
　　　　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 江別市上江別高台商業施設C 江別市上江別442-1ほか 三菱UFJリース ツルハ マックスバリュ 2015年5月12日 2015年5月13日
北海道 北海道 サンドラッグ北見青葉 北見市青葉町22番地 北燃商事 2015年6月25日 2016年2月25日
北海道 北海道 シティ紋別ショッピングセンター 紋別市落石町2丁目４－５ほか 北雄ラッキー 3 ＤＣＭホーマッ ツルハ 5 2015年6月26日 2015年6月30日
北海道 北海道 グルメシティ万代 函館市万代町1番16号 ダイエー ダイエー はこだて柳屋 1 2015年8月4日 2015年8月29日
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 玉光堂 22 2015年8月26日 2015年9月1日

北海道 北海道 新光片岡ビル 小樽市新光2丁目3番12号 プロストレイル 北雄ラッキー
ワッツ東日本販
売 1 2015年8月28日 2016年4月29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
ＤＣＭホーマッ
ク マックスバリュ 2 2015年9月7日

①2016年5月8日
②2015年9月9日

北海道 北海道 ＢＵＢＵ北見店 北見市中央三輪8丁目2番地10 ヤマダ電機 MID北海道 2015年9月30日 2015年10月1日

北海道 北海道
DCMホーマックスーパーデポ倶知
安高砂店 倶知安町字高砂91番21ほか DCMホーマック

ＤＣＭホーマッ
ク 2015年11月5日 2015年11月17日

北海道 北海道 千歳アウトレットモール・レラ 千歳市柏台南1丁目2番6ほか
三菱ＵＦＪ信託銀
行

サムソナイト・ジ
ャパン 84 2016年1月14日 2016年1月15日

北海道 北海道 ジョイフルエー・ケー大曲店 北広島市大曲工業団地７丁目
ジョイフルエーケ
ー

ジョイフルエー
ケー 2016年2月26日 2016年2月27日

北海道 北海道 二条通ショッピングセンター 旭川市2条通23丁目110番1ほか ダイイチ 昭和木材 ダイイチ ツルハ 2015年3月25日 2016年3月26日

北海道 札幌市 ＤＣＭホーマック発寒追分通店
札幌市西区発寒9条14丁目516－2
57ほか

三井住友ファイナ
ンス&リース

ＤＣＭホーマッ
ク モリワキ 2015年5月29日 2015年12月12日 12,347 12,985 

北海道 札幌市 サッポロドラッグストアー南11条店
札幌市中央区南11条西10丁目126
0-1ほか

サッポロドラッグ
ストアー

サッポロドラッ
グストアー 大創産業 2015年6月29日 2015年6月30日

北海道 札幌市 サッポロドラッグストアー北8条店
札幌市東区北8条東4丁目19-
24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 2015年6月29日 2015年6月30日

北海道 札幌市
サッポロドラッグストアー西宮の沢4
条店

札幌市手稲区西宮の沢4条2丁目4
番1号 三愛地所

サッポロドラッ
グストアー

セブンーイレブ
ン・ジャパン 1 2015年6月29日 2016年2月29日 1,246 1,541 

北海道 札幌市 麻生ショッピングセンター
札幌市北区北３６条西１０丁目３７４
番地外 芙蓉総合リース デンコードー ツルハ 1 2015年9月3日 2015年9月4日

北海道 札幌市 東光ストア行啓通店
札幌市中央区南14条西9丁目1番1
5号 じょうてつ 東光ストア 2015年9月24日 2015年9月25日

北海道 札幌市
スーパービバホーム清田羊ケ丘通
店 札幌市清田区真栄52ほか 東京センチュリー ＬＩＸＩＬビバ サンキュー 2015年9月28日 2016年5月29日

北海道 札幌市 マックスバリュ北３２条店
札幌市北区北３２条西１３丁目１５７
番１ 日建通商 マックスバリュ 5 2015年10月2日 2015月10月6日

北海道 札幌市 プロショップホダカ元町店 札幌市東区北１６条東１９丁目２－ 高栄産業 ＤＣＭホーマッ 2015年10月22日 2015月10月25日

北海道 札幌市 サッポロファクトリー

札幌市中央区北１条東４丁目１番
地１、北２条東３丁目１番地１、北２
条東４丁目・５丁目１番地２

サッポロ不動産開
発

サッポロファクト
リー 2015年11月12日 2016年7月1日

北海道 札幌市
ジョイフルエーケー札幌屯田店生
活館 札幌市北区屯田８条５丁目５－１

ジョイフルエーケ
ー

ジョイフルエー
ケー 2016年3月14日 2016年3月15日

北海道 札幌市
ジョイフルエーケー札幌屯田店ペッ
ト園芸館 札幌市北区屯田８条４丁目５

ジョイフルエーケ
ー

ジョイフルエー
ケー 2016年3月14日 2016年3月15日

東北 青森県 佐藤長新宮店・薬王堂五所川原店 五所川原市幾世森１７１－１９外 佐藤長 薬王堂 薬王堂 2015年5月12日 2015年5月15日
東北 青森県 コジマＮＥＷ青森 青森市東大野二丁目１－１８ コジマ コジマ 2015年5月25日 2015年6月11日 3,478 4,102 

東北 青森県 三戸ショッピングセンター
三戸町大字川守田字下比良18番
地1ほか

マックスバリュ東
北 サンデー 2015年7月17日 2015年7月21日
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東北 青森県 薬王堂弘前安原店 弘前市泉野５丁目５－１ほか 太閤木下建設 薬王堂 2015年9月1日 2015年9月8日
東北 青森県 薬王堂弘前若葉町店 弘前市清水１丁目２－１ほか あさひほうむ 薬王堂 2015年9月1日 2015年9月8日
東北 青森県 薬王堂黒石富士見店 黒石市富士見１１８ほか 薬王堂 薬王堂 2015年9月1日 2015年9月8日
東北 青森県 ＤＣＭホーマック長苗代店 八戸市長苗代字観音堂８０－２ 三菱ＵＦＪリース ホーマック 2015年12月7日 2015年12月11日

東北 青森県 スーパードラッグアサヒ青森西店
青森市大字石江字三好７１－１ほ
か 横浜ファーマシー

横浜ファーマシ
ー 2016年1月8日 2016年1月18日 2,132

東北 青森県 マエダモールおいらせ おいらせ町緑ヶ丘一丁目５０－２外 前田商事 薬王堂 2016年1月20日 2016年1月25日

東北 岩手県 イオンタウン釜石 釜石市港町二丁目１番１号 イオンタウン
イオンスーパー
センター ワールド 28 2015年4月2日 2015年6月1日

東北 岩手県 ショッピングプラザアピア 北上市藤沢19地割35番地1ほか ジョイス ジョイス ツルハ 2 2015年5月11日 2015年5月15日
東北 岩手県 銀河モール花巻 花巻市高木第15地割18番地1ほか ジョイス ジョイス ツルハ 17 2015年5月13日 2015年5月15日
東北 岩手県 ＷＩＮＧ301 花巻市上小舟渡50番地ほか 北洲 ゼビオ 薬王堂 2015年7月2日 2015年7月9日
東北 岩手県 薬王堂一戸店 一戸町一戸字砂森56番地2ほか 薬王堂 薬王堂 2015年7月30日 2015年8月7日

東北 岩手県
ＪＡいわて平泉川崎営農経済センタ
ー

一関市川崎町薄衣字六反154番地
ほか 薬王堂

いわて平泉農
業協同組合 薬王堂

いわて平泉農
業協同組合 1 2015年8月28日 2015年9月4日

東北 岩手県
イオンスーパーセンター盛岡渋民
店 盛岡市玉山区渋民字鵜飼20番地1 イオンリテール

イオンスーパー
センター 不二家東北 8 2015年9月7日 2015年9月8日

東北 岩手県 薬王堂盛岡厨川店 盛岡市厨川五丁目28番地６ほか 薬王堂 薬王堂 2015年9月24日 2015年9月25日
東北 岩手県 緑が丘ショッピングセンター 盛岡市緑が丘四丁目１番50号 川徳商事 新栄 川徳 新栄 2015年10月19日 2016年1月2日
東北 岩手県 イオン一関店 一関市山目字泥田89ほか イオンリテール イオンリテール 松栄堂 18 2015年11月2日 2015年11月10日
東北 岩手県 一関複合商業施設西ブロック 一関市中里字南白幡26番地１ 一関開発 アルペン ハミューレ 1 2015年12月17日 2015年12月18日
東北 岩手県 一関複合商業施設西ブロック 一関市中里字南白幡26番地１ 一関開発 アルペン ハミューレ 1 2015年12月21日 2015年12月28日
東北 岩手県 久慈ショッピングセンター 久慈市長内町第33地割11番地１ 宮城建設 7 サンデー ユニバース 7 2015年12月24日 2015年12月25日
東北 岩手県 薬王堂盛岡青山店 盛岡市青山一丁目18番15号 イワベニ 薬王堂 2016年3月7日 2016年3月8日
東北 宮城県 イオン古川店 大崎市古川旭二丁目２－１ イオンリテール イオンリテール 2015年4月7日 2015年12月8日

東北 宮城県 ヨークタウン岩沼 岩沼市たけくま二丁目３番２７外 ヨークベニマル
オーランド・オ
プチカル ヨークベニマル カワチ薬品 2 2015年4月9日 2015年5月8日

東北 宮城県 薬王堂中新田店 加美町字赤塚２２３番地１　外 薬王堂 薬王堂 2015年4月24日 2015年4月27日

東北 宮城県 イオン気仙沼店 気仙沼市赤岩舘下７１番地９ イオンリテール
ＤＣＭホーマッ
ク イオンリテール

ＤＣＭホーマッ
ク 2015年5月25日 2015年5月26日

東北 宮城県 薬王堂宮城鹿島台店
大崎市鹿島台木間塚字小谷地３４
４番１外 薬王堂 薬王堂 2015年7月6日 2015年7月10日 1,336

東北 宮城県 薬王堂岩出山店 大崎市岩出山下野目字新雨沼２１ 薬王堂 薬王堂 2015年8月19日 2015年8月26日 1,455
東北 宮城県 薬王堂宮城柴田店 柴田町大字船岡字東原前２３５－１ 薬王堂 薬王堂 2015年8月26日 2015年9月1日 1,372
東北 宮城県 薬王堂宮城志波姫店 栗原市志波姫南八樟４６１番地１　 薬王堂 薬王堂 2015年10月19日 2015年10月26日 1,476

東北 宮城県 ＭＥＧＡドン・キホーテ富谷店 富谷町富ヶ丘１－３－２２他
日本アセットマー
ケティング ドン・キホーテ 2015年10月23日 2016年6月24日 2,900

東北 秋田県 スーパーセンターアマノ御所野店 秋田市御所野堤台一丁目５番１号 アマノ アマノ 2015年4月14日 2015年4月14日

東北 秋田県
ホームセンターハッピー横手店（仮
称） 横手市横手町五ノ口33-1他 日敷

ホームセンター
ハッピー 2015年5月21日 2016年1月22日 5,720 5,289

東北 秋田県 薬王堂横手平鹿店 横手市平鹿町浅舞字福田223- 薬王堂 薬王堂 2015年7月29日 2015年8月5日
東北 秋田県 ケーズデンキ鷹巣店 北秋田市栄字前綱８６－１外 デンコードー デンコードー 2015年8月11日 2015年8月24日 2,020
東北 秋田県 薬王堂男鹿船越店 男鹿市船越字内子２７１－５ 薬王堂 薬王堂 2015年09月14日 2015年09月19日

東北 秋田県 薬王堂井川店
井川町浜井川字荒田堰１６１番地１
　他 薬王堂 薬王堂 2015年9月28日 2015年10月5日

東北 秋田県 フレスポ横手 横手市安田字向田174番1　外32筆 大和リース 高桑書店 ツルハ 2 2015年9月17日 2015年11月20日
東北 秋田県 フレスポ横手 横手市安田字向田174番1　外32筆 大和リース 高桑書店 ツルハ 2 2015年9月18日 2015年9月28日
東北 秋田県 いとく大館東店 大館市東台2丁目 伊徳 伊徳 サンドラッグ 2015年9月2日 2012年7月10日 2,900 2,894
東北 秋田県 フレスポ能代 能代市下野13-2外 大和リース 大和リース チヨダ 3 2015年11月13日 2015年11月20日
東北 秋田県 いとく能代南店 能代市寿域長根５２番地の３ 伊徳 伊徳 伊徳 2016年1月5日 2016年9月6日 1,858 3,314

東北 秋田県 西馬音内ショッピングセンター 羽後町字南西馬音内２１３番外
三井住友ファイナ
ンス＆リース

マックスバリュ
東北 ツルハ 3 2016年3月9日 2016年3月10日

東北 山形県 サウスモールミーナ 鶴岡市千石町３番地８外
庄交コーポレーシ
ョン

主婦の店鶴岡
店

主婦の店鶴岡
店 ○ 2015年4月30日 2015年12月31日 3,749 5,319

東北 山形県 ヤマザワ漆山店 山形市大字漆山２５７０番１ ヤマザワ ヤマザワ ○ 2015年5月11日 2016年1月12日
東北 山形県 ヤマザワ谷地店 河北町谷地字砂田７０番１ ヤマザワ ヤマザワ ○ 2015年5月25日 2015年5月31日
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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 4 ニトリ ドン・キホーテ 3 2015年6月17日 2015年6月18日

