
　　　　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。

 

局名 自治体名 大規模小売店舗名 所在地 届出日 変更する日
取下げ（×

）

他 核店舗１ 核店舗２ 他 届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

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１３号 カワムラ

サッポロドラッ
グストアー 2014年3月28日 2014年3月29日

北海道 北海道
ニッテンスズランプラザ／フレス
ポニッテン

帯広市稲田町南８線西１０番１ほ
か 日本甜菜製糖 イトーヨーカ堂 28 2014年4月4日 2014年4月5日

北海道 北海道
ベストム東神楽店、（仮称）東神
楽ショッピングモール

東神楽町ひじり野南１条５丁目１
番１号、字東神楽４９番地１

三井住友ファイ
ナンス＆リース 西條 西條 ○ 2014年4月11日 2015年3月19日 14,526 24,738 

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

生活協同組合
コープさっぽろ 3 2014年4月14日 2014年4月15日

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 ヤマダ電機

サッポロドラッ
グストアー 北海道三喜 2014年4月18日 2014年12月19日 2,236 2,450 

北海道 北海道 ハートタウンはぼろ 羽幌町南３条２丁目３番地ほか
ハートタウンは
ぼろ 中央スーパー 5 2014年4月22日 2014年4月25日

北海道 北海道 滝川東町複合店 滝川市東町２丁目４４番８ほか 中道リース 道北ラルズ ユニクロ 2 2014年5月19日 2014年5月20日

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２，１５，
１６ 道東ラルズ 道東ラルズ ツルハ 2014年5月21日 2014年6月1日

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 ムラタ 2 2014年6月13日 2015年2月14日 4,347 2,896 

北海道 北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ登別店 登別市富岸２丁目１３－１、２ デンコードー
エンタテインメ
ント 2014年6月24日 2014年7月1日

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 ラッキー 2014年8月26日 2014年8月27日

北海道 北海道 コープさっぽろ　さつない店 幕別町札内豊町３０番地
北海道環境サ
ービス コープさっぽろ 北海道三喜 5 2014年9月17日 2015年5月18日 3,763 3,845 

北海道 北海道 ホーマック富士店
千歳市富士４丁目７７２番地２ほ
か

セントラルリー
シングシステム ホーマック 2014年10月1日 2014年10月2日

北海道 北海道 サッポロドラッグストアー余市店
余市町黒川町１２丁目６７－２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 イオン北海道 8 2014年12月9日 2015年8月10日 1,266 10,627 

北海道 北海道 スポーツデポ北見店 北見市光西町１８４番地２、４ 弓山茂樹 アルペン 2014年12月12日 2014年12月18日

北海道 北海道 留萌ショッピングセンター 留萌市南町４丁目７３－１ほか
みずほ信託銀
行

なかせき商事
、ホーマック ホーマック

マックスバリュ
北海道 2 2014年12月16日 2015年8月17日 7,305 10,842 

北海道 北海道 （仮称）イオンモールＪＲ旭川
旭川市宮下通７丁目４１５２番地１
１ほか

アール都市開
発 イオン 2015年2月20日 2015年3月1日

北海道 北海道 ホーマック富士店 千歳市富士４丁目７７２番２ほか
セントラルリー
シングシステム

ＤＣＭホーマッ
ク 2015年3月2日 2015年11月3日

北海道 北海道 イオン静内店
新ひだか町静内末広町２丁目１
－１ほか イオン北海道 イオン北海道 8 2015年3月5日 2015年4月1日

北海道 北海道
ジョイフルエーケー帯広店　生活
館

帯広市東７条南１６丁目２－１ほ
か

ジョイフルエー
ケー

ジョイフルエー
ケー 2015年3月13日 2015年3月14日

北海道 北海道
ジョイフルエーケー帯広店　ペッ
ト・園芸館

帯広市東９条南１６丁目１－１１ほ
か

ジョイフルエー
ケー

ジョイフルエー
ケー 2015年3月13日 2015年3月14日

北海道 北海道 イオン帯広店
帯広市西４条南２０丁目１番地ほ
か イオン北海道 イオン北海道 57 2015年3月13日 2015年4月1日

北海道 北海道 イオン釧路店 釧路町桂木１丁目１番１ほか きない イオン北海道 イオン北海道 71 2015年3月18日 2015年4月1日
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北海道 北海道 イオン江別店 江別市幸町３５番地 昭和窯業 イオン北海道 22 2015年3月23日 2015年4月1日

北海道 北海道 イオン千歳店 千歳市栄町６丁目５１番地 山三ふじや イオン北海道 38 2015年3月23日 2015年4月1日

北海道 北海道 イオン岩見沢店
岩見沢市大和４条８丁目15番１ほ
か イオン北海道 イオン 23 2015年3月23日 2015年4月1日

北海道 札幌市
新さっぽろアークシティサンピア
ザ

札幌市厚別区厚別中央２条５丁
目７番２号

札幌副都心開
発公社 紀伊国屋書店 ダイエー 71 2014年4月14日 2014年4月25日

北海道 札幌市 琴似タワープラザ
札幌市西区琴似2条1丁目288－1
3

北海道旅客鉄
道 文教堂

アール都市開
発 2014年5月21日 2014年5月22日

北海道 札幌市 ラッキー山の手店
札幌市西区山の手1条7丁目1番2
8号 北雄ラッキー ラッキー 2014年6月12日 2014年7月12日

北海道 札幌市 スーパービバホーム手稲富丘店
札幌市手稲区富丘2条2丁目2番1
号 LIXILビバ LIXILビバ 2014年6月19日 2014年6月20日

北海道 札幌市
新さっぽろアークシティサンピア
ザ

札幌市厚別区厚別中央２条５丁
目７番２号

札幌副都心開
発公社 紀伊国屋書店 ダイエー 71 2014年7月31日 2014年9月1日 ×

北海道 札幌市 新さっぽろアークシティﾃﾞｭｵ
札幌市厚別区厚別中央２条５丁
目6番２号

札幌副都心開
発公社

アーク開発振
興 文教堂 27 2014年7月31日 2014年9月1日 ×

北海道 札幌市
札幌三越・QB 
Sapporo　※「札幌三越」側

札幌市中央区南１条西３丁目８番
地 三越伊勢丹 清水地所 札幌三越

アップルコンピ
ューター 2014年8月8日 2015年4月1日 23,629 20,577 

北海道 札幌市 札幌三越・QB Sapporo
札幌市中央区南１条西３丁目８番
地 三越伊勢丹 他2 札幌三越

アップルコンピ
ューター 2014年8月29日 2014年10月1日

北海道 札幌市
札幌三越・QB Sapporo　※「QB 
Sapporo」側

札幌市中央区南１条西３丁目８番
地

三井住友信託
銀行

アップルコンピ
ューター 2014年9月2日 2015年4月1日 23,629 3,423 

北海道 札幌市
新川ショッピングセンター（ＭＥＧ
Ａドン・キホーテ新川店）

札幌市北区新川２条７丁目５６０
番1外

日本ｱｾｯﾄマー
ケティング 長崎屋 エクストリンク 2014年10月3日 2014年11月1日

北海道 札幌市 ニトリ新道店
札幌市東区北３４条東２３丁目　１
１０－１ほか ニトリ ニトリ 2014年10月16日 2014年10月17日

北海道 札幌市 東光ストアプロム山鼻店
札幌市中央区南22条西12丁目1
－2 ワコー 東光ストア 2014年12月19日 2015年7月10日 2,480 2,900 

北海道 札幌市
札幌三越・QB 
Sapporo　※「札幌三越」側

札幌市中央区南１条西３丁目８番
地 三越伊勢丹 清水地所 札幌三越

アップルコンピ
ューター 2015年3月5日 2015年4月6日

北海道 札幌市 スーパービバホーム手稲富丘店
札幌市手稲区富丘2条2丁目2番1
号 LIXILビバ LIXILビバ 2015年3月6日 2015年3月7日

北海道 札幌市 イオン札幌藻岩店 札幌市南区川沿2条2丁目1番1号 イオン北海道 イオン北海道 2015年3月16日 2015年4月1日

東北 青森県 ユニバース新井田店
八戸市大字新井田字法光野２３
外 ユニバース ユニバース 2014年5月22日 2014年6月6日

東北 青森県 ユニバース下長店 八戸市下長四丁目１－１ ユニバース ユニバース 2 2014年6月13日 2014年7月1日

東北 青森県 ユニバース根城店 八戸市根城四丁目１０－１ ユニバース ユニバース 2014年6月13日 2014年7月1日

東北 青森県 サンロード青森 青森市緑三丁目９－２ サンロード青森 外１ 2014年6月30日 2015年3月1日

東北 青森県 薬王堂十和田元町店 十和田市元町西五丁目９７－１外 薬王堂 薬王堂 2014年7月28日 2014年7月29日



　　　　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。
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東北 青森県 カブセンター神田店 弘前市大字神田三丁目２－８外 第一開発 紅屋商事 2014年9月19日 2014年10月1日

東北 青森県 メガ城東北店 弘前市大字城東北四丁目４－１０ 紅屋商事 紅屋商事 2014年9月19日 2014年10月1日

東北 青森県 カブセンター柏店
つがる市柏上古川八重崎７４－１
外 紅屋商事 紅屋商事 2014年9月19日 2014年10月1日

東北 青森県 ユニバース下長店 八戸市下長四丁目１－１ ユニバース ユニバース 2015年2月18日 2015年10月19日

東北 青森県 ツタヤ・ワンダーグー弘前店 弘前市大字高田二丁目１－１ デンコードー デンコードー 2015年3月16日 2015年3月17日

東北 岩手県 前沢ショッピングセンター
奥州市前沢区向田二丁目７８番
地 イオンリテール

イオンリテー
ル ホーマック 2014年4月7日 2014年12月8日

東北 岩手県 イオンタウン北上 北上市里分4地割17番地2
マックスバリュ
東北 サンデー

マックスバリュ
東北 サンデー

セリアドコモラ
ンド 2014年6月9日 2015年2月10日

東北 岩手県 江刺ショッピングセンター
奥州市江刺区豊田二丁目1番地9
ほか 奥州市

イオンリテー
ル 三音社 大三 2014年7月18日 2015年3月16日

東北 岩手県 ホーマック遠野店
遠野市松崎町白岩第9地割字明
神前66番地1 ホーマック

大和情報サー
ビス ホーマック 2014年7月18日 2015年3月19日 5,749 5,066

東北 岩手県
盛岡南ショッピングセンターサン
サ 盛岡市津志田西二丁目17番50

オリックス不動
産 ユニバース サンドラック ダイソー 2014年7月30日 2014年8月15日

東北 岩手県 薬王堂西根店 八幡平市大更第35地割32番地 薬王堂 薬王堂 2014年8月6日 2014年8月7日

東北 岩手県 薬王堂二戸店
二戸市石切所字荷渡1番地12ほ
か 薬王堂 薬王堂 2014年8月7日 2014年8月8日

東北 岩手県 江刺ショッピングセンター
奥州市江刺区豊田二丁目1番地9
ほか 奥州市

イオンリテー
ル 三音社 大三 2014年10月20日 2014年11月15日

東北 岩手県
スーパーセンタートライアル盛岡
西バイパス店 盛岡市向中野七丁目17番45号

トライアルカン
パニー

トライアルカン
パニー 2015年1月23日 2015年9月24日

東北 岩手県 イオンモール盛岡 盛岡市前潟四丁目7番1号 盛岡市
イオンリテー
ル ユニクロ 未来書店 2015年2月26日 2015年10月27日

東北 宮城県 イオン船岡店 柴田町西船迫二丁目１番１５号 イオンリテール
イオンリテー
ル 3 2014年8月1日 2015年4月3日

東北 宮城県 薬王堂宮城角田店 角田市角田字緑町１－１２外 薬王堂 薬王堂 2014年8月21日 2014年8月22日

東北 宮城県 薬王堂村田店 村田町大字村田反町９４－１外 薬王堂 薬王堂 2014年8月21日 2014年8月22日

東北 宮城県 薬王堂宮城大和店 大和町吉田字北要害２３番外 薬王堂 薬王堂 2014年8月21日 2014年8月22日

東北 宮城県 薬王堂亘理店 亘理町字東郷２００番１外 薬王堂 薬王堂 2014年8月21日 2014年8月22日

東北 宮城県 カワチ薬品石巻西店 石巻市恵み野四丁目１番地１６ カワチ薬品 カワチ薬品 2014年9月5日 2015年5月6日

東北 秋田県 フレスポ大仙
大仙市東川字堤下８５番１　他１４
筆 大和リース

大和リース（１
） 戸田書店 2014年5月30日 2014年6月1日

東北 秋田県 土崎ショッピングセンター 秋田市土崎港南二丁目３番41号 東北製綱 イオン 2014年6月24日 2015年2月25日
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東北 秋田県 イオン横手店 横手市安田字向田197　外23筆 イオンリテール
イオンリテー
ル 8 2014年9月19日 2015年5月20日

東北 秋田県 秋田トヨタ大館店
大館市清水五丁目１７－１他１２
筆

秋田トヨタ自動
車 1

秋田トヨタ自
動車 くるま工房 2015年3月27日 2015年3月28日

東北 山形県 ヤマザワ花沢町店 米沢市花沢町2710番１外 ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 1 2014年5月12日
2014年12月１日
2015年1月13日 1,821 2,741

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 3 2014年7月1日 2014年7月2日

東北 山形県 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 2 2014年9月30日 2015年5月31日 2,018 2,649

東北 山形県
ル・パークみかわショッピングス
クエア（第１ブロック）

三川町大字猪子字大堰端３２６番
１外 ニトリ 3 ニトリ ドン・キホーテ 3 2014年10月23日 2014年12月3日

東北 山形県 ツタヤ東根店
東根市さくらんぼ駅前二丁目１６
番２５号 デンコードー

エンタテインメ
ント 2014年11月17日 2014年12月5日

東北 山形県 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 2014年11月21日 2014年12月1日

東北 山形県 イオン山形北店 山形市馬見ヶ崎二丁目12番19号 イオンリテール
イオンリテー
ル ○ 2014年12月22日 2015年8月23日

東北 山形県 TENDO八文字屋 天童市鍬ノ町二丁目３番１２外 ヤマコー 八文字屋 3 2015年2月4日 2015年2月5日

東北 山形県 ヨークタウン上山 上山市仙石字元糸目７９１番外 ヨークベニマル 3
ヨークベニマ
ル ヤマダ電機 4 2015年2月19日 2015年4月1日

東北 山形県 ヤマザワ寒河江プラザ店
寒河江市大字寒河江字横道６５
番１外 ヤマザワ 1 ヤマザワ しまむら ○ 2015年2月20日 2015年10月21日

東北 山形県 スーパースポーツゼビオ天童店
天童市芳賀土地区画整理事業地
１０街区 須藤不動産 ゼビオ 2015年3月26日 2015年4月1日

東北 福島県 ザ・ビッグ鎌田店 福島市鎌田字熊ノ前３２番１ほか ケーディーエス マックスバリュ 2014年5月20日 2014年6月1日

東北 福島県 ザ・ビッグ本宮店 本宮市本宮字万世２２４番地ほか 三菱ＵＦＪリース マックスバリュ 2014年5月20日 2014年6月1日

東北 福島県 会津若松ショッピングセンター 会津若松市駅前町４０番地ほか
東日本旅客鉄
道

東北総合サー
ビス ○ 2014年6月13日 2015年2月14日

東北 福島県 株式会社カワチ薬品　須賀川店 須賀川市陣場町１番地ほか カワチ薬品 カワチ薬品 ○ 2014年6月16日 2015年2月17日

東北 福島県 ケーズデンキ福島南本店
福島市太平寺字児子塚４３番地６
ほか デンコードー デンコードー 2014年7月22日 2014年8月8日

東北 福島県 かねとビル 郡山市桑野四丁目３番地の４ かねと
ヨークベニマ
ル 2014年10月8日 2014年10月22日

東北 福島県 （仮称）ザ・ビッグ郡山喜久田店
郡山市喜久田東原土地区画整理
地４０街区１ほか テム産業

マックスバリュ
南東北 2015年1月29日 2015年2月17日

東北 仙台市 ヒルサイドショップス&アウトレット
仙台市青葉区錦ケ丘一丁目3番
地1 錦エステート

ターナショナ
ル・ジャパン 36 2014年5月27日 2014年6月1日

東北 仙台市 さくら野仙台店
仙台市青葉区中央一丁目795～8
12、853番

三菱ＵＦＪ信託
銀行 5 エマルシェ 3 2014年7月11日 2014年7月31日

東北 仙台市 三井アウトレットパーク仙台港
仙台市宮城野区中野字出花123
他 三井不動産 佐藤商事 93 2014年8月7日 2014年8月13日



　　　　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。
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東北 仙台市 さくら野仙台店
仙台市青葉区中央一丁目795～8
12、853番

三菱ＵＦＪ信託
銀行 5 エマルシェ 3 2014年12月5日 2014年10月1日

東北 仙台市 カワチ薬品岩切店 仙台市宮城野区岩切分台　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2015年2月12日 2015年8月1日

関東 茨城県 カワチ薬品つくば桜店 つくば市桜１丁目１４－２　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2014年4月1日 2014年12月2日

関東 茨城県 ベストリカー土浦北店 土浦市真鍋４丁目２２７７－２ タイヨー タイヨー 2014年4月11日 2014年12月12日

関東 茨城県 セイミヤ鉾田舟木店 鉾田市舟木字笹立１７１－１　外 セイミヤ セイミヤ 2014年4月23日 2014年6月10日

関東 茨城県 あみプレミアム・アウトレット 阿見町よしわら四丁目１番１
三菱地所・サイ
モン 2014年4月30日 2014年5月1日

関東 茨城県 ウエルシア牛久神谷店 牛久市神谷五丁目１番３４　外 張替　浩
ウエルシア関
東 2014年5月7日 2014年5月8日

関東 茨城県 カワチ薬品石岡店 石岡市東光台３丁目１－１　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2014年5月30日 2015年1月31日

