマート新発田緑町店 新発田市緑町二丁目５番30号　外　地内

伊藤組　他２
者 ファミリーマート ツルハ 2018年9月27日 2019年5月28日 1,187

関東 新潟県 ナルス直江津東店 上越市三ツ屋町130番地１　外 ナルス ナルス 2019年3月11日 2019年11月12日 2,268

関東 長野県 上諏訪駅前商業施設（仮称） 諏訪市諏訪1－6－1ほか 諏訪駅前開発 ツルヤ 2018年4月23日 2019年2月6日 3,344

関東 長野県 産直市場グリーンファーム 伊那市ますみヶ丘270－10ほか
産直市場グ
リーンファーム

産直市場グリーン
ファーム サンライズ 2018年4月23日 2018年12月24日 1,400

関東 長野県
エーワンオートイワセMatsumoto
BMW/MINI Matsumoto 松本市村井町南２－932－１ほか

エーワンオー
トイワセ

エーワンオートイワ
セ 2018 年6月8日 2019年2月9日 1,428

関東 長野県 上牧フレッシュリーモール 伊那市上牧6601ほか 岡谷生鮮市場 岡谷生鮮市場
マツモトキヨシ甲
信越販売 菓匠Shimizu 2018年8月10日 2019年4月10日 1,805

関東 長野県
Ａ・コープファーマーズサン・ライフ
店 茅野市玉川神之原2802－２ほか

信州諏訪農業
協同組合 長野県Ａ・コープ 2018年8月10日 2019年4月11日 1,989

関東 長野県 信州ガーデンプレイス 上田市上田1843－１ほか ミクニ 東北通信装機 アスク 2 2018年12月28日 2019年8月29日 2,021

関東 山梨県 （仮称）ドン・キホーテ甲府店 甲府市国母六丁目６１７番３外
マーケティン
グ ドン・キホーテ 2018年4月9日 2018年12月10日 3,453

関東 山梨県 （仮称）フォレストモール甲斐竜王 甲斐市富竹新田字大明神河原１７１４番１外
フォレストモー
ル アマノ 2018年6月13日 2019年2月14日 5,024

関東 山梨県 アクロスプラザ須玉 北杜市須玉町大豆生田字二ツ木１０７２番１外
大和情報サー
ビス オギノ 2019年2月26日 2019年10月27日 3,190
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関東 静岡県
（仮称）ケーズデンキ袋井イン
ター店 袋井市堀越上法事691-1 ギガス ギガス 2018年5月25日 2019年1月26日 2,648

関東 静岡県 株式会社ネクステージ富士店 富士市田島字堤内132-1外 ネクステージ ネクステージ 2018年10月4日 2019年6月5日 2,314

関東 静岡県
（仮称）スーパーセンターオークワ
掛川下垂木店 掛川市下垂木一丁田地区区画整理事業地内10街区１外 オークワ オークワ 2018年12月25日 2019年8月26日 5,097

関東 静岡県 杏林堂薬局菊川店 菊川市本所字万田1318-1 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2019年2月5日 2019年10月6日 1,531

関東 静岡県 （仮称）ららぽーと沼津 沼津市東椎路川向44-1外 三井不動産 未定 2019年2月8日 2019年10月9日 44,000

関東
さいたま
市 （仮称）ケーズデンキ埼大通り店 さいたま市桜区栄和四丁目７９７－１外

ケーズホール
ディングス

ケーズホールディ
ングス 2018年5月30日 2019年1月31日 4,558

関東
さいたま
市

（仮称）島忠さいたま市中央区計
画 さいたま市中央区上落合八丁目９０３番１　外 島忠 島忠 2 2018 年7月27日 2019年3月28日 5,992

関東 千葉市 （仮称）イオン幕張若葉（敷地ａ） 千葉市美浜区若葉3丁目2-12
イオンリテー
ル 未定 2018年7月24日 2019年4月1日 1,100

関東 千葉市 （仮称）イオン幕張若葉（敷地ｂ） 千葉市美浜区若葉3丁目2-16
イオンリテー
ル イオンリテール 未定 2018年7月24日 2019年4月1日 2,660

関東 横浜市 （仮称）上大岡SC計画 横浜市港南区上大岡西三丁目514番地の１ イトーヨーカ堂 イトーヨーカ堂 2018年6月29日 2019年3月1日 2,822

関東 横浜市 （仮称）三和青葉区もえぎ野計画 横浜市青葉区もえぎ野１番２
三和ホール
ディングス 三和 未定 2018年8月8日 2019年4月9日 4,482

×

関東 横浜市 (仮称)BRANCH横浜南部市場 横浜市金沢区鳥浜町1番地の１ 大和リース 横浜市 朝市食品 未定 2018年11月30日 2019年7月31日 11,372

関東 横浜市 センター南駅光ビル 横浜市都筑区茅ケ崎中央１番２号 光製作所 相鉄ローゼン ウエルシア薬局 未定 2019年2月15日 2019年10月16日 2,859

関東 横浜市
（仮称）横浜市中区北仲通５丁目
計画 横浜市中区北仲通５丁目５７番２　ほか

三井不動産レ
ジデンシャル 丸紅 未定 2019年2月26日 2020年4月1日 1,820

関東 横浜市 （仮称）イオン戸塚店 横浜市戸塚区吉田町台ノ前778番地１ほか
イオンリテー
ル イオンリテール 2019年3月8日 2020年11月9日 3,900

関東 川崎市 （仮称）ケーズデンキ川崎野川店 川崎市高津区野川字東耕地3696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 2018年5月28日 2019年1月29日 2,152

関東 川崎市 （仮称）ヨークマート川崎野川店 川崎市宮前区野川858-1他 ヨークマート ヨークマート 2018年5月30日 2019年1月31日 1,670

関東 川崎市 （仮称）川崎京町計画 川崎市川崎区京町二丁目１番１２　外 いなげや いなげや 2018年8月22日 2019年4月23日 3,224

関東 川崎市 （仮称）川崎Z計画新築工事 川崎市川崎区小川町１丁目７ アエル 未定 2018年10月19日 2019年7月31日 2,891

関東 相模原市 七蔵商業施設 緑区下九沢字中道2121番1　ほか 七蔵 公正屋
ホームセンターバ
ロー 2019年1月24日 2019年9月25日 2,092

関東 新潟市 マルシェコート 新潟市中央区上所3丁目354-10
潟
大和地所 イオンリテール 2018年9月14日 2019年5月15日 1,711

関東 新潟市 （仮称）ケーズデンキ南笹口店 新潟市中央区南笹口２丁目527-9外
MULプロパ
ティ 北越ケーズ 2018年10月2日 2019年6月3日 2,413

関東 新潟市 （仮称）ラ・ムー新潟亀田店 新潟市江南区西町3丁目1178番1 外 エスティ 大黒天物産 2018年10月30日 2019年7月1日 1,975

関東 静岡市 杏林堂薬局静岡松富店 静岡市葵区松富二丁目99番地１　外30筆
マーケティン
グ 杏林堂薬局 2018年8月31日 2019年5月1日 1,810

関東 静岡市 札の辻クロス 静岡市葵区呉服町一丁目30番地
二地区市街地
再開発組合 青山商事 池田屋カバン店 ○ 2018年9月13日 2018年10月26日 2,331

関東 浜松市
（仮称）クリエイトエス・ディー浜松
雄踏店 浜松市西区雄踏町宇布見4648

クリエイトエ
ス・ディー

クリエイト
エス・ディー 2018年5月24日 2019年1月25日 1,270

関東 浜松市
(仮称)早出商業施設大和ハウス
区画 浜松市中区早出町972の一部

ダイワロイヤ
ル あかのれん ダイソー 2018年8月10日 2019年4月11日 1,744
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関東 浜松市 (仮称)早出商業施設フィール区画 浜松市中区早出町字堤外1012番の一部、他
フィールホー
ルディングス

フィールコーポレー
ション 未定 2018年8月10日 2019年4月11日 2,079

関東 浜松市 （仮称）カインズ浜松市野店 浜松市東区小池町字一里塚2425－1 カインズ カインズ 2018年11月16日 2019年7月17日 8,479

関東 浜松市 （仮称）杏林堂薬局内野店 浜松市浜北区内野790-1　外11筆
ループ・ホー
ルディングス 杏林堂薬局 2019年1月4日 2019年9月5日 2,115

中部 愛知県 クスリのアオキ武豊店 知多郡武豊町字浅水21－1外17筆
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2018年5月25日 2019年1月26日 1,456