東北 山形県
イオン酒田亀ヶ崎ショッピングセン
ター 酒田市あきほ町１２０番１ イオンリテール イオンリテール ○ 2015年6月25日 2016年2月26日

東北 山形県 南陽ショッピングプラザ 南陽市郡山字塚田５７８番外 ヤマザワ ジョイ ヤマザワ ジョイ 10 2015年8月28日 2015年8月29日
東北 山形県 ホームセンタージョイ長井店 長井市九野本字館野７６２番４外 ジョイ ジョイ 1 2015年8月28日 2015年8月29日
東北 山形県 ジェイマルエー酒田店 酒田市日の出町一丁目１番地１ ヤマダ電機 マルエーうちや 2015年9月1日 2015年9月2日
東北 山形県 おーばん南尾花沢店 尾花沢市上町三丁目２７０８の３番 おーばん おーばん 薬王堂 2015年11月18日 2015年11月19日
東北 山形県 おーばん村山店 東根市温泉町三丁目１４番１１号外 おーばん おーばん 薬王堂 ○ 2015年11月18日 2015年11月19日
東北 山形県 おーばん新東根店 東根市中央一丁目９番外 おーばん おーばん 薬王堂 2015年11月18日 2015年11月19日

東北 山形県 イオンモール天童
天童市芳賀土地区画整理事業３４
街区 イオンモール イオンリテール ○ 2015年11月18日 2015年12月20日

東北 山形県 寒河江ショッピングランド
寒河江市大字寒河江字塩水７２番
１

マックスバリュ東
北

マックスバリュ
東北 ○ 2015年11月27日 2016年7月28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 しまむら ヤマザワ しまむら ○ 2015年12月4日 2015年12月5日

東北 山形県 イオン米沢店 米沢市春日二丁目１３番地４外 イオンリテール イオンリテール ○ 2015年12月22日 2016年8月23日
東北 山形県 (仮称）カワチ鶴岡インター店 鶴岡市美咲町34番26号 東銀リース カワチ薬品 1 2016年1月22日 2016年9月23日

東北 山形県 カワチ薬品寒河江店
寒河江市大字寒河江字内の袋１０
番１外 カワチ薬品 カワチ薬品 2016年2月25日 2016年10月26日

東北 山形県 ヨークタウン嶋第１ブロック 山形市嶋北四丁目２番１８号外 ヨークベニマル 2 ヨークベニマル 戸田書店 4 2016年3月4日 2016年4月1日

東北 福島県 カワチ薬品会津アピオ店
会津若松市町北町大字始字宮前１
０番地１ほか カワチ薬品 カワチ薬品

クロスカンパニ
ー 2015年4月30日 2015年12月31日

東北 福島県 カワチ薬品大槻店 郡山市大槻町１６ほか カワチ薬品 カワチ薬品
東北テレメディ
ア開発 2015年7月27日 2016年3月28日

東北 福島県 エイトタウン本宮東棟 本宮市荒井字久保田１３２番地８ ダイユーエイト ダイユーエイト ヨークベニマル 2 2015年8月7日 2016年4月8日

東北 福島県 アピタ会津若松店
会津若松市神指町大字南四合字
幕内南１５４番地ほか ユニー ユニー コムネット 24 2015年8月27日 2016年4月28日

東北 福島県 ヨークベニマル郡山横塚店 郡山市横塚二丁目２００番地１ほか ヨークベニマル ヨークベニマル
マツモトキヨシ
東日本販売 1 2015年10月27日 2016年6月28日

東北 福島県
リオン・ドール河東ショッピングセン
ター

会津若松市河東町南高野字向原１
－１ほか 小池 コメリ

リオン・ドールコ
ーポレーション コメリ 1 2015年12月21日 2016年8月22日 2,573 3,521

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 ○ 2016年2月3日 2016年10月4日

東北 福島県 ベイシア安達店
二本松市油井字福岡１４０番地１ほ
か ベイシア ベイシア 松屋 2 2016年3月28日 2016年11月29日

東北 仙台市 仙台泉の森　ガレリアン 仙台市泉区高森四丁目2番539 須藤不動産 しまむら お茶の井ヶ田
ウエルシア薬
局 2015年4月28日 2015年4月29日

東北 仙台市 カワチ薬品仙台東店 仙台市若林区伊佐字屋敷24-4　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2015年11月24日 2016年7月25日

東北 仙台市 (仮称)ＳＢＩ仙台泉インターシティ
仙台市泉区大沢2-12-4,2-12-5,2-
12-6,2-42

SBIホールディン
グス

トップカルチャ
ー 2015年12月9日 2016年8月10日 8,650 11,165

関東 茨城県
ビッグハウス・ショッピングモール鉾
田 鉾田市滝浜字西街道４８２番１　外 タイヨー タイヨー 2 2015年4月22日 2015年12月23日

関東 茨城県 土浦ピアタウン 土浦市真鍋新町４８１０番地　外 寺田事務所 カスミ カスミ 36 2015年4月27日 2015年12月28日
関東 茨城県 エスカード牛久ショッピングセンター 牛久市牛久町280番地 牛久都市開発 イズミヤ 20 2015年5月7日 2016年1月8日
関東 茨城県 アプリＫＯＧＡ 古河市本町一丁目7011番　外３筆 コモディイイダ コモディイイダ プラザクリエイト ジュエール 2015年5月13日 2015年5月14日
関東 茨城県 山新友部店 笠間市旭町484 山新 山新 2015年5月26日 2015年6月20日
関東 茨城県 山新龍ケ崎店 龍ケ崎市中里二丁目１番地 山新 山新 2015年6月17日 2016年2月18日
関東 茨城県 イオンモール土浦 土浦市上高津367番　外 イオンリテール イオンリテール 2015年6月30日 2016年2月29日

関東 茨城県 ショッピングガーデン「アクロス」
鉾田市塔ヶ崎字古川1017番地１　
外

協同組合鉾田ショ
ッピングセンター カスミ 6 2015年7月13日 2016年3月14日

関東 茨城県
ケーズデンキ土浦真鍋店・サンキ
土浦店 土浦市真鍋一丁目1081番１　外

ケーズホールディ
ングス 三喜

ケーズホールデ
ィングス 2015年7月21日 2016年3月22日

関東 茨城県 (仮称)さえき新鉾田店 鉾田市鉾田広町2302番２　外 茨城さえき 茨城さえき 2015年7月22日 2016年3月23日
関東 茨城県 ドン・キホーテ神栖店 神栖市筒井1470-1 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2015年8月12日 2015年10月30日
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関東 茨城県
(仮称)ヴィクトリアゴルフつくば学園
東大通り店

土浦市中村南六丁目番外26番236
　外 ゼビオ ゼビオ 2015年8月19日 2015年12月15日

関東 茨城県 カスミ阿見ショッピングプラザ店 稲敷郡阿見町大字阿見字下田398 カスミ カスミ 2015年8月27日 2016年5月1日

関東 茨城県 ワンダーグー那珂店 那珂市菅谷字前原２４３１－１　外 茨城交通
ワンダーコーポ
レーション 2015年8月28日 2015年9月1日

関東 茨城県 エコス新大子店
久慈郡大子町大字池田字下小沢1
293番２　外 エコス 富士屋 エコス 2015年9月4日 2016年5月5日

関東 茨城県 山新グランステージ水戸
水戸市酒門町字上千束3234番－１
　外 山新 　 山新 2015年10月7日 2015年11月30日

関東 茨城県 ジョイフル本田古河店 古河市西牛谷347　外 ジョイフル本田 　 ジョイフル本田 2015年10月8日 2016年6月9日
関東 茨城県 ジョイフル本田荒川沖店 土浦市北荒川沖町879番３　外 ジョイフル本田 　 ジョイフル本田 ホンダ産業 ジャパンミート 2015年10月21日 2015年10月22日
関東 茨城県 ホームプラザナフコ日立店 日立市日高町四丁目１０番　外 ナフコ 　 ナフコ 2015年10月30日 2016年6月30日
関東 茨城県 ジョイフル本田守谷店 守谷市松ヶ丘三丁目８番　外 ジョイフル本田 ジョイフル本田 ジャパンミート 2015年11月18日 2015年11月19日

関東 茨城県 ワンダーグー下館店 筑西市菅谷1513番地　外
ワンダーコーポレ
ーション

ワンダーコーポ
レーション ファミリーマート

ＣＬＵＢＡＮＴＩ
ＱＵＥ 2015年11月30日 2016年8月1日

関東 茨城県
スーパーセンタートライアルつくば
学園都市店 つくば市学園の森三丁目12番６

トライアルカンパ
ニー

トライアルカン
パニー 2015年12月7日 2016年8月8日

関東 茨城県 ウエルシア下館南店 筑西市字花の前乙916番　外 カスミ ウエルシア薬局 2015年12月11日 2016年8月12日 1,450 1,792

関東 茨城県 スーパーセンタートライアル笠間店 笠間市旭町字旭平442番１　外
トライアルカンパ
ニー

トライアルカン
パニー 2015年12月17日 2016年8月28日

関東 茨城県
カスミ波崎店・ウエルシア神栖波崎
店 神栖市波崎字本郷新田8473番地３ 津久浦産業

ウエルシア薬
局 ウエルシア薬局 2015年12月17日 2016年8月18日

関東 茨城県 カスミ勝田店
ひたちなか市笹野町二丁目２番26
号 東和リース カスミ カメラの清水

ベルクリーニ
ング店 2015年12月17日 2016年8月18日

関東 茨城県 ＭＧＭパワーセンター境店 猿島郡境町1327番地の１ 一六商事 カスミ 2015年12月17日 2016年8月18日
関東 茨城県 カインズホーム下妻店 下妻市堀籠７２１番地　外 カインズ カインズ 2015年12月22日 2016年8月23日
関東 茨城県 カスミ常澄店 水戸市東前町795番地　外 カスミ カスミ 2015年12月24日 2016年8月25日
関東 茨城県 カスミ大穂店 つくば市筑穂１丁目15番６ 根本　貞男 カスミ カメラの清水 2 2015年12月24日 2016年8月25日
関東 茨城県 カスミ田尻店 日立市田尻町三丁目903番１ カスミ カスミ 2015年12月25日 2016年8月26日

関東 茨城県
カスミ下妻古沢店・ウエルシア下妻
新古沢店 下妻市古沢字屋敷東552番１　外 ヤマダ電機

ウエルシア薬
局 カスミ ウエルシア薬局 2016年1月8日 2016年9月9日

関東 茨城県 カスミ舟石川店 那珂郡東海村舟石川1572番地の１ カスミ
ティ・エイチ・オ
ー・エム 渡辺　恭子 4 2016年1月18日 2016年9月19日

関東 茨城県 千代田ショッピングプラザ
かすみがうら市大字下稲吉字八反
田2653番地

千代田片岡不動
産 ウッドストック ピー・エム・エイ 2 2016年1月27日 2016年9月28日

関東 茨城県 山新鉾田店 鉾田市安房字水砂1418-1 山新 山新 2016年2月1日 2016年10月2日
関東 茨城県 ホームプラザナフコ潮来店 潮来市潮来字潮来前6052番１　外 ナフコ ナフコ 2016年2月9日 2016年10月10日
関東 茨城県 カスミ神栖店 神栖市大野原四丁目471番地１　外 宮川　芳巳 カスミ マイステップ 5 2016年2月24日 2016年10月25日
関東 茨城県 カスミ日立豊浦店 日立市川尻町５丁目３番17号 カスミ カスミ 亀印製菓 アロー 2016年2月24日 2016年10月25日
関東 茨城県 カスミ結城店 結城市大字有紀7073　外 カスミ カスミ 2016年2月24日 2016年10月25日
関東 茨城県 カスミひたち野牛久店 外 カスミ カスミ 2016年2月25日 2016年10月26日
関東 茨城県 ウエルシア取手新町店 取手市新町三丁目甲376番２　外 ウエルシア薬局 ウエルシア薬局 2016年2月26日 2016年4月11日
関東 茨城県 カスミ下妻ショッピングプラザ 下妻市大字長塚字大貝24-1　外 大塚セラミックス㈱ カスミ 2016年3月4日 2016年11月5日
関東 茨城県 ウエルシア土浦真鍋店 土浦市真鍋三丁目3387番１　外 ダイサン ウエルシア関東 2016年3月10日 2016年11月11日

関東 茨城県 （仮称）カスミ笹野店
ひたちなか市笹野北土地区画整理地３
街区符号１　外 日立ライフ カスミ 2016年3月11日 2016年11月12日

関東 茨城県 増岡ショッピングプラザ 牛久市栄町３丁目136-１ 増岡　多喜男 トレーダー 2016年3月15日 2016年11月16日

関東 茨城県
ケーズデンキ日立本店・ワンダー
グー日立中央店 日立市鮎川町１丁目３１６番外 日立ライフ

ワンダーコーポレ
ーショ ン 2016年3月16日 2016年11月17日

関東 茨城県 Pia city 小川 小美玉市大字中延2277番地　外 カスミ カスミ
クリエイトエス・ディ
ー セリア 2016年3月17日 2016年11月18日

関東 茨城県
ランドロームフードマーケット牛久
店 牛久市さくら台一丁目１番地８ マルヤ

ランドロームジャ
パン

ワンダーコーポレー
ション 2016年3月18日 2016年11月19日 1,717 1,895

関東 茨城県 テックランドシーサイドひたちなか ひたちなか市新光町39番２ ヤマダ電機 荒蒔デンソー ヤマダ電機 荒蒔デンソー 2016年3月23日 2016年11月24日
関東 茨城県 カスミ岩瀬御領店 桜川市御領376番地の２ カスミ カスミ あい 4 2016年3月28日 2016年11月29日 3,232 3,930
関東 茨城県 カスミ藤代店 取手市藤代字蔵前６３４番地１　外 カスミ カスミ あさの 2016年3月30日 2016年12月1日

関東 茨城県
高萩ショッピングセンターユートピ
ア

高萩市大字安良川字柳町165番地1　
外 カスミ 茨城カンセキ カスミ

ワンダーコーポレー
ション 2 2016年3月31日 2016年12月1日
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関東 栃木県 小山東ショッピングセンター 小山市中久喜1467番地１　外 古河電気工業 1 イオンリテール 48 2015年4月13日 2015年12月14日 28,816
関東 栃木県 カワチ薬品小山東店 小山市犬塚二丁目16番4　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2015年6月17日 2016年2月18日 1,488
関東 栃木県 ビバモール鹿沼 鹿沼市睦町字川西城下287番1　外 帝國繊維 LIXILビバ 6 2015年6月19日 2015年7月10日 10,785