関東 茨城県 コメリホームセンター笠間店 笠間市石井字南町2131番１　外 コメリ コメリ 2014年6月10日 2014年6月25日

関東 茨城県 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 2014年8月7日 2014年8月8日

関東 茨城県
スーパービバホーム水戸県庁前
店 水戸市笠原町９７８番４１

三井住友信託
銀行 ＬＩＸＩＬビバ 2014年9月10日 2014年9月25日

関東 茨城県 （仮称）マルト春日店 ひたちなか市春日町６番１号　外 伊勢甚本社 マルト 2014年10月2日 2015年3月5日

関東 茨城県 ライフスクエアロゼオ水戸 水戸市笠原町９７８番３９　外
三井住友信託
銀行 マルト 田原屋 2014年10月28日 2014年11月1日

関東 茨城県 夢大陸日立南店 日立市森山町四丁目248　外 コジマ ビイブリッジ 2014年12月3日 2015年2月28日

関東 茨城県 コープ水戸店 水戸市元吉田町1049-１　外
いばらきコープ
生活協同組合 コープ水戸店 2014年12月9日 2014年12月17日

関東 茨城県 カワチ薬品　ひたちなか店
ひたちなか市大字東石川1567－
１　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2015年1月19日 2015年9月20日

関東 茨城県 マルトSC那珂 那珂市菅谷字杉前525番５　外
ホールディング
ス マルト 2015年1月19日 2015年2月19日

関東 茨城県
鈴木興産第２テナントビル　（仮
称）カワチ薬品水海道店

常総市水海道淵頭町字伏木4550
番１　外 鈴木興産 鈴木興産 カワチ薬品 2015年1月20日 2015年2月4日 3,428 2,830

関東 茨城県 ベイシア古河総和店
古河市大堤字本田前６８２番地　
外 ベイシア ベイシア 2015年2月27日 2015年3月16日

関東 茨城県
ジョイフル本田ニューポートひた
ちなか ひたちなか市新光町34番１　外 ジョイフル本田

ジョイフル本
田 ユニクロ 2015年3月20日 2015年4月1日

関東 茨城県 カスミひたちなか馬渡店
ひたちなか市馬渡字向野2912－
３　外 カスミ カスミ 2015年3月20日 2015年11月21日

関東 栃木県 かましん自治医大店 下野市衹園1-1-5　外 かましん かましん 2 2014年4月3日 2014年4月4日

関東 栃木県 佐野プレミアム・アウトレット 佐野市越名町2058番地　外
三菱地所・サイ
モン

三菱地所・サ
イモン 135 2014年4月23日 2014年4月30日
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関東 栃木県
ホームセンターセキチュー宇都
宮駒生店 宇都宮市駒生町東原561-1外 天谷　照 セキチュー 2014年6月16日 2014年7月3日

関東 栃木県 宇都宮スーパーモール
宇都宮市平出町字上野3711番地
　外 アトム カインズ 1 2014年9月22日 2014年10月1日

関東 栃木県 カワチ薬品足利北店 足利市新山町2232番地外 カワチ薬品 カワチ薬品 2014年10月10日 2015年3月1日

関東 栃木県 ビバモール足利堀込店
足利市堀込町字宮前243番地　
外 ＬＩＸＩＬ　ビバ LIXIL　ビバ 8 2014年11月25日 2015年1月26日

関東 栃木県 かましん雀宮店 宇都宮市雀の宮六丁目4番5号 かましん かましん 1 2014年11月26日 2014年12月11日

関東 栃木県
カワチ薬品戸祭北店　あぜみち
上戸祭店

宇都宮市上戸祭町3007番地2　
外 カワチ薬品 1 カワチ薬品 3 2014年11月27日 2015年7月28日 2,576 2,844

関東 栃木県
スーパーセンタートライアル宇都
宮店 宇都宮市睦町17番2　外 前田工業

トライアルカン
パニー 10 2015年1月20日 2015年9月21日

関東 栃木県
ヤオハンスーパー日光七里店・（
仮称）カワチ薬品日光店 日光市七里667番　外 ランドグラン 1

八百半フード
センター 2 2015年1月28日 2015年9月29日 1,367 2,124

関東 群馬県 ビバホーム館林店
館林市高根町字入ノ谷７４８番地
１　外 ＬＩＸＩＬ　ビバ ＬＩＸＩＬ　ビバ 2014年5月21日 2015年1月22日

関東 群馬県
ホームマートセキチュー前橋駒
形店 前橋市東善町４３－１　外 セキチュー セキチュー とりせん 2014年6月18日 2014年8月1日

関東 群馬県 カインズホーム箕郷店
高崎市箕郷町大字下芝字万行74
3-1 カインズ カインズ 2014年7月31日 2015年4月1日

関東 群馬県 フェドラＰ＆Ｄ　TAKASAKI 高崎市緑町一丁目２９番４号　外 ブルーヒルズ ヒマラヤ
メディアランド
・ウィング 2014年8月29日 2015年4月30日 3,234 5,500

関東 群馬県 ISESAKI Garden's(本館) 伊勢崎市宮子町３４０６－３　外 カインズ
トップカルチャ
ー ワールド 2014年9月4日 2014年9月5日

関東 群馬県 フォレストモール新前橋 前橋市古市町１８０　外 フォレスト フレッセイ サンドラッグ 2014年9月5日 2015年5月6日

関東 群馬県 コープ寺尾店
高崎市寺尾町字押出５５０－１　
外 コープぐんま コープぐんま 2014年9月10日 2014年9月11日

関東 群馬県 伊勢崎佐波ショッピングセンター 伊勢崎市連取町１４８９－３　外 ソトー イトーヨーカ堂 キャンドゥ 2014年9月24日 2015年5月25日

関東 群馬県
とりせんファミリープラザ群馬町
店 高崎市中泉町６０５番地２６　外 とりせん とりせん トリオ 2014年9月30日 2015年5月31日 5,649 2,878

関東 群馬県 株式会社カワチ薬品大八木店
高崎市大八木町字諏訪腰６５１番
　外 カワチ薬品 LIXILﾋﾞﾊﾞ カワチ薬品 LIXILﾋﾞﾊﾞ ベルク 2014年10月17日 2014年10月18日

関東 群馬県 ガーデン前橋 前橋市小屋原町４７２番地１　外 関東建創 カスミ ヤマダ電機 ドン・キホーテ 2014年11月7日 2015年7月8日 20,023 27,906

関東 群馬県 パワーモール前橋みなみ
前橋市南部拠点東地区土地区画
整理事業６街区 ベストケア ベストケア

トップカルチャ
ー

東京インテリ
ア家具 2014年11月14日 2014年11月15日

関東 群馬県 株式会社スズラン第二営業所
前橋市千代田町四丁目７番３号　
外 スズラン スズラン 2014年12月19日 2015年1月15日

関東 群馬県 株式会社スズラン第三営業所
前橋市千代田町二丁目４番４号　
外 スズラン スズラン 2014年12月19日 2015年1月15日

関東 群馬県 コープ細井店 前橋市上細井町１９６８番　外 コープぐんま コープぐんま 2015年3月10日 2015年3月21日



　　　　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。
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関東 群馬県 コープ宮子店 伊勢崎市宮子町３５２３－１ コープぐんま コープぐんま 2015年3月10日 2015年3月21日

関東 群馬県 ベイシア伊勢崎駅前店
伊勢崎市伊勢崎駅前周辺第一土
地区画整理事業２－１街区 ベイシア ベイシア セーブオン 2015年3月19日 2015年3月27日

関東 埼玉県 カムイ熊谷原島店 熊谷市原島1246外 松崎商事 カムイ 2014年5月9日 2015年1月10日 1,395 2,072

関東 埼玉県 カインズホーム鶴ヶ島店
鶴ヶ島市三ツ木新町1丁目1番地
13 カインズ カインズ 2014年5月30日 2014年7月31日

関東 埼玉県 ベスタ本庄 本庄市寿3丁目269番1　外45筆 ベルク ベルク 4 2014年5月30日 2015年1月31日

関東 埼玉県 飯能シルクビル（サビア飯能） 飯能市南町150番地の1
マイムコーポレ
ーション いなげや 2014年6月3日 2014年6月16日

関東 埼玉県 UNICUS川越 川越市新宿町一丁目17番地1
ピーアンドディコ
ンサルティング ヤオコー ノジマ 8 2014年6月16日 2015年2月27日

関東 埼玉県 カインズホーム蓮田店 蓮田市大字閏戸4109-1外 カインズ カインズ 2014年6月18日 2014年7月16日

関東 埼玉県 ベイシアゲート本庄早稲田
稲田駅周辺土地区画整理事業43
街区1画地ほか ベイシア ベイシア カインズ 2 2014年7月30日 2014年8月19日 20,467 21,322

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 2014年8月8日 2014年8月28日

関東 埼玉県 スーパービバホーム鴻巣店 鴻巣市大字箕田1771　外
三菱ＵＦＪ信託
銀行 ＬＩＸＩＬ　ビバ 2014年8月21日 2014年10月1日

関東 埼玉県 ヤオコー越谷蒲生店 越谷市蒲生茜町25-8他 ヤオコー ヤオコー 2014年9月9日 2014年9月17日

関東 埼玉県
ヤオコー小川ショッピングセンタ
ー 小川町大字大塚1152-1 ヤオコー ヤオコー 2014年9月10日 2015年5月11日 4,865 4,739

関東 埼玉県 ベルク戸田中町店 戸田市中町一丁目28番24外 ベルク ベルク 2014年9月10日 2015年5月11日

関東 埼玉県 ビバモール埼玉大井
ふじみ野市西鶴ヶ岡一丁目3番15
号 ＬＩＸＩＬ　ビバ ＬＩＸＩＬ　ビバ 6 2014年10月23日 2014年12月1日

関東 埼玉県 マルエツ松原店 草加市栄町三丁目1009-1 武蔵野製紙 マルエツ 2014年10月31日 2015年8月1日

関東 埼玉県 テックランド花園インター店 深谷市小前田字塚屋310番1外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2014年10月31日 2015年7月1日

関東 埼玉県 スーパービバホーム加須店 加須市下高柳一丁目7番 ＬＩＸＩＬ　ビバ ＬＩＸＥＬ　ビバ 2014年12月2日 2014年12月19日

関東 埼玉県 カインズホーム北本店 北本市中丸八丁目117番地ほか 小川しづ 1 カインズ 2014年12月2日
2015年2月1日ほ

か 7,828 8,284

関東 埼玉県 カインズホーム東松山高坂店 東松山市あずま町三丁目1番地 カインズ カインズ 2014年12月3日 2015年8月4日

関東 埼玉県 入間川ショッピングセンター 狭山市中央二丁目1番1号 マルエツ マルエツ 2014年12月15日 2015年8月16日

関東 埼玉県 ワルツ（WALTZ） 所沢市日吉町12番1号 そごう・西武 8 そごう・西武 ロフト 6 2014年12月15日 2014年12月26日

関東 埼玉県 セキチュー東松山高坂店 東松山市あずま町四丁目1番1号 セキチュー セキチュー 2015年2月10日 2015年10月11日



　　　　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。
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関東 埼玉県 沼南駅前ビル 上尾市原市中一丁目1番地8　外 ヤベエステート いなげや いなげや 2015年3月13日 2015年11月14日

関東 埼玉県 春日部ショッピングセンター 春日部市粕壁東2-17-6 外
アセットマネジメ
ント そごう・西武 2015年3月13日 2015年11月14日

関東 埼玉県 イオンレイクタウン
越谷市レイクタウン三丁目1番地1
、四丁目1番地1、四丁目2番地2

三菱UFJ信託銀
行

イオンリテー
ル イオン 2015年3月16日 2015年11月17日 130,995 138,920

関東 千葉県 イトーヨーカ堂柏店 柏市柏2丁目15番地1ほか 桔梗不動産 6 イトーヨーカ堂 12 2014年4月14日 2014年5月7日

関東 千葉県 西白井駅前センタービル 白井市清水口1丁目1062番地3
ン駅前センター
ビル 0 マルエツ 0 2014年4月10日 2014年4月11日

関東 千葉県 （仮称）ドン・キホーテ茂原店 茂原市茂原1575番地2 酒井利明 0 ドン・キホーテ 0 2014年4月18日 2014年12月19日 1,451 1,927

関東 千葉県 あびこショッピングプラザ
我孫子市我孫子四丁目142番1ほ
か

三菱ＵＦＪ信託
銀行 0

イトーヨーカド
ー 31 2014年5月12日 2015年1月13日 18,645 17,383

関東 千葉県 セイミヤ銚子四日市場店 銚子市四日市場町221番ほか セイミヤ 0 セイミヤ 0 2014年5月22日 2014年5月23日

関東 千葉県 モラージュ柏 柏市大山台２丁目３番外
三菱ＵＦＪ信託
銀行 0

ロイヤルホー
ムセンター 53 2014年6月3日 2015年2月4日

関東 千葉県 ビッグハウス旭店 旭市ニ字西遊正６０１７番２６ほか タイヨー 0 タイヨー 2 2014年6月11日 2014年6月30日

関東 千葉県 イオンモール富津 富津市青木一丁目5番地１ イオンモール 0
イオンリテー
ル 48 2014年6月16日 2015年1月31日

関東 千葉県 ミサキショッピングガーデン
いすみ市岬町井沢字台島１８５８
番１ほか 冨美 0 大創産業 3 2014年6月27日 2014年7月1日

関東 千葉県 ららぽーとTOKYO-BAY 船橋市浜町二丁目１番１号 三井不動産 0
アニエスベー
サンライズ 242 2014年6月30日 2014年7月19日

関東 千葉県 カスミ八千代大和田店
八千代市大和田新田字飯盛台２
７３番地１ 石井興産 0 カスミ 1 2014年7月17日 2014年9月1日 1,750 1,750

関東 千葉県 カインズモール市原 市原市更級３丁目１番地１ カインズ 0 カインズ 2 2014年7月17日 2015年3月19日 19,779 19,779

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 0 ワールド 98 2014年7月31日 2015年4月16日 21,466 34,063

関東 千葉県 キッコーマンプラザ流山 流山市流山九丁目５００番地３３ キッコーマン 0 イトーヨーカ堂 15 2014年7月31日 2015年4月1日 14,300 14,300

関東 千葉県 臼井ショッピングセンター 佐倉市王子台１丁目２３番地
グセンター協同
組合 1

イオンリテー
ル 32 2014年8月7日 2014年9月1日

関東 千葉県 公津の杜ショッピングセンター
成田市公津の杜四丁目５番地１
ほか 京成電鉄 0 イトーヨーカ堂 52 2014年8月11日 2014年9月12日

関東 千葉県
イオン八千代緑が丘ショッピング
センター

八千代市緑が丘２丁目１番地６ 
外

三井住友信託
銀行 0

イオンリテー
ル 56 2014年8月13日 2014年9月26日

関東 千葉県 ロイヤルホームセンター習志野
習志野市東習志野６丁目２２０４
番１ほか

ロイヤルホーム
センター 0

ロイヤルホー
ムセンター 0 2014年8月25日 2015年3月10日 10,500 12,934

関東 千葉県 野田ショッピングセンター
野田市中根新田字鹿島原３６番
地１ タカラ 0

イオンリテー
ル 41 2014年9月4日 2014年9月12日

関東 千葉県 ダイエー浦安駅前店 浦安市北栄三丁目７７１番１ほか ダイエー 0 ダイエー 0 2014年9月5日 2014年10月23日



　　　　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。
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関東 千葉県
（仮称）カインズホーム船橋習志
野店 船橋市習志野四丁目４７番８ カインズ 0 カインズ 0 2014年9月24日 2014年9月25日

関東 千葉県 カスミ成田赤坂店 成田市赤坂三丁目４番１号 三菱ＵＦＪリース 0 カスミ 1 2014年10月8日 2002年8月6日 4,771 3,669

関東 千葉県 ピーコックストア豊四季店 柏市豊四季台四丁目９３７番地１
独立行政法人
都市再生機構 0

イオンマーケ
ット 2014年10月17日 2014年11月1日

関東 千葉県 アピタ市原店 市原市青柳北１丁目１番地 ユニー 0 ユニー 42 2014年10月30日 2015年5月10日

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 0 イトーヨーカ堂 1 2014年11月5日 2014年11月15日

関東 千葉県 晴山物産ショッピングビル 松戸市五香八丁目４４番地７ほか 晴山物産 0 ギガ物産 11 2014年12月5日 2015年2月1日

関東 千葉県 スカイプラザ柏 柏市柏一丁目１１２番地ほか スカイプラザ柏 104 そごう・西武 18 2014年12月18日 2014年12月22日

関東 千葉県 ダイエー南行徳店
市川市南行徳二丁目１８番地３ほ
か 新生信託銀行 3 ダイエー 15 2014年12月19日 2015年8月19日

関東 千葉県 ららぽーと柏の葉　北館
一体型特定土地区画整理事業１
４８街区 三井不動産 0 ノジマ 3 2015年1月8日 2014年4月26日

関東 千葉県 スーパービバホームちはら台店 市原市ちはら台南三丁目21番1 ＬＩＸＩＬビバ 0 ＬＩＸＩＬビバ 1 2015年1月27日 2015年9月27日

関東 千葉県 キッコーマンプラザ流山 流山市流山九丁目５００番地３３ キッコーマン 0 イトーヨーカ堂 15 2015年2月18日 2015年3月1日

関東 千葉県
小見川ショッピングセンターアピ
オ 香取市分郷字龍生11番地ほか

鈴木総合管理
事務所 0

トライアルカン
パニー 7 2015年3月12日 2015年11月13日

関東 千葉県 ケーヨーデイツー名戸ケ谷店
柏市名戸ケ谷字中久保９０２番地
１ほか ケーヨー 0 ケーヨー 0 2015年3月13日 2015年11月14日 2,517 3,948