中部 愛知県 ケーズデンキ刈谷店 刈谷市小垣江町柿ノ湫54番 ギガス ギガス 2018年6月6日 2019年2月7日 2,849

中部 愛知県 (仮称)ドラッグコスモス八百富店 蒲郡市八百富町蒲郡蒲南土地区画整理事業67街区3番1他 コスモス薬局 コスモス薬品 2018年7月4日 2019年3月5日 1,712

中部 愛知県 V・drug新城店 新城市稲木字仲野70番15外12筆 エビスホーム 1 中部薬品 2018年7月10日 2019年3月11日 1,222

中部 愛知県
（仮称）クリエイトS・D春日井美濃
店 春日井市美濃町三丁目4番ほか

クリエイトエ
ス・ディー

クリエイトエス・
ディー 2018年8月29日 2019年4月20日 1,300

中部 愛知県 （仮称）道の駅とよはし 豊橋市東七根町字一の沢113番地2　外 豊橋市 1
JAあぐりパーク食
彩村 2018年8月31日 2019年5月1日 1,482

中部 愛知県 （仮称）フレスポ春日井 春日井市追進町2丁目1番5ほか1筆 大和リース ヤマナカ ○ 2018年10月16日 2019年6月17日 4,156

中部 愛知県 （仮称）ドラッグコスモス花中店 豊橋市花中町16番他 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年11月27日 2019年7月28日 1,698

中部 愛知県 クリエイトS・D江南高屋店 江南市高屋町西町140番地1ほか
クリエイトエ
ス・ディー

クリエイトエス・
ディー 2018年12月13日 2019年8月14日 1,226

中部 愛知県 （仮称）クロスモール豊田陣中 豊田市陣中町1丁目26番8ほか20筆 オリックス ヤマナカ あかのれん 6名 2019年1月31日 2019年10月1日 6,179

中部 愛知県 （仮称）ドラッグコスモス村久野店 江南市村久野町鳥附38ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2019年2月19日 2019年10月20日 1,686

中部 愛知県 （仮称）豊橋・下地ＳＣ 豊橋市下地町操穴39－1ほか 大仙 スギ薬局 大創産業 2019年2月22日 2019年10月23日 3,456

中部 岐阜県
（仮称）スーパーセンターオークワ
多治見店 多治見市幸町八丁目1番　外 オークワ オークワ 2018年4月6日 2018年12月7日 6,274

中部 岐阜県 （仮称）ドラッグコスモス又丸店 岐阜市又丸19番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年4月23日 2018年12月24日 1,698

中部 岐阜県 クスリのアオキ広見店 可児市広見字大田1228番1　外
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2018年5月30日 2019年1月31日 1,790

中部 岐阜県 （仮称）アルビス美濃加茂店 美濃加茂市新池町1丁目38　外 アルビス アルビス 2018年8月7日 2019年4月8日 2,216

中部 岐阜県 東京インテリア家具岐阜瑞穂店 野田新田宇新堀東4070番地　外
東京インテリ
ア家具

東京インテリア家
具 2018年8月17日 2019年4月20日 8,268

中部 岐阜県
（仮称）ドラッグコスモス那加桐野
店 各務原市那加桐野外二ケ所大字入会地字中野5番3　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年9月18日 2019年5月19日 1,656

中部 岐阜県 クスリのアオキ皐ヶ丘店 可児市皐ヶ丘1丁目1番2
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2018年10月10日 2019年6月11日 1,596

中部 岐阜県
（仮称）恵那複合商業施設Ａゾー
ン 恵那市正家第二土地区画整理事業2街区1画地　外

大和ハウス工
業 ＤＣＭカーマ 2019年1月29日 2019年9月30日 9,008

中部 岐阜県
（仮称）恵那複合商業施設Ｂゾー
ン 恵那市正家第二土地区画整理事業2街区51画地　外

大和ハウス工
業 バロー 13 2019年1月29日 2019年9月30日 8,916

中部 岐阜県 クスリのアオキ竹鼻店 羽島市竹鼻町狐穴字寺東１３１４番　外
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2019年1月31日 2019年10月1日 1,615

中部 岐阜県 ファミリーストアさとう桐生店 高山市桐生町2丁目265番の6　外
ファミリースト
アさとう

ファミリーストアさと
う 2019年2月1日 2019年10月4日 1,633

中部 岐阜県
（仮称）カラフルタウン岐阜東敷地
商業施設 岐阜市柳津町丸野三丁目3番3

モールクリエ
イト 1 ベルカディア 4 2019年2月8日 2019年10月9日 2,387
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中部 岐阜県 クスリのアオキ上川手店 岐阜市上川手566
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2019年3月5日 2019年11月6日 1,460

中部 岐阜県
（仮称）ドラッグコスモス本巣北方
店 本巣郡北方町高屋字林浦道北1557番1 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年3月13日 2019年11月14日 1,687

中部 三重県 （仮称）ドラッグコスモス大黒田店 松阪市大黒田町字下新戸701番1　他 コスモス薬品 コスモス薬品 未定 2018年5月1日 2019年1月2日 2,017

中部 三重県 (仮称）トライアル伊勢店 伊勢市小俣町本町341番地
トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2018年6月15日 2019年2月16日 4,318

中部 三重県 オークワ三雲店 松阪市小船江町91 オークワ オークワ 2018年7月24日 2019年3月25日 1,912

中部 三重県
（仮称）津高茶屋ショッピングセン
ター 津市高茶屋小森町981-2 大黒天物産

クスリのアオ
キ 大黒天物産 クスリのアオキ 3 2018年7月30日 2019年3月31日 5,536

中部 三重県 （仮称）イオンタウン四日市泊 四日市市泊小柳町2番6　他5筆 LIXIL ビバ LIXIL ビバ 2018年8月1日 2019年4月2日 12,249

中部 三重県 （仮称）ドラッグコスモス芸濃店 津市芸濃町椋本字一ツ谷3093-1　他 オリックス コスモス薬品 2018年11月9日 2019年7月10日 1,649

中部 三重県 （仮称）西濃パーク名張
名張市蔵持町芝出1301番　ほか31筆、名張市蔵持町原出
1791番1　ほか8筆 西濃建設 あかのれん 西松屋チェーン 2018年11月28日 2019年7月29日 3,609

中部 富山県 （仮称）ドラッグコスモス小杉駅店 射水市三ケ2595‐3　ほか８筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年7月19日 2019年3月1日 1,702

中部 富山県 ウエルシア富山奥田店 富山市奥田町字三十苅35番１　ほか２筆
ウエルシア薬
局 ウエルシア薬局 2018年7月20日 2019年2月28日 1,217

中部 富山県
大阪屋ショップ新庄店・クスリのア
オキ富山新庄店 富山市新庄町３丁目７番16　ほか15筆 井上　健一郎 大阪屋ショップ クスリのアオキ 2018年7月20日 2019年2月1日 2,986

中部 富山県 （仮称）ドラッグコスモス上小泉店 滑川市上小泉39 番１　ほか６筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年9月5日 2019年4月10日 1,658

中部 富山県
大阪屋ショップ出来田店・クスリ
のアオキ出来田店 高岡市出来田296番１　ほか31筆

大阪屋ショッ
プ クスリのアオキ 2018年10月11日 2019年5月20日 2,988

中部 富山県 （仮称）ドラッグコスモス綾田店 富山市綾田町1丁目1番９　ほか16筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年11月15日 2019年7月1日 1,618

中部 富山県
（仮称）富山市下飯野土地区画整
理事業12街区 富山市下飯野土地区画整理事業地内12街区

大和情報サー
ビス クスリのアオキ

セブン‐イレブン・
ジャパン 2018年12月11日 2019年6月30日 1,189

中部 富山県
(仮称）富山市下飯野土地区画整
理事業11街区 富山市下飯野土地区画整理事業地内11街区 原信 原信 セリア 3 2018年12月20日 2019年8月21日 5,330

中部 富山県 ひらせいホームセンター庄川店 砺波市庄川町示野388　ほか
ひらせいホー
ムセンター

ひらせいホームセ
ンター 2019年1月29日 2019年9月30日 2,650

中部 富山県 大阪屋ショップ下堀店 富山市下堀字上大道割20番１　ほか32筆
大阪屋ショッ
プ 大阪屋ショップ 2019年3月4日 2019年10月20日 1,681

中部 富山県 SUPER CENTER PLANT黒部店 黒部市立野168番１　ほか72筆 ダイケン PLANT 2019年3月27日 2019年11月20日 7,869