関東 栃木県 サンキさくら店・カワチ薬品さくら店
さくら市大字櫻野字五斗蒔447番　
外 三喜 1 三喜 カワチ薬品 2015年7月30日 2015年7月31日 6,020

関東 栃木県 ヤマダ電機テックランド駒生店 宇都宮市駒生町823　外 栄森 ヤマダ電機 2015年8月11日 2015年8月12日 4,853

関東 栃木県
カワチ薬品大平店　（仮称）農家の
店みのり大平店 栃木市大平町下皆川298番地　外 カワチ薬品 1 カワチ薬品 1 2015年8月24日 2016年4月25日 2,542 3,332

関東 栃木県 TAIRAYA上三川店
河内郡上三川町大字上三川4671
番地1　外 エコス エコス 2015年8月31日 2015年9月15日 2,664

関東 栃木県 たいらや自治医大店 下野市緑4丁目26番3外 東京センチュリー たいらや 2015年9月28日 2015年11月1日 1,605
関東 栃木県 宇都宮相生再開発ビル 宇都宮市馬場通り3丁目1番1号外 二荒山神社 10 紀伊国屋書店 55 2015年9月28日 2015年11月1日 14,996
関東 栃木県 宇都宮駅西口ビル 宇都宮市川向町632番13号外 三井不動産 33 ヨドバシカメラ 45 2015年10月21日 2015年11月1日 25,898
関東 栃木県 ジョイフル本田宇都宮店 河内郡上三川町大字磯岡604番外 ジョイフル本田 ジョイフル本田 3 2015年11月10日 2015年11月11日 39,887
関東 栃木県 かましん自治医大店 下野市祇園1-1-5外 かましん かましん 2 2015年11月25日 2015年12月11日 2,977
関東 栃木県 ニトリ今市店 日光市豊田25-1外 ヤマダ電機 ニトリ 2015年12月4日 2016年8月5日 2,017 2,346

関東 栃木県 サンキさくら店・カワチ薬品さくら店
さくら市大字櫻野字五斗蒔447番　
外 三喜 1 三喜 カワチ薬品 2015年12月16日 2016年2月7日 6,020

関東 栃木県 たいらや間々田店 小山市東間々田三丁目104番19外 イーグル たいらや 2016年2月24日 2016年10月25日 1,938
関東 群馬県 イトーヨーカドー藤岡店 藤岡市藤岡８３１　外 イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー 2015年4月23日 2015年4月24日
関東 群馬県 大利根ショッピングセンター 前橋市下新田町３９２番　外 東京築地青果 青和 フレッセイ ワッツオースリ セイムス(予定 2015年5月28日 2015年6月1日 11,904 4,134

関東 群馬県 新田ショッピングセンター 太田市新田市野井町５５６番１　外
田園都市未来新
田

ジョイフル本
田 ジョイフル本田 ホンダ産業 30 2015年11月4日 2015年11月17日

関東 群馬県 蔦屋書店伊勢崎茂呂店 伊勢崎市南千木町２７３７　外 トップカルチャー トップカルチャ 2015年12月18日 2015年12月19日

関東 群馬県 ジョイフル本田千代田店
邑楽郡千代田町大字萱野字若宮８
１３番１　外 ジョイフル本田 ジョイフル本田 ホンダ産業 4 2016年1月26日 2016年1月27日

関東 群馬県 フレッセイ榛東新井店
北群馬郡榛東村大字新井字十二
前2222-2　外 フレッセイ フレッセイ クスリのマルエ 2016年2月25日 2016年2月26日

関東 埼玉県 （仮称）越谷市谷中町二丁目計画 越谷市谷中町二丁目59番1 タケシマ MeLTS ドン・キホーテ 2015年4月8日 2015年4月22日

関東 埼玉県
SHOPPING CENTER SOYOCA 
FUJIMINO ふじみ野市うれし野二丁目10番3号

三菱UFJ信託銀
行

ココカラファイン
ヘルスケア 27 2015年6月15日 2016年2月20日 7,165

関東 埼玉県 木村ビル 鴻巣市逆川二丁目216番地　外 木村光一 ヤオコー 2015年6月29日 2015年6月30日 1,777
関東 埼玉県 中村ショッピングビル 越谷市東越谷七丁目75番1号 中村武司 中村和弘 コモディイイダ 2015年7月10日 2015年8月1日 1,924
関東 埼玉県 ヒノデビル 川越市大字砂944番地1外 武内伸介 2 コモディイイダ 2015年7月17日 2015年8月1日 2,850
関東 埼玉県 パトリア桶川店 桶川市若宮一丁目101番地56 新都市ライフ 東武ストア 26 2015年7月30日 2015年7月31日 14,720
関東 埼玉県 ショッピングセンターニットーモール 熊谷市銀座二丁目245番地 三菱UFJ信託銀 ヤオコー 40 2015年8月20日 2015年8月30日 19,612

関東 埼玉県

PEONY WALK 
東松山　ケーズデンキ　ピオニウォ
ーク東松山 東松山市あずま町四丁目3番地外 ユニー ユニー

ケーズホールデ
ィングス 2015年8月21日 2015年8月22日 42,809

関東 埼玉県 （仮称）スポーツデポ入間藤沢店
入間市下藤沢178-1、178-3、185-
1、186-1 齋藤　勲 アルペン 1 2015年9月3日 2016年5月4日 5,319

関東 埼玉県 ヤオコー坂戸ショッピングプラザ 坂戸市千代田2丁目100番地18
三井住友信託銀
行 ヤオコー 2 2015年9月9日 2016年5月10日 3,450 3,815

関東 埼玉県 サミットストア戸田駅店 戸田市新曽３３８番の２
ジェイアール東日
本都市開発 サミット 2015年10月20日 2016年6月21日 1,490

関東 埼玉県 カワチ薬品南桜井店
春日部市新宿新田字西之宮３２１
番１外 カワチ薬品 カワチ薬品 2015年11月5日 2016年7月6日 1,978

関東 埼玉県 桜井ビル 和光市新倉１－１２－１ 桜井商事 いなげや 浦和寿 1 2015年11月11日 2016年7月12日 1,480
関東 埼玉県 蔦屋書店　熊谷店 熊谷市大字新堀新田字中山620-1 奥富允 トップカルチャ 2015年12月3日 2015年12月4日 1,279

関東 埼玉県 生鮮市場TOP川越店 川越市大字小室385-1 マミーマート マミーマート
ワンダーコーポ
レーション 2015年12月4日 2016年8月5日 6,679

関東 埼玉県 八潮南ショッピングセンター 八潮市大字大曾根273-5　外 イオンリテール イオンリテール フジパンストア 1 2015年12月9日 2016年1月26日 5,080
関東 埼玉県 サンドラッグ春日部ユリノキ通り店 春日部市豊町四丁目6番1号　外 マルヤ サンドラッグ 2015年12月9日 2016年8月10日 2,825 1,389

関東 埼玉県 ヤオヒロ上尾東店
上尾市大字上尾村字向原1300番
地1 ヤオヒロ ヤオヒロ 2015年12月10日 2015年12月11日 1,793
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関東 埼玉県 BENIBANA WALK 桶川

桶川市桶川都市計画事業下日出
谷東特定土地区画整理事業地内4
2街区1画地 ユニー ユニー 36 2015年12月11日 2016年8月12日 20,787

関東 埼玉県 ジョイフル本田幸手店
幸手市大字上高野字菩薩前1245
番1　外 ジョイフル本田 ジョイフル本田 ホンダ産業 2 2015年12月11日 2016年1月12日 25,909

関東 埼玉県
ジョイフル本田幸手店　農業資材
館

幸手市大字上高野字菩薩前1233
番　外 ジョイフル本田 ジョイフル本田 2015年12月11日 2016年1月12日 1,250

関東 埼玉県
ジョイフル本田幸手店　ペット・ガー
デンセンター

幸手市大字上高野字菩薩前1331
番　外 ジョイフル本田 ジョイフル本田 2015年12月11日 2016年1月12日 5,302

関東 埼玉県 マツモトビル
三芳町大字藤久保字俣埜３０５番
地１ 松本商会 ダイエー 12 2016年2月10日 2016年10月11日 9,070

関東 埼玉県 澤田ショッピングビル 入間市下藤沢３５３番地１ 明野沢産業 エコス 2016年2月29日 2016年3月19日 1,610
関東 埼玉県 ベスタ東鷲宮 久喜市桜田二丁目6番地1　他 ベルク ベルク セキ薬品 2 2016年3月8日 2016年11月9日 7,935
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 2016年3月14日 2016年11月15日 25,031
関東 埼玉県 スーパービバホーム春日部店 春日部市下柳字古川端769番地1 ＬＩＸＩＬビバ ＬＩＸＩＬビバ マミーマート 2016年3月15日 2016年11月16日 15,453
関東 埼玉県 島忠ホームズ川口店 川口市大字芝７２２９番地外 島忠 島忠 2016年3月15日 2016年11月16日 4,298

関東 埼玉県 スーパービバホーム深谷店
深谷市上柴町東二丁目29番8他１
４筆 ＬＩＸＩＬビバ ＬＩＸＩＬビバ 2016年3月15日 2016年11月16日 11,323

関東 埼玉県 イオン狭山店
狭山市大字上奥富字上川原1126
―1 イオンリテール イオンリテール

エービーシー・
マート 19 2016年3月16日 2016年3月17日 18,472

関東 千葉県 ジョイフル本田千葉ニュータウン店 印西市牧の原二丁目１番地ほか ジョイフル本田 0 ジョイフル本田 6 2015年4月21日 2015年4月22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 2015年4月28日 2015年4月29日

関東 千葉県 ライフ増尾店 柏市増尾３－２１０８－１ほか 伊能  穰 3
ライフコーポレ
ーション 0 2015年5月21日 2015年5月22日

関東 千葉県 カインズホーム茂原店農資館
茂原市腰当字北川端６０２番地１ほ
か カインズ 0 カインズ 0 2015年5月29日 2016年1月30日 3,745 4,945

関東 千葉県 イオンモール千葉ニュータウン 印西市中央北３丁目１番地１ほか
千葉ニュータウン
センター 1 イオンリテール 84 2015年6月24日 2015年7月30日 47,000

関東 千葉県 精文館書店木更津店 木更津市太田二丁目５番地１号ほ 精文館書店 0 精文館書店 0 2015年6月25日 2015年7月10日 2,606

関東 千葉県 カインズホーム東金店
東金市田間字峯大坪1007番地2ほ
か カインズ 0 カインズ 0 2015年6月25日 2015年6月26日 7,291

関東 千葉県 ジョイフル本田君津店資材館 君津市外箕輪３丁目８番４ほか ジョイフル本田 0 ジョイフル本田 0 2015年7月7日 2015年7月8日 2,552

関東 千葉県
カインズホームスーパーセンター香
取小見川店 香取市野田字部田４５６番地ほか カインズ 0 カインズ 1 2015年7月24日 2016年2月15日 7,800 9,300

関東 千葉県 ベイシア木更津金田店 木更津市金田東五丁目2番地1 ベイシア 0 ベイシア 0 2015年7月31日 2015年8月1日 7,265

関東 千葉県 イオン市川妙典店 市川市妙典五丁目１０３番地２ほか
妙典タウンセンタ
ー 0 イオンリテール 13 2015年9月24日 2008年9月26日 19,151

関東 千葉県
（仮称）大和情報サービス（株）貸
店舗柏の葉複合店舗

柏北部中央地区一体型特定土地
区画整理事業１８２街区３ほか

大和情報サービ
ス 0 三和 1 2015年9月30日 2015年10月1日 1,489

関東 千葉県 ケーヨーデイツー長生店
長生郡長生村七井土字中割１４９２
番地１ほか ケーヨー 0 ケーヨー 0 2015年10月2日 2015年10月3日 6,821

関東 千葉県 （仮称）東習志野商業施設計画 習志野市東習志野七丁目１番１ 三菱ＵＦＪリース 0 カスミ 5 2015年10月8日 2015年10月9日 3,394
関東 千葉県 ダイエー長浦店 袖ヶ浦市長浦駅前１丁目７番地 ダイエー 0 ダイエー 7 2015年10月19日 2016年6月20日 9,811

関東 千葉県 三井アウトレットパーク木更津 木更津市金田東三丁目１番１ 三井不動産 0
アディダスジャ
パン 179 2015年10月20日 2016年2月1日 34,039

関東 千葉県 カワチ薬品成田ニュータウン店 成田市赤坂３－１－５ カワチ薬品 0 カワチ薬品 0 2015年12月2日 2016年8月3日 2,656
関東 千葉県 カインズモール千葉ニュータウン 印西市泉野一丁目１４４番地６ほか カインズ 0 カインズ 1 2015年12月2日 2016年8月3日 23,135
関東 千葉県 ファッションセンターしまむら勝浦店 勝浦市部原字原田1062番地１ほか ダイワロイヤル 1 しまむら 0 2015年12月9日 2016年8月10日 1,134 2,034

関東 千葉県 豊四季台団地商業施設
柏市豊四季台四丁目９３７番地９７
ほか

独立行政法人都
市再生機構 0

イオンマーケッ
ト 8 2015年12月18日 2016年8月19日 1,107 1,436

関東 千葉県
船橋駅北口市街地再開発ビル・ 
船橋東武ビル 船橋市本町七丁目３番地ほか

三井住友信託銀
行 42 東武百貨店 3 2015年12月28日 2016年8月29日 36,439

関東 千葉県 高根台西ショッピングセンター 船橋市高根台一丁目２番１
独立行政法人都
市再生機構 2 京成ストア 32 2015年12月28日 2016年8月29日 10,022 11,246
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関東 千葉県 カインズホーム館山店
館山市高井字上畑作１７７１番地ほ
か カインズ 0 カインズ 1 2016年1月29日 2016年1月30日 13,370