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５３２番３
２ほか ジョイフル本田 0

ジョイフル本
田 0 2015年3月18日 2015年11月19日 2,410 4,070

関東 千葉県 モリシア
習志野市谷津１丁目１３４０番地１
０

三井住友信託
銀行 0

イオンリテー
ル 52 2015年3月30日 2009年1月31日

関東 千葉県 ショッパーｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ新浦安 浦安市入船1丁目46番地18ほか 新商 1 ダイエー 65 2015年3月31日 2015年4月1日

関東 東京都 町田セブンビル 町田市原町田６－１－６ 町田セブンビル 丸井 2014年4月11日 2014年4月25日

関東 東京都 成和ビル 立川市幸町一丁目23番6号 成和 いなげや 2 2014年4月15日 2014年5月16日

関東 東京都 イーストコア曳舟商業館 墨田区京島一丁目2番1号ほか イトーヨーカ堂 9 イトーヨーカ堂 20 2014年4月16日 2014年4月25日

関東 東京都 芝本船堀ビル 江戸川区船堀一丁目1番51号 芝本産業 ダイエー 12 2014年4月18日 2014年5月1日

関東 東京都
ダイエー大島ショッパーズ・プラ
ザ 江東区大島四丁目6番1号 ダイエー ダイエー 1 2014年4月18日 2014年5月1日

関東 東京都 町田東急ツインズ
町田市原町田六丁目４番1号ほ
か 東急百貨店 東急百貨店 ○ 2014年4月28日 2015年1月1日

関東 東京都 フレンテ南大沢（新館） 八王子市南大沢二丁目１番６ 京王電鉄
アインファーマ
シーズ ○ 2014年4月30日 2014年12月31日



　　　　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。
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関東 東京都 コープ上北台店 東大和市立野二丁目３番５ 山裏 4 コープみらい 2 2014年5月19日 2014年6月7日

関東 東京都 西野ビル 八王子大和田町六丁目13番3号
西野コーポレー
ション ダイエー 2014年5月22日 2014年5月31日

関東 東京都 ダイエー八幡町店 八王子市八幡町11番4号 ダイエー ダイエー 2014年5月22日 2014年5月31日

関東 東京都 オーケー国分寺店 国分寺市本多２丁目３番１号 オーケー オーケー 2014年6月2日 2014年6月3日

関東 東京都 秋葉原ラジオ会館
千代田区外神田一丁目１５番１６
号

秋葉原ラジオ会
館 カードラボ ○ 2014年7月14日 2014年7月20日

関東 東京都 イオン昭島ショッピングセンター
昭島市大神町字古新田８８９番２
ほか イオンリテール

イオンリテー
ル ○ 2014年7月17日 2015年3月18日

関東 東京都 ダイエー国立店
国立市富士見台一丁目１２番地
の４

三井住友信託
銀行 ダイエー 1 2014年7月18日 2014年8月1日

関東 東京都 伊野ビル 多摩市貝取1丁目65番地１ 伊野英三 コモディイイダ 1 2014年7月18日 2014年8月20日

関東 東京都 西友江戸川中央店 江戸川区中央一丁目７番１４号

三井住友トラス
ト・パナソニック
ファイナンス 西友 2014年7月18日 2014年8月5日

関東 東京都 髙島屋日本橋店 中央区日本橋二丁目４番１号 髙島屋 髙島屋 2014年7月18日 2015年3月19日

関東 東京都 伊勢丹新宿本店 新宿区新宿三丁目１４番１号ほか 三越伊勢丹 3 三越伊勢丹 3 2014年8月21日 2015年4月22日

関東 東京都 京王仙川駅ビル 調布市仙川１丁目43番1号 京王電鉄 京王ストア 2 2014年9月5日 2014年9月26日

関東 東京都
蒲田東急プラザ、蒲田駅ビル東
館、蒲田駅ビル西館

大田区西蒲田七丁目６９番１号ほ
か

東日本旅客鉄
道 3 東急ストア ○ 2014年9月29日 2014年10月9日

関東 東京都
ブラザー・交通公社新宿共同ビ
ル 新宿区新宿三丁目45番1号ほか

ナイト・ジャーニ
ー特定目的 1 丸井 2014年9月30日 2015年6月1日

関東 東京都 アルカキット錦糸町 墨田区錦糸二丁目２番１号 日本生命保険
クイーンズ伊
勢丹 2014年10月17日 2014年11月4日

関東 東京都
玉川髙島屋ショッピングセンター
　マロニエコート 世田谷区玉川二丁目２７番５号 東神開発

ギャップジャ
パン 良品計画 1 2014年10月22日 2015年9月1日 1,848 2,467

関東 東京都 玉川髙島屋ショッピングセンター 世田谷区玉川三丁目１７番１号 東神開発 3 高島屋 192 2014年10月22日 2015年9月1日

関東 東京都 ルミネ立川店 立川市曙町二丁目１番１号 ルミネ
ニュー・クイッ
ク 163 2014年10月22日 2014年10月30日

関東 東京都 サンシャインシティ
豊島区東池袋三丁目１番１号ほ
か

サンシャインシ
ティ 1

サンシャイン
シティ 8 2014年11月20日 2014年11月21日 67,870 69,172

関東 東京都 島忠ホームズ町田三輪店
町田市三輪町字四号２８１番１ほ
か 島忠 島忠 1 2014年11月20日 2015年7月21日

関東 東京都 万田ビル 立川市曙町二丁目１８番１８号 多摩中央産業 未定 2014年11月25日 2015年7月26日



　　　　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。
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関東 東京都 調布駅北口ビル
調布市小島町一丁目３７番地４ほ
か パルコ 7 魚耕 123 2014年12月3日 2015年8月4日

関東 東京都 赤羽駅北ショッピングセンター 北区赤羽一丁目６７番５８号
ジェイアール東
日本都市開発 敷島製パン ○ 2014年12月4日 2014年12月16日

関東 東京都 京王高尾ビル 八王子市初沢町1227番地の3 京王電鉄 京王ストア 京王書籍販売 2014年12月4日 2014年12月19日

関東 東京都
ホームセンターコーナン江東深
川店 江東区深川一丁目６番２号 三菱ＵＦＪリース コーナン商事 ○ 2014年12月8日 2015年8月9日 6,760 7,974

関東 東京都
京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセン
ター 多摩市関戸一丁目１０番地１ほか 京王電鉄 京王ストア 47 2014年12月11日 2015年8月15日

関東 東京都 コジマ×ビックカメラ池上店 大田区池上三丁目２番１号 コジマ コジマ 2015年1月13日 2015年9月14日

関東 東京都
（仮称）武蔵小金井駅南口第１地
区再開発ビル

小金井市本町六丁目１９００番ほ
か

都市再生機構
東日本都市再
生本部 28 イトーヨーカ堂 ○ 2015年1月26日 2015年9月30日 21,740 22,400

関東 東京都 国領アーバンビル 調布市国領町八丁目２番地６４
ＩYリアルエステ
ート イトーヨーカ堂 16 2015年1月29日 2015年9月30日

関東 東京都 祐天寺東急ストア 目黒区祐天寺二丁目13番6号 東京急行電鉄 東急ストア 2015年2月6日 2015年10月7日 1,250 1,031

関東 東京都 イオン東雲ショッピングセンター 江東区東雲一丁目９番１０号 イオンリテール
イオンリテー
ル 6 2015年3月19日 2015年11月20日

関東 東京都

子玉川ライズ ショッピングセン
ター、二子玉川ライズ・ドッグウッ
ドプラザ、二子玉川ライズ・オー

世田谷区玉川二丁目２１番１号ほ
か 東京急行電鉄 21 東急百貨店 ○ 2015年3月26日 2015年4月8日

関東 東京都 イオン東久留米店
東久留米市南沢五丁目１７番６２
号 イオンリテール

イオンリテー
ル 62 2015年3月27日 2015年6月1日

関東 東京都 豊洲ショッピングセンター 江東区豊洲三丁目４番８号 ＬＩＸＩＬｌビバ トステムビバ 13 2015年3月30日 2015年5月11日

関東 東京都 京王ストア北野店 八王子市打越町３３５番地１ほか 京王電鉄 京王ストア 2015年3月31日 2015年4月1日

関東 神奈川県 ラスカ茅ヶ崎 茅ヶ崎市元町5,783のイほか
東日本旅客鉄
道 1 崎陽軒 78 2014年4月8日

2015年4月1日ほ
か

関東 神奈川県 アミューあつぎ 厚木市中町２－596の１ほか 東電不動産 1 大創産業 14 2014年4月17日 2014年4月24日 14,529 6,664

関東 神奈川県 本厚木駅ビル 厚木市泉町１ほか 小田急電鉄 1 三沢商店 118 2014年4月18日 2014年12月19日

関東 神奈川県 本厚木駅ビル 厚木市泉町１ほか 小田急電鉄 1 三沢商店 118 2014年4月18日 2014年5月1日

関東 神奈川県 ミマスモール 大井町金子字中ノ町339の２ほか 大德興業 ビック・ライズ 2 2014年5月28日 2014年6月1日

関東 神奈川県 Terrace Mall（テラスモール）湘南 藤沢市辻堂神台１－２の２ほか
三井住友信託
銀行 サミット 198 2014年6月24日 2014年6月24日 49,382 49,287

関東 神奈川県 五本木ビル 横須賀市佐原１－７の３ほか 佐原建物管理 富士シティオ 2014年7月16日 2015年3月17日

関東 神奈川県 ダイエー藤沢店 藤沢市藤沢520の２ほか ミルスペース ダイエー 2014年8月4日 2015年4月30日



　　　　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。
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関東 神奈川県 秦野ショッピングセンター 秦野市入船町1,948の１ほか
三井住友信託
銀行

イオンリテー
ル 2014年8月20日 2014年8月21日

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 新生信託銀行 ダイエー 2014年9月9日 2014年9月10日

関東 神奈川県 マルエツ大和中央店 大和市中央１―502の１ほか
エステートイチ
ケン マルエツ 1 2014年9月12日 2014年9月13日

関東 神奈川県
イオン茅ヶ崎中央ショッピングセ
ンター 茅ヶ崎市茅ヶ崎３－956の２

三井住友信託
銀行

イオンリテー
ル 2014年12月11日 2015年8月12日

関東 神奈川県
座間ひばりが丘ショッピングセン
ター 座間市ひばりが丘４－6,207の１ 昭光通商 未定 2014年12月16日 2015年8月17日

関東 神奈川県 テックランドＮｅｗ大和深見店 大和市深見488の１ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2015年1月5日 2015年9月6日

関東 神奈川県 ダイエー伊勢原店
伊勢原市白根字向田630の１ほ
か ダイエー ダイエー 2015年1月20日 2015年1月21日

関東 神奈川県
湘南モールフィル・ミスターマック
ス湘南藤沢ショッピングセンター

藤沢市辻堂元町４－4,300の１ほ
か

、ミスターマック
ス

ロイヤルホー
ムセンター 2015年1月30日 2015年10月1日 26,403 46,258 ×

関東 神奈川県 藤村ビル 厚木市戸室１－25の１ほか 安藤　貞雄 9 富士シティオ 2 2015年3月6日 2015年11月7日

関東 神奈川県
湘南モールフィル・ミスターマック
ス湘南藤沢ショッピングセンター

藤沢市辻堂新町４－4,300の１ほ
か 三菱ＵＦＪリース 1

ロイヤルホー
ムセンター 57 2015年3月16日 2015年11月17日 26,403 46,258

関東 神奈川県
綾瀬タウンヒルズショッピングセ
ンター

綾瀬市深谷字大久保3,734の１ほ
か 日立キャピタル サミット 28 2015年3月16日 2015年11月17日

関東 神奈川県 カインズホーム横須賀久里浜店 横須賀市久里浜８－12の８ほか カインズ カインズ 2015年3月17日 2015年11月18日

関東 神奈川県 カインズホーム三浦店
三浦市初声町入江新田字２－27
3の３ほか カインズ カインズ 2015年3月26日 2015年11月27日

関東 神奈川県 オーケー逗子店 逗子市逗子1-363-1 キリガヤ オーケー 2015年3月26日 2015年11月27日 ×

関東 神奈川県 ヨコスカシーウインドウ 横須賀市本町２－１の12ほか
ドイチェ信託銀
行 1 ダイエー 60 2015年3月27日 2015年3月28日

関東 神奈川県 ダイエー藤沢店 藤沢市藤沢520の２ほか ミルスペース ダイエー 2015年3月31日 2015年4月1日

関東 神奈川県 湘南台ビル 藤沢市湘南台１－３の３ほか カクダイ商事 2 ダイエー 5 2015年3月31日 2015年4月1日

関東 新潟県 ケーズデンキ胎内店 胎内市大川町３１４４番５外 北越ケーズ 北越ケーズ ウエルシア 2014年4月23日
2014年4月24日ほ

か

関東 新潟県
（仮称）ムサシ園芸センター三条
店 三条市上須頃４３２番地外

アークランドサ
カモト

アークランドサ
カモト 2014年6月20日 2015年2月21日 1,262 1,662

関東 新潟県 蔦屋書店長岡新保店 長岡市新保町１３２６番地
トップカルチャ
ー

トップカルチャ
ー 2015年2月13日 2015年10月14日

関東 新潟県 アークプラザ見附 見附市上新田町字下野沖404-1 日生不動産
アークランドサ
カモト 2015年3月6日 2015年11月7日 4,894 5,588

関東 長野県 西友大町店 大町市大字大町4620-1 イリハチ 西友 2014年4月18日 2014年12月19日

関東 長野県 ＭＩＤＯＲＩ長野 長野市南千歳一丁目22番地６
東日本旅客鉄
道 2014年5月19日 2015年2月20日 7,067 9,901



　　　　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。

 

局名 自治体名 大規模小売店舗名 所在地 届出日 変更する日
取下げ（×

）

他 核店舗１ 核店舗２ 他 届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

平成２６年度　大規模小売店舗立地法　法第６条第２項（変更）届出の概要　　【２０１６年３月末】

店舗面積の合計（㎡）

2016/05/02

経済産業省

小売業者名建物設置者名

関東 長野県 京王塩尻kePio
塩尻市大字広丘高出字西村1783
－１ほか 京王重機整備

マックスバリュ
長野 エディオン 2014年7月7日 2014年8月1日

関東 長野県 アピタ飯田店 飯田市鼎名古熊2469ほか ユニー ユニー 2014年7月18日 2015年3月19日

関東 長野県 井上・コングロエムビル 松本市深志２－３－１
井上
富岡開発 井上

ジュンク堂書
店 2014年10月29日 2015年3月15日 9,316 17,685

関東 長野県 マツヤ須坂西店 須坂市墨坂４－１－３ほか マツヤ マツヤ 2014年10月21日 2015年6月22日 2,070 3,066

関東 長野県
軽井沢・プリンスショッピングプラ
ザ

軽井沢町大字軽井沢字中谷地11
78－79ほか プリンスホテル 2014年10月17日 2015年6月17日

関東 長野県
茅野ショッピングセンターメリー
パーク 茅野市宮川字家下4483ほか

マルエー企画
ケーヨー アップルランド ケーヨー マルエー 2014年10月31日 2014年11月1日

関東 長野県 諏訪ステーションパーク１ 諏訪市沖田町13-6 ＯＰＡ ライトオン モンベル エイデン 2014年11月26日 2014年9月1日

関東 長野県 諏訪ステーションパーク２ 茅野市中沖11-2外 ＯＰＡ バロー アルペン セキド 2014年11月25日
2014年9月１日
2012年9月1日

関東 長野県 東松本シルクプラザ 松本市元町１－29－７ 高原社 ケーヨー 西友 シナノポリ 2015年2月20日 2016年1月10日

関東 長野県 綿半ホームエイド松本芳川店 松本市大字野溝西1930外
綿半ホームエイ
ド

綿半ホームエ
イド 2015年3月12日 2015年4月1日

関東 長野県 綿半ホームエイド川中島店 長野市金井田177外
綿半ホームエイ
ド

綿半ホームエ
イド 2015年3月12日 2015年4月19日

関東 長野県 綿半ホームエイド松本芳川店 松本市大字野溝西1930外
綿半ホームエイ
ド

綿半ホームエ
イド 2015年3月12日 2015年4月1日

関東 長野県 綿半ホームエイド川中島店 長野市金井田177外
綿半ホームエイ
ド

綿半ホームエ
イド 2015年3月12日 2015年4月19日

関東 長野県 庄内ショッピングタウンA街区
松本市庄内土地区画整理事業地
内12街区

綿半ホームエイ
ド アップルランド

綿半ホームエ
イド 2015年3月12日 2015年4月1日

関東 長野県 松本パルコ 松本市中央１－10－30 パルコ 2015年3月26日 2014年10月9日

関東 長野県 マツヤ須坂西店 須坂市墨坂４－１－３ほか マツヤ マツヤ 2015年3月25日 2015年4月29日 2,070 3,066

関東 山梨県 フレスポ甲西
南アルプス市西南湖字廻り木341-
1外

トーア紡コーポ
レーション

マックスバリュ
東海 3 2014年8月8日 2014年9月5日

関東 山梨県 ザ・ビッグ甲府和戸店 甲府市和戸町字芝原539番外
マックスバリュ
東海

マックスバリュ
東海 2014年8月8日 2014年9月19日

関東 山梨県 くろがねやスーパーデポ韮崎店
韮崎市藤井町南下条字下河原15
2番外 くろがねや くろがねや

マックスバリュ
東海 2 2014年8月19日 2014年9月5日

関東 山梨県 山梨市複合施設 山梨市小原西974番地2外 いちやまマート
いちやまマー
ト 2014年11月19日 2015年7月20日

関東 静岡県 遠鉄ストア池田店 磐田市池田字馬道上162-1　外 遠鉄ストア 遠鉄ストア
遠鉄ストア（マ
ツモトキヨシ） 2014年4月2日 2014年12月3日 1,632 1,930