中部 富山県 ドラッグコスモス福岡店 高岡市福岡町下老子751番ほか3筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年3月28日 2019年10月1日 1,658

中部 石川県 (仮称)ドラッグコスモス大聖寺店 加賀市大聖寺地方町10-5 外7筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年6月18日 2019年2月18日 1,637

中部 石川県 (仮称)ドラッグコスモス七塚店 かほく市遠塚口17番2　他2筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年8月31日 2019年5月1日 1,703

中部 石川県 (仮称)ドラッグコスモス長田町店 小松市長田町ロ100番　他4筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年9月19日 2019年5月20日 1,708

中部 石川県 クスリのアオキ向本折店 小松市向本折町ニ18番1　外7筆
ファミリーマー
ト クスリのアオキ ファミリーマート 2018年10月18日 2019年6月19日 1,842

中部 石川県 ドラッグコスモス内灘店 河北郡内灘町字向粟崎り1番3　他2筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年12月20日 2019年8月21日 1,371

中部 石川県 アルビス笠舞店 金沢市笠舞一丁目574-4　外3筆 アルビス アルビス 2019年2月18日 2019年10月19日 2,422
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中部 石川県 クスリのアオキ潟端店 河北郡津幡町字潟端447番1 ハクトー クスリのアオキ 2019年2月22日 2019年10月20日 1,800

中部 石川県
アルビス北安田店
クスリのアオキ北安田南店

白山市松任北安田南部地区土地区画整理事業施工地区内
23街区1番　外68筆

クスリのアオ
キ アルビス クスリのアオキ 2 2019年2月27日 2019年10月27日 5,312

中部 名古屋市 バロー高辻店 名古屋市昭和区福江三丁目711番2  ほか4筆
バローホール
ディングス バロー 2018年4月4日 2018年12月5日 3,332

中部 名古屋市 コメリパワー名古屋竜泉寺北店 名古屋市守山区桔梗平一丁目102番　ほか3筆 コメリ コメリ 1 2018年5月21日 2019年1月22日 7,720

中部 名古屋市 ヤマナカみなと当知店 名古屋市港区当知二丁目401番1　ほか3筆 ヤマナカ ヤマナカ 2018年6月27日 2019年2月28日 1,776

中部 名古屋市 バロー中志段味店 名古屋市中志段味特定土地区画整理事業地内95街区
バローホール
ディングス バロー 2018年7月3日 2019年3月4日 2,679

中部 名古屋市 ヨシヅヤ守山大屋敷店 名古屋市守山区大屋敷1201番
アセット・プラ
ンニング 義津屋 2018年11月5日 2019年7月6日 1,929

近畿 福井県 クスリのアオキ板垣店 福井市板垣五丁目１０１　外２２筆
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2018年5月24日 2019年1月25日 1,461

近畿 福井県 ドラッグコスモス鯖江小黒店 鯖江市小黒町３丁目７０２番　他１筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年2月18日 2019年10月19日 1,674

近畿 福井県 クスリのアオキ勝山旭店
勝山市旭町１丁目１３９番地
外８筆

クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2019年3月7日 2019年11月8日 1,770

近畿 滋賀県 （仮称）フレンドマート近江八幡店 近江八幡市鷹飼町452番地１ほか 平和堂 平和堂 未定 2018年4月17日 2018年11月15日 1,587

近畿 滋賀県
ファッションセンターしまむら近江
八幡店 近江八幡市土田町1316－1 しまむら しまむら 2018年4月25日 2018年12月13日 1,198

近畿 滋賀県 SUPER CENTER PLANT　高島店 高島市安曇川町青柳1486-1ほか
株式会社
PLANT 株式会社PLANT 2018年7月9日 2019年2月21日 9,935

近畿 滋賀県 駒井沢ファッションモール 草津市駒井沢町39-1ほか 滋賀不動産 しまむら 2018年8月31日 2019年7月1日 1,806

近畿 滋賀県
(仮称）ドラッグコスモス甲南野田
店 甲賀市甲南町野田字塚本495 コスモス薬品 未定 2018年11月22日 2019年7月23日 1,519

近畿 滋賀県 ドラッグコスモス大萱店 大津市大萱七丁目字井関3111番ほか コスモス薬品 2018年12月28日 2019年8月29日 1,188

近畿 滋賀県
（仮称）大津びわこ競輪場跡地商
業施設 大津市二本松字立原48番１ほか11筆 大和リース マックスバリュ中部 未定 2019年2月5日 2019年11月15日 13,025

近畿 滋賀県 ＴＯＫＵＹＡ大津瀬田店 大津市大萱六丁目字南川崎2992番ほか７筆 阪口修弘 ハッピーテラダ 2019年3月28日 2019年11月22日 1,844

近畿 京都府 （仮称）ケーズデンキ与謝野店 与謝郡与謝野町字石川小字あたご田437-1　他８筆
関西ケーズデ
ンキ 関西ケーズデンキ 2018年6月5日 2019年2月6日 2,211

近畿 京都府 （仮称）ドラッグコスモス岩井店 福知山市字岩井小字菖蒲谷88-13　ほか５筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年11月15日 2019年7月16日 1,348

近畿 京都府 ドラッグコスモス大井店 亀岡市大井町南部土地区画整理事業　第８街区 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年12月26日 2019年8月27日 1,680

近畿 京都府 ドラッグコスモス綾部店 綾部市上延町八反37番　外12筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年1月16日 2019年9月17日 1,280

近畿 京都府 （仮称）フォレストモール木津川 木津川市梅美台一丁目１番１　ほか
フォレストモー
ル バロー 未定 2019年3月1日 2019年11月2日 5,911

近畿 京都府
（仮称）エディオン新亀岡店、ド
ラッグユタカ亀岡並河店 亀岡市大井町並河熊田１番１　ほか

ユタカファーマ
シー エディオン

ユタカファーマ
シー 2019年3月19日 2019年11月20日 3,450

近畿 大阪府
（仮称）ホームセンターコーナン大
東新田境町店 大東市新田境町30番１ほか コーナン商事 コーナン商事 2018年5月23日 2019年1月24日 7,874

近畿 大阪府 （仮称）ジョーシン長田店 東大阪市長田西六丁目23ほか 上新電機 上新電機 2018年5月25日 2019年1月26日 2,530

近畿 大阪府 （仮称）クロスモール富田林 富田林市彼方983番ほか オリックス 関西ケーズデンキ
ファーストリテイリ
ング 2018年5月31日 2019年2月1日 6,218



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

平成３０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　　【２０２０年３月末】

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。

2020/5/1

経済産業省

近畿 大阪府 （仮称）ラ･ムー茨木彩都店 茨木市彩都やまぶき二丁目12番の一部および13番 大黒天物産 大黒天物産 2018年5月8日 2019年1月15日 2,044

近畿 大阪府 （仮称）茨木新中条町NKビル 茨木市新中条町155番5ほか
JR西日本不
動産開発 イズミヤ ココカラファイン 2018年6月4日 2019年3月1日 1,636

近畿 大阪府 （仮称）トライアル箕面店 箕面市森町北1丁目2番
トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2018年6月21日 2019年2月22日 3,881

近畿 大阪府 （仮称）イズミヤ和泉府中店 泉大津市東豊中町一丁目115番１ほか
オーアセットマ
ネジメント 4 イズミヤ ○ 2018年6月22日 2019年2月23日 14,600

近畿 大阪府 バロー高槻店 高槻市若松町二丁目300番１
バローホール
ディングス バロー 2018年6月26日 2019年2月27日 2,357

近畿 大阪府
（仮称）ドラッグコスモス太秦桜が
丘店 寝屋川市太秦桜が丘908番1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2018年9月20日 2019年5月21日 1,381

近畿 大阪府 （仮称）アクロスプラザ八尾曙川 八尾市都塚四丁目４５番１ほか
大和情報サー
ビス 万代 10 2018年9月20日 2019年5月21日 11,685

近畿 大阪府 （仮称）ドラッグコスモス西浦店 羽曳野市蔵之内748番1 コスモス薬品 コスモス薬品 ○ 2018年10月19日 2019年6月20日 2,312

近畿 大阪府
（仮称）イオン藤井寺ショッピング
センター 藤井寺市岡二丁目223番1ほか イオンモール 未定 2018年11月14日 2019年7月15日 12,386

近畿 大阪府 ジョーシン高槻店 高槻市大畑町342番1ほか 上新電機 上新電機 2018年11月21日 2019年7月22日 3,700

近畿 大阪府
（仮称）ドラッグコスモス和泉和気
店 和泉市和気町四丁目８８番　他 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年11月30日 2019年7月31日 1,387