関東 千葉県 ジョイフル本田八千代店Ａ館
八千代市村上字白筋２７２３番地１
ほか ジョイフル本田 0 ジョイフル本田 0 2016年2月10日 2016年2月12日 5,027

関東 千葉県 ジョイフル本田八千代店Ｂ館
八千代市村上字白筋２７００番地４
ほか ジョイフル本田 0 ジョイフル本田 0 2016年2月10日 2016年2月12日 2,807

関東 千葉県 ジョイフル本田市原店 市原市五所字神明１７３４番地１ほ ジョイフル本田 0 ジョイフル本田 0 2016年2月10日 2016年2月12日 7,206

関東 千葉県 カインズホーム八日市場店
匝瑳市八日市場ロ字横田１１８番
地ほか カインズ 0 カインズ 2 2016年3月8日 2016年3月9日 14,145

関東 千葉県 大網白里ショッピングセンター
大網白里市みやこ野１丁目１番地１
ほか イオンリテール 1 イオンリテール 22 2016年3月29日 2016年12月1日 9,944

関東 東京都
志村３丁目駅前ショッピングセンタ
ー 板橋区志村三丁目26番4号

フロンティア不動
産投資法人 サミット 2 2015年4月28日 2015年4月30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１番２０号ほか
三井住友信託銀
行 1 未定 1 2015年5月14日 2015年6月1日

関東 東京都 東金ビル 板橋区東坂下二丁目１２番８号 Olympicグループ Olympic 2015年6月4日 2015年7月10日 7,722
関東 東京都 ホームセンターコーナン本羽田店 大田区本羽田二丁目３番１号 コーナン商事 コーナン商事 2015年6月4日 2015年8月4日 10,013 12,005
関東 東京都 西友練馬店Ｂ館 練馬区練馬一丁目３番１０号 西武鉄道 西友 2015年6月8日 2015年7月3日 3,086
関東 東京都 聖蹟桜ヶ丘ＯＰＡ 多摩市関戸四丁目７２番地 井上正吉 2 コモディイイダ ○ 2015年6月15日 2015年7月1日 20,710

関東 東京都 大丸松坂屋百貨店　松坂屋上野店 台東区上野三丁目２９番５号
大丸松坂屋百貨
店

大丸松坂屋百
貨店 2015年6月26日 2015年8月1日 32,713 25,426

関東 東京都 ダイシン百貨店ビル 大田区山王三丁目６番３号 ダイシン百貨店 ダイシン百貨店 2015年6月29日 2015年8月1日 10,539

関東 東京都 文京グリーンコート 文京区本駒込二丁目２８番１０号 科研製薬 1
ＣＦＳコーポレー
ション 8 2015年7月7日 2015年8月1日 3,986

関東 東京都 日本電波塔ビル 港区芝公園四丁目2番8号 日本電波塔

Ａｍｕｓｅｑｕｅｓｔ
　Ｔｏｋｙｏ　Ｔｏｗ
ｅｒ有限責任事
業組合 16 2015年7月9日 2015年7月18日 2,272

関東 東京都 小名木川商業施設 江東区北砂二丁目１６番１号 日本貨物鉄道 イトーヨーカ堂 ○ 2015年7月10日 2015年8月6日 31,500
関東 東京都 ピーコックストア自由が丘店 目黒区自由が丘二丁目１５番４号 イオンマーケット イオンマーケッ 2 2015年7月14日 2015年8月1日 3,888
関東 東京都 新橋プレイス 港区新橋一丁目１２番９号 三菱UFJ信託銀 ヤマダ電機 2015年7月22日 2015年7月31日 44
関東 東京都 トルナーレ日本橋浜町 中央区日本橋浜町三丁目３番１号 安田不動産 4 イオンマーケッ 4 2015年7月24日 2015年8月1日 1,487

関東 東京都 ライフコア小豆沢
板橋区小豆沢二丁目４番８－１０１
号

ＮＲＥＧ東芝不動
産 東武ストア 1 2015年8月11日 2015年8月31日 1,763

関東 東京都 高島平団地2-33-1号棟 板橋区高島平二丁目３３番１号
独立行政法人都
市再生機構 東武ストア

イオンマーケッ
ト 9 2015年8月11日 2015年8月26日 7,356

関東 東京都 西武渋谷店 渋谷区宇田川町２１番１号ほか 松竹映画劇場 2 そごう・西武 ロフト 2015年8月14日 2015年9月3日 41,332
関東 東京都 三井アウトレットパーク多摩南大沢 八王子市南大沢一丁目６００番地 三井不動産 ラストコール ○ 2015年9月3日 2016年5月4日 16,913
関東 東京都 理研神谷ビル 北区神谷三丁目12番1号 理研コランダム ダイエー 5 2015年9月3日 2015年10月1日 9,909
関東 東京都 三越日本橋本店　本館・新館 中央区日本橋室町一丁目４番１号 三越伊勢丹 三越伊勢丹 2015年9月11日 2016年4月1日 62,318

関東 東京都 東京イースト２１
江東区東陽六丁目３番1号、２号、
３号 鹿島東京開発 サミット ○ 2015年9月18日 2015年10月14日 15,930

関東 東京都
小田急百貨店本館ビル・小田急新
宿駅南口専門店ビル 新宿区西新宿一丁目１番３号ほか 小田急百貨店 1 小田急百貨店 80 2015年9月18日 2015年10月28日 46,021

関東 東京都 ベルビー赤坂 港区赤坂３丁目１番６号 東京地下鉄 ビックカメラ 2015年10月23日 2015年11月12日 6,388
関東 東京都 前野町ショッピングセンター 板橋区前野町四丁目21番22号 特殊金属エクセル イオンリテール ○ 2015年10月27日 2015年11月18日 11,892
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 ドン・キホーテ 2015年11月6日 2016年1月21日 10,620
関東 東京都 渋谷神南共同ビル 渋谷区神南一丁目33番1号ほか 丸井 ○ 丸井 ○ 2015年11月25日 2015年11月19日 9,882
関東 東京都 松原ビル 世田谷区宮坂二丁目19番5号 松原ビル イオンマーケッ 4 2015年11月16日 2015年12月14日 4,364

関東 東京都
葛西クリーンタウンショッピングセン
ター 江戸川区清新町一丁目3番6号 新都市ライフ マルエツ 9 2015年11月30日 2015年12月18日 5,535

関東 東京都 後楽園ショッピングセンター 調布市調布ケ丘一丁目１８番地１ ニビック マルエツ 2 2015年12月8日 2016年2月1日 2,981

関東 東京都 アトレ吉祥寺
武蔵野市吉祥寺南町一丁目１番２
４号 アトレ ○ 2015年12月17日 2015年12月30日 17,425

関東 東京都 タストンビル 町田市原町田三丁目２番８号 タストン ダイエー 2015年12月18日 2016年8月19日 9,193 1,377
関東 東京都 トーホープラザ 練馬区錦二丁目１９番１号 ＲＢインベスター ドン・キホーテ 2016年1月8日 2016年2月1日 3,506
関東 東京都 京王百貨店新宿ビル 新宿区西新宿一丁目１番４号 京王電鉄 京王百貨店 2016年1月13日 2016年9月14日 37,820
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関東 東京都 ノジマNEW青梅店 青梅市今寺五丁目１番地１ほか ノジマ ノジマ 2016年1月20日 2016年9月21日 2,157

関東 東京都
西武池袋本店・池袋パルコ・池袋シ
ョッピングパーク

豊島区南池袋一丁目２８番１号ほ
か

セブン＆アイ・ア
セットマネジメント 5 そごう･西武 149 2016年1月21日 2016年3月1日 90,095

関東 東京都 東小金井国際興業ビル 小金井市中町二丁目２３番２３号 国際興業 イオンマーケッ 2 2016年1月25日 2016年2月16日 1,800
関東 東京都 ダイエー武蔵村山店 武蔵村山市伊奈平三丁目３６番地 ダイエー ダイエー 6 2016年2月4日 2016年4月1日 13,000
関東 東京都 ドリーム１号館 中野区鷺宮一丁目17番3号 大野　泰弘 イオンマーケッ キャン・ドゥ 2016年2月5日 2016年3月1日 1,300

関東 東京都 立川ＴＭビル 立川市曙町二丁目３９番３号
三菱ＵＦＪ信託銀
行株 1 髙島屋 2 2016年2月22日 2016年2月26日 32,007

関東 東京都 マルエツ西新井店 足立区西新井二丁目26番16号 石渡新一 マルエツ 2016年3月1日 2016年11月2日 2,194

関東 東京都 ネーチャーズ・フォーレストプラザ 練馬区高野台一丁目7番1号
ネーチャーズフォ
ーレスト

イオンマーケッ
ト 2016年3月4日 2016年11月5日 3,880

関東 東京都 リヴィンオズ大泉店 練馬区東大泉二丁目10番11号 東映 西友 2016年3月31日 2016年12月1日 17,522 19,800
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4月6日 2015年12月7日

関東 神奈川県 コーナン鎌倉大船モール 鎌倉市岡本字耕地1,238の１ほか
三井住友ファイナ
ンス＆リース コーナン商事 6 2015年5月21日 2016年1月22日 18,309 21,403

関東 神奈川県 湘南Ｔ－ＳＩＴＥ
藤沢市辻堂元町６－4,176の15ほ
か ソウ・ツー

カルチュア・コン
ビニエンス・クラ
ブ 14 2015年6月2日 2016年2月3日 2,781

関東 神奈川県 アクロスプラザ湯河原 湯河原町中央１の1617 みずほ信託銀行
CFSコーポレー
ション 3 2015年7月10日 2015年7月11日 3,380

関東 神奈川県 渋谷Tスクエア
大和市渋谷(南部地区)土地区画整
理事業地内32街区1区画地内 冨田　喜昭 未定 2015年7月13日 2016年3月14日 3,026

関東 神奈川県 渋谷Tスクエア
大和市渋谷(南部地区)土地区画整
理事業地内32街区1区画地内 冨田　喜昭 未定 2015年7月13日 2015年7月14日 3,026

関東 神奈川県 コトブキホームセンター 小田原市寿町1-23の1ほか 寿工業㈱
CFSコーポレー
ション 1 2015年7月14日 2015年7月15日 3,272

関東 神奈川県 ニチバクビル 茅ヶ崎市茅ヶ崎２－1,880の８ほか 日本精麥 イオンリテール 13 2015年9月3日 2016年5月4日 26,183

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

三井住友ファイナ
ンス＆リース 1 ＬＩＸＩＬビバ 2 2015年10月9日 2016年6月10日 21,880

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10月28日 2016年6月29日 6,485 ×
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10月28日 2015年10月29日 6,485 ×

関東 神奈川県 ザ・ビッグ小田原寿町店 小田原市寿町4-1の2ほか 穂谷野　俊雄
マックスバリュ
東海 2015年10月23日 2016年6月24日 1,388

関東 神奈川県 ハンディホームセンター綾瀬店
定土地区画整理事業区域内56街
区 マキバ マキバ 2015年10月5日 2016年6月6日 8,266

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11月4日 2016年7月5日 6,485 ×
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11月4日 2015年11月5日 6,485 ×
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11月9日 2016年7月10日 6,485
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11月9日 2015年11月10日 6,485 ×
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11月19日 2015年11月20日 6,485
関東 神奈川県 曽屋共同ビル 秦野市曽屋4,784ほか 桝屋青果 2 日本トイザらス 1 2016年2月9日 2016年10月10日 6,197 6,012
関東 神奈川県 ダイエー大根店 秦野市南矢名２－２の１ほか 矢作地所 ダイエー 2 2016年2月15日 2016年10月16日 3,408
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 2016年2月16日 2016年10月17日 6,664
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 4 2016年2月24日 2016年10月25日 11,087

関東 神奈川県 ハーモス座間 座間市立野台１－4,970の14ほか 武井　英雄 3
生活協同組合
ユーコープ 1 2016年3月31日 2016年12月1日 3,956

関東 新潟県 小出ショッピングセンター 魚沼市井口新田701番　外 原信 原信 トップカルチャ 2 2015年7月10日 2015年7月11日
関東 新潟県 原信岩上店 柏崎市大字岩上字扇田251番1外 原信 原信 トップカルチャ 2015年7月10日 2015年7月11日

関東 新潟県 上越セントラルスクエア 上越市藤野新田1176-1　外 上新電機 青山商事 青山商事
カジュアルラン
ドあおやま 3 2015年7月10日 2015年7月11日

関東 新潟県 蔦屋書店佐渡佐和田店 佐渡市市野沢82番地 渡辺建設 トップカルチャ 2015年7月15日 2015年7月16日

関東 新潟県 ホームセンタームサシ村上店 村上市大字仲間町386番地
アークランドサカ
モト

アークランドサ
カモト 2015年7月30日 2016年3月31日

関東 新潟県 クスリのアオキ鴨島店 上越市鴨島一丁目1504番　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2015年8月11日 2016年4月13日
関東 新潟県 クスリのアオキ上越昭和町店 上越市昭和町二丁目988-1　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2015年11月20日 2016年7月21日
関東 新潟県 クスリのアオキ弥彦店 西蒲原郡弥彦村美山359番地1外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2016年1月25日 2016年9月26日
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関東 長野県 綿半スーパーセンター千曲店 千曲市大字内川770 綿半ホームエイド
綿半ホームエイ
ド 2015年6月4日 2016年2月5日 7,681