関東 静岡県 マックスバリュベルシティ裾野店 裾野市佐野1039　外
三菱UFJ信託銀
行

マックスバリュ
東海 香文堂 7 2014年6月6日 2014年6月7日 ×

関東 静岡県 マックスバリュ熱海店 熱海市中央町858-1
マックスバリュ
東海

マックスバリュ
東海

CFSコーポレ
ーション 7 2014年6月20日 2015年2月21日 4,391 6,688



　　　　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。
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関東 静岡県 キミサワ広小路店 三島市広小路1866-1 広小路ビル
マックスバリュ
東海 2014年6月27日 2014年7月15日

関東 静岡県 キミサワ御殿場２４６店 御殿場市萩原字立道852-1　外
マックスバリュ
東海

マックスバリュ
東海 萬年堂 1 2014年6月27日 2014年7月15日

関東 静岡県
アピタ島田店　ジャンボエンチョ
ー島田店 島田市宝来町6500-1　外 ユニー エンチョー ユニー エンチョー 33 2014年7月4日 2015年3月5日

関東 静岡県 マックスバリュベルシティ裾野店 裾野市佐野1039　外
三菱UFJ信託銀
行

マックスバリュ
東海 香文堂 7 2014年7月31日 2014年8月1日

関東 静岡県 マキヤ富士厚原商業施設 富士市厚原1383-1 マキヤ マキヤ 中部商会 2014年9月3日 2014年9月4日

関東 静岡県 パレマルシェ新所原 湖西市駅南一丁目３-１　外 川崎　行則 オークワ 大創 2 2014年10月16日 2014年10月17日

関東 静岡県 焼津ビル 焼津市本町五丁目５-５ 焼津 ヒバリヤ サンドラッグ 1 2014年10月16日 2014年10月17日 6,665 3,865

関東 静岡県 マックスバリュ修善寺駅前店 伊豆市柏久保字新町1347　外 佐藤雄司 1者
マックスバリュ
東海 大創 2014年10月24日 2014年10月25日

関東 静岡県 トーヨーアサノ貸店舗 沼津市桃里571　外 トーヨーアサノ カインズ
オートバックス
セブン 2014年10月28日 2014年12月1日

関東 静岡県
アピタ島田店　ジャンボエンチョ
ー島田店 島田市宝来町6500-1　外 ユニー エンチョー ユニー エンチョー 40 2015年3月11日 2015年11月12日 29,359 33,149

関東 さいたま市 三栄ビル 大宮区宮町一丁目60番地 大宮ビル 26 ドン・キホーテ ○ 2014年4月25日 2014年12月26日

関東 さいたま市 岩城屋ビル 見沼区南中丸５１１－１　外
八幡コーポレー
ション ヤマダ電機 2014年5月29日 2015年1月30日

関東 さいたま市 武蔵浦和駅ビル 南区別所七丁目12番1号
ジェイアール東
日本都市開発

スタディオクリ
ップ 28 2014年8月20日 2015年4月21日

関東 さいたま市 浦和駅前市街地改造ビル 浦和区高砂一丁目１２番１号
三井住友トラス
ト総合サービス 51 三越伊勢丹 65 2014年9月19日 2015年5月20日

関東 さいたま市 砂サンシャインシティ 見沼区東大宮７丁目６９－１　外 正栄観光 マルエツ 2014年10月22日 2015年6月23日

関東 さいたま市 ダイエー南浦和東口店 南区南浦和三丁目１３６４－４　外 ダイエー ダイエー 2015年2月27日 2015年3月20日

関東 千葉市 ペリエ稲毛西館 中央区稲毛稲毛三丁目19番32号
千葉ステーショ
ンビル 2014年4月24日 2014年4月25日

関東 千葉市 三井アウトレットパーク幕張
美浜区ひび野二丁目５番、６番１
号、８番 三井不動産

アニエスベー
サンライズ

コーチ・ジャパ
ン 92 2014年8月12日 2015年7月13日 18,638 22,000

関東 千葉市 ＧＬＯＢＯ（グローボ） 中央区川崎町１－３４ ＪＦＥスチール
ランドローム
ジャパン 17 2014年8月15日 2015年4月16日 14,190 17,890

関東 千葉市 千葉市朝日ヶ丘サイト
花見川区畑町618番2、455番4、6
18番5 サンドラッグ 2015年1月15日 2015年2月1日

関東 千葉市 プレナ幕張 美浜区ひび野2-4
ケン不動産リー
ス

東京ブックセ
ンター開発 15 2015年2月13日 2015年12月11日

関東 千葉市 ＧＬＯＢＯ（グローボ） 中央区川崎町１－３４ ＪＦＥスチール
ランドローム
ジャパン 17 2015年3月30日 2015年4月16日

関東 横浜市 港南台商事ビル 港南区港南台三丁目１番２号 港南台商事 ダイエー 21 2014年4月9日 2014年4月10日



　　　　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。
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経済産業省

小売業者名建物設置者名

関東 横浜市 イトーヨーカドー本牧 中区小港町二丁目100番4
チャンドラーイレ
ブン

イトーヨーカド
ー 2014年4月16日 2014年5月15日

関東 横浜市 横浜ショッピングデパート 西区南幸二丁目15番13号
相鉄アーバンク
リエイツ

イオンリテー
ル 91 2014年4月24日 2014年4月25日

関東 横浜市 ホーマックスーパーデポ瀬谷店 瀬谷区北新25番１ほか 昌和興業 ホーマック 2014年5月22日
2014年5月23日
2015年1月23日

関東 横浜市 オリンピック大倉山店 港北区大豆戸町１１４番地１ほか
すてきナイスグ
ループ ○

Ｏｌｙｍｐｉｃグル
ープ 2014年7月15日

2014年8月1日
2015年3月16日

関東 横浜市 第一権田ビル　第二権田ビル 西区南幸二丁目16番１号 権田金属工業 ダイエー 5 2014年7月18日 2014年7月21日

関東 横浜市 オーケー新吉田店 港北区新吉田東三丁目637番地1 山一クリエイト オーケー 2014年8月8日 2015年4月9日

関東 横浜市
ステーシヨンビル・ダイヤモンド
地下街 西区南幸一丁目5番1号ほか

相鉄アーバンク
リエイツ 〇 髙島屋 194 2014年8月12日 2014年8月13日

関東 横浜市 上大岡駅前再開発ビル 港南区上大岡西一丁目6番1号 京浜急行電鉄 〇 京急百貨店 48 2014年8月29日 2014年8月30日

関東 横浜市 露木コミュニティランド 瀬谷区三ツ境７番地の１ 露木興業 ダイエー 10 2014年11月5日 2014年11月6日

関東 横浜市 MEGAドン・キホーテ新横浜店 大豆戸町字塚田529番５
日本アセットマ
ーケティング 〇 ドン・キホーテ 2015年1月9日 2015年2月1日

関東 横浜市 相鉄いずみ野駅北口ビル 瀬谷区和泉町6213番地の１ほか
相鉄アーバンク
リエイツ 相鉄ローゼン 3 2015年1月29日 2015年1月30日

関東 横浜市 相鉄いずみ野駅北口ビル 瀬谷区和泉町6213番地の１ほか
相鉄アーバンク
リエイツ 相鉄ローゼン 3 2015年3月6日 2015年11月7日

関東 横浜市 戸塚ショッパーズプラザ 戸塚区吉田町台の前778番地１ ダイエー ダイエー 17 2015年3月27日 2015年4月1日

関東 横浜市 金沢八景ショッピングセンター 金沢区泥亀一丁目27番１号 三井不動産 ダイエー 39 2015年3月27日 2015年4月1日

関東 川崎市 向ヶ丘ショッパーズプラザ 多摩区登戸2789 ダイエー ダイエー 2014年6月19日 2014年6月24日

関東 川崎市
溝口駅北口地区第一種市街地
再開発事業施設建築物 高津区溝口360番1他

ノクティ１店舗施
設共有者組合 1者 吉田園 2014年8月28日 2014年9月2日 41,130 39,793

関東 川崎市
さいか屋ビルディング　ＲＳビル
ディング 川崎市川崎区小川町１番地 ＭＭ投資組合 さいか屋 2015年1月16日 2015年1月17日

関東 川崎市 宮前ショッピングセンター
川崎市宮前区犬蔵三丁目9番12
号

みずほ信託銀
行 ＬＩＸＩＬビバ ○ 2015年1月28日 2015年1月31日

関東 相模原市 SING橋本 緑区橋本三丁目131番2外 原清 ドン・キホーテ 2014年5月12日 2014年6月1日

関東 相模原市 イトーヨーカ堂古淵店 南区古淵3丁目113番3外 イトーヨーカ堂 イトーヨーカ堂 2014年6月25日 2014年7月1日

関東 相模原市 ダイエー相模原店 中央区相模原3丁目270番地1外 ダイエー ダイエー 2014年7月28日 2014年7月30日

関東 相模原市 ダイエー相模原店 中央区相模原3丁目270番地1外 ダイエー ダイエー 2014年9月24日 2014年10月26日

関東 相模原市 コピオ相模原インター 緑区川尻1447-5外
スーパーアルプ
ス

スーパーアル
プス 14（2者未定） 2015年3月27日 2015年11月28日



　　　　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。
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関東 新潟市 関屋ショッピングセンター 中央区関新3丁目1433番9 外 日生不動産 原信 ヤマダ電気
ココカラファイ
ンヘルスケア 2014年7月25日 2014年7月26日

関東 新潟市 リオン・ドール白根店 南区白根２７９３ 小池 リオン・ドール 2014年10月17日
2014年10月18日
2015年6月18日

関東 新潟市 フレスポ赤道 東区上王瀬町20番1 外 大和リース ｵｰｼｬﾝｼｽﾃﾑ
ｴﾑｹｲ東日本
販売 5 2015年1月14日 2015年8月1日 6,164 7,495

関東 静岡市 ザ・ビッグ静岡豊田店 駿河区豊田３丁目１－１ 外
マックスバリュ
東海

マックスバリュ
東海 2014年7月22日 2014年9月19日

関東 静岡市
カーマホームセンター静岡柳町
店 葵区柳町25番地外 カーマ カーマ 2014年8月12日 2015年4月13日

関東 静岡市 松坂屋静岡店 静岡市葵区御幸町10ー2 松坂屋 松坂屋 2014年12月2日 2014年12月3日

関東 静岡市 静岡伊勢丹 静岡市葵区呉服町1-7 静岡伊勢丹 ○ 静岡伊勢丹 ○ 2014年12月15日 2014年12月16日

関東 浜松市 カインズモール浜松都田テクノ 北区新都田三丁目１番１号 カインズ カインズ 2014年8月22日 2014年10月1日

関東 浜松市 カインズモール浜松雄踏 西区雄踏１－３２－１　外 カインズ カインズ 2014年8月22日 2014年10月1日

関東 浜松市
イオンー浜松西店ショッピングセ
ンター

西区入野町字八反田6173　外57
筆 丸松ビル

イオンリテー
ル 2015年1月26日 2015年8月2日

関東 浜松市 アロマ半田 東区半田山五丁目36番1号
アサヒコーポレ
ーション 神成 ドン・キホーテ 2015年3月3日 2015年3月13日

中部 愛知県 （仮称）ドン・キホーテ春日井店 春日井市浅山町二丁目96番地1 マルヨシ不動産 ドン・キホーテ 2014年6月30日 2014年12月1日

中部 愛知県 株式会社エルシティ 刈谷市高倉町二丁目601番地 エルシティ イトーヨーカ堂 24 2014年7月11日 2014年8月1日

中部 愛知県 スーパービバホーム長久手店 長久手市卯塚一丁目302番地 LIXILビバ LIXILビバ 2014年7月31日 2014年9月4日

中部 愛知県
イオンタウン弥富ショッピングセ
ンター 弥富市五明町蒲原1371番地4 イオンタウン 1 イオンビッグ 16 2014年9月5日 2014年9月29日

中部 愛知県 スーパー三心小信店
一宮市小信中島字郷東58番ほか
８筆 三心 三心 2014年11月14日 2015年7月15日 1,232 1,499 

中部 愛知県
バロー加木屋店・あかのれん加
木屋店

東海市加木屋町西平子47番ほか
40筆 バロー 1 バロー 2 2014年11月25日 2015年7月26日 1,745 3,521 

中部 愛知県
（仮称）ＪＡ尾張中央　ファーマー
ズマーケット

春日井市松本町一丁目1－1ほか
13筆

尾張中央農業
協同組合 1

尾張中央農業
協同組合

業協同組合連
合会 2014年12月12日 2015年4月1日

中部 愛知県 ホームエキスポ豊田 豊田市上挙母四丁目１番１ほか エディオン
ホームエキス
ポ 2015年2月6日 2015年3月1日

中部 愛知県 ホームエキスポ安城 安城市赤松町広久手5番ほか エディオン
ホームエキス
ポ 2015年2月6日 2015年3月1日

中部 愛知県 岩倉ショッピングセンター 岩倉市八剱町長野1番1ほか34筆 福玉 ユニー
ホームエキス
ポ 10 2015年2月6日

営に関する事項）
2015年10月7日（

中部 愛知県 西友松河戸店
春日井市松河戸土地区画整理事
業地内２１街区１画地ほか 西友 西友 2015年3月20日 2015年3月31日

中部 愛知県 ＤＣＭカーマ春日井西店
春日井市如意申町５丁目７番地１
４ ＤＣＭカーマ ＤＣＭカーマ 2015年3月23日

運営に関する事
項）



　　　　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。
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中部 愛知県 平和堂祖父江店
稲沢市祖父江町祖父江字高熊１
１１番地ほか２７筆 平和堂 平和堂 8 2015年3月27日 2015年4月21日

中部 愛知県 ラピオ 小牧市小牧三丁目５５５番地 小牧都市開発 25 平和堂 11 2015年3月27日 2015年4月21日

中部 愛知県 ゲンキー東浦店
東浦町大字森岡字浜田７５番地１
ほか４筆 前田紡績 ゲンキー 1 2015年3月31日 2015年5月31日

中部 岐阜県 バロー白鳥店
郡上市白鳥町白鳥字向島１０７３
番地　外 バロー バロー 2014年4月22日 2014年5月1日

中部 岐阜県 V・drug岐大前店 岐阜市折立北浦２３８番地１　外 エン V・drug 2014年6月18日 2014年9月25日

中部 岐阜県 ピュア高山
高山市西之一色町3丁目1135番
地1　外 アイ・エス・シー 2014年7月9日 2014年8月1日

中部 岐阜県
バロー各務原中央ショッピングセ
ンター・あかのれん各務原店

各務原市蘇原青雲町四丁目1番1
7　外

バロー、あかの
れん 2014年7月8日 2014年8月1日 12,693 13,042

中部 岐阜県 V･drug岐大前店 岐阜市折立北浦238番地1　外 エンチョー 2014年7月31日 2014年9月25日

中部 岐阜県 くらやホームセンター本店 高山市昭和町一丁目123番地の1 くらや 2014年9月2日 2014年9月12日

中部 岐阜県 バロー苗木ショッピングセンター 中津川市苗木柳ノ木4881－1　外 バロー 2014年9月22日 2014年10月16日

中部 岐阜県 カネスエ岐大前店 岐阜市折立字北浦311 カネスエ あーすワン カネスエ 2014年11月17日 2014年12月12日

中部 岐阜県 イオンモール各務原 各務原市那加萱場町3丁目8番地 イオンリテール イオン 2015年1月13日 2015年1月27日

中部 岐阜県 ヒバリヤ多治見店
多治見市光ヶ丘３丁目４３番地の
１　外 おかげ 2015年2月6日 2015年3月1日

中部 岐阜県 平和堂穂積店 瑞穂市別府字堤内592番地1　外 ヤナゲン 2015年2月18日
2015年4月19日

2015年10月19日

中部 岐阜県 LCワールド本巣
本巣市政田字上市場1404番地の
1　外

本巣ショッピン
グワールド 2015年2月20日 2015年10月21日

中部 岐阜県 ＢＯＳＳ　ＦＯＯＤＳ　ＭＡＲＫＥＴ 高山市岡本町一丁目１０１ 萬宝 萬宝 中部薬品
セブンイレブ
ン 2015年3月25日 2015年11月26日

中部 三重県 コメリホームセンター白塚店
津市栗真中山町字下沢52番1ほ
か コメリ コメリ 2014年6月25日 2014年7月12日

中部 三重県 ぎゅーとらエスシーハイジー店
伊勢市船江三丁目16番51号ほか
22筆 伊勢ベーカリー ぎゅーとら 2014年7月9日 2014年7月12日

中部 三重県 （仮称）イオンタウン伊賀
伊賀市四十九町字堂山1850番ほ
か イオンタウン

マックスバリュ
中部 2014年7月17日 2014年7月30日

中部 三重県 コメリホームセンター久居店 津市久居射場町5番地 コメリ コメリ 2014年7月25日 2014年8月2日

中部 三重県 四日市日永商業施設
四日市市日永一丁目747番ほか1
0筆

四日市木材市
場 中部薬品 タチヤ 2014年8月27日 2014年9月10日

中部 三重県 四日市近鉄ビル
四日市市諏訪栄町7番34号ほか5
筆 近畿日本鉄道 近鉄百貨店 2014年9月12日 2014年10月1日

中部 三重県
スーパービバホーム鈴鹿店資材
館

鈴鹿市住吉町字谷口8931ほか9
筆 LIXILビバ LIXILビバ 2014年9月22日 2015年5月23日



　　　　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。

 