近畿 大阪府 （仮称）ジョーシン茨木上穂東店 茨木市上穂東町１１６番１　他 上新電機 上新電機 2019年1月29日 2019年9月30日 2,854

近畿 大阪府 （仮称）コーナンPRO箕面今宮店 箕面市今宮三丁目６４番２ スマイリー コーナン商事 2019年1月31日 2019年10月1日 1,271

近畿 大阪府
ファッションセンターしまむら島泉
店 羽曳野市島泉九丁目300番1　ほか 川口　正 しまむら 2019年2月19日 2019年10月20日 1,273

近畿 大阪府 （仮称）ライフ新高石店 高石市高師浜三丁目993番１
ライフコーポ
レーション

ライフコーポレー
ション 2019年3月26日 2019年11月27日 2,630

近畿 兵庫県
（仮称）ウッディタウン複合商業施
設 三田市けやき台一丁目５番

ティ開発セン
ター 上新電機 3 2018年4月5日 2018年12月6日 5,511

近畿 兵庫県 （仮称）ニトリ尼崎店 尼崎市大庄北五丁目71番 ニトリ ニトリ 2018年4月27日 2018年12月28日 6,791

近畿 兵庫県 （仮称）ダイレックス加東店 加東市上中三丁目31番ほか ダイレックス ダイレックス 2018年5月22日 2019年1月23日 1,559

近畿 兵庫県 （仮称）ドラッグコスモス阿弥陀店 高砂市阿弥陀町北池字庄境30番ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2018年5月22日 2019年1月23日 1,382

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス東加古川
店 加古川市別府町別府字松の上619番２ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2018年6月18日 2019年2月19日 1,222

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス山崎三津
店 宍粟市山崎町三津113-１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2018年6月18日 2019年2月19日 1,715

近畿 兵庫県 （仮称）ドラッグコスモス佐用店 佐用郡佐用町佐用87ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2018年6月18日 2019年2月19日 1,528

近畿 兵庫県 （仮称）ダイレックス加西店 加西市北条町横尾432-1ほか
ダイワロイヤ
ル ダイレックス 2018年6月25日 2019年2月26日 1,538

近畿 兵庫県 （仮称）ドラッグコスモス北在家店 加古川市加古川町北在家2677番ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2018年8月17日 2019年4月18日 1,202

近畿 兵庫県 （仮称）養父複合商業施設 養父市上箇字下河原66番ほか
ダイワロイヤ
ル ウエルシア薬局 1 2018年8月20日 2019年4月21日 1,642

近畿 兵庫県 （仮称）キセラ川西複合商業施設 川西市火打一丁目398ほか
アントクエス
テート 2

関西スーパーマー
ケット 2 2018年8月20日 2019年4月21日 2,859

近畿 兵庫県 （仮称）アグロガーデン新飾西店 姫路市飾西字三反長258番地２ほか
ホームセン
ターアグロ

ホームセンターア
グロ 2018年8月21日 2019年4月22日 3,251
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近畿 兵庫県
（仮称）神戸トヨペット宝塚イン
ター南店 伊丹市西野一丁目１番地１号ほか 神戸トヨペット 神戸トヨペット 2018年8月29日 2019年4月30日 4,063

近畿 兵庫県 （仮称）ドラッグコスモス西二見店 明石市二見町西二見駅前三丁目26番 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年9月28日 2019年5月29日 1,260

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス広畑長町
店 姫路市広畑区長町二丁目１－１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2018年10月3日 2019年6月4日 1,204

近畿 兵庫県
（仮称）トライアル三田ウッディタ
ウン店 三田市ゆりのき台３丁目26-1 アーク不動産

トライアルカンパ
ニー 2018年10月19日 2019年6月20日 4,406

近畿 兵庫県 カインズ姫路店 姫路市大津区大津町一丁目50番
新日鉄興和不
動産 カインズ 2018年10月24日 2019年6月25日 7,181

近畿 兵庫県 （仮称）ドラッグコスモス高畑店 加古川市平岡町高畑字西ヶ原上ノ段400番１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2018年11月22日 2019年7月23日 1,696

近畿 兵庫県 （仮称）ドラッグコスモス東浜店 赤穂市東浜町93ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2018年11月22日 2019年7月23日 1,210

近畿 兵庫県 （仮称）オアシスタウンキセラ川西 川西市火打一丁目 阪急オアシス
ロイヤルホー
ムセンター 阪急オアシス

ロイヤルホームセ
ンター 7 2018年12月5日 2019年7月31日 15,563

近畿 兵庫県 マルアイ福崎店 神埼郡福崎町南田原3060番地ほか マルアイ マルアイ 未定 2018年12月10日 2019年8月11日 1,720

近畿 兵庫県 （仮称）マックスバリュ英賀保店 姫路市飾磨区城南町二丁目30番ほか
マックスバリュ
西日本

マックスバリュ西日
本 2018年12月25日 2019年8月26日 1,466

近畿 兵庫県
（仮称）尼崎大庄川田町商業施設
Ａ区画 尼崎市大庄川田町77番の一部

関西ケーズデ
ンキ

ネッツトヨタ神
戸 関西ケーズデンキ ネッツトヨタ神戸 2019年2月22日 2019年10月23日 3,928

近畿 兵庫県 （仮称）上新電機西宮河原町店 西宮市河原町48番１ほか 上新電機 上新電機 2019年2月25日 2019年10月26日 1,737

近畿 奈良県
（仮称）ドラッグコスモス奈良大淀
店 大淀町土田２２１番２

コスモス薬品
コスモス薬品

2018年4月6日 2018年12月7日 1,704

近畿 奈良県 （仮称）トライアル御所店 御所市本馬７－１ほか
トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2018年8月3日 2019年4月4日 3,882

近畿 奈良県
（仮称）スーパーエバグリーン田
原本店 磯城郡田原本町大字千代85番1ほか

エバグリーン
廣甚 エバグリーン廣甚 2018年9月3日 2019年5月4日 3,605

近畿 奈良県 （仮称）ドラッグコスモス尼寺店 香芝市尼寺二丁目342番1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2019年1月7日 2019年9月8日 1,406

近畿 奈良県 （仮称）トライアル橿原豊田町店 橿原市豊田町251-1ほか
トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 1 2019年3月13日 2019年11月14日 5,042

近畿 奈良県 （仮称）ドラッグコスモス坊城店 橿原市東坊城町347番1 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年3月29日 2019年11月30日 1,703

近畿 和歌山県 （仮称）ドラッグコスモス高野口店 橋本市高野口町小田字小北289番3外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年4月25日 2018年12月26日 1,716

近畿 和歌山県 （仮称）ドラッグコスモス粉河店 紀の川市井田字前嶋14番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年6月19日 2019年2月20日 1,695

近畿 和歌山県 （仮称）ドラッグコスモス神前店 和歌山市神前字舟田124番1 外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年7月3日 2019年3月4日 1,657

近畿 和歌山県 （仮称）ラ・ムー和歌山津秦店 和歌山市津秦字師匠田233番3　外 大黒天物産 大黒天物産 ツルハ 2018年8月28日 2019年4月29日 2,790

近畿 和歌山県
（仮称）ドラッグコスモス南紀白浜
店 白浜町字峯1629番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年10月15日 2019年6月16日 1,367

近畿 和歌山県 （仮称）ドラッグコスモス西浜店 和歌山市西浜字中新堤内ノ坪885番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年12月7日 2019年8月8日 1,666

近畿 京都市 （仮称）京都生協山科計画 京都市山科区西野山中臣４１番１ほか
京都生協協同
組合 京都生活協同組合 未定 2018年12月20日 2019年10月1日 2,999

近畿 京都市 （仮称）ニトリ向島ニュータウン店 京都市伏見区向島四ツ谷池１４番５０外 ニトリ ニトリ 2018年12月28日 2019年8月29日 5,093

近畿 京都市 （仮称）イオンタウン山科 京都市山科区椥辻草海道町１５番地　他 イオンタウン ダイエー
8

2019年2月28日 2019年12月頃 2,996
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近畿 京都市 （仮称）ベルタウン久世店 京都市南区久世築山町１２８番１ほか マツモト マツモト 1 2019年3月29日 2019年12月1日 2,952