関東 長野県 綿半スーパーセンター千曲店 千曲市大字内川770 綿半ホームエイド
綿半ホームエイ
ド 2015年6月4日 2016年2月5日 7,681

関東 長野県 Ａ・コープあんず店 千曲市大字雨宮317
ちくま農業協同組
合

長野県Ａ・コー
プ 2 2015年8月11日 2015年8月12日 1,668

関東 長野県 アグリまつしろ 松代町西寺尾字裏1450外
グリーン長野共同
組合

グリーン長野共
同組合 2 2015年7月27日 2016年3月28日

関東 長野県 蔦屋川中島店 長野市稲里町中央２－12－１ トップカルチャー トップカルチャ 2015年7月7日 2015年7月8日 1,298

関東 長野県

洋服の青山松本村井店・イエロー
ハット松本村井店・パリミキ南松本
店 松本市村井町北一丁目689番ほか

サワダ・イエロー
ハット・角不動産
事務所 青山商事 ホットマン 1 2015年9月14日 2015年9月20日 1,931

関東 長野県 洋服の青山　長野南高田店 長野市大字高田字高田1843- 青山商事 青山商事 2015年9月24日 2016年5月25日 1,214
関東 長野県 カインズホーム佐久平店 佐久市佐久平駅南25-3ほか カインズ カインズ 2015年11月13日 2015年11月14日
関東 長野県 ベルプラザショッピングセンター 上田市中丸子1647－７ほか みずほ信託銀行 ツルヤ 5 2015年11月26日 2016年7月27日

関東 長野県 東部中央ショッピングセンター
東御市大字田中字城ノ前705－１
ほか マツヤ マツヤ 7 2015年11月30日 2016年2月16日

関東 長野県 マツヤ丸子店 上田市上丸子331-１ほか 昭和建物 マツヤ 7 2015年11月30日 2016年2月16日
関東 長野県 マツヤ上田店 上田市大字小泉高田715-1ほか マツヤ マツヤ 4 2015年11月30日 2016年2月16日
関東 長野県 マツヤ小諸インター店 小諸市大字諸字鳥井辺297-1ほか マツヤ マツヤ 7 2015年12月8日 2016年2月16日
関東 長野県 マツヤ臼田店 佐久市田口5566ほか マツヤ マツヤ 1 2015年12月8日 2016年2月16日
関東 長野県 マツヤ南佐久店 佐久穂町大字畑3804-1ほか マツヤ マツヤ 6 2015年12月8日 2016年2月16日

関東 長野県 南松本複合店舗 松本市大字芳川平田字平田660-2
ケイ・ティ経営研
究所 ユニクロ ツルハＨＤ 2015年12月18日 2016年8月19日 1,798 2,301

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 1 マツヤ クスリのアオキ 2015年12月1日 2016年2月16日
関東 長野県 マツヤ稲葉店 長野市大字稲葉字母袋沖748ほか マツヤ マツヤ 2015年12月1日 2016年2月16日

関東 長野県 マツヤショッピングモール
長野市大字赤沼字聖下2414-
3ほか

マツヤショッピン
グモール マツヤ 9 2015年12月1日 2016年2月16日

関東 長野県 マツヤ七瀬店 長野市大字鶴賀字呑沢580ほか マツヤ マツヤ 2016年2月1日 2016年10月2日 1,098 1,106
関東 長野県 アピタ伊那店 伊那市西町5182ほか ユニー ユニー 2016年3月11日 2016年11月12日
関東 山梨県 オギノ上今井店 甲府市上今井町769番外 大和情報サービ オギノ 未定 2015年4月15日 2015年12月16日 1,787

関東 山梨県 イオンモール甲府昭和
昭和町常永土地区画整理地内１街
区 イオンモール イオンリテール 2015年11月13日 2016年7月14日 28,000

関東 山梨県 DIS上今井複合施設 甲府市上今井町７６９番外
大和情報サービ
ス オギノ 2015年11月30日 2016年7月31日 1,787 2,621

関東 山梨県 朗月堂本店 甲府市貢川本町１３番６号
仲沢巖、朗月堂
他2名 朗月堂 2015年12月25日 2016年8月26日 1,463

関東 山梨県 ケーズデンキ甲府店 甲府市国母五丁目２１５２番外
ケーズホールディ
ングス

ケーズホールデ
ィングス 2016年1月8日 2016年1月9日 5,953

関東 山梨県
ＢＯＯＫＯＦＦＰＬＵＳ田富昭和通り
店

中央市山之神字流通団地3355番
地 カワチ薬品

ﾌﾞｯｸｵﾌｺｰﾎﾟﾚｰ
ｼｮﾝ 2016年2月10日 2016年3月4日 1,917

関東 山梨県 河口湖ショッピングセンター
南都留郡富士河口湖町船津2986
番地外

河口湖ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾ
ﾝﾀｰ

河口湖商業開
発 宝水産 2016年2月16日 2016年10月17日 8,904

関東 静岡県 ジャンボエンチョー掛川店 掛川市大池2849　外 エンチョー 1 エンチョー サンクス東海 1 2015年4月3日 2015年12月4日

関東 静岡県 長泉ショッピングセンター 長泉町下土狩字御蔵上1350-1
永倉ショッピング
ビル

マックスバリュ
東海 7 2015年5月29日 2015年5月30日

関東 静岡県 ハックドラッグ長岡駅前店
伊豆の国市南條字上大久保453-
17外

CFSコーポレーシ
ョン

CFSコーポレー
ション 2015年6月4日 2015年6月5日 1,320

関東 静岡県 御殿場プレミアム・アウトレット 御殿場市深沢込ノ原1312-1外
三菱地所・サイモ
ン

三菱地所・サイ
モン 160 2015年7月23日 2016年3月24日 41,452

関東 静岡県 ノジマ藤枝水守店 藤枝市水守一丁目17-8外 ノジマ ノジマ 2015年10月29日 2016年6月30日 1,952
関東 静岡県 杏林堂薬局鷲津店 湖西市鷲津字小名川1,095-１外 エッチ・ピー・エス 杏林堂薬局 2015年11月10日 2015年11月24日 1,974

関東 静岡県 バロー三園平店 富士宮市三園平687外
バローホールディ
ングス バロー 大創産業 2 2015年11月18日 2015年11月19日 5,239

関東 静岡県 長泉ショッピングセンター 長泉町下土狩字御蔵上1350-1
永倉ショッピング
ビル

マックスバリュ
東海 7 2015年11月20日 2016年7月21日 2,404
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関東 静岡県 日清プラザ 三島市中田町９-30 日清プラザ 1 イトーヨーカ堂 24 2015年12月22日 2016年8月23日 16,000
関東 静岡県 アピタ磐田店 磐田市今之浦三丁目１-11 ユニー ユニー 30 2016年2月2日 2016年10月3日 15,976
関東 静岡県 ドン・キホーテ磐田店 磐田市上岡田986-1外 飯田商店 ドン・キホーテ 2016年3月2日 2016年11月3日 1,879

関東 静岡県 ドン・キホーテ藤枝店 藤枝市水上字鳥越210-95 五光建設 ドン・キホーテ
ゲオ・ホールデ
ィングス 2016年3月18日 2016年4月22日 2,653

関東 さいたま市 マミーマート南中野店 さいたま市見沼区南中野６５０ マミーマート マミーマート 2015年4月13日 2015年12月14日

関東 さいたま市 深井ビル
さいたま市桜区田島五丁目18番15
号 深井商事 ダイエー 3 2015年4月21日 2015年6月1日

関東 さいたま市 武蔵浦和ショッピングスクエア さいたま市南区別所7丁目3-1 みずほ信託銀行 オリンピック ニトリ 1 2015年6月8日 2016年2月9日
関東 さいたま市 吉田ショッピングビル さいたま市緑区大字大間木１７３３ 本家吉田 コモディイイダ 2015年7月21日 2015年8月1日

関東 さいたま市 ビバモールさいたま新都心
さいたま市浦和区上木崎一丁目13
番1号

三井住友ファイナ
ンス＆リース ＬＩＸＩＬビバ 11 2015年11月11日 2016年7月12日

関東 さいたま市 イオンモール浦和美園 さいたま市緑区大字大門３７１０　 イオンリテール イオンリテール 85 2015年11月27日 2016年7月28日

関東 さいたま市 マルエツ西大宮駅前店
さいたま市西区大字清河寺字大塚
２３ マルエツ マルエツ 2 2015年12月15日 2016年8月16日

関東 さいたま市 WATSU
さいたま市岩槻区本町3丁目1番1
号　外 岩槻都市振興 60 マルエツ 32 2015年12月17日 2016年8月18日

関東 さいたま市 富士重工宮原ショッピングセンター
さいたま市北区宮原町一丁目854
番地１外３筆、853番地１外13筆 スバル興産 イトーヨーカ堂 91 2015年12月18日 2016年8月19日

関東 さいたま市 小池・守屋・神田ビル
さいたま市南区南本町一丁目７番
４号 小池　勝 2 丸広百貨店 2016年3月7日 2016年4月1日

関東 千葉市 三井アウトレットパーク幕張
千葉市美浜区ひび野二丁目５番、
６番１号、８番 三井不動産 2015年4月13日 2015年5月1日

関東 千葉市 塚本大千葉ビル 千葉市中央区富士見２丁目３番１ 塚本總業 2015年4月14日 2015年7月16日

関東 千葉市
Ｍａｋｕｈａｒｉ－ＢＯＸ　ＣＨＩＢＡ　ＮＩＳ
ＳＡＮ

千葉市花見川区幕張町４丁目５４４
番地 千葉日産自動車 2015年4月22日 2015年4月23日

関東 千葉市 オリンピック千葉東店 千葉市中央区星久喜町170番1他 Ｏｌｙｍｉｃグループ Ｏｌｙｍｉｃグルー 2015年5月29日 2016年1月30日
関東 千葉市 ケーズデンキ千葉古市場店 千葉市緑区古市場町８９１番　外 ベイシア電器 2015年7月1日 2015年7月2日

関東 千葉市 ロイヤルホームセンター千葉北
千葉市稲毛区六方町７５番１、８０
番、８１番、８３番２

ロイヤルホームセ
ンター 2015年7月6日 2015年7月7日

関東 千葉市 カワチ薬品　おゆみ野店
千葉市緑区おゆみ野中央７丁目３
０番地６ カワチ薬品 2015年7月24日 2016年3月25日

関東 千葉市 ベイシアちば古市場店 千葉市緑区古市場町８２４番外 ベイシア 2015年7月24日 2016年3月25日

関東 千葉市 ケーヨーデイツー宮野木店
千葉市稲毛区宮野木町１９３６番地
　他 カワチ薬品 ケーヨー 2015年7月29日 2016年3月30日

関東 千葉市 ペリエ西千葉
千葉市中央区春日二丁目２４番２
号

千葉ステーション
ビル 2015年9月2日 2016年5月3日

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

ロイヤルホームセ
ンター

ロイヤルホーム
センター 2016年2月2日 2016年10月3日

関東 横浜市 ルララこうほく 都筑区中川中央二丁目2番１号 みずほ信託銀行 ヤマダ電機 8 2015年4月27日 2015年12月28日
関東 横浜市 鴨居商業ビル 緑区鴨居一丁目６番１号 鴨居商業ビル ダイエー 2 2015年4月30日 2015年5月1日

関東 横浜市 オーロラシティー 戸塚区品濃町537番地１
三井住友信託銀
行 ダイエー そごう・西武 2 2015年6月3日 2015年6月4日 59,000

関東 横浜市 ハックドラッグ戸塚店 戸塚区下倉田町190番地１ 奥野電器産業
CFSコーポレー
ション 荒井商事 2015年7月27日 2015年8月1日 2,818

関東 横浜市
独立行政法人都市再生機構洋光
台中央団地中心施設（13街区） 磯子区洋光台三丁目13番１号

独立行政法人都
市再生機構

イオンマーケッ
ト 10 2015年8月21日 2015年9月1日 2,958

関東 横浜市 ピーコックストア　磯子店 磯子区森一丁目６番１号 イオンマーケット イオンマーケッ 2 2015年8月21日 2015年9月1日 2,332
関東 横浜市 たまプラーザテラス　ノーズプラザ 青葉区美しが丘一丁目７番地 東京急行電鉄 東急百貨店 2015年8月27日 2015年10月1日 32,519

関東 横浜市 新杉田ショッピングセンター 磯子区新杉田町６番地
ジェイアール東日
本都市開発 ヴィドフランス 13 2015年9月14日 2015年9月15日 1,423

関東 横浜市 モレラ東戸塚 川上町91番地１　ほか 新一ビル 東急ストア 4 2015年9月30日 2015年10月5日 2,995

関東 横浜市
ホームセンターコーナン港北インタ
ー店 都筑区折本町142番地　ほか コーナン商事 コーナン商事 2 2015年10月13日 2016年6月14日 12,900 15,596

関東 横浜市 ルミネ横浜店 西区高島二丁目16番１号 ルミネ 有隣堂 95 2015年11月27日
2015年11月28日
2016年7月30日 19,091
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関東 横浜市 市ヶ尾駅ビル 青葉区市ケ尾町1156番地１ 東京急行電鉄 東急ストア 2015年11月30日 2015年12月1日 1,377

関東 横浜市 ハーモス深谷 戸塚区深谷町1055番地１ 川邊勝彦
生活協同組合
ユーコープ 2 2015年12月7日 2016年8月8日 3,691

関東 横浜市 アピタ金沢文庫店 金沢区釜利谷東二丁目33番１号 ユニー ユニー 未定 2015年12月7日 2016年8月8日 11,795 11,145

関東 横浜市 相鉄いずみ野駅北口ビル 泉区和泉町6213番地１ほか
相鉄アーバンクリ
エイツ 相鉄ローゼン 5 2015年12月10日 2016年8月11日 1,267 4,618

関東 横浜市 ロピア港北インター店 都筑区折本町118番地ほか コーナン商事 ロピア 2015年12月16日 2016年8月17日 1,887

関東 横浜市
独立行政法人都市再生機構本郷
台駅前団地中心施設 栄区小菅ケ谷一丁目４番７号

独立行政法人都
市再生機構

イオンマーケッ
ト 8 2015年12月21日 2016年3月1日 2,238

関東 横浜市 十栄ビル 緑区十日市場町818番地２ 十栄 ダイエー チヨダ 2016年1月15日 2016年1月16日 7,108
関東 横浜市 戸塚西口共同ビル 戸塚区戸塚町16番地１ 横浜市 64 東急ストア 65 2016年2月24日 2016年10月25日 13,227 12,678
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 18 2016年2月26日 2016年3月1日 15,524