局名 自治体名 大規模小売店舗名 所在地 届出日 変更する日
取下げ（×

）

他 核店舗１ 核店舗２ 他 届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

平成２６年度　大規模小売店舗立地法　法第６条第２項（変更）届出の概要　　【２０１６年３月末】

店舗面積の合計（㎡）

2016/05/02

経済産業省

小売業者名建物設置者名

中部 三重県
スーパービバホーム鈴鹿店生活
館

鈴鹿市住吉町字谷口8916ほか9
筆 LIXILビバ LIXILビバ 2014年9月22日 2015年5月23日

中部 三重県 TSUTAYA伊勢上地店
伊勢市上地町字水飲788-
1ほか6筆 バロー いまじん白揚 2014年9月25日 2014年10月16日

中部 三重県 カネスエ東員店
東員町大字山田字木之倉2930-
1ほか29筆

カネスエ商・あ
ーすワン カネスエ商事 2014年10月22日 2015年6月23日

中部 三重県 ケーズデンキ阿児店 志摩市阿児町鵜方5174ほか6筆 ギガス ギガス 2014年10月23日
位置に関する事

項）

中部 三重県 エディオン四日市北店 四日市市富州原町221-1 大松 エディオン
サークルＫサ
ンクス 2014年10月30日 2015年4月15日

中部 三重県
イオンモール東員 東員町大字長深字抜井267-

1番地ほか321筆 イオンモール
イオンリテー
ル 2014年11月4日 2015年7月5日

中部 三重県 イオン白子サンズ
鈴鹿市白子駅前9番20号

白子商業開発
イオンリテー
ル 2015年3月2日 2015年4月20日

中部 三重県 ケーヨーデイツー伊賀上野店 伊賀市四十九町字矢倉谷1167-3
マックスバリュ
中部

ケーヨーデイ
チー 2015年3月11日 2015年3月18日

中部 三重県
スーパーセンターオークワみえ
朝日インター店 朝日町向陽台3丁目2-１ オークワ オークワ 2015年3月16日 2015年11月17日

中部 三重県
スーパーセンターオークワいな
べ店

いなべ市大安町石榑東字下島ヶ
原1928-1ほか5筆 オークワ オークワ 2015年3月16日 2015年11月17日

中部 富山県 クスリのアオキ岩瀬東店
富山市中田１丁目111－1　ほか７
筆 城川　和夫 2

クスリのアオ
キ 2014年6月19日 2014年12月24日

中部 富山県 ケーズデンキ砺波店
砺波市中神土地区画整理事業地
内29街区 ノースランド 北越ケーズ 2014年6月26日 2014年7月3日 ×

中部 富山県 アルビス氷見店 氷見市窪295－1　ほか12筆 アルビス アルビス 未定 2014年8月27日 2014年9月20日

中部 富山県 ケーズデンキ砺波店
砺波市中神土地区画整理事業地
内29街区 ノースランド 北越ケーズ 2014年10月31日

2014年12月1日、
2015年5月 5,069 4,406

中部 富山県
カーマホームセンター富山問屋
町店

富山市問屋町１丁目80番５ほか　
計９筆 カーマ カーマ 2014年11月10日 2015年7月11日 4,942 6,530

中部 富山県 イオンモール高岡 高岡市下伏間江383番地 イオンモール
イオンリテー
ル ○ 2015年2月16日 2015年2月21日

中部 富山県
富山ターミナルビル・電鉄富山駅
ビル 富山市桜町一丁目１番61号

西日本旅客鉄
道 2 富山地方鉄道 ローソン 59 2015年3月9日 2015年3月12日

中部 富山県 DCMカーマ富山大広田店 富山市中田二丁目１番11ほか ＤＣＭカーマ ＤＣＭカーマ 2015年3月12日 2015年3月19日

中部 石川県 大阪屋ショップ野々市三納店
野々市市三納一丁目187番ほか4
2筆 マルエー

大阪屋ショッ
プ 2014年4月4日 2014年4月10日

中部 石川県 ケーズデンキ野々市新庄店
野々市市新庄２丁目810番ほか3
8筆 北越ケーズ 北越ケーズ 2014年4月30日 2014年5月1日

中部 石川県
バロー新庄店、（仮称）洋服の青
山野々市南店

野々市市新庄６丁目720番ほか2
0筆

アークランドサ
カモト バロー 青山商事 2 2014年7月24日 2015年3月25日 1,989 2,521

中部 石川県
SUPER CENTER PLANT-
3津幡店 津幡町字庄ヌ３番地ほか55筆 PLANT PLANT 2014年10月1日 2014年10月2日

中部 石川県 イオンタウン野々市 野々市市白山町205番１ほか２筆 東レ建設
マックスバリュ
北陸 12 2014年11月6日 2014年11月13日



　　　　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。

 

局名 自治体名 大規模小売店舗名 所在地 届出日 変更する日
取下げ（×

）

他 核店舗１ 核店舗２ 他 届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

平成２６年度　大規模小売店舗立地法　法第６条第２項（変更）届出の概要　　【２０１６年３月末】

店舗面積の合計（㎡）

2016/05/02

経済産業省

小売業者名建物設置者名

中部 石川県 大阪屋ショップ大徳店 金沢市松村町ヌ75番ほか９筆 大阪屋ショップ
大阪屋ショッ
プ

フラワーズ・デ
ポ 2014年11月7日 2014年11月10日

中部 石川県 バロー松任東店
白山市番匠町43番地外28筆
野々市市郷町198番地外２筆 バロー バロー 中部薬品 1 2014年11月25日 2014年11月26日

中部 石川県 アルビス小松幸町店 小松市幸町３丁目120―１ ATS アルビス 2014年11月28日 2014年12月6日

中部 石川県 パウ金沢
金沢市南新保町ニ16－１ほか７
筆 ひだインテリア ドン・キホーテ 2014年12月17日 2015年8月17日

中部 石川県 ラムー津幡店 津幡町字庄ホ８番ほか12筆 コメリ 大黒天物産 2015年1月13日 2015年4月30日

中部 石川県 クスリのアオキ御経塚あやめ店
野々市市御経塚３丁目130番外1
1筆 クスリのアオキ

クスリのアオ
キ 2015年2月23日 2015年3月1日

中部 石川県 （仮称）アクロスプラザ金沢
金沢市副都心北部大河端土地区
画整理事業施行地区内７街区

大和情報サー
ビス ジーユー

クスリのアオ
キ 2015年3月12日 2015年4月17日

中部 石川県 金沢駅高架下開発ビルAブロック 金沢市木ノ新保町１番１号
金沢ターミナル
開発

金沢ターミナ
ル開発 57 2015年3月16日 2015年3月17日

中部 石川県
金沢駅高架下開発ビルB・Cブロ
ック 金沢市木ノ新保町１番１号

金沢ターミナル
開発

金沢ターミナ
ル開発 30 2015年3月16日 2015年3月17日

中部 名古屋市 アスナル金山・ループ金山
名古屋市中区金山一丁目31番地
　外6筆

名古屋まちづく
り公社 マツモトキヨシ ○ 2014年4月18日 2014年5月1日

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
中部 ○ 2014年4月21日 2014年4月28日

中部 名古屋市
ファニチャードーム名古屋新本
店

名古屋市港区金城ふ頭二丁目７
番 安井家具 安井家具 2014年4月21日 2014年9月1日 26,260 12,465

中部 名古屋市 ダイエー名古屋東店
名古屋市東区猪子石原二丁目17
01番地 ダイエー ダイエー ○ 2014年4月21日 2014年5月16日

中部 名古屋市
バスターミナルビル・大手町建物
名古屋駅前ビル

名古屋市中村区名駅一丁目2001
番～2008番

畿日本鉄道・三
井住友信託銀 名鉄百貨店 近鉄百貨店 ○ 2014年7月11日 2014年7月25日 ×

中部 名古屋市 丸栄本店・栄ビル
名古屋市中区栄三丁目301－1 
外47筆 丸栄・栄開発 丸栄 ○ 2014年7月28日 2014年7月28日

中部 名古屋市 イオン八事店
名古屋市昭和区広路町字石坂2
－1、3-1

三菱ＵＦＪ信託
銀行・八勝館 イオン ○ 2014年9月4日 2014年9月12日

中部 名古屋市
バスターミナルビル・大手町建物
名古屋駅前ビル

名古屋市中村区名駅一丁目2001
番外7筆

畿日本鉄道・三
井住友信託銀 名鉄百貨店 近鉄百貨店 ○ 2014年11月19日 2014年12月10日

中部 名古屋市 ナディアパーク開発商業ビル
名古屋市中区栄三丁目1801番1
及び1801番2

銀行・国際デザ
インセンター 名鉄生活創研 ○ 2014年12月5日 2015年1月2日

中部 名古屋市
JRセントラルタワーズ・JRゲート
タワー・JPタワー名古屋

名古屋市中村区名駅一丁目1015
番1 ほか36筆

ジェイアールセ
ントラルビル・日

ジェイアール
東海髙島屋 ○ 2014年12月9日

2015年12月1日(
駐車場の位置及 75,065 122,659

中部 名古屋市 バロー戸田店
名古屋市中川区富田町大字戸田
字上柳瀬6番ほか122筆

三菱ＵＦＪ信託
銀行 バロー ○ 2015年1月16日 2015年2月16日

中部 名古屋市 服部本山ビルディング
名古屋市千種区末盛通5丁目12
番地 服部本山ビル

マックスバリュ
中部 ○ 2015年2月25日 2015年4月1日

中部 名古屋市 中島新町ショッピングセンター
名古屋市中川区中島新町二丁目
202番地　外17筆 ヤマナカ ヤマナカ ○ 2015年3月20日 2015年4月23日

近畿 福井県 ハーツタウンわかさ
小浜市遠敷九丁目５０１番　外２０
筆

福井県民生活
協同組合

福井県民生活
協同組合 しまむら 2014年12月12日 2014年12月15日



　　　　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。
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近畿 福井県 ゲンキー森田店
福井市森田北東部土地区画整理
事業地区内２２街区 ゲンキー ゲンキー 2015年1月5日 2015年10月1日 3,918 2,718

近畿 福井県 浪漫遊福井店
福井市江守中町６字北倉谷１０番
１外 ヤマダ電機

ファンカンパニ
ー 2015年3月6日 2015年3月7日

近畿 滋賀県 ハイパーブックス彦根 彦根市戸賀町145-2 滋賀不動産
サンミュージッ
ク 青山商事 2014年4月28日 2014年11月30日 3,637 4,727

近畿 滋賀県 (仮称)ホームプラザナフコ日野店 日野町大字松尾三斗887　外８筆 ナフコ ナフコ 2014年7月23日 2015年3月24日 2,375 3,880

近畿 滋賀県 テックランド近江八幡店
近江八幡市鷹飼町字徳常351ほ
か ヤマダ電機 ヤマダ電機 2014年8月5日 2015年4月6日 2,623 3,343

近畿 滋賀県 アヤハディオ大津店 大津市におの浜１丁目１番３号 綾羽 アヤハディオ 2014年10月30日 2004年4月1日

近畿 滋賀県 フレンドマート志津東草津店 草津市追分一丁目５番地 山王都市開発 平和堂
ユタカファーマ
シー 日本観光開発 2014年10月30日 2014年12月1日

近畿 滋賀県 イオンタウン湖南 湖南市岩根4580番地 イオンタウン イオンビッグ エディオン ナフコ等 2014年12月1日 2014年12月4日 ×

近畿 滋賀県 イオンタウン湖南 湖南市岩根4580番地 イオンタウン イオンビッグ エディオン ナフコ等 2015年2月2日 2014年12月4日

近畿 滋賀県 堅田プライスプラザ
大津市真野二丁目字下河原161
－１ほか ヤマシナ 上新電機 ブックレット 三国産業 2015年2月10日 2015年10月11日

近畿 滋賀県 molive（モリーブ） 守山市播磨田町185番地１ 三機工業 平和堂 ケーズデンキ 2015年3月6日 2016年2月18日 20,159 24,122

近畿 京都府
ホームセンターコーナン八幡一ノ
坪店 八幡市八幡一ノ坪133番地他 コーナン コーナン 2014年12月1日 2014年12月11日

近畿 大阪府
スーパーセンタートライアル和泉
店 和泉市芦部町８６番　外 信晃

トライアルカン
パニー 2014年4月18日 2014年12月18日

近畿 大阪府 昭和町ビル 富田林市昭和町一丁目５４１番１ 越井林業 ダイエー 8 2014年4月7日 2014年4月22日

近畿 大阪府 関西スーパー佐井寺店
吹田市佐井寺南が丘５１７番９ほ
か 西埜　治夫 4

関西スーパー
マーケット

セガミメディク
ス 9 2014年4月11日 2014年5月1日

近畿 大阪府 金剛ショッパーズプラザ
大阪狭山市半田一丁目３９番地１
　ほか

三井住友信託
銀行 ダイエー

西松屋チェー
ン 12 2014年5月8日 2014年5月9日

近畿 大阪府 マックスバリュ高槻南店 高槻市沢良木町１８１番１６ 光洋 光洋 2014年5月23日 2014年7月1日

近畿 大阪府 ダイエー摂津富田店 高槻市大畑町４５６番１ ダイエー ダイエー 19 2014年5月30日 2014年7月4日

近畿 大阪府 四条畷ショッパーズプラザ 大東市北楠の里町６９番1 ダイエー ダイエー 2 2014年5月30日 2014年6月7日

近畿 大阪府 サンプラザ河南町芸大前店 河南町大字東山678番ほか サンプラザ サンプラザ 2014年7月18日 2014年7月28日

近畿 大阪府 関西スーパー佐井寺店
吹田市佐井寺南が丘517番９ほ
か

ヒロ・インベスト
メント 4

関西スーパー
マーケット

セガミメディク
ス 9 2014年8月15日 2014年9月1日

近畿 大阪府 箕面市今宮複合物販店舗 箕面市今宮三丁目４９番１
二木ゴルフ
Ｕ＆Ｓ Ｕ＆Ｓ 2014年9月1日 2014年9月22日

近畿 大阪府
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 2014年9月4日 2015年4月1日 3,685 5,694



　　　　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。
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近畿 大阪府 関西スーパー河内磐船店 交野市森北一丁目51番ほか 杦井　學 10
関西スーパー
マーケット 阪神薬局 6 2014年9月5日 2014年10月1日

近畿 大阪府 関西スーパー倉治店 交野市倉治七丁目2442番16ほか 三菱ＵＦＪリース
関西スーパー
マーケット 2014年9月5日 2014年10月1日

近畿 大阪府
サンコオア第一ビル（ダイエー古
川橋駅前店） 門真市末広町689番１ サンコオア ダイエー イチマルイチ 26 2014年9月10日 2014年9月19日

近畿 大阪府 セルシー 豊中市新千里東町一丁目５番２
三井住友信託
銀行 ダイエー 加茂商事 23 2014年9月26日 2014年9月26日 9,944 10,072

近畿 大阪府 千里阪急 豊中市新千里東町一丁目５番１
エイチ・ツー・オ
ー　リテイリング

阪急阪神百貨
店 2014年9月26日 2014年2月1日

近畿 大阪府 りんくうプレミアム・アウトレット
泉佐野市りんくう往来南３番28ほ
か

三菱地所・サイ
モン

ギャップ・ジャ
パン

ナイキジャパ
ン 165 2014年10月20日 2015年3月15日

近畿 大阪府 忠岡興産ビル（ライフ忠岡店）
忠岡町忠岡東一丁目259番１ほ
か 忠岡興産

ライフコーポレ
ーション オクカメラ 2014年12月2日 2015年7月31日

近畿 大阪府
（仮称）ホームセンターコーナン
羽曳野西浦店 羽曳野市西浦1549番ほか コーナン商事 コーナン商事 2014年12月8日 2015年7月1日 6,291 8,274

近畿 大阪府 サンシティ池田 池田市呉服町１番地ほか
日本生命保険
相互会社 1 ダイエー 36 2015年1月15日 2015年2月18日

近畿 大阪府
ホームセンターコーナン摂津鳥
飼西店 摂津市鳥飼西五丁目26番12ほか 東銀リース コーナン商事 大黒天物産 2 2015年2月3日 2015年3月1日

近畿 大阪府
スーパーオートバックス布施高
井田店 東大阪市高井田本通四丁目7番1

オートバックス
セブン

オートバックス
セブン 上新電機 1 2015年2月4日 2015年10月5日 4,369 6,179

近畿 大阪府
りんくうプレジャータウン　シーク
ル 泉佐野市りんくう往来南１番ほか

大和ハウス工
業 フィットハウス 47 2015年2月13日 2015年4月1日

近畿 大阪府 サンドラッグ東香里店
寝屋川市寝屋一丁目766番１ほ
か 山本　恭子 サンドラッグ 2015年2月23日 2015年3月26日

近畿 大阪府 山陽マルナカ東大阪店
東大阪市西岩田三丁目115番ほ
か 山陽マルナカ 山陽マルナカ 大創産業 2015年3月12日 2015年6月1日

近畿 大阪府 じゃんぼスクエア交野
交野市私部西一丁目1303番１ほ
か 賛栄商事 1 イズミヤ 34 2015年3月19日 2015年11月20日

近畿 大阪府 ＢｉＶｉ千里山 吹田市千里山霧が丘５番25ほか 大和リース 阪食 キリン堂 1 2015年3月20日 2015年4月14日

近畿 大阪府
ホームセンターコーナン吹田吹
東店 吹田市吹東町222番１ほか コーナン商事 コーナン商事 2015年3月24日 2015年11月25日 3,242 4,200