近畿 大阪市 （仮称）ライフ玉出東店 大阪市西成区玉出東二丁目13番９他８筆
ライフコーポ
レーション

ライフコーポレー
ション 2018年5月31日 2019年2月1日 1,650

近畿 大阪市 バロー淡路店 大阪市東淀川区淡路二丁目31番１外１筆
バローホール
ディングス バロー 2018年5月31日 2019年2月1日 2,084

近畿 大阪市
（仮称）ホームセンターコーナン西
本町店 大阪市西区西本町二丁目２番１ 外７筆 コーナン商事 コーナン商事 2018年6月29日 2019年3月1日 3,889

近畿 大阪市 （仮称）中央区難波３丁目店 大阪市中央区難波三丁目25番２の一部ほか 成信 エディオン 2018年6月29日 2019年5月1日 12,748

近畿 大阪市 （仮称）阪急オアシス西区新町店 大阪市西区新町四丁目９番２
セット・プラン
ニング 阪急オアシス 未定 2018年7月5日 2019年3月6日 1,054

近畿 大阪市 （仮称）ライフ鶴見安田店 大阪市鶴見区安田一丁目1663番１外７筆 土砂　良藏
ライフコーポレー
ション 未定 2018年7月23日 2019年3月24日 2,246

近畿 大阪市
（仮称）レクサス大阪福島新設計
画 大阪市福島区海老江一丁目９番の一部

大阪トヨタ自
動車 大阪トヨタ自動車 2018年8月31日 2019年10月1日 1,530

近畿 大阪市
（仮称）ドラッグコスモス大阪鶴見
店 大阪市鶴見区鶴見六丁目３番１　外１筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年10月29日 2019年6月30日 1,347

近畿 大阪市 （仮称）ドラッグコスモス御幣島店 大阪市西淀川区御幣島五丁目９番　外１筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年1月28日 2019年9月29日 1,351

近畿 大阪市 浪速道頓堀ビル 大阪市中央区道頓堀一丁目13番4、13番7 浪速振興 関西TSUTAYA 未定 2019年1月28日 2019年9月29日 1,969

近畿 大阪市
（仮称）デイリーカナートイズミヤ
花園店 大阪市西成区花園南一丁目2番4号

オーアセットマ
ネジメント イズミヤ 2019年2月28日 2019年10月29日 2,398

近畿 大阪市 （仮称）大阪Ｍプロジェクト 大阪市中央区心斎橋筋二丁目1番　外2筆
ルイ・ヴィトン
ジャパン

ルイ・ヴィトンジャパ
ン 2019年3月27日 2020年1月15日 1,250

近畿 神戸市 (仮称)神戸北区上津台商業施設 神戸市北区上津台１丁目18他 高浜興産 ユニクロ ジーユー 2019年3月6日 2019年11月7日 3,084

近畿 堺市 (仮称)万代なかもず店 堺市北区金岡町1376-2他 万代 万代 未定1 2018年6月14日 2019年2月15日 2,600

近畿 堺市 (仮称)トナリエ栂・美木多 堺市南区原山台二丁2番1他 日本エスコン ダイエー 未定 2018年8月17日 2019年4月18日 5,376

中国 鳥取県 （仮称）ＴＳＵＴＡＹＡ米子東福原店 米子市東福原六丁目822－４ほか ジェイズクラブ トイボックス 2018年5月16日 2019年1月16日 1,232

中国 鳥取県 （仮称）ザ・ビッグ境港店 境港市清水町790
マックスバリュ
西日本

マックスバリュ西日
本 2018年8月2日 2019年4月3日 3,332

中国 鳥取県
（仮称）ホームプラザナフコ鳥取
立川店【生活館】 鳥取市国府町新通り四丁目408－16 ナフコ ナフコ 2018年9月6日 2019年5月7日 7,642

中国 鳥取県
（仮称）ホームプラザナフコ鳥取
立川店【資材館】 鳥取市国府町新通り四丁目408－17外 ナフコ ナフコ 2018年9月6日 2019年5月7日 1,640

中国 鳥取県 ダイレックス湯梨浜店 東伯郡湯梨浜町大字田後字三ノ内河原413ほか
大和情報サー
ビス ダイレックス 2018年10月5日 2019年6月6日 1,574

中国 鳥取県 （仮称）ドラッグコスモス雲山店 鳥取市雲山字五反田302－１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2018年11月21日 2019年7月22日 1,207

中国 鳥取県
ブン－イレブン鳥取千代水４丁目
店 鳥取市千代水四丁目11ほか 玉川 西松屋チェーン 2018年11月12日 2019年7月13日 1,044

中国 鳥取県 （仮称）エスマート河原店 鳥取市河原町布袋198－１ほか エスマート エスマート 2019年2月5日 2019年10月6日 1,466

中国 島根県 SUPER CENTER PLANT出雲店 出雲市塩冶町字善光寺１２９１番外 グンゼ開発 PLANT 2018年5月28日 2019年4月25日 7,869

中国 島根県 （仮称）ドラッグコスモス東津田店 松江市東津田町１２４１番１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年10月31日 2019年7月1日 1,329

中国 岡山県 西松屋新北畝店 倉敷市北畝五丁目６８１番地２ほか
芙蓉総合リー
ス 西松屋チェーン 2018年4月9日 2018年12月10日 1,062
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中国 岡山県 （仮称）ドラッグコスモス鴨方店 浅口市鴨方町字鳥落通２２２３ほか
ＭＵＬプロパ
ティ コスモス薬品 2018年4月17日 2018年12月18日 1,539

中国 岡山県 （仮称）ハローズ長船店 瀬戸内市長船町服部527番ほか ハローズ ハローズ 未定 2018年8月13日 2019年4月14日 2,628

中国 岡山県 (仮称)コムプラザ倉敷中央通り店 倉敷市白楽町字道官地473番ほか 平成興業 仁科百貨店 2018年9月3日 2019年5月4日 5,122

中国 岡山県 （仮称）ザグザグ東塚店 倉敷市東塚一丁目308番3ほか ザグザグ ザグザグ 2019年2月6日 2019年10月8日 1,266

中国 岡山県 日本一のだがし売場 瀬戸内市長船町東須恵1373番地の5ほか 大町 大町 2019年2月28日 2019年10月28日 2,479

中国 広島県
(仮称）スーパードラッグひまわり
三吉店・ＴＳＵTAYA三吉店 福山市三吉町五丁目１７１番２０　外

ププレひまわ
り 1 ププレひまわり モラブス 2018年4月16日 2018年12月17日 2,063

中国 広島県 ダイレックス曙店 福山市曙三丁目１９７番　外５筆
三菱ＵＦＪリー
ス ダイレックス 2018年4月20日 2018年12月21日 1,534

×

中国 広島県 ダイレックス曙店 福山市曙三丁目１９７番　外５筆
ＭＵＬプロパ
ティ ダイレックス 2018年8月2日 2019年4月3日 1,525

中国 広島県

変更前
(仮称)マックスバリュ海田店

変更後
マックスバリュ海田店 広島県安芸郡海田町南大正町1259-1

マックスバリュ
西日本

マックスバリュ西日
本 2018年9月28日 2019年5月29日 2,590

中国 広島県 （仮称）ドラッグコスモス中通店
竹原市下野町竹原都市計画事業新開土地区画整理事業6街
区①-1，①-2，②-1，②-2，③，④，⑥-1，⑬，4街区② コスモス薬品 コスモス薬品 2018年11月5日 2019年7月6日 1,377

中国 広島県 （仮称）ドラッグコスモス大野店 廿日市市大野字棚田1504番１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年11月14日 2019年7月15日 1,533

中国 山口県 (仮称)宇部空港前複合店舗 宇部市岬町三丁目１１５２の２ 丸喜 1 丸喜 セリア 1 2018年4月25日 2018年12月26日 2,296

中国 山口県
ホームプラザナフコ　ツーワンス
タイル山口店 山口市朝田７８２の２ ナフコ ナフコ 2018年5月28日 2019年1月29日 6,828

中国 山口県 (仮称)ドラッグコスモス川手店 周南市川手二丁目７０８ コスモス薬品 コスモス薬品 2018年6月22日 2019年2月23日 1,223

中国 山口県 （仮称）ゆめマート南小野田 山陽小野田市高栄二丁目６４６５の１ イズミ イズミ 2018年6月29日 2019年3月30日 2,020

中国 山口県 (仮称)ドラッグコスモス大崎店 防府市大字大崎３５７ コスモス薬品 コスモス薬品 2018年6月29日 2019年3月1日 1,502

中国 山口県 (仮称)ドラッグコスモス沖今宿店 防府市沖今宿二丁目3508の1 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年7月20日 2019年3月21日 1,542