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
三菱ＵＦＪ信託銀
行 イトーヨーカ堂 2016年3月7日 2016年11月3日 9,132 11,516

関東 横浜市 ＭＥＧＡドン・キホーテ青葉台店 青葉区しらとり台11番地の25ほか
エーアールティー
マネジメント ドン・キホーテ 2016年3月10日 2016年3月24日 3,327

関東 横浜市 西友　阿久和店
瀬谷区阿久和西一丁目25番地1　
ほか 西友 西友

クリエイトエス・
ディー 2016年3月25日 2016年3月26日 2,383

関東 横浜市 ビーバートザン鶴見駒岡店 鶴見区駒岡二丁目3番5号 坂口企業 8 ビーバートザン 2016年3月28日 2016年3月29日 2,169
関東 横浜市 ハーモス荏田 青葉区荏田西二丁目14番地3 竹生産業 ユーコープ 3 2016年3月29日 2016年11月30日 5,620

関東 川崎市 アトレ川崎 川崎市川崎区駅前本町２６－１ アトレ
東日本旅客鉄
道 有隣堂 良品計画 170 2015年5月1日 2016年1月2日

関東 相模原市 ダイエー上溝店
相模原市中央区上溝五丁目3222
番地5ほか ダイエー ダイエー 8 2015年6月23日 2015年7月7日 7,225

関東 相模原市 ＭＥＧＡ古淵店
相模原市南区大野台六丁目2210
番地53ほか 三ノ輪建設 2 ドン・キホーテ 2015年9月24日 2016年5月25日 3,644

関東 相模原市 ミウィ橋本 相模原市緑区橋本三丁目9番 住友商事 17 ロピア 71 2015年9月24日 2015年11月1日 15,484
関東 新潟市 タウン４０３ 新潟市秋葉区程島1882　外 マックス開発 北越ケーズ 三喜 7 2015年5月29日 2015年6月25日

関東 新潟市 ベイシア豊栄店
新潟市北区かぶとやま二丁目1番6
2　外 ベイシア ベイシア

東部フジパンス
トアー 5 2015年5月29日 2016年1月30日

関東 新潟市 アークプラザ新潟 新潟市中央区姥ヶ山45-1　外
アークランドサカ
モト

アークランドサ
カモト ランドジャパン 3 2015年7月14日 2015年11月1日

関東 新潟市 ウィズプラザ新通１ 新潟市西区新通1270　外 日生不動産
ハードオフコー
ポレーション

トップカルチャ
ー 2015年7月17日 2015年7月18日

関東 新潟市 フレスポ横越
新潟市江南区横越上町5丁目449
番1　外 大和リース

トップカルチャ
ー 星光堂薬局 2015年7月17日 2015年7月18日

関東 新潟市 新津ショッピングセンター
新潟市秋葉区程島萱ノ中1865番地
　外 原信 原信

トップカルチャ
ー 5 2015年7月17日 2015年7月18日

関東 新潟市 ショッピングプラザ　ラグーナ女池
新潟市中央区女池神明1丁目1604
番1　 外 日生不動産

ハードオフコー
ポレーション

ココカラファイン
ヘルスケア 2015年12月18日 2015年12月23日

関東 新潟市 ヤマダ電機テックランド新潟亀田店
新潟市江南区東早通一丁目1番37
号 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2015年12月24日 2016年8月25日

関東 新潟市 赤道ショッピングセンター 新潟市東区錦町4丁目37番 三菱UFJリース 原信 2016年3月4日 2016年11月5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 2015年9月29日 2015年10月2日 24,372
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 2015年10月30日 2016年6月1日 24,372

関東 静岡市
ヤマダ電機テックランド静岡国吉田
店

静岡市駿河区国吉田一丁目１番53
号　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2015年11月24日 2016年7月25日 4,319

関東 静岡市 アイアイ家具 駿河区中田三丁目381番地　外10筆 アイアイ家具 アイアイ家具 2016年3月15日 2016年11月16日 2,235

関東 静岡市 ＤＣＭカーマ清水店 清水区東大曲町1384番29　外21筆
ＤＣＭカーマ株式
会社 ＤＣＭカーマ 2016年3月15日 2016年3月16日 7,772

関東 浜松市 ユーコープさんじの店 浜松市南区参野町46
生活協同組合ユ
ーコープ

生活協同組合
ユーコープ イケダヤ 2015年4月16日 2015年12月17日

関東 浜松市 浜松プラザ 浜松市東区上西町1020番地1外
三菱ユーエフジェ
イ信託銀行 1 ゼビオ 赤ちゃん本舗 8 2015年5月27日 2016年1月30日 51,394 16,940

関東 浜松市 遠鉄ストア立野店 浜松市南区立野店537-1　外 遠鉄ストア 遠鉄ストア マツモトキヨシ 2015年8月12日 2016年4月13日 1,535 1,765
関東 浜松市 ピーワンプラザ天王 浜松市東区天王町1982-1　外 近藤紡績所 杏林堂薬局 遠鉄ストア 5 2015年11月13日 2015年12月19日 7,053
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中部 愛知県 キンブルみよし店
三好根浦特定土地区画整理事業
地内１－Ｂ街区4画地ほか9筆 キンブル キンブル 1 2015年4月3日 2015年12月4日

中部 愛知県 トヨタ生活協同組合メグリア朝日店 豊田市朝日町1丁目6番1号
トヨタ生活協同組
合

トヨタ生活協同
組合 2 2015年4月30日 2015年6月4日

中部 愛知県 カインズモール蒲郡
蒲郡市鹿島町浅井新田1番3ほか2
3筆 カインズ カインズ 2 2015年5月14日 2015年6月12日

中部 愛知県 エディオン尾張旭店 尾張旭市本地ヶ原町三丁目143番 エディオン エディオン 　 2015年6月5日 2016年2月6日

中部 愛知県 ピアゴ幸田店 幸田町大字大草字山添170番地 ユニー ユニー 6 2015年9月25日

2015年11月21日
（運営に関する事
項）2016年5月26
日（配置に関する
事項）

中部 愛知県
コストコホールセール中部空港倉
庫店

常滑市りんくう町一丁目25-
14ほか2筆

コストコホールセ
ールジャパン

コストコホール
セールジャパン 　 2015年10月8日 2015年10月27日

中部 愛知県 岡崎北ショッピングセンター 岡崎市井ノ口新町２番１０号他 ヤマナカ ヤマナカ 5 2015年10月23日 2016年6月24日

中部 愛知県 平和堂春日井庄名店
春日井市庄名土地区画整理事業
区域内5街区1画地 平和堂 平和堂 　2015年10月27日 2015年11月26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 スイートガーデ 10 2015年11月6日 2015年11月21日
中部 愛知県 西友勝川店 春日井市勝川町一丁目27番地 小林陶器 西友 2015年12月3日 2016年1月1日

中部 愛知県 犬山しろひがしスクエア 犬山市天神町一丁目１番地
犬山しろひがし商
業協同組合

IYリアルエス
テート イトーヨーカ堂 39 2015年12月9日 2016年8月10日

中部 愛知県 カインズホーム小牧店
小牧市大字二重堀字芒原81ほか3
筆 大洋ハウス カインズ 　 2016年2月29日

2016年4月28日（
運営に関する事
項）
2016年10月30日
（増床及び配置に
関する事項） 12,000 14,392

中部 愛知県 岩津ショッピングセンター 岡崎市岩津町字於御所177番1 岡崎商業開発 ドミー 　 2016年3月23日

（駐車場の位置
及び数、出入口
の位置及び数、
駐輪場の位置及
び数）

中部 岐阜県
スーパービバホーム柳津店Ａゾー
ン

岐阜市柳津町流通センター一丁目
19番　外 LIXILビバ LIXILビバ 2015年4月27日 2015年5月30日

中部 岐阜県 大垣ステーションビルアピオ 大垣市高屋町一丁目130-2
名古屋ステーショ
ン開発 三洋堂書店 マツモトキヨシ 9 2015年5月29日 2015年6月17日

中部 岐阜県 海津ショッピングセンター
海津市海津町大字馬目字西方347
番1 ki 山彦 アロー 1 2015年6月29日

2015/8/15、2016
/2/29

中部 岐阜県 クスリのアオキ山県高富店 山県市大字高富字米野3250番2 クスリのアオキ クスリのアオキ 2015年7月6日 2015年10月28日
中部 岐阜県 ベルプラザ大垣 大垣市室村町三丁目７４番地５　外 三甲 エディオン 2015年7月15日 2016年3月16日 6,200 1,862 
中部 岐阜県 ヤナゲン大垣本店 大垣市高屋町一丁目56番地 ヤナゲン 明星ほか ヤナゲン 平和堂 18 2015年8月19日 2016年4月20日
中部 岐阜県 ＭＥＧＡドン・キホーテ岐阜瑞穂店 瑞穂市稲里字村西580番地1 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2015年9月1日 2015年9月18日

中部 岐阜県 平和堂　大野店
揖斐郡大野町大字黒野字上柿の
木１２番地の１　外 平和堂 平和堂 オオノ開發 7 2015年9月11日 2016年5月12日

中部 岐阜県 カインズホーム可児店 可児市瀬田８２４番地　外 カインズ カインズ 2015年10月15日 2016年6月16日

中部 岐阜県 イオンタウン各務原（Ａゾーン） 各務原市蘇原花園町一丁目20-1 三菱ＵＦＪリース
東京センチュ
リーリース

マックスバリュ
中部 ＮＭＣ2011 2015年11月30日 2016年8月1日

中部 岐阜県 バロー三輪店 岐阜市春近古市場南57番　外
バローホールディ
ングス バロー 2015年12月25日 2016年8月26日

中部 岐阜県 イオンタウン各務原（Aゾーン） 各務原市蘇原花園町1丁目20-1　外

三菱ＵＦＪリース、
東京センチュリー
リース

マックスバリュ
中部 2016年1月7日 2016年1月23日

中部 岐阜県 平和堂　高富店 山県市高木1471番地　外 平和堂 平和堂 11 2016年2月2日 2016年10月3日

中部 岐阜県
バロー瑞浪中央ショッピングセンタ
ー【Ａゾーン】 瑞浪市益見町三丁目11番地　外

バローホールディ
ングス バロー

ホームセンター
バロー 2016年2月5日 2016年3月10日
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中部 岐阜県 バローショッピングセンター高山店 高山市岡山町三丁目18番2　外
バローホールディ
ングス バロー 21 2016年2月17日 2016年10月18日

中部 岐阜県 ザ・ビッグエクストラ山県店 山県市大字高木字戸羽1355　外 イオンビッグ イオンビッグ 2 2016年2月23日 2016年10月24日
中部 岐阜県 イオンタウン養老ショッピングセンター養老町宇田字郷勺561　外 マックスバリュ中 イオンビッグ 大創産業 5 2016年3月1日 2016年3月12日
中部 三重県 ジョイシティ伊賀上野 伊賀市小田町256番地の1 オークワ オークワ 2015年6月24日 2016年2月25日

中部 三重県 イオン津南ショッピングセンター 津市高茶屋小森町145番地
津南郊ショッピン
グセンター

津南郊ショッピ
ングセンター 2015年8月5日 2016年8月7日

中部 三重県 グリーンプラザ大安
いなべ市大安町高柳1945番地　他
24筆 イオンリテール イオンリテール 2015年10月13日 2016年6月14日

中部 三重県
イオンララパークショッピングセンタ
ー

伊勢市小木町字曽祢538番地　外7
9筆 イオンタウン イオンタウン 2015年11月6日 2016年7月7日

中部 三重県 Honda Cars三重北　鈴鹿道伯店 鈴鹿市道伯町鍬初2554外6筆
ホンダ四輪販売
三重北

ホンダ四輪販売
三重北 2015年11月6日 2016年7月7日 1,037 1,645 

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外9筆 LIXILビバ LIXILビバ 2015年11月6日 2016年7月7日 1,392 301 
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外9筆 LIXILビバ LIXILビバ 2015年11月6日 2016年7月7日 1,392 168 

中部 三重県 フレスポ鈴鹿Ｂゾーン 鈴鹿市住吉町字谷口8946外9筆

ダイワリース
鈴鹿コミュニティ
鈴鹿大地の工作
人

ダイワリース
鈴鹿コミュニティ
鈴鹿大地の工
作人 2015年11月6日 2016年7月7日 1,392 190 

中部 三重県 フレスポ鈴鹿Ａゾーン 鈴鹿市住吉町字谷口8922外9筆 ダイワリース ダイワリース 2015年11月6日 2016年7月7日 1,392 278 

中部 三重県 イオンモール東員

員弁郡東員町大字長深字抜井26
7-1番地ほか321筆 イオンモール イオンモール 2016年1月27日 2016年9月28日

中部 三重県
ザ・ビッグエクスプレス小俣店

伊勢市小俣町宮前296-1
マックスバリュ中
部

マックスバリュ
中部 2016年1月29日 2016年9月30日

中部 三重県
パワーセンター松阪

松阪市川井町字上大坪714番地

ほか
マックスバリュ中
部

マックスバリュ
中部 2016年1月29日

2016年9月30日

中部 三重県 マックスバリュ鈴鹿中央店 鈴鹿市西条町364番地の1 マックスバリュ マックスバリュ 2016年1月29日 2016/09/30
中部 三重県 カインズホーム四日市 四日市市富士町2150番1 カインズ カインズ 2016年1月29日 2016年9月30日
中部 富山県 大阪屋ショップ城川原店 富山市城川原三丁目253番　外14 アイエヌエル 大阪屋ショップ 2015年5月12日 2015年5月13日

中部 富山県 ガイナシティ上市
中新川郡上市町正印244番地　外5
2筆

OSCARJ.J
コメリ マックスバリュ 2 2015年6月4日 2015年6月5日

中部 富山県 イオンタウン氷見 氷見市窪731番地1　外23筆 イオンタウン マックスバリュ 3 2015年6月4日 2015年6月5日
中部 富山県 イオンタウン上飯野 富山市上飯野41番地5 イオンタウン マックスバリュ 3 2015年6月4日 2015年6月5日