近畿 大阪府
ホームセンターコーナン羽曳野
伊賀店 羽曳野市伊賀四丁目210番１ コーナン商事 コーナン商事 2015年3月27日 2015年5月1日 5,044 7,437 

近畿 大阪府
ホームセンターコーナンりんくう
羽倉崎店 田尻町嘉祥寺605番１ほか コーナン商事 コーナン商事 2015年3月27日 2015年5月1日 8,508 9,206

近畿 兵庫県 アグロガーデン加古川野口店
加古川市野口町良野844番１ほ
か

ホームセンター
アグロ

ホームセンタ
ーアグロ 2014年4月10日 2014年12月11日 ×

近畿 兵庫県 エディオン豊岡店 豊岡市宮島322番地１ オリックス エディオン 2014年4月14日 2014年4月14日

近畿 兵庫県 甲子園東洋ビル 西宮市甲子園高潮町22番３号
みずほ信託銀
行 ダイエー 2014年4月25日 2014年4月26日

近畿 兵庫県 ダイエー西宮店 西宮市林田町51―１
三井住友信託
銀行 ダイエー 2014年5月8日 2014年5月9日
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近畿 兵庫県 ダイエー宝塚中山店 宝塚市売布東の町21番22号
三井住友信託
銀行 ダイエー 2014年5月16日 2014年5月17日

近畿 兵庫県
フラワータウンショッピングセンタ
ー

三田市弥生が丘１丁目１番地の１
，２

北摂コミュニティ
開発センター サンフラワー ダイエー 他29店 2014年6月11日 2014年6月12日

近畿 兵庫県 イオンモール猪名川店 猪名川町白金二丁目１番 三菱地所 外２者
イオンリテー
ル 他37店 2014年7月29日 2014年8月12日

近畿 兵庫県 イオン小野店
小野市王子町字太良右兵エ門池
868番地１ 神姫バス

イオンリテー
ル

イオンリテー
ル 他21店 2014年8月7日 2014年8月12日

近畿 兵庫県 塚口さんさんタウン
尼崎市南塚口町二丁目860番地
他 尼崎都市開発 外47者 ダイエー 他79店 2014年8月12日 2014年8月23日

近畿 兵庫県 ダイエーグルメシティ北鳴尾店 西宮市学文殿町一丁目９番20 ダイエー ダイエー 他１者 2014年9月3日 2014年9月7日

近畿 兵庫県 夙川グリーンタウンビル 西宮市羽衣町7-30
夙川グリーンタ
ウンビル 外38者

夙川グリーン
タウンビル 他47者 2014年9月9日 2014年9月10日

近畿 兵庫県 ダイエーグルメシティ西武庫店 尼崎市武庫元町一丁目24番６ ダイエー ダイエー 他１者 2014年9月12日 2014年9月16日

近畿 兵庫県 塚口さんさんタウン
尼崎市南塚口町二丁目860番地
ほか 尼崎都市開発 外47者 ダイエー 他79店 2014年9月30日 2014年10月1日

近畿 兵庫県 イオンタウン姫路
姫路市延末字狭間435番地３ほ
か イオンタウン

マックスバリュ
西日本 他34店 2014年11月17日 2015年7月18日

近畿 兵庫県 イオン尼崎店 尼崎市次屋３丁目13番18号 イオンリテール
イオンリテー
ル 他32店 2014年11月25日 2015年7月26日

近畿 兵庫県 マックスバリュ溝口店 姫路市香寺町溝口864番１ほか
マックスバリュ
西日本

マックスバリュ
西日本 勝原薬局 2014年12月12日 2015年8月13日 1,823 2,025

近畿 兵庫県 コープ武庫之荘
尼崎市武庫之荘一丁目153番３
ほか

生活協同組合
コープこうべ

生活協同組合
コープこうべ 2014年12月19日

2015年3月31日ほ
か

近畿 兵庫県 コープデイズ豊岡 豊岡市加広町7-32
生活協同組合
コープこうべ

生活協同組合
コープこうべ 2014年12月24日 2015年8月25日

近畿 兵庫県 アピアきた 宝塚市中州１丁目１番１号 ショージ 外38者
生活協同組合
コープこうべ 他13者 2014年12月19日 2015年8月20日

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

マックスバリュ
西日本 2015年2月20日 2015年2月28日

近畿 兵庫県 ステーションプラザ明石
明石市大明石町一丁目１番地の
23 神戸ＳＣ開発 2015年2月27日 2015年10月28日 8,387 9,213

近畿 兵庫県 アミング潮江ウエスト１番館・３番館潮江一丁目16番ほか アミング開発 10
スギホールデ
ィングス 12 2015年3月5日 2015年7月19日 12,641

近畿 兵庫県 ラ・ムー福崎店 福崎町南田原字川田2934ほか
恵比寿天
ナガタ薬品

大黒天物産
ナガタ薬品 2015年3月16日 2015年7月20日

近畿 兵庫県 ピーコックストア武庫之荘店
尼崎市南武庫之荘一丁目17番ほ
か 森松小太郎

イオンマーケ
ット 2015年3月17日 2015年3月18日

近畿 兵庫県 山陽マルナカ西宮店 西宮市浜松原町21番地１ 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2015年3月20日 2015年6月1日

近畿 奈良県 エコール・マミ南館 香芝市真美ヶ丘６－１０
関西都市居住
サービス ダイキ 4 2014年7月4日 2015年3月5日 6,545 7,580

近畿 奈良県 サンタウンプラザすずらん館 奈良市右京1丁目３－４
研究都市センタ
ー 近商ストア 21 2014年9月29日 2015年5月30日



　　　　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。
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近畿 奈良県 アピタ大和郡山店 大和郡山市田中町４４４外 ユニー ユニー 22 2014年9月30日 2015年5月31日 30,303 27,726

近畿 奈良県 イオンいかるが店 斑鳩町龍田西８－１－１５ イオンリテール
イオンリテー
ル 2014年10月22日 2015年6月23日

近畿 奈良県
（仮称）ホームセンターコーナン
平群店　Ａ棟 平群町椿井６０－１　他 コーナン商事 コーナン商事 2014年12月5日 2015年11月1日

近畿 奈良県 エコール・マミ北館 広陵町馬見中4-1
関西都市居住
サービス 近商ストア 18 2015年3月2日 2015年3月19日

近畿 奈良県 エコール・マミ南館 香芝市真美ヶ丘６－１０
関西都市居住
サービス ダイキ 5 2015年3月2日 2015年3月19日

近畿 和歌山県 City!WAKAYAMA 和歌山市元寺町5－58　外14筆 NOB JAPAN 松源 他多数 2014年10月14日 2015年6月15日 9,960

近畿 和歌山県 イオンモール和歌山 和歌山市中字楠谷573番地 イオンモール イオンモール 2014年11月11日 2014年12月13日 48,527

近畿 和歌山県 ユニクロ国体道路店 和歌山市小雑賀704 ゴトウ洋服店 ゴトウ洋服店 2015年1月30日 2014年10月10日 1,576

近畿 和歌山県 オークワ湯浅店
湯浅町大字湯浅字川久保1852番
地の1 オークワ オークワ 2015年3月18日

2015年3月19日
2015年11月19日 4,399

近畿 京都市 ダイエー桂南店 京都市南区久世上久世町４８５他 ダイエー ダイエー 5 2014年7月31日 2014年8月18日

近畿 京都市 ショッピングセンタートバポ
京都市伏見区下鳥羽渡瀬町１０１
他 京都機械工具 1 西友 上新電機 1 2014年8月28日

から2015年4月15
日まで（一時的変

近畿 京都市 株式会社髙島屋京都店
京都市下京区四条河原町西入真
町52 髙島屋 1 髙島屋 2014年8月29日 2014年9月1日

近畿 京都市 ショッピングセンタートバポ
京都市伏見区下鳥羽渡瀬町１０１
他 京都機械工具 1 西友 上新電機 1 2014年8月29日 2015年4月29日

近畿 京都市
洛西ニュータウン・ショッピングセ
ンター

京都市西京区大原野東境谷町2
丁目5番地の９他

京都市住宅供
給公社 髙島屋 谷山無線電機 髙島屋 34 2014年9月29日

2015年5月1日
2015年10月1日

近畿 京都市
洛西ニュータウン・ショッピングセ
ンター

京都市西京区大原野東境谷町2
丁目5番地の８他

京都市住宅供
給公社

髙島屋
ニトリ 谷山無線電機 髙島屋 ニトリ他31 2014年9月30日 2015年5月31日 15,915 19,194

近畿 京都市 イズミヤ六地蔵店 京都市伏見区桃山町西尾12番1 イズミヤ イズミヤ ニトリ 5 2014年9月30日 2015年6月1日

近畿 京都市 イオンモール京都桂川
１外１筆，向日市寺戸町九ノ坪５０
番地１

三井住友信託
銀行

イオンリテー
ル 上新電機 136 2014年10月31日 2014年11月7日

近畿 京都市 アバンティ
京都市南区東九条西山王町31番
地 京都シティ開発 ほか４名 イズミヤ 東京山喜 2 2015年3月31日 2015年4月1日

近畿 大阪市 京橋ショッパーズプラザ 大阪市都島区片町2丁目3番51号 ダイエー ダイエー 46 2014年4月24日 2014年4月26日

近畿 大阪市 ダイエー長吉店
大阪市平野区長吉長原西1丁目1
番10号外

出戸再開発ビ
ル ダイエー 26 2014年4月24日 2014年4月26日

近畿 大阪市 住吉団地（近商ストア住吉店） 大阪市住之江区粉浜西3丁目1番
独立行政法人
都市再生機構 近商ストア 2014年5月29日 2014年6月1日

近畿 大阪市
イオン太子橋ショッピングセンタ
ー 大阪市旭区太子橋３丁目407番1

エヌ・ティ・ティ
都市開発 光洋 1 2014年6月4日 2014年6月5日

近畿 大阪市 グルメシティ東三国店
大阪市淀川区東三国３丁目10番
11－101号

グルメシティ近
畿

グルメシティ
近畿 2014年6月27日 2014年7月1日



　　　　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。
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近畿 大阪市 ヤンマー本社ビル 大阪市北区茶屋町51‐11、57‐3 セイレイ興産 ユニクロ 1 2014年8月1日 2014年9月30日

近畿 大阪市 フォレオ大阪ドームシティ 大阪市西区九条南１丁目12番13
大和ハウス工
業

ファーストリテ
イリング

西松屋チェー
ン 4 2014年8月29日 2015年4月30日

近畿 大阪市 山陽マルナカ住之江店
大阪市住之江区西加賀屋1丁目3
番27号他4筆 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2014年12月1日 2015年2月15日

近畿 大阪市
ホームセンターコーナン新大阪
センイシティー店

大阪市淀川区西宮原二丁目1番1
9他 ゆめっせビル コーナン商事 2015年2月17日 2015年10月18日

近畿 大阪市 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ梅田ビル 大阪市北区茶屋町1番27号
三井住友信託
銀行

エービーシー・
マート 2015年2月26日 2015年2月27日

近畿 大阪市 ノースゲートビルディング 大阪市北区梅田3丁目1番3号
大阪ターミナル
ビル

ジェイアール
西日本伊勢丹 153 2015年3月20日 2015年4月2日

近畿 神戸市 神戸三田プレミアム・アウトレット 神戸市北区上津台7丁目3番外
三菱地所・サイ
モン

グッチグルー
プジャパン 136 2014年4月8日 2014年4月26日

近畿 神戸市 RICセントラルタワー
神戸市東灘区向洋町中5丁目15
番

みずほ信託銀
行 ダイエー 2014年5月27日 2014年5月28日

近畿 神戸市 ダイエー舞子ショッパーズプラザ 神戸市垂水区舞子台6丁目20-17 ダイエー ダイエー 2014年6月13日 2014年6月14日

近畿 神戸市
雲井通６丁目地区市街地再開発
ビル

神戸市中央区雲井通6丁目1番15
号 サンシティビル 7 ダイエー 13 2014年6月20日 2014年6月27日

近畿 神戸市 プレンティダイエー西神中央店 神戸市西区糀台5丁目3番4号 ＯＭこうべ ダイエー 5 2014年6月20日 2014年6月27日

近畿 神戸市 キャンパススクエア 神戸市西区学園西町1丁目4番 ＯＭこうべ ダイエー 16 2014年7月31日 2014年8月7日

近畿 神戸市 湊川第３防災ビル 神戸市兵庫区荒田町2-18-20 ダイエー 16 ダイエー 16 2014年8月8日 2014年8月16日

近畿 神戸市 コーナンＰＲＯ兵庫松原通店
神戸市兵庫区芦原通4丁目1番7
号 河合事務所 コーナン商事 2014年8月11日 2014年9月1日

近畿 神戸市 かりばプラザ 神戸市西区狩場台3丁目9番15号 ＯＭこうべ ナガタ薬品
イオンマーケ
ット ナガタ薬品 1 2014年8月21日 2014年8月24日

近畿 神戸市 ルッカ名谷
神戸市須磨区中落合3丁目16番1
他 三菱UFJリース AOKI 3 2014年8月29日 2010年4月1日

近畿 神戸市 須磨パティオ 神戸市須磨区中落合2丁目2番 ＯＭこうべ 他2者 ダイエー
大丸松坂屋百
貨店 59 2014年9月9日 2014年9月16日

近畿 神戸市
藤原台地区センター　エコール・
リラ

神戸市北区藤原台中町1丁目2番
2号

関西都市居住
サービス ダイエー 30 2014年9月9日 2014年9月16日

近畿 神戸市 ダイエーグルメシティ住吉店
神戸市東灘区住吉宮町3丁目5番
11号 ダイエー ダイエー 2014年9月12日 2014年9月16日

近畿 神戸市 カナート西神戸店 神戸市西区竜が岡1丁目21番地1 イズミヤ イズミヤ 2015年1月23日 2015年9月24日

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 2015年3月24日 2015年11月25日

近畿 堺市 南海堺コミュニティセンター 堺市堺区戎島町3丁22番地1他 南海電気鉄道 南海電気鉄道
ココカラファイ
ンヘルスケア 31 2014年7月4日 2014年9月9日

近畿 堺市 ダイエー北野田店 堺市東区丈六183番18 ダイエー ダイエー キャンドウ 9 2014年9月8日 2014年9月22日



　　　　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。
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近畿 堺市 ダイエー栂ショッパーズプラザ 堺市南区原山台二丁2番2号 ダイエー ダイエー 大創産業 1 2014年11月12日 2014年12月11日

近畿 堺市 おおとりウイングス 堺市西区鳳東町七丁733番地 第一紡績 ダイエー マツヤデンキ 41 2014年11月12日 2014年12月10日

近畿 堺市 エディオンなかもず店 堺市北区長曽根町3081番地17他 エディオン エディオン
ライフコーポレ
ーション 2014年12月1日 2013年4月25日

中国 鳥取県 カインズホーム鳥取店ＦＣウシオ 鳥取市古海５９０外 ウシオ ウシオ 2014年4月7日 2014年4月8日

中国 鳥取県 鳥取ＡＰＩ 鳥取市叶３０３－１外 いなば商事 エディオン 4 2014年8月20日
2014年8月21日、

2015年4月21日 5,234 5,971 

中国 鳥取県 米子しんまち 米子市西福原二丁目１－10 ワイエヌテイ
米子しんまち
天満屋 ○ 2014年12月16日

2014年12月17日
　外

中国 鳥取県 イオンモール日吉津 日吉津村大字日吉津１１５７
三井住友信託
銀行 1

イオンリテー
ル ○ 2015年2月17日 2015年10月18日

中国 島根県 ディオ松江南店
松江市上乃木九丁目３２５２－３
外 サンキュー 大黒天物産 2014年5月26日 2014年7月1日

中国 島根県 ジュンテンドー新六日市店 吉賀町六日市９５１番外 ジュンテンドー 丸久 ジュンテンドー 丸久 2014年8月19日 2014年8月20日

中国 島根県 掛合ショッピングセンター　コア 雲南市掛合町掛合２１５０番地１６ コア タイヨー 4 2014年6月25日 2014年6月26日

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 2014年7月8日 2015年3月9日

中国 島根県 ジュンテンドー新六日市店 吉賀町六日市９５１番外 ジュンテンドー 丸久 ジュンテンドー 丸久 2014年8月19日 2014年8月20日

中国 島根県 ゆめタウン斐川
出雲市斐川町上直江１３２１番地
外 イズミ イズミ 9 2014年12月5日 2014年12月6日

中国 島根県 サンテラス株式会社 隠岐の島町城北町３７６番地 サンテラス ベスト電器 サンテラス ベスト電器 3 2014年12月24日 2015年8月25日 3,975 4,891

中国 岡山県 コムプラザ総社 総社市井手字一本木1264番ほか
エディオン
ニシナ百貨店

ニシナ百貨店
セリア 2014年6月19日 2014年7月1日

中国 岡山県 ユーホー井原店
井原市笹賀町字弐反田427番1ほ
か ユーホー ユーホー 2014年7月24日 2014年9月1日

中国 岡山県 ハローズ田ノ上店 倉敷市田ノ上1014番ほか
ハローズ　　　
西日本セイムス ハローズ 2014年9月17日 2014年9月18日

中国 岡山県
カインズホーム津山店・ハピッシ
ュ高野店

津山市高野本郷字源八1369番2
外

　　　　　
天満屋ハピーマ
ート ウシオ 2014年9月29日 2014年9月30日

中国 岡山県 ナンバ備前店
備前市香登西字大道田167番1ほ
か ナンバ ナンバ 大黒天物産 2014年11月25日 2014年11月27日 3,000 3,697