中国 山口県 （仮称）ゆめマート防府三田尻 防府市大字新田１１１の１ イズミ イズミ 2018年8月9日 2019年4月30日 1,540

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス富任店 下関市富任町二丁目４７５の３ コスモス薬品 コスモス薬品 2018年8月9日 2019年4月10日 1,706

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス光井店 光市中央二丁目１７の３ コスモス薬品 コスモス薬品 2018年10月5日 2019年6月6日 1,265

中国 山口県 サンタウン東駅 下関市羽山町４０９の９ サンデン交通 サンリブ ココカラファイン 3 2018年11月14日 2019年7月15日 2,427

中国 山口県 (仮称)ドラッグコスモス山の田店 下関市山の田本町１の６ コスモス薬品 コスモス薬品 2019年2月27日 2019年10月28日 1,260

中国 広島市 万惣矢野南店 広島市安芸区矢野南二丁目101番 万惣 万惣 2018年6月5日 2019年2月6日 1,109

中国 広島市
(仮称)スーパードラッグひまわり
伴東店 広島市安佐南区伴東五丁目7827番1ほか

ププレひまわ
り ププレひまわり 2018年11月21日 2019年7月22日 1,719

中国 広島市 フレスタ東雲店 広島市南区東雲一丁目959番ほか フレスタ フレスタ 2018年12月28日 2019年8月29日 1,780

中国 岡山市 （仮称）ドラッグコスモス吉備津店 岡山市北区西辛川402-1,406-1 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年4月23日 2018年12月24日 1,315
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中国 岡山市 （仮称）ザグザグ西大寺店 岡山市東区西大寺上三丁目599番１ほか ザグザグ ザグザグ 2018年4月26日 2018年12月27日 1,192

中国 岡山市 （仮称）ドラッグコスモス東平島店 岡山市東区東平島1419番地１　他 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年5月7日 2019年1月8日 1,709

中国 岡山市 （仮称）ドラッグコスモス三浜店 岡山市南区三浜町一丁目7番6号 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年6月25日 2019年2月26日 1,646

中国 岡山市 （仮称）ＢＲＡＮＣＨ岡山北長瀬
岡山市北区北長瀬表町二丁目444番13、444番14、17番101、
17番102（計4筆）の一部 大和リース 天満屋ストア 未定 2018年7月31日 2019年4月1日 5,055

中国 岡山市 （仮称）ドラッグコスモス高島店 岡山市中区高島二丁目３９２番１０ コスモス薬品 コスモス薬品 2018年8月29日 2019年4月30日 1,564

中国 岡山市 エブリイ大安寺店 岡山市北区大安寺南町二丁目350番１　ほか エブリイ エブリイ 2018年9月14日 2019年5月15日 2,341

中国 岡山市 (仮称）イオン岡山青江店 岡山市北区青江二丁目450番ほか
イオンリテー
ル イオンリテール 2018年11月13日 2019年7月14日 5,573

中国 岡山市 （仮称）ザグザグ奥田南町店 岡山市北区奥田南町1番３５ほか ザグザグ ザグザグ 2018年12月14日 2019年8月15日 1,261

中国 岡山市 （仮称）ドラッグコスモス福富店
岡山市南区豊成三丁目518番1、518番4、520番1、520番、521
番1 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年2月14日 2019年10月15日 1,703

四国 愛媛県 エースワン八幡浜店 八幡浜市松柏丙832番地2　外 エースワン エースワン 2018年4月23日 2018年11月21日 1,468

四国 愛媛県 （仮称）ドラッグストアモリ西予店 西予市宇和町上松葉219番　外
ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2018年7月20日 2019年3月21日 1,478

四国 愛媛県 （仮称）ダイレックス土橋店 新居浜市土橋一丁目1359番1　外
大和情報サー
ビス ダイレックス 2018年7月31日 2019年4月1日 1,222

四国 愛媛県 太陽市 松山市湊町八丁目120番地1　外
えひめ中央農
業協同組合

えひめ中央農業協
同組合 2018年8月10日 2019年4月11日 2,041

四国 愛媛県 ダイレックス北宇和島店 宇和島市伊吹町字中屋甲1343番1　外 大日商事 ダイレックス 2018年10月29日 2019年6月30日 1,453

四国 愛媛県 （仮称）松山西複合商業施設 松山市三津三丁目5番40号 大黒天物産 大黒天物産 2018年11月26日 2019年7月27日 3,728

四国 愛媛県
（仮称）コーナン新居浜店・ラムー
新居浜店 新居浜市東田二丁目甲1692番1　外 コーナン商事 大黒天物産 コーナン商事 大黒天物産 2018年12月10日 2019年8月11日 8,260

四国 愛媛県 ドラッグストアモリ入野店 四国中央市土居町入野845番地2　外
ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2019年2月21日 2019年10月22日 1,330

四国 愛媛県 （仮称）ドラッグコスモス川之江店 四国中央市妻鳥町1690-1　外9筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年3月22日 2019年11月23日 1,653

四国 愛媛県 mac重信店 東温市樋口字前川甲1357番地　外 大屋 大屋 2019年3月25日 2019年11月26日 1,267

四国 香川県 ゆめマート木太 高松市木太町字西浜2438番地3　外 イズミ イズミ 2018年4月27日 2018年12月28日 1,886

四国 香川県 （仮称）ニトリ高松田村店 高松市田村町字馬場167番1 ニトリ ニトリ 2018年5月1日 2019年1月2日 6,753

四国 香川県 マルナカ新鬼無店 高松市鬼無町藤井580番地1外 マルナカ マルナカ 2018年8月7日 2019年4月8日 1,627

四国 香川県 ザグザグ多度津店 多度津町大字庄881番地　外 ザグザグ ザグザグ 2018年9月26日 2019年5月27日 1,310

四国 香川県 ザグザグ丸亀新田店 丸亀市新田町字橋本176番地　外 ザグザグ ザグザグ 2018年10月29日 2019年6月30日 1,185

四国 香川県 ザグザグ今里店 高松市今里町一丁目493　外 西前 ザグザグ 2018年10月31日 2019年7月1日 1,117

四国 香川県 ザグザグ川西店 丸亀市川西町南428番地３ ザグザグ ザグザグ 2018年12月28日 2019年8月29日 1,365

四国 徳島県
小松島日開野ショッピングセン
ター 小松島市日開野町字弥三次14番地1ほか

三興コーポ
レーション ダイレックス 平惣 3 2018年4月6日 2018年12月7日 4,203
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四国 徳島県 ドラッグストアモリ徳島応神店 徳島市応神町東貞方字貞光76番1ほか
ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2018年4月13日 2018年12月14日 1,289

四国 徳島県 文具館チャーリー沖浜店 徳島市問屋町３番地ほか アクサス アクサス 2018年5月2日 2019年1月3日 1,208

四国 徳島県 （仮称）ドラッグストアモリ阿南店 阿南市領家町高原487番1ほか
ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2018年8月3日 2019年4月4日 1,419

四国 徳島県 ハローズ津乃峰店 阿南市津乃峰町長浜447番1ほか ハローズ ハローズ ○ 2018年8月28日 2019年4月29日 3,614

四国 徳島県 （仮称）ドラッグストアモリ鳴門店 鳴門市大津町矢倉字中の越1番2ほか
ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2018年9月14日 2019年5月15日 1,321

四国 徳島県 ハローズ北島中央店Ａ敷地 北島町中村字福神13番地1ほか ハローズ ハローズ 2018年11月22日 2019年7月23日 2,069

四国 徳島県 ハローズ北島中央店B敷地 北島町江尻字川中須24番地ほか ハローズ 未定 未定 2018年11月22日 2019年7月23日 1,412

四国 徳島県
（仮称）ドン・キホーテ徳島応神町
店 徳島市応神町古川戎子野48番1号 ポジション ドン・キホーテ 2018年12月28日 2019年8月31日 4,635