中部 富山県 Ｖ・drug砺波中神店
砺波市中神土地区画整理事業地
内11街区

日本都市開発研
究所 中部薬品 1 2015年7月15日 2015年8月20日

中部 富山県 御旅屋セリオ 高岡市御旅屋町101番地 オタヤ開発 33 大和 13 2015年7月24日 2015年7月25日

中部 富山県 三井アウトレットパーク北陸小矢部 小矢部市西中野字鷲場1-1　外
三井不動産株式
会社

ジョルジオアル
マーニジャパン 143 2015年9月30日 2015年10月1日

中部 富山県 PLANT－３滑川店 滑川市上小泉2931番地 滑川興産 PLANT 2015年10月2日 2016年6月3日
中部 石川県 イオンタウン羽咋 羽咋市石野町イ７番地１ イオンタウン マックスバリュ 4 2015年6月3日 2015年6月4日
中部 石川県 アル・プラザ金沢 金沢市諸江町上丁３０番１号 平和堂 平和堂 38 2015年7月17日 2016年3月31日
中部 石川県 テックランド金沢福久店 金沢市南森本町ニ６番地２外１５筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2015年8月17日 2015年8月28日
中部 石川県 香林坊アトリオ 金沢市香林坊１丁目１番１号 金沢都市開発 大和 24 2015年8月18日 2016年3月15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38 北越ケーズ 北越ケーズ 2015年9月11日 2016年5月12日
中部 石川県 アルビス西南部店 金沢市八日市出町840番ほか18筆 アルビス アルビス 2015年9月14日 2015年9月16日

中部 石川県 アビオシティ加賀 加賀市作見町ル２５番１
加賀ターミナルセ
ンター 平和堂 平和堂 51 2016年3月2日 2016年6月1日

中部 名古屋市 松坂屋・エンゼルビル・栄ガスビル
名古屋市中区栄三丁目1601番 
外24筆

大丸松坂屋百貨
店 10

大丸松坂屋百
貨店 5 2015年4月30日 2015年11月1日

中部 名古屋市 ピアゴ守山店
名古屋市守山区東山町1203番地　
ほか5筆 ユニー ユニー 2015年5月22日 2015年7月10日

中部 名古屋市 松坂屋・エンゼルビル・栄ガスビル
名古屋市中区栄三丁目1601番　外
24筆

大丸松坂屋百貨
店 10

大丸松坂屋百
貨店 2015年6月8日 2015年11月1日 ×

中部 名古屋市 マックスバリュ千代田店
名古屋市中区千代田四丁目1301
番地

大丸松坂屋百貨
店

マックスバリュ
中部 2015年7月24日 2015年8月10日

中部 名古屋市 名古屋港ショッピングモール 名古屋市港区一州町1番の3 カインズ 1 カインズ ブックオフ 2015年11月4日 2015年12月2日
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中部 名古屋市 ビバモール名古屋南
名古屋市南区豊田五丁目1209番5
　ほか3筆

三井住友ファイナ
ンス＆リース 2 LIXILビバ 平和堂 2 2015年12月2日 2015年12月5日

中部 名古屋市 アピタ緑店 名古屋市緑区徳重二丁目201番地 ユニー ユニー ○ 2015年12月17日 2016年1月18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 1 丸栄 ○ 2015年12月28日 2016年3月1日

中部 名古屋市

名鉄ビル・名古屋近鉄ビル・名鉄
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 名古屋鉄道 2 名鉄百貨店 5 2016年1月7日 2016年1月27日

中部 名古屋市 松坂屋・エンゼルビル・栄ガスビル
名古屋市中区栄三丁目1601番　外
24筆

大丸松坂屋百貨
店 10

大丸松坂屋百
貨店 ○ 2016年1月8日 2016年1月29日

中部 名古屋市 ＮＰ共同ビル 名古屋市中区栄三丁目2901番　外 パルコ ビームス ○ 2016年1月8日 2016年1月29日

中部 名古屋市 ピアゴ清水山店
名古屋市緑区有松町大字桶狭間
字清水山13番地132　外7筆 ユニー ユニー ○ 2016年1月29日 2016年3月1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 ○ 2016年2月22日 2016年4月1日

中部 名古屋市 ピアゴ味鋺店 名古屋市北区楠三丁目606番地　 徳田久美子 横井学 ユニー 2016年2月23日 2016年3月1日

中部 名古屋市 松坂屋・エンゼルビル・栄ガスビル
名古屋市中区栄三丁目1601番　外
24筆

大丸松坂屋百貨
店 10

大丸松坂屋百
貨店 ○ 2016年3月30日 2016年4月21日

近畿 福井県 Ａコープやしろ店 福井市渕2丁目1711番地、外
福井市農業協同
組合

福井市農業協
同組合

フラワーショップ
パレアナ 2015年10月30日 2015年11月15日 2,040

近畿 福井県 武生楽市 越前市横市町28-5-1 中部土地開発 ヤスサキ 10 2015年10月30日 2015年11月11日

近畿 福井県 フレンドタウン福井
福井市西開発二丁目１０１番１号　
外６筆 平和堂 平和堂 4 2015年11月10日 2016年7月10日

近畿 福井県 クスリのアオキ敦賀南店 敦賀市若葉町2丁目705番 クスリのアオキ クスリのアオキ 本家かまど家 2016年2月17日 2016年10月28日 1,659 1,727
近畿 滋賀県 アル・プラザ水口１ 甲賀市水口町本綾野566番地1 平和堂 平和堂 37 2015年7月14日 2016年3月15日
近畿 滋賀県 近江八幡サウスモール 近江八幡市上田町1278番3 大和リース 上新電機 ウエルシア薬局 3 2015年11月13日 2015年11月20日
近畿 滋賀県 エイスクエア 草津市西渋川一丁目23番1号 綾羽 平和堂 81 2015年12月25日 2016年8月26日

近畿 滋賀県 フレスポ彦根 彦根市松原町石持1836－1ほか 近江鉄道
トライアルカン
パニー 2016年3月2日 2016年3月9日

近畿 京都府 ジャパン峰山店 京丹後市峰山町長岡1,629-1
スギホールディン
グス ジャパン ゲオ 2015年7月14日 2015年7月16日

近畿 京都府 イオン福知山店 福知山氏字岩井小字横倉79-8 イオンリテール イオン 2015年9月24日 2015年10月21日 14,956
近畿 京都府 イズミヤ大久保店 城陽市平川室木85 イズミヤ イズミヤ 2015年12月11日 2016年8月12日
近畿 京都府 イズミヤ八幡店 八幡市八幡一ノ坪23-1ほか イズミヤ イズミヤ 2015年12月24日 2015年12月25日
近畿 京都府 ショッピングプラザ１００BAN 宇治市広野町西裏100番地1 平和堂 平和堂 2016年3月15日 2016年3月31日

近畿 大阪府 ピーコックストア北千里店 吹田市古江台四丁目119番８
大丸松坂屋百貨
店

イオンマーケッ
ト 2015年4月3日 2015年4月15日

近畿 大阪府 ピーコックストア香里ヶ丘店 枚方市香里ヶ丘四丁目２番１ 大丸コム開発 イオンマーケッ 2015年4月28日 2015年5月28日
近畿 大阪府 ピーコックストア塚原店 高槻市上土室四丁目612番９ イオンマーケット イオンマーケッ しまむら 2 2015年5月14日 2015年6月1日
近畿 大阪府 ピーコックストア松が丘店 高槻市松ヶ丘一丁目15番９ 大与 イオンマーケッ 2015年5月14日 2015年6月1日
近畿 大阪府 山田北ショッピングプラザ 吹田市山田北3000番ほか イオンマーケット 1 イオンマーケッ コーナン商事 2015年5月22日 2015年6月14日
近畿 大阪府 ピーコックストア千里中央店 豊中市新千里東町一丁目1番1 イオンマーケット イオンマーケッ ユニクロ 29 2015年5月29日 2015年6月1日 9,104 9,338

近畿 大阪府
緑地東グランドマンション（阪急オ
アシス服部緑地店） 豊中市東寺内町11番23 北大阪急行電鉄 飯食 2015年6月3日 2015年6月4日 1,253

近畿 大阪府 エムズコート 和泉市伏屋町三丁目167番1外 エムズ 光洋 未定 1 2015年6月9日 2015年8月1日 3,339

近畿 大阪府 Dグラフォート千里中央 豊中市新千里西町一丁目1番41
ジブラルタ生命保
険

イオンマーケッ
ト 2015年6月11日 2015年6月12日 1,349 1,000

近畿 大阪府 ロイヤルホームセンター吹田 吹田市岸部中二丁目310番
ロイヤルホームセ
ンター

ロイヤルホーム
センター 2015年6月22日 2015年7月7日 3,982

近畿 大阪府 吹田さんくす 吹田市朝日町１番ほか
団地管理組合法
人吹田さんくす ダイエー 59 2015年6月29日 2015年7月24日 20,600

近畿 大阪府
ホームセンターコーナン松原市役
所前店 松原市三宅西１丁目３１３番地１ コーナン商事 コーナン商事 大創産業 2015年7月31日 2016年4月1日 7,221 9,443

近畿 大阪府 コープ岸和田 岸和田市北町31番ほか
大阪いずみ市民
生活協同組合

民生活協同組
合 2015年9月16日 2016年5月17日 5,252
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近畿 大阪府
小城製薬株式会社ビル（ライフ箕
面店） 箕面市稲１－１０－１３－２ 小城製薬 ライフ 2015年9月17日 2016年5月18日 2,700 3,500

近畿 大阪府 ビオルネ 枚方市岡本町800番地ほか ビオルネ管理組 イオンリテール ダイコク 50 2015年9月4日 2016年5月5日 22,509 22,509

近畿 大阪府
京阪枚方ステーションモールCブロ
ック 枚方市岡東町173番地の1 京阪電気鉄道 京阪百貨店 京阪ザ・ストア 2015年9月9日 2015年9月11日 1,113 1,224

近畿 大阪府 イオンモール四條畷 四條畷市砂四丁目542番１ほか イオンモール イオンリテール 130程度 2015年10月16日 2015年10月20日 46,680

近畿 大阪府 ガーデンモール南千里 吹田市津雲台一丁目２０番２２ほか 日本エスコン
エイチ・ツー・オ
ー　リテイリング 16 2016年1月28日 2016年9月30日 4,500 

近畿 大阪府 ビバモール和泉中央 和泉市唐国町三丁目738番2　外
東京センチュリー
リース LIXILビバ アルペン 10 2016年2月17日 2016年2月20日 24,294

近畿 大阪府 ホームセンタームサシ貝塚店 貝塚市小瀬６２番地1　外 ケーヨー
アークランドサ
カモト 2016年3月9日 2016年11月10日 11,987

近畿 大阪府 イオンモール四條畷 四條畷市砂四丁目542番１ほか イオンモール イオンリテール 105 2016年3月28日 2016年4月22日 46,680 

近畿 大阪府
BOOKOFF SUPER 
BAZAAR307号枚方池之宮 枚方市池之宮一丁目2203番1 他 ヤマダ電機

ブックオフコー
ポレーション 大創産業 2016年3月31日 2016年12月1日 5,254 4,363

近畿 兵庫県 アプリ甲東 西宮市甲子園三丁目29番地ほか 千島土地 イオンマーケッ 3 2015年4月16日 2015年4月17日
近畿 兵庫県 コムボックス明舞 明石市松が丘二丁目３番３ 芙蓉総合リース イオンマーケッ 3 2015年4月16日 2015年4月17日

近畿 兵庫県 ハローズ夢前台店
姫路市上手野字又十郎新開309番
１ほか ハローズ ハローズ 4 2015年4月24日 2015年5月1日

近畿 兵庫県 イズミヤ小林店 宝塚市小林五丁目242ほか
三井住友信託銀
行 イズミヤ 2015年5月13日 2015年3月31日

近畿 兵庫県
（仮称）ホームセンターコーナン三
田ウッディタウン店Ｂ棟 三田市けやき台一丁目１番 コーナン商事 コーナン商事 2 2015年7月31日 2016年4月1日 4,392 3,299

近畿 兵庫県 マルナカ南あわじ店 南あわじ市志知字辻ノ内109ほか マルナカ マルナカ 2015年7月31日 2015年8月1日 4,534

近畿 兵庫県 川西能勢口駅高架下店舗（西） 川西市栄町20番１号
阪急電鉄
能勢電鉄

ファイブフォック
ス 9 2015年8月28日 2015年7月1日 2,560

近畿 兵庫県
ダイレックス野口店←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 ダイレックス 2015年10月14日 2015年11月10日 2,185

近畿 兵庫県 関西スーパー大社店 西宮市大社町13番30号
三井住友ファイナ
ンス&リース

関西スーパーマ
ーケット 2015年10月30日 2016年6月30日 2,034

近畿 兵庫県 マックスバリュ新宮店
たつの市新宮町井野原字上向川
原890番 牛建克彦

マックスバリュ
西日本 2015年12月4日 2015年12月5日 1,206

近畿 兵庫県 センチュリーガーデンフレスポ 三田市けやき台一丁目７番 大和リース DCMダイキ 6 2015年12月14日 2015年12月21日 8,970

近畿 兵庫県 スーパービバホーム伊丹店 伊丹市鴻池一丁目304番３ほか
東京センチュリー
リース LIXILビバ 2015年12月15日 2016年8月17日 8,133

近畿 兵庫県
（仮称）ホームセンターコーナン川
西平野店 川西市平野３丁目335番ほか コーナン商事 コーナン商事 2015年12月25日 2016年8月26日 3,914 5,250

近畿 兵庫県
イオン宮西ショッピングセンター（A
街区） 姫路市宮西町四丁目28番地

マックスバリュ西
日本

マックスバリュ
西日本 1 2016年1月13日 2016年9月14日 2,608

近畿 兵庫県 サンチェスターショッピングスクエア 三田市下深田字角オレ386-1 三愛ハウジング
マックスバリュ
西日本 3 2016年1月13日 2016年1月14日 6,001