中国 岡山県 Ｐ．モール東連島
倉敷市連島町連島字中須賀４５２
番１ほか

両備ホールディ
ングス エブリイ エブリイ 4 2014年11月14日 2014年11月19日

中国 岡山県 ゆめマート美作
美作市楢原下字土屋敷1268-
1ほか イズミ イズミ 2014年12月17日 2015年8月18日

中国 広島県 ひまわり広中央店 呉市広中町１１１６５－１２外 ププレひまわり 1 ひまわり
ファミリーマー
ト 2014年4月14日 2014年5月1日

中国 広島県 生鮮食品おだ春日店 福山市春日町三丁目１番３２号 織田誠二 2 小田商店 2014年4月24日 2014年5月1日



　　　　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。
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中国 広島県 ディオ呉清水店 呉市清水一丁目10番48号 大黒天物産
ディオ呉清水
店 2014年9月29日 2014年10月15日

中国 広島県 エブリイ伊勢丘店 福山市伊勢丘五丁目１番１ほか エブリイ エブリイ 濱岡酒店 千葉生花店 2014年11月6日 2014年11月27日

中国 広島県 生鮮食品おだ駅家店 福山市駅家町大字倉光277-2 小田商店 小田商店 2014年12月17日 2015年8月20日

中国 広島県 エブリイ西条御薗宇店
東広島市西条町御薗宇字滝原28
18-1外 昭和リース エブリイ

ハーティウｫン
ツ 2 2015年3月10日 2015年3月25日

中国 山口県 食品館レッツ光店 光市浅江三丁目22番10号 ミコー食品 ミコー食品 2014年5月27日 2014年5月22日

中国 山口県 あおいモール 山口市葵一丁目3402番地
エヌ・ティ・ティ
都市開発 丸久 2014年6月24日 2014年7月1日

中国 山口県 サンマート秋穂店 山口市秋穂町6746番地の1 丸久 丸久 2014年6月24日 2014年7月1日

中国 山口県 徳地ショッピッングセンター 山口市徳地堀1613 興和 丸久 2014年6月24日 2014年7月1日

中国 山口県 アルク防府店 防府市天神一丁目10番42号 丸久 丸久 2014年6月24日 2014年7月1日

中国 山口県 サンマート華城店 防府市桑南二丁目663番地 丸久 丸久 2014年6月24日 2014年7月1日

中国 山口県 アルク生野屋店 下松市大字生野屋507-1 ゼオン山口 丸久 2014年6月24日 2014年7月1日

中国 山口県 エディオン下松店・アルク下松店 下松市大字西豊井1557番地 エディオン 丸久 エディオン 丸久 2014年6月24日 2014年7月1日

中国 山口県 丸久錦見店 岩国市錦見八丁目21番56号 丸久 丸久 2014年6月24日 2014年7月1日

中国 山口県 アルク南岩国店 岩国市南岩国町三丁目1552-1 明屋書店 オリックス 丸久 2014年6月24日 2014年7月1日

中国 山口県 丸久由宇店 岩国市由宇町堀田5551-5 丸久 丸久 2014年6月24日 2014年7月1日

中国 山口県 丸久西岩国店 岩国市錦見五丁目17番13号 丸久 丸久 2014年6月24日 2014年7月1日

中国 山口県 アルク光井店 光市光井四丁目33番1号 丸久 丸久 2014年6月24日 2014年7月1日

中国 山口県 光ショッピングセンターベスト 光市一丁目12番20号 協同組合ベスト ベスト開発 丸久 2014年6月24日 2014年7月1日

中国 山口県
ホームセンタージュンテンドー柳
井店及びアルク柳井中央店 柳井市大字古開作東條664番17 高木義之 丸久 丸久 2014年6月24日 2014年7月1日

中国 山口県 アルク桜木店 周南市桜木一丁目10番1号 ミコー食品 丸久 2014年6月24日 2014年7月1日

中国 山口県 アルク平生店
熊毛郡平生町大字平生村字若浜
236-4 丸久 丸久 2014年6月24日 2014年7月1日

中国 山口県 アルク小月店 下関市小月駅前一丁目1番1号 サンデン交通 丸久 2014年6月24日 2014年7月1日

中国 山口県 アルク彦島店 下関市彦島福浦町二丁目15-1 丸久 丸久 2014年6月24日 2014年7月1日



　　　　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。
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中国 山口県 サンマート奈古店 阿武町大字奈古2316番2 丸久 三好新一郎 丸久 2014年6月24日 2014年7月1日

中国 山口県 丸久厚狭店 山陽小野田市大字厚狭478-1 丸久 丸久 2014年6月24日 2014年7月1日

中国 山口県
サンマート美祢店・クスリ岩崎チ
ェーン美祢店

美祢市大嶺町大字東分字沖田12
31 丸久

岩崎宏健堂・
ヤマダ電機 丸久 岩崎宏健堂 ヤマダ電機 2014年6月24日 2014年7月1日

中国 山口県 アルク安岡ショッピングパーク 下関市富任町1丁目474-6 安成工務店 丸久 2014年8月2日 2014年8月3日

中国 山口県 アルク恩田店 宇部市草江1丁目1番1号 丸久 丸久 2014年8月2日 2014年8月3日

中国 山口県 アルク琴芝店 宇部市西琴芝一丁目910番地 丸久 丸久 2014年8月2日 2014年8月3日

中国 山口県 アルク港町店 山陽小野田市港町5810番1 丸久 丸久 2014年8月2日 2014年8月3日

中国 山口県 アルク小野田店
山陽小野田市大字西高泊ワカリ-
1 丸久 丸久 2014年8月2日 2014年8月3日

中国 山口県 アルク西岐波店 宇部市大字西岐波1561-3 丸久 丸久 2014年8月2日 2014年8月3日

中国 山口県 アルク長府中土居店 下関市長府中土居本町590番地
ット・プランニン
グ 丸久 2014年8月2日 2014年8月3日

中国 山口県 アルク南浜店 宇部市南浜町2-8-4
宇部マテリアル
ズ 丸久 2014年8月2日 2014年8月3日

中国 山口県 アルク山口店 山口市中央4丁目2835番地 丸久 丸久 2014年8月2日 2014年8月3日

中国 山口県 アルク大内店 山口市大内矢田910-1 丸久 丸久 2014年8月2日 2014年8月3日

中国 山口県 アルク中関店 防府市大字田島1497番地2 丸久 丸久 2014年8月2日 2014年8月3日

中国 山口県 アルク牟礼店 防府市大字江泊1936番地 丸久 丸久 2014年8月2日 2014年8月3日

中国 山口県 アルク今宿店 周南市新宿通り5丁目24番地 丸久 丸久 2014年8月2日 2014年8月3日

中国 山口県 アルク新南陽店 周南市大字富田2763番地 丸久 丸久 2014年8月2日 2014年8月3日

中国 山口県 アルク慶万店 周南市慶万町1833-1
エヌ・ティ・ティ
都市開発 丸久 2014年8月2日 2014年8月3日

中国 山口県 アルク徳山東店 周南市松保町1704番地の5 丸久 丸久 2014年8月2日 2014年8月3日

中国 山口県 ダイレックス小野田店 山陽小野田市日の出2丁目4-1
生活協同組合
コープやまぐち ダイレックス 2014年8月27日 2014年9月18日

中国 山口県
ホームプラザナフコ小野田店新
館

山陽小野田市日の出二丁目10番
10号 サンデン交通 ナフコ 2014年9月10日 2014年9月23日

中国 山口県 ゆめタウン山口 山口市大内御堀1309-1 イズミ イズミ 2015年2月10日 2015年10月11日 19,210 24,670

中国 山口県 クスリ岩崎チェーン光周防店 光市大字小周防字川端1650-1 岩崎宏健堂 岩崎宏健堂 2015年3月31日 2010年10月1日



　　　　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。
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中国 山口県 クスリ岩崎チェーン土原店 萩市大字土原383-6 岩崎宏健堂 岩崎宏健堂 2015年3月31日 2010年10月1日

中国 広島市 ゆめタウンみゆき
広島市南区宇品西六丁目１３６９
番 イズミ イズミ 2014年4月4日 2014年4月5日

中国 広島市 アルパーク東棟
広島市西区草津新町二丁目26番
地75ほか

フロンティア不
動産投資法人 VFジャパン 2014年6月27日 2014年7月1日

中国 広島市 アーバス東千田
広島市中区東千田町一丁目1番5
7 ＮＩＰＰＯ 2014年7月28日 2014年8月1日

中国 広島市 マックスバリュ高取店
広島市安佐南区高取北三丁目90
番7ほか

マックスバリュ
西日本 マックスバリュ 2014年9月1日 2014年9月5日

中国 広島市 万惣五日市利松店
広島市佐伯区利松一丁目891番
地ほか 万惣 万惣 2015年1月6日 2015年8月1日

中国 広島市 広島新幹線名店街 広島市南区松原町1185番地
西日本旅客鉄
道 中国SC開発 2015年3月23日 2015年5月1日

中国 岡山市 西大寺グリーンテラス
岡山市東区西大寺南一丁目62番
30

三菱ＵＦＪ信託
銀行 コーナン ケーズデンキ 2014年7月22日 2014年12月1日

中国 岡山市 ハピーズ円山店 岡山市中区円山115番地1ほか 天満屋ストア 天満屋ストア 2014年7月30日 2014年8月1日

中国 岡山市 ハピーズ卸センター店 岡山市北区問屋町2番101ほか
天満屋ハピーマ
ート

天満屋ハピー
マート 2014年8月1日 2014年8月2日

中国 岡山市 ハピーズ泉田店 岡山市南区泉田281番1ほか 天満屋ストア 天満屋ストア 2014年8月11日 2014年8月12日

中国 岡山市
ハピーズ大安寺・ミモザ岡山大
安寺店 岡山市北区野殿西町329-1外 天満屋ストア 虫明伸一 ハピーズ ミモザ 2014年9月16日 2014年9月26日

中国 岡山市
洋服の青山新岡山大安寺店・
くすりのラブ大安寺店

岡山市北区大安寺南町一丁目62
3-1ほか 青山商事 ラブドラッグス 洋服の青山 くすりのラブ 2015年3月16日 2015年3月17日

四国 徳島県 ダイレックス鴨島店
吉野川市鴨島町麻植塚字堂床南
２２６ ノヴィル ダイレックス 2014年8月15日 2014年10月1日

四国 徳島県 ダイレックス鴨島店
吉野川市鴨島町麻植塚字堂床南
２２６ ノヴィル ダイレックス 2014年9月18日

駐輪場の位置及
び収容台数）

四国 徳島県
ホームセンターコーナン徳島藍
住店 藍住町住吉千鳥ヶ浜６６番５外 コーナン商事 コーナン商事 アルペン 3 2014年10月17日 2014年10月20日

四国 徳島県 ハローズ北島店 北島町鯛浜字西ノ須22番１外 ハローズ ハローズ 2014年12月10日 2015年5月25日

四国 徳島県 マルナカ徳島店 徳島市西新浜町１丁目45番1外 マルナカ マルナカ 2014年12月18日 2014年12月22日

四国 徳島県 マルナカ脇町店 美馬市脇町字拝原1711-1外 マルナカ マルナカ 2014年12月18日 2014年12月22日

四国 徳島県 セブン津田店 徳島市津田浜之町17-1外 セブン セブン 2015年3月23日 2015年8月25日

四国 香川県 お宝市番館瀬戸大橋店
宇多津町大字東分字板橋東314
番地1

西角邦夫　外8
名 イーグル 2014年6月20日 2014年6月28日

四国 香川県 ハローズ円座店 高松市円座町845番地3　外 ハローズ ハローズ 2014年11月19日 2014年11月23日

四国 香川県 マルナカ仏生山店 高松市仏生山町甲415-4　外 マルナカ マルナカ 2014年12月26日 2014年12月27日



　　　　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。
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四国 香川県 マルナカ栗林南店 高松市西ハゼ町清水29-6　外 マルナカ マルナカ 2014年12月26日 2014年12月27日

四国 香川県 マルナカ新田店 高松市新田町甲680番1　外 マルナカ マルナカ 2014年12月26日 2014年12月27日

四国 香川県 パワーシティ善通寺
善通寺市与北町字下西原3300-
1　外 マルナカ マルナカ 2014年12月26日 2014年12月27日

四国 香川県 マルナカ白鳥店
東かがわ市白鳥町白鳥字城泉14
1-1　外 マルナカ マルナカ 2014年12月26日 2014年12月27日

四国 香川県 マルナカ三木店
三木町大字氷上字北高原462-
2　外 マルナカ マルナカ 2014年12月26日 2014年12月27日

四国 香川県 スーパーセンター宇多津店 宇多津町2419番1　外 マルナカ マルナカ 2014年12月26日 2014年12月27日

四国 香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ宇多津店
宇多津町浜三番丁21番地2外12
筆 前川肇外5名

ンビニエンス・
クラブ

ルドホールデ
ィングス 2015年1月29日 2015年9月30日 1,959 1,977

四国 香川県 イオンタウン宇多津 宇多津町1784番地99 イオンタウン マルナカ 2015年2月6日 2015年10月7日 18,861 12,775

四国 愛媛県 セブンスター垣生店 松山市東垣生町104番地　外 セブンスター セブンスター 2014年4月25日 2014年6月1日

四国 愛媛県 フジ三島店
四国中央市三島中央一丁目字陣
屋1928-1 フジ フジ 2014年5月16日 2015年1月17日

四国 愛媛県 フジ南久米店 松山市南久米町538　外 フジ フジ 2014年5月20日 2014年6月20日

四国 愛媛県 フジグラン西条 西条市新田字北新田235番地 フジ フジ 2014年7月8日
車場の位置及び

収容台数）

四国 愛媛県 マルナカ松山石井店 松山市東石井六丁目489-1　外 マルナカ マルナカ 2014年7月16日 2014年8月8日

四国 愛媛県 セブンスター重信店 東温市志津川171番地　外 一六 セブンスター 2014年9月30日 2015年5月31日

四国 愛媛県 （仮称）フジ八幡浜店 八幡浜市江戸岡1252-9 フジ フジ 2014年10月3日 2015年6月4日

四国 愛媛県 伊予鉄ターミナルビル 松山市湊町5丁目1番地1 伊予鉄道 ○ 髙島屋 2014年10月22日 2014年10月1日

四国 愛媛県 マルヨシセンター山越店 松山市山越三丁目772番地　外
マルヨシセンタ
ー

マルヨシセン
ター 2014年11月19日 2014年12月20日

四国 愛媛県 マルナカ新居浜本店 新居浜市上泉町甲1966-1　外 マルナカ マルナカ 2014年12月9日 2014年12月15日

四国 愛媛県 マルナカ西条店
西条市福武字沢ノ前甲971番1　
外 マルナカ マルナカ 2014年12月9日 2014年12月15日

四国 愛媛県 マルナカ大洲店 大洲市若宮1116-1　外 マルナカ マルナカ 2014年12月9日 2014年12月15日

四国 愛媛県 マルナカ宇和島店 宇和島市保田字若藤甲841番地2 マルナカ マルナカ 2014年12月9日 2014年12月15日

四国 愛媛県 フジグラン重信・ダイキＥＸ重信 東温市野田三丁目1番13号　外 フジ ダイキ フジ ダイキ 2014年12月26日 2015年2月6日

四国 愛媛県 フジ広見店 鬼北町近永390番地 フジ ○ フジ レデイ薬局 ○ 2015年1月16日 2015年9月17日 3,074 4,197



　　　　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。

 

局名 自治体名 大規模小売店舗名 所在地 届出日 変更する日
取下げ（×

）

他 核店舗１ 核店舗２ 他 届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

平成２６年度　大規模小売店舗立地法　法第６条第２項（変更）届出の概要　　【２０１６年３月末】

店舗面積の合計（㎡）

2016/05/02

経済産業省

小売業者名建物設置者名

四国 愛媛県 フジ南久米店 松山市南久米町538　外 フジ フジ 四国パン工房 ○ 2015年2月9日 2015年10月10日 2,427 2,954

四国 愛媛県
ドラッグストアモリ四国中央妻鳥
店

四国中央市妻鳥町字上柳ノ内51
5番地1　外

ドラッグストアモ
リ

ドラッグストア
モリ 2015年2月17日 2015年3月1日

四国 愛媛県 ＤＣＭダイキ伊予店 伊予市下吾川1042番1　外 ＤＣＭダイキ ＤＣＭダイキ 2015年3月19日
施設の配置に関

する事項）

四国 高知県 サニータウン高岡 土佐市高岡町甲337外 サニーマート サニーマート ツルハ ウイル　他 2014年11月19日 2014年11月20日

九州 福岡県 イオンモール筑紫野
筑紫野市大字立明寺４３４－１ほ
か イオンモール イオン九州

その他テナン
ト 2014年5月15日 2015年1月16日

九州 福岡県
下大利えびすショッピングセンタ
ー

大野城市下大利１丁目２１６－１
ほか ダイエー ダイエー

その他の小売
業者 2014年6月4日 2015年6月5日

九州 福岡県 水巻ショッピングバザール
水巻町古賀字丸山１４５４－１ほ
か 光陽 ダイエー

その他の小売
業者 2014年6月13日 2015年6月16日

九州 福岡県 ダイレックス東福間店 福津市津丸字桜１１２０番３ほか ダイレックス ダイレックス 2014年7月15日 2015年3月16日

九州 福岡県 イオンスーパーセンター岡垣店 岡垣町大字黒山３３８番１ほか イオン九州 イオン九州
その他の小売
業者 2014年7月28日 2015年3月29日

九州 福岡県 サニー吉井ショッピングセンター
うきは市吉井町鷹取字宮井５４番
１ほか エム・ジー サニー吉井店

ファッションエ
ール 2014年9月1日 2015年5月1日

九州 福岡県 サンリブel苅田 苅田町殿川町１－７ほか サンリブ サンリブ
その他テナン
ト 2014年9月3日 2015年5月4日

九州 福岡県 ゆめタウン大牟田（本棟） 大牟田市東新町一丁目７番ほか イズミ 2014年10月1日 2015年5月31日

九州 福岡県 ドラッグコスモス古賀店
古賀市花見一丁目１８８０番２ほ
か

ト・パナソニック
ファイナンス コスモス薬品 2014年10月21日 2015年6月22日

九州 福岡県 くりえいと三丁目商業施設 宗像市くりえいと三丁目３番１号
三喜、NECキャ
ピタルソリュー 三喜

マックスバリュ
九州 ○ 2014年10月28日 2014年10月29日

九州 福岡県 八女稲富ショッピングセンター 八女市稲富１８３番地 フジホーム ダイレックス セリア 2014年12月17日
2014年12月19日
2015年8月18日