四国 徳島県 ハローズ大林店 小松島市大林町字宮ノ本７４番１ほか ハローズ ハローズ 未定 未定 2019年3月15日 2019年11月16日 4,006

四国 徳島県 ハローズ佐古店 徳島市佐古三番町北５の１番１ほか ハローズ ハローズ 未定 未定 2019年3月22日 2019年11月23日 5,496

四国 高知県 高知蔦屋書店 高知市南御座６番地10　外 ウイル ウイル
その他未定
テナント 2018年6月13日 2019年2月14日 4,135

四国 高知県 mac高須店 高知市高須東町６番３号　外 大屋 大屋
その他未定
テナント 2018年8月30日 2019年5月1日 1,378

四国 高知県 とさのさと 高知市北御座10番地３　外
・高知県園芸
農業協同組合 サニーマート

高知県園芸農業
協同組合連合会 その他未定 2018年9月7日 2019年5月8日 4,018

四国 高知県 マルナカ高知インター店 高知市一宮南町一丁目76番地１　外 マルナカ マルナカ 2018年12月17日 2019年8月18日 3,349

九州 福岡県 （仮称）ダイレックス前原店 糸島市前原西一丁目９０２番３　外
ダイワロイヤ
ル ダイレックス 2018年4月6日 2018年12月7日 1,530

九州 福岡県 ザ・ビッグエクスプレス宇美店 糟屋郡宇美町宇美中央三丁目２３番３号 星寿 マックスバリュ 2018年4月13日 2018年12月14日 1,050

九州 福岡県 （仮称）万惣朝倉店 朝倉市一木字相割５１６番　外 万惣 万惣 2018年4月18日 2018年12月19日 2,355

九州 福岡県
ホームプラザナフコ　八女イン
ター店 八女市蒲原字植初543-1　ほか ナフコ ナフコ 2018年5月2日 2019年1月31日 9,539

九州 福岡県 （仮称）ニトリ太宰府店 太宰府市大佐野一丁目１０１　外 三角商事 ニトリ 2018年5月22日 2019年1月23日 5,293

九州 福岡県 （仮称）久留米市本山店舗 久留米市本山二丁目８００番　外 オリックス ユニクロ ジーユー 2018年7月6日 2019年3月7日 2,919

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス原田店 筑紫野市原田六丁目7番5外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年11月6日 2019年7月7日 1,352

九州 福岡県
スーパーセンタートライアル須恵
旅石店 糟屋郡須恵町大字旅石字井田２２７番３　外

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2018年11月30日 2020年3月4日 5,040

九州 福岡県 （仮称）新宮町緑ヶ浜商業施設 糟屋郡新宮町緑ヶ浜四丁目10番1 第一交通産業 未定 2019年2月5日 2019年10月6日 3,884

九州 福岡県
（仮称）ドラッグストアモリ宗像稲
元店 宗像市稲元二丁目３２２番１　外

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2019年2月8日 2019年10月9日 1,296

九州 福岡県
（仮称）ドラッグストアモリ飯塚市
椿店 飯塚市椿字北町１２２番１　外

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2019年2月15日 2019年10月16日 1,437

九州 福岡県 アスタラビスタ下庄店 みやま市瀬高町下庄字筒井1537番１他 アスタラビスタ アスタラビスタ 2019年3月8日 2019年11月11日 1,600

九州 福岡県 （仮称）ライフガーデン水巻 遠賀郡水巻町樋口１４３７番１　外
ダイワロイヤ
ル 九州ケーズデンキ 2019年3月11日 2019年11月12日 8,654
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九州 福岡県 （仮称）万惣アルゾ宇美店 糟屋郡宇美町桜原一丁目４９６４番地５　外１筆 万惣 万惣 2019年3月29日 2019年11月30日 2,421

九州 佐賀県
（仮称）ドラッグストアモリ鳥栖市
蔵上新店 佐賀県鳥栖市蔵上二丁目２７０番　外

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2018年4月11日 2018年12月12日 1,250

九州 佐賀県
（仮称）ドラッグストアモリ江北町
佐留志店 佐賀県杵島郡江北町大字佐留志字三本松１９４７番　外

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2018年6月15日 2019年2月16日 1,424

九州 佐賀県 （仮称）アクロスプラザ吉野ヶ里 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田字八本柳７８５番１　外
大和情報サー
ビス 万惣 セリア

九州OA機器
サービス 2018年6月29日 2019年3月1日 3,155

九州 佐賀県
スーパーセンタートライアル神埼
千代田店 佐賀県神埼市千代田町下板字東一の坪６０番１　外１５筆

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2018年8月17日 2019年5月15日 3,891

九州 佐賀県
スーパーセンタートライアル大町
店 佐賀県杵島郡大町町大字大町字二本松篭２２番１　外２１筆

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2018年8月28日 2019年7月17日 4,264

九州 佐賀県
スーパーセンタートライアル嬉野
店 嬉野市嬉野町大字下宿字二本松甲１７７番１　外８筆

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2018年12月11日 2019年9月25日 4,212

九州 佐賀県 ダイレックス兵庫店 佐賀市兵庫南三丁目３番３４号 ダイレックス ダイレックス 2019年3月20日 2019年11月21日 1,275

九州 長崎県 ドラッグストアモリ上五島店 南松浦郡新上五島町有川郷字大橋2774番2　外
ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2018年6月27日 2019年2月28日 1,656

九州 長崎県 ケーズデンキ佐世保店 長崎県佐世保市大塔町６６６番１０　外５筆
九州ケーズデ
ンキ 九州ケーズデンキ 2018年7月25日 2019年3月26日 3,316

九州 長崎県 OKホーム＆ガーデン平戸店 平戸市岩の上町１２７８番３　外７筆
ルーブメントひ
ろせ

ホームインプルー
ブメントひろせ 2018年8月29日 2019年4月30日 4,070

九州 長崎県
（仮称）ドラッグストアモリ島原有
家店 南島原市有家町小川字上東872番　外

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2018年11月1日 2019年7月2日 1,467

九州 長崎県 （仮称）イオンタウン諫早西部台 諫早市大さこ町300番 イオンタウン マックスバリュ 2019年2月22日 2019年10月23日 3,825

九州 熊本県 ドン・キホーテ八代店 八代市本野町字中正坊２０４９番　外
ハイブリッジ企
画 ドン・キホーテ 2018年4月24日 2018年12月25日 2,906

九州 熊本県 ロッキー八代店 八代市古閑中町２４０７－１他 ロッキー ロッキー 2018年6月25日 2019年2月27日 1,530

九州 熊本県 (仮称）アンビー熊本 合志市竹迫土地区画整理地内(2街区） アンビー熊本 合志物産販売 ヨネザワ 2018年7月2日 2019年3月3日 3,533

九州 熊本県 ドラッグストアモリ人吉宝来町店 人吉市宝来町字下町1284番6
ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2018年7月5日 2019年3月6日 1,356

九州 熊本県 ケーズデンキ嘉島店 上益城郡嘉島町大字上島芝原２０４８
九州ケーズデ
ンキ 九州ケーズデンキ 2018年7月9日 2019年3月11日 3,316

九州 熊本県 ドラックストアモリ荒尾市大島店 荒尾市大島字松原68番4
ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2018年7月13日 2019年3月14日 1,400

九州 熊本県
（仮称）スーパーセンターニシムタ
合志店（フード＆ガーデン館） 合志市竹迫土地区画整理地内(3街区） ニシムタ ニシムタ 2018年8月17日 2019年4月18日 8,395

九州 熊本県
（仮称）スーパーセンターニシムタ
合志店（ホーム＆ＤＩＹ館） 合志市竹迫土地区画整理地内（5街区⑥） ニシムタ ニシムタ 2018年8月17日 2019年4月18日 7,823

九州 熊本県
スーパーセンタートライアル山鹿
店 山鹿市山鹿字永田池821番１外

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2018年10月24日 2019年8月7日 4,262

九州 熊本県
ヤマダ電機テックランドＮｅｗ八代
インター店 八代市西片町１７２７番１　外

九州テックラ
ンド 九州テックランド 2019年2月8日 2019年10月9日 2,832

九州 熊本県
（仮称）ＨＩヒロセスーパーコンボ新
嘉島店 上益城郡嘉島町大字上島２０３５－１他

ルーブメントひ
ろせ

ホームインプルー
ブメントひろせ 2019年3月11日 2019年11月12日 6,000

九州 大分県 FARE MARKET 大分市下郡字内ケ迫1391番１　外

NTT西日本ア
セット・プラン
ニング スーパー細川 2018年4月2日 2018年12月3日 1,260

九州 大分県 HIヒロセ竹田店 竹田市大字君ヶ園字トチセ402番１ほか19筆
ルーブメントひ
ろせ

ホームインプルー
ブメントひろせ 2018年4月2日 2018年12月3日 6,000

九州 大分県 （仮称）ドラッグストアモリ須賀店 大分市須賀一丁目123番　外
ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2018年4月10日 2018年12月11日 1,285
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九州 大分県 （仮称）ゆめマート日田十二町 日田市大字十二町岸高564番地1　外 イズミ イズミ 2018年8月10日 2019年4月26日 2,350