九州 福岡県 イオンモール大牟田 大牟田市岬町３番４ほか イオンモール イオン九州 ○ 2015年1月19日 2015年9月20日

九州 福岡県 イオンモール筑紫野
筑紫野市大字立明寺４３４－１ほ
か イオンモール イオン九州 ○ 2015年2月27日 2015年10月28日 45,000 50,000 

九州 福岡県 ゆめモール柳川
柳川市柳川駅東部土地区画整理
事業区域内３７街区４画地 イズミ イズミ ○ 2015年3月12日 2015年11月13日 11,957 12,258 

九州 佐賀県 ゆめタウン武雄
武雄市武雄町大字武雄字馬場崎
4993　外 イズミ イズミ ○ 2014年4月8日 2014年4月9日

九州 佐賀県
あんくるふじや・あくる夢市場鳥
栖弥生が丘店 鳥栖市弥生が丘一丁目36番 あんくるふじや

あんくるふじ
や 2014年4月22日 2014年4月23日

九州 佐賀県
あんくるふじや・あくる夢市場鳥
栖弥生が丘店 鳥栖市弥生が丘一丁目37番 あんくるふじや

あんくるふじ
や 2014年4月22日 2014年12月23日

九州 佐賀県
ホームプラザナフコ多久インター
店

多久市北多久町大字多久原1639
番地9ほか ナフコ ナフコ 2014年6月10日 2015年2月11日

九州 長崎県 長崎ショッピングバザール 長崎市銅座町3番8号 ダイエー ダイエー 2014年4月15日 2014年4月16日



　　　　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。
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九州 長崎県
グルメシティ矢上団地店・矢上団
地地区センター

長崎市かき道三丁目1番10号なら
びに11号

KAZA　Corpora
tion

東洋ガス
大川眞一 ダイエー 2014年4月15日 2014年4月16日

九州 長崎県 チトセピア 長崎市千歳町5番1号外 チトセピア ダイエー 2014年4月23日 2014年4月24日

九州 長崎県 ドラッグストアモリ小浜店
雲仙市小浜町南本町字脇ノ谷7
番23号　外 ヤマダ電機

ドラッグストア
モリ 2014年6月9日 2014年6月10日

九州 長崎県 (仮称）時津10工区複合商業施設
時津町日並郷字火篭1320番109
　外2筆

西日本総合リー
ス

ーポレーショ
ン アルペン マックスバリュ ジーユー 2014年7月11日 2015年3月12日 3,773 7,926 

九州 長崎県 ホームセンターコーナン大塔店 佐世保市大塔町8-15　他 コーナン商事 コーナン 2015年1月15日 2015年9月16日 7,474 11,620 

九州 長崎県
イオン佐世保白岳ショッピングセ
ンター 佐世保市白岳町50番１ イオン九州 イオン 2015年2月12日 2015年10月13日

九州 熊本県 ゆめタウン光の森 菊陽町光の森七丁目33番地1 イズミ イズミ ○ 2014年8月20日 2015年3月1日 36,065 39,897 

九州 熊本県
ﾎｰﾑワイド御船店・ダイソー御船
店

御船町辺田見字中道２０１番１ほ
か イオン九州 ノブタカ イオン九州 ダイソー ○ 2014年8月25日 2015年4月26日

九州 熊本県 御船ショッピングプラザマイン 御船町大字御船１０４１番地の１ 田中屋 マルエイ ○ 2014年10月31日 2014年11月1日

九州 熊本県 宇土Piaショッピングセンター 宇土市北段原町７３番地
ソニアプランナ
ーズ ダイレックス ○ 2014年11月5日 2014年11月13日

九州 熊本県 ドラッグコスモス鏡店
八代市千丁町太牟田字平島２２９
０番３ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2015年2月5日 2015年2月6日

九州 熊本県 サンロードシティ 錦町西字打越７１５番１号ほか
三菱東京ＵＦＪ
信託銀行 ほか４社 イオン九州 ○ 2015年3月11日 2015年11月12日

九州 大分県 マルショク大在店
大分市大字城原字尾崎２６００番
地　外 マルショク マルショク 2014年4月16日 2014年12月17日

九州 大分県 HIヒロセスーパーコンボ臼杵
臼杵市大字野田唐木田１７６番地
８

ーブメントひろ
せ

大和情報サー
ビス

ルーブメントひ
ろせ 2014年5月26日 2015年1月27日 5,035 5,985 

九州 大分県 （仮称）JR大分駅ビル 大分市要町１－４０
九州旅客鉄道
株式会社

コープおおい
た ○ 2014年5月27日 2015年1月28日 4,852 29,148 

九州 大分県 湯布院ショッピングバザール 由布市湯布院町川上２９２４－１
第一ゼネラルサ
ービス ダイエー 2014年6月13日 2014年6月16日

九州 大分県 ダイレックス森店 大分市大字皆春751番地1 安部　政信 ダイレックス 2014年6月25日 2015年2月26日

九州 大分県 フレイン大分宮崎店
大分市大字鴛野字中縄手８７０－
２

大同エンジニア
リング フレイン 2014年7月11日 2013年11月22日

九州 大分県 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 ミスターマックス

ミスターマック
ス 2014年7月16日 2014年7月17日

九州 大分県 日田ショッピングバザール 日田市南元町１番地１号 ダイエー 紅屋 ダイエー
セガミメディッ
クス 2014年8月8日 2014年8月11日

九州 宮崎県 タイヨー佐土原店
宮崎市佐土原町下田島９０９１番
　外３８筆 タイヨー タイヨー 2014年4月30日 2014年5月1日

九州 宮崎県 グラード錦町 宮崎市錦町３８番１　外１筆 タイヨー タイヨー 2014年4月30日 2014年5月1日

九州 宮崎県 （仮称）ダイレックス吉村店
宮崎市吉村町東部第二土地区画
整理事業地内（64街区１） 昭和リース ダイレックス 2014年5月9日 2014年5月10日



　　　　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。
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九州 宮崎県 （仮称）ニトリモール宮崎 宮崎市源藤町東田５９７番地
ニトリホールデ
ィングス ニトリ ニトリ 未定 2014年6月9日 2015年2月10日 6,760 17,610 

九州 宮崎県 タイヨー小松台店 宮崎市小松台南町13番地１ タイヨー タイヨー こうの薬局 芳香園 2014年6月10日 2014年6月11日

九州 宮崎県 タイヨー花山手店 宮崎市花山手東３丁目２２番地 タイヨー タイヨー ザファクトリー 2014年6月10日 2014年6月11日

九州 宮崎県 タイヨー赤江店 宮崎市田吉字赤江141-6 タイヨー タイヨー サンドラッグ 2014年6月10日 2014年6月11日

九州 宮崎県
宮交シティ（宮崎ショッパーズプ
ラザ） 宮崎市大淀四丁目７番３０号 宮交シティ ダイエー ダイエー 55 2014年6月13日 2014年6月16日

九州 宮崎県 タイヨー都城店 都城市下長飯２６０番地　外４５筆 タイヨー タイヨー 丸勝園 3 2014年6月27日 2014年6月28日

九州 宮崎県 タイヨー都城郡元店 都城市郡元町４６３２番地４ タイヨー タイヨー 2014年6月27日 2014年6月28日

九州 宮崎県 タイヨー蓑原店 都城市蓑原町２３６３番１ タイヨー タイヨー サンドラッグ 2014年6月27日 2014年6月28日

九州 宮崎県 タイヨー高城店 都城市高城町穂満坊８５１番地 タイヨー タイヨー 丸勝園 2 2014年6月27日 2014年6月28日

九州 宮崎県 サンキュー小林店
小林市大字堤字金鳥居３００５－
１２　外１２筆 タイヨー タイヨー サンドラッグ 2 2014年6月27日 2014年6月28日

九州 宮崎県 タイヨーえびの店
えびの市大字原田字恵比須田32
16番１　外17筆 タイヨー タイヨー 2014年6月27日 2014年6月28日

九州 宮崎県 サンキュー広原店 三股町宮村2950番３号 タイヨー タイヨー 丸勝園 1 2014年7月16日 2014年7月17日

九州 宮崎県
イオン多々良ショッピングセンタ
ー

延岡市多々良土地区画整理事業
地内１９－１－３街区　外 イオン九州 イオン九州

ゴローズ・プロ
ダクツ 4 2014年11月10日 2015年7月11日

九州 鹿児島県 川内山形屋 薩摩川内市西向田町９番６号 川内山形屋 川内山形屋 2014年4月21日 2014年12月22日

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグコスモス御陵下店
・ほっともっと川内高校前店

薩摩川内市御陵下町字住連木20
1番３　外５筆 コスモス薬品 プレナス コスモス薬品 濱崎香織 2014年5月27日 2014年5月28日

九州 鹿児島県 フレスポ国分
霧島市国分広瀬二丁目583番５　
外３筆 大和リース タイヨー シュープラザ 有り 2014年5月30日 2014年5月31日

九州 鹿児島県 タイヨー吉田店 鹿児島市本名町1098番１　外３筆 タイヨー タイヨー 2014年6月9日 2014年6月10日

九州 鹿児島県 タイヨー田上店 鹿児島市田上六丁目6番1号 タイヨー タイヨー 2014年6月9日 2014年6月10日

九州 鹿児島県 タイヨー武岡団地店 鹿児島市武岡二丁目28番地 タイヨー タイヨー 2014年6月9日 2014年6月10日

九州 鹿児島県 タイヨー西陵店 鹿児島市西陵六丁目21番15号 タイヨー タイヨー 2014年6月9日 2014年6月10日

九州 鹿児島県 タイヨー上荒田店 鹿児島市上荒田町26番４　外５筆 タイヨー タイヨー 2014年6月9日 2014年6月10日

九州 鹿児島県 タイヨー草牟田店 鹿児島市草牟田二丁目19番５号 タイヨー タイヨー 2014年6月17日 2014年6月18日

九州 鹿児島県 タイヨー喜入店 鹿児島市喜入町6075番４号 タイヨー タイヨー 2014年6月17日 2014年6月18日



　　　　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。
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九州 鹿児島県 タイヨー伊敷団地店 鹿児島市西伊敷三丁目２番２号 タイヨー タイヨー 2014年6月17日 2014年6月18日

九州 鹿児島県 タイヨー伊敷店 鹿児島市下伊敷一丁目54番２号 タイヨー タイヨー 2014年6月17日 2014年6月18日

九州 鹿児島県 タイヨー玉里団地店
鹿児島市玉里団地一丁目2062番
261号 タイヨー タイヨー 2014年6月17日 2014年6月18日

九州 鹿児島県 タイヨー大竜店 鹿児島市大竜町２番３号 タイヨー タイヨー 2014年6月17日 2014年6月18日

九州 鹿児島県 タイヨー中山店 鹿児島市中山二丁目45番６号 タイヨー タイヨー 2014年6月17日 2014年6月18日

九州 鹿児島県 きりしま国分山形屋 霧島市国分中央三丁目７番17号 国分山形屋 国分山形屋 2014年12月10日 2015年8月10日 10,800 10,080 

九州 鹿児島県 ライフガーデン国分
霧島市国分中央一丁目1836番１
　外１筆 ダイワロイヤル マックスバリュ 3 2014年12月19日 2015年8月20日

九州 鹿児島県 川内山形屋 薩摩川内市西向田町９番６号 川内山形屋 川内山形屋 2015年1月7日 2015年9月7日

九州 鹿児島県 ドラッグストアモリ・ケーズデンキ 伊佐市大口722番１　外14筆
ドラッグストアモ
リ ケーズデンキ

ドラッグストア
モリ ケーズデンキ 2015年3月31日 2015年12月1日 1,430 2,960 

九州 福岡市 ショッパーズモールマリナタウン 福岡市西区豊浜三丁目1番10号 ダイエー ダイエー 有り 2014年5月15日 2014年5月16日

九州 福岡市 福岡東MMプラザ 福岡市東区青葉七丁目61番1号 北山興産 ダイエー
ミスターマック
ス 2014年6月13日 2014年7月1日

九州 福岡市 マイマイビル
福岡市中央区笹丘一丁目28番74
号 三戸不動産 ダイエー 2014年6月13日 2014年6月16日

九州 福岡市 パピヨンプラザ
福岡市博多区千代一丁目480番
　外

三井住友信託
銀行 ダイエー 有り 2014年6月25日

2015年2月26日
2014年6月26日

九州 福岡市 えきマチ1丁目姪浜 福岡市西区姪の浜4-24 九州旅客鉄道
JR九州ビルマ
ネジメント

ステーションフ
ード 有り 2014年6月25日 2014年7月11日

九州 福岡市 ボックスタウン箱崎
福岡市東区箱崎四丁目4103番地
1 JA三井リース 三角商事 有り 2015年1月6日 2015年9月7日 4,284 6,297 

九州 福岡市 パルコビルほか3ビル
福岡市中央区天神二丁目11番1
号ほか 西日本鉄道

三菱UFJ信託
銀行 パルコ 有り 2015年2月13日 2015年2月14日

九州 北九州市 ニトリ小倉北店
北九州市小倉北区三萩野一丁目
1番35号

ニトリホールデ
ィングス ニトリ エディオン 大創産業 2014年4月3日 2014年4月4日

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 ダイレックス 2014年4月28日 2014年12月29日

九州 北九州市 ダイエー城野店
北九州市小倉南区富士見一丁目
4番1号

ストファンド株式
会社 ダイエー 有り 2014年6月11日 2014年6月16日

九州 北九州市
ドッとあ～る
ｇａｒｄｅｎ小倉Ａ

北九州市小倉南区沼新町一丁目
1004番1

九州リースサー
ビス アルク 有り 2014年7月11日 2014年7月12日

九州 北九州市 アクロスプラザいとうづ
北九州市小倉北区到津三丁目95
番2外

大和情報サー
ビス アルク 有り 2014年7月12日 2014年7月12日

九州 北九州市 西鉄ストア到津店
北九州市小倉北区上到津四丁目
6番10号 西日本鉄道 西鉄ストア 2014年9月24日 2015年3月1日 2,235 2,587 ×

九州 北九州市 スピナ鷹見台店
北九州市八幡西区鷹見台一丁目
2464番地17 西鉄ストア スピナ

くすりの鶴美
堂 2014年9月29日 2014年10月1日



　　　　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。
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九州 北九州市 西鉄ストア到津店
北九州市小倉北区上到津四丁目
6番10号 西日本鉄道 西鉄ストア 2014年10月23日 2015年2月1日 2,235 2,842 

九州 北九州市 ヒマラヤ八幡西店
北九州市八幡西区八枝二丁目1-
103 ヒマラヤ ヒマラヤ 2014年11月25日 2014年12月1日

九州 北九州市
チェリーヒルズ（フレスポ黒崎）東
側敷地 北九州市八幡西区桜ヶ丘1番 大和リース ドン・キホーテ 2015年1月9日 2015年1月10日

九州 熊本市
ミスターマックス熊本インターショ
ッピングセンター

熊本市東区石原一丁目245番1号
　外1筆 ミスターマックス

ミスターマック
ス 有り 2014年4月28日 2014年12月29日

九州 熊本市 ゆめタウンはません 熊本市南区田井島一丁目２－１ イズミ ベスト電器 イズミ ベスト電器 有り 2014年7月15日 2015年3月15日

九州 熊本市 ホームプラザナフコ北熊本店 熊本市北区大窪１丁目1番17号 ナフコ ナフコ 2014年9月29日 2015年5月30日 2,467 6,068 

九州 熊本市 第３シルクビル
熊本市中央区大江四丁目２番３
号 東亜シルク ダイエー 有り 2014年10月31日 2014年11月1日

沖縄 沖縄 はにんす宜野湾 宜野湾市大山七丁目６番１号 グシケン商事 2014年4月17日 2014年4月18日

沖縄 沖縄 イオンタウン安謝 那覇市安謝664番地32　外８筆 イオン琉球 2014年4月17日 2014年4月18日

沖縄 沖縄 イオンタウン豊見城 豊見城市田頭155番１　外23筆 イオン琉球 2014年4月17日 2014年4月18日

沖縄 沖縄 那覇メインプレイス 那覇市おもろまち4丁目4番地９号 サンエー 2014年6月13日 2015年2月13日 32,312 37,110

沖縄 沖縄 ＭＥＧＡドン・キホーテうるま店
うるま市塩屋浜原502番１、505番
３，８

みずほ信託銀
行 2014年10月16日 2014年11月29日

沖縄 沖縄 サンエー石垣シティ 石垣市字真栄里301番３ サンエー 田城商事 2014年10月23日 2014年10月23日 3,696 5,134

沖縄 沖縄 ダイレックス安慶名店 うるま市赤野赤野原1393番１外
ービスカンパニ
ー ダイレックス 2015年1月21日 2015年1月22日

沖縄 沖縄
イーストベイステーションマリンプ
ラザあがり浜 与那原町字東浜68番１の２ 金秀建設 金秀 2015年3月30日 2015年12月1日
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