九州 大分県
スーパーセンタートライアル敷戸
店 大分市敷戸台一丁目３７０番３　外３筆

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2018年8月10日 2019年5月29日 2,525

九州 大分県 （仮称）ドラッグコスモス大貞店 中津市大字大貞字中ノ林３８９番５ コスモス薬品 コスモス薬品 2018年10月22日 2019年6月23日 1,505

九州 大分県 （仮称）ドラッグコスモス臼杵店 臼杵市大字市浜字大坪1370-1,1371,1372-1,1367 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年2月27日 2019年10月28日 1,532

九州 大分県 (仮称）ドラッグコスモス古国府店 大分市古国府字永畑５４５－１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年3月15日 2019年11月16日 1,564

九州 宮崎県 ドラッグコスモス赤江店 宮崎市大字恒久468番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年4月5日 2018年12月6日 1,308

九州 宮崎県 ドラッグコスモス財光寺店 日向市大字財光寺字沖ノ原953番6　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年4月23日 2018年12月24日 1,918
×

九州 宮崎県 ドラッグコスモス財光寺店 日向市大字財光寺字沖ノ原953番6　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年5月16日 2019年1月17日 1,918

九州 宮崎県
鮮ど市場柳丸店・アタックス柳丸
店 宮崎市柳丸町101番　外

ショッピングセ
ンター坂元

ショッピングセン
ター坂元 アタックスマート 2018年6月4日 2019年2月5日 1,730

九州 宮崎県 （仮称）鮮ど市場小林店 小林市大字堤字金鳥居3026番9　外
ショッピングセ
ンター坂元

ショッピングセン
ター坂元 その他未定 2018年6月8日 2019年2月9日 1,672

九州 宮崎県 ニトリ宮崎北店 宮崎市大字新名爪字麦田1387番11　外 ニトリ ニトリ 2018年6月29日 2019年3月1日 3,450

九州 宮崎県 ドラッグコスモス新別府店 宮崎市新別府町麓358番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年9月6日 2019年5月7日 1,193

九州 宮崎県
スーパーセンタートライアル日南
店 日南市大字平野字深坪2559番　外

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2019年2月27日 2019年10月28日 4,262

九州 宮崎県 フーデリー霧島店 宮崎市霧島三丁目57番地2　外 ハツトリー ハツトリー 2019年3月5日 2019年11月6日 1,692

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス木花店 宮崎市熊野1556-1 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年3月7日 2019年11月8日 1,254

九州 宮崎県 （仮称）宮崎大塚貸店舗 宮崎市大塚町2999番8号　他 オリックス 三喜 メガネトップ 2019年3月25日 2019年11月26日 2,165

九州 宮崎県
スーパーセンタートライアル都農
店 児湯郡都農町大字川北字上助代5474番1　外12筆

ダイワロイヤ
ル

トライアルカンパ
ニー 2019年3月26日 2019年11月27日 4,286

九州 鹿児島県 ダイレックス新出水店 出水市向江町766番　外 ダイレックス ダイレックス その他未定 2018年4月20日 2018年12月21日 2,361

九州 鹿児島県 （仮称）ドラッグコスモス隈之城店 薩摩川内市矢倉町4276番10　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年8月29日 2019年4月30日 1,281

九州 鹿児島県 ダイレックス隼人店 霧島市隼人町内1357番２　外 ダイレックス ダイレックス 2019年1月11日 2019年9月12日 1,975

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグコスモス枕崎桜木
店 枕崎市桜木町204番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年1月15日 2019年9月16日 1,540

九州 鹿児島県 ドラッグコスモス西出水店 出水市西出水町1538番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年2月5日 2019年10月6日 1,459

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグコスモス新栄店・
オートバックス新栄店 鹿児島市新栄町185番505　外 コスモス薬品

オートバックス
セブン コスモス薬品 フジテック 2019年2月5日 2019年10月6日 1,507

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグストアモリ隈之城
店 薩摩川内市隈之城町287番１　外

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2019年3月8日 2019年11月9日 1,397

九州 鹿児島県
ホームプラザナフコ出水インター
店 出水市知識町1424番２　外11筆 ナフコ ナフコ 2019年3月28日 2019年11月29日 9,527

九州 福岡市 （仮称）香椎照葉５丁目計画 福岡市東区香椎照葉五丁目26番46 西日本鉄道 西鉄ストア 未定 2018年8月8日 2019年7月1日 2,500

九州 福岡市
（仮称）マックスバリュエクスプレ
ス千早駅前店 福岡市東区千早四丁目3043番ほか2筆

マックスバリュ
九州 マックスバリュ九州 2018年8月10日 2019年4月11日 1,162
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九州 福岡市 （仮称）ドラッグコスモス筥松店 福岡市東区筥松三丁目５番１ほか 博多曲物 コスモス薬品 2018年11月30日 2019年8月1日 1,274

九州 福岡市 （仮称）西新プロジェクト 福岡市早良区西新四丁目113番 東京建物 フードウェイ 未定 2018年12月25日 2019年8月26日 6,213

九州 福岡市 （仮称）ドラッグコスモス小田部店 福岡市早良区小田部七丁目75番１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2019年2月8日 2019年10月9日 1,210

九州 福岡市 （仮称）ニトリ福岡花畑店 福岡市南区花畑四丁目3000番14ほか ニトリ ニトリ 2019年3月15日 2019年11月16日 6,718

九州 福岡市
（仮称）ＢＲＡＮＣＨ博多パピヨン
ガーデン 福岡市博多区千代一丁目486番１ 大和リース ハローデイ

ケーズホールディ
ングス 未定 2019年3月29日 2019年11月30日 13,036

九州 熊本市 （仮称）マックスバリュ帯山店 熊本市中央区帯山4丁目329番地3　外5筆
マックスバリュ
九州 マックスバリュ九州 2019年2月18日 2019年10月19日 1,200

九州 熊本市 ドラッグストアモリ徳王店 熊本市北区徳王二丁目707番　外
ドラッグストア
モリ

ドラッグストアモリ
徳王店 2019年3月8日 2019年11月9日 1,284

九州 北九州市
（仮称）ドラッグコスモス茶屋の原
店

北九州市八幡西区茶屋の原四丁目1383番5、1383番15、1383
番16、1383番17、1030番16、1030番17 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年5月23日 2019年1月24日 1,366

九州 北九州市 （仮称）スパイシーモール門司 北九州市門司区下馬寄2-9外12筆 奥田建設 丸久 その他未定 2018年9月3日 2019年5月4日 2,524

九州 北九州市 （仮称）ドラッグコスモス白銀店 北九州市小倉北区白銀1-8-10外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年9月27日 2019年5月28日 1,297

九州 北九州市 （仮称）ゆめマート八幡青山 北九州市八幡西区青山三丁目2番2外 イズミ イズミ その他未定 2018年12月26日 2019年8月27日 2,482

九州 北九州市 ゆめマート永犬丸 北九州市八幡西区八枝一丁目2番8号 スーパー大栄 スーパー大栄 2018年12月26日 2019年8月27日 1,580

九州 北九州市 マルショク新守恒店 北九州市小倉南区守恒二丁目325番1外 サンリブ サンリブ 2019年1月17日 2019年9月18日 3,713

九州 熊本市 （仮称）熊本桜町再開発商業施設 熊本市中央区桜町3番13、14
九州産交ラン
ドマーク フードウェイ その他未定 2018年10月30日 2019年9月上旬 15,800

沖縄 沖縄県 （仮）サンエー石川シティ うるま市石川角石原2565番地ほか サンエー サンエー 2018年5月31日 2020年6月1日 13,190

沖縄 沖縄県
（仮）那覇市壺川３丁目プロジェク
ト 那覇市壺川三丁目２番１ほか 拓南産業 ドン・キホーテ 2018年6月1日 2019年12月1日 3,490

沖縄 沖縄県 （仮称）イオンタウン読谷北 読谷村字上地湾田原205番１ほか イオン琉球 イオン琉球 2018年12月3日 2019年8月4日 3,765

沖縄 沖縄県
（仮称）沖縄・豊崎タウンプロジェ
クト 豊見城市字豊崎３番35ほか

大和ハウス工
業 未定 2019年1月31日 2020年4月1日 20,493

沖縄 沖縄県 （仮称）サンエー宮古島シティ 宮古島市平良字下里南真久底2511番１ほか サンエー サンエー 2019年2月15日 2021年6月1日 12,649
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