近畿 兵庫県 加古川水足ショッピングタウン 加古川市野口町水足560－11ほか
マックスバリュ西
日本 3

マックスバリュ
西日本 3 2016年1月18日 2016年9月19日 10,101

近畿 兵庫県 ピオレ明石 明石市大明石町一丁目１番地の23 神戸SC開発 成城石井 73 2016年1月27日 2016年1月29日 9,213

近畿 兵庫県 ホームセンタームサシ姫路店 姫路市広畑区夢前町三丁目1-7
アークランドサカ
モト

アークランドサ
カモト 1 2016年2月1日 2016年10月2日 25,375

近畿 兵庫県 マックスバリュ安田店 加古川市尾上町安田480番ほか
マックスバリュ西
日本他1者 3

マックスバリュ
西日本 1 2016年2月12日 2016年2月13日 3,845

近畿 兵庫県 ニッケパークタウン 加古川市加古川町寺家町173番地 日本毛織 3 万代 7 2016年2月19日 2016年10月28日 22,398 32,222

近畿 兵庫県
スーパーセンタートライアル武
庫川店 西宮市池開25 神鋼不動産

トライアルカン
パニー 2016年2月23日 2016年10月27日 1,834

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス丹波春日店 丹波市春日町七日市626-1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2016年3月2日 2016年3月2日 1,680

近畿 兵庫県
山陽百貨店・姫路駅西再開発ビ
ル・神姫バス山陽電鉄合同ビル 姫路市南町１番地ほか 山陽百貨店 16 山陽百貨店 13 2016年3月4日 2016年11月5日 27,503

近畿 兵庫県 ジュンテンドー西脇店 西脇市小坂町字横溝129-1ほか ジュンテンドー ジュンテンドー 2016年3月15日 2016年3月16日 3,277
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近畿 兵庫県 ピオレヤング館 姫路市豆腐町字万燈229ほか
神戸ＳＣ開発
西日本旅客鉄道 アイシエール 52 2016年3月16日 2016年11月17日 5,613

近畿 奈良県 開放倉庫桜井店 桜井市上之庄240他 エディオン 開放倉庫 2015年4月1日 2015年4月25日 3,302
近畿 奈良県 開放倉庫桜井店 桜井市上之庄240他 エディオン 開放倉庫 2016年1月12日 2016年1月15日 3,302

近畿 奈良県 服部家具センター天理店 天理市嘉幡町665番3他 ヤマダ電機
服部家具センタ
ー 2016年3月18日 2016年11月19日 2,659 3,452

近畿 和歌山県 紀ノ川ショッピングセンター 和歌山市次郎丸38外
デューデリ＆ディ
ール コメリ ドン・キホーテ 2015年6月22日 2015年7月31日 9,776

近畿 京都市 大丸松坂屋百貨店大丸京都店
京都市下京区四条高倉西入立売
西町79番地

大丸松坂屋百貨
店 大丸松坂屋 2015年4月30日

・位置，駐輪場位
置）
2016年1月1日（
駐車場収容台数
）

近畿 京都市 エディオン伏見店 京都市伏見区横大路芝生１番外 キンシ正宗 エディオン ヨコハマ 2015年5月29日 2016年2月1日 2,561 3,761

近畿 京都市 髙島屋京都店
京都市下京区四条河原町西入真
町５２番地 髙島屋 阪急不動産 髙島屋 2015年7月31日 2016年4月1日 47,783

近畿 京都市 大丸松坂屋百貨店大丸京都店
京都市下京区四条高倉西入立売
西町79番地

大丸松坂屋百貨
店

大丸松坂屋百
貨店 2015年7月31日 2016年4月1日 46,500

近畿 京都市 外市秀裳苑ビル
京都市下京区四条通烏丸東入長
刀鉾町27番地 外市

大丸松坂屋百
貨店 2015年7月31日 2016年4月1日 2,850

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

京都市住宅共有
公社

髙島屋
ニトリ 谷山無線電機 髙島屋 ニトリ他31 2015年12月21日 2015年12月30日 19,194

近畿 京都市 イオンモールKYOTO
京都市南区西九条北ノ内町１２番 
他 みずほ信託銀行 光洋 ゼビオ 95 2016年2月29日 2016年4月1日 45,200 ×

近畿 大阪市 大阪神ビルディング 大阪市北区梅田1丁目13番13号 阪神電気鉄道 1 阪急阪神百貨 その他未定 2015年4月3日 2018年春ほか 47,084 60,000

近畿 大阪市 南海ターミナルビル
大阪市中央区難波５丁目12番　外
35筆 南海電気鉄道 1 髙島屋 109 2015年9月4日 2018年9月予定 108,988 115,694

近畿 大阪市 イズミヤ今福ファミリータウン
大阪市城東区今福東１丁目10番５
号 大希産業 イズミヤ 16 2015年9月18日

2015年11月15日
（予定） 11,250

近畿 大阪市 東宝南街ビル（なんばマルイ）
大阪市中央区難波３丁目４３－５　
外４筆 東宝 丸井 2015年10月15日 2015年10月19日 17,000

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 2 2015年11月13日 2015年11月25日 6,000

近畿 大阪市 ビエラ森ノ宮
大阪市中央区森ノ宮中央１丁目39
3番１　外

JR西日本不動産
開発 光洋 2 2015年11月25日 2014年11月26日 1,867 

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 ＯＭこうべ 1 イオンマーケッ ナガタ薬品 1 2015年6月9日 2015年6月12日
近畿 神戸市 コープ北鈴蘭台 神戸市北区甲栄台4丁目2番24号 コープこうべ コープこうべ 1 2015年6月30日 2015年7月1日

近畿 神戸市
カインズ神戸ひよどり台店ペット＆
ガーデン館

神戸市北区ひよどり台南町1丁目1
5-131 カインズ カインズ 2015年8月24日 2016年4月25日 2,264 3,262

近畿 神戸市 大丸神戸店 神戸市中央区明石町40番地
大丸松坂屋百貨
店 2

大丸松坂屋
百貨店 2015年12月8日 2015年12月31日

近畿 神戸市 ロイヤルホームセンター東灘魚崎
神戸市東灘区魚崎西町2丁目
3番24号

ロイヤル
ホームセンター

ロイヤル
ホームセンター 2015年12月25日 2016年8月26日

近畿 神戸市 ビバタウン板宿
神戸市須磨区前池町3丁目
4番1号 板宿開発 30 ダイエー 17 2016年2月9日 2016年10月10日

近畿 神戸市 北鈴神鉄駅ビル 神戸市北区甲栄台4丁目1番13号 神戸電鉄
神鉄エンタープ
ライズ 2016年3月2日 2016年3月3日

近畿 堺市 イオンタウン諏訪の森 堺市西区浜寺諏訪森町西2丁79番 イオンタウン 光洋 ○ 2016年1月15日 2015年12月17日 2,200

近畿 堺市 クロスモール 堺市南区原山台五丁9番5号
オリックス・インテ
リア イズミヤ 大創産業 ○ 2016年3月31日 2016年4月30日 13,087

中国 鳥取県 JAランド 鳥取市安長２５２－１　ほか
鳥取いなば農業
協同組合

鳥取いなば農
業協同組合 ○ 2015年6月1日 2015年6月12日 5,691 3,646 

中国 鳥取県 マルワ後藤店 米子市米原１４８０－２ほか 坂口 マルワ渡辺水 2015年6月22日 2016年2月28日
中国 島根県 キヌヤ中吉田店・じょういち 益田市中吉田町1085-5外 キヌヤ じょういち キヌヤ じょういち 2015年6月22日 2016年2月23日
中国 鳥取県 トリニティモール（Aゾーン） 鳥取市南隈136-1 玉川 ライトオン ○ 2015年9月10日 2016年5月11日 1,901 3,449 



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

店舗面積の合計（㎡）小売業者名建物設置者名

中国 鳥取県 トリニティモール（Bゾーン） 鳥取市南隈173-1 玉川 トイザらス ○ 2015年9月10日 2010年8月1日
中国 鳥取県 トリニティモール（Cゾーン） 鳥取市南隈179 玉川 みどり商事 ○ 2015年9月10日 2010年8月1日
中国 鳥取県 鳥取API 鳥取市叶３０３－１ほか いなば商事 エディオン ○ 2015年11月20日 2016年7月21日
中国 鳥取県 丸合東福原店 米子市東福原六丁目１１－７ 丸合 丸合 2015年12月7日 2016年8月8日 1,559 1,953 
中国 鳥取県 開放倉庫米子店 米子市新開五丁目１－７ ヤマダ電機 開放倉庫 2016年1月20日 2016年1月21日

中国 鳥取県

ドラッグストアウェルネス角盤店・au
ショップ米子・ローソン米子角盤町
店 米子市角盤町三丁目84ほか

ツルハグループド
ラッグ＆ファーマ
シー西日本

西日本モバイ
ル
ローソン

ツルハグループ
ドラッグ＆ファー
マシー西日本

○
2016年3月24日 2016年11月25日

中国 鳥取県 米子西ショッピングセンター 米子市久米町188ほか ジュンテンドー いしかわ ジュンテンドー いしかわ ○ 2016年3月28日 2016年3月29日
中国 島根県 ゆめタウン益田 益田市高津町イ1128番地112外 ゆめカード イズミ ジュンテンドー ○ 2015年6月30日 2015年7月1日
中国 島根県 ジュンテンドー川本店 川本町大字因原563番1外 ジュンテンドー ジュンテンドー 2015年6月30日 2015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 ジュンテンドー 2015年6月30日 2015年7月1日

中国 島根県
ホームセンタージュンテンドー江津
店 江津市二宮町神主ハ89-1ほか ジュンテンドー ジュンテンドー 2015年6月30日 2015年7月1日

中国 島根県 イオンモール出雲 出雲市渡橋町１０６６外 イオンリテール イオンリテール ○ 2015年7月6日 2016年3月7日 14,240 28,409 
中国 島根県 （仮称）ドン・キホーテ出雲店 出雲市姫原町５５１－１外 ヤマダ電機 ドン・キホーテ 2015年9月24日 2015年11月30日
中国 島根県 みしまや楽山店 松江市西川津町２０８１－１ みしまや みしまや ○ 2015年10月6日 2015年10月7日

中国 島根県 スプリングパワーセンター 松江市黒田町８５－１ みしまや いない みしまや ○ 2015年10月6日

平成26年4月9日
：１か所増設、平
成27年10月7日：

2か所増設
中国 島根県 キヌヤ中吉田店・じょういち 益田市中吉田町１０８５－５ キヌヤ じょういち キヌヤ じょういち 2015年10月6日 2016年6月7日

中国 島根県 グッディー大田店
大田市大田町大田字神田ロ930番
2外 ウシオ ウシオ 2015年11月13日 2015年12月10日

中国 島根県 キヌヤ益田ショッピングセンター 益田市常盤町４－３８外 キヌヤ キヌヤ ○ 2016年3月7日 2016年11月8日 6,539 4,550
中国 島根県 ジュンテンドー横田店 奥出雲町下横田５７番外 ジュンテンドー ジュンテンドー 2016年3月15日 2016年3月16日
中国 岡山県 山陽マルナカマスカット店 倉敷市松島字大樋１１５４番地２ほ 山陽マルナカ 山陽マルナカ 大創産業 ○ 2015年4月22日 2015年4月23日

中国 岡山県
ホームセンタージュンテンドー真備
店 倉敷市真備町有位１６１０－１ほか 倉敷地所

ホームセンター
ジュンテンドー 2015年6月30日 2015年7月1日

中国 岡山県 山陽マルナカ　児島店
倉敷市児島赤崎一丁目２７９８－１
ほか 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2015年7月8日 2015年7月16日

中国 岡山県
生活協同組合おかやまコープ　コ
ープ鴨方 浅口市鴨方町鴨方１５２４－１ほか おかやまコープ おかやまコープ 2015年8月3日 2016年4月3日 1,769 2,742 

中国 岡山県 ゆめタウン井原 井原市下出部町１００５－１ほか イズミ イズミ 2015年9月1日 2016年5月2日 9,618 7,409 
中国 岡山県 ニシナフードバスケット連島中央店 倉敷市連島中央2-2-3　ほか 仁科百貨店 仁科百貨店 2015年10月20日 2016年6月20日 1,500 

中国 岡山県 倉敷ショッピングシティ 倉敷市笹沖字九間樋1337-1ほか イオンリテール イオンリテール 2015年10月29日

①面積変更：201
5年10月29日

②その他の変更：
2016年6月29日 11,363 9,175 

中国 岡山県 ハローズ広江店 倉敷市広江一丁目２７１３-１ほか ハローズ ハローズ 2016年2月10日 2016年10月11日 1,265 2,015
中国 広島県 広ショッピングセンター 呉市広本町二丁目１７番１号 イオンリテール イオン 2015年4月2日 2015年12月3日
中国 広島県 ゆめマート安浦 呉市安浦町中央三丁目1番11号 大石材木店 イズミ 2015年6月30日 2015年12月1日
中国 広島県 フジ竹原店B棟 竹原市下野町３２９３ フジ ジュンテンドー 2015年6月30日 2015年7月1日

中国 広島県
ホームセンタージュンテンドー庄原
店 庄原市新庄町389-2　外 ジュンテンドー 2015年6月30日 2015年7月1日

中国 広島県 藤三大野店 廿日市市大野字護安５２９２－１外 藤三 藤三 2015年6月22日 2015年7月1日

中国 広島県 イオンモール広島府中 府中町大須２丁目１２１番１外
キリンホールディ
ングス イオン 2015年7月17日 2016年12月17日 64,500 74,160

中国 広島県 三原ショッピングセンター 三原市城町2丁目13番1号 今治造船 1 イオンリテール 19 2015年7月10日 2016年2月1日

中国 広島県 ゆめマート府中
府中市中須町字北條溝口317番１
　外 イズミ イズミ

スイートガーデ
ン 2015年8月4日 2016年4月5日

中国 広島県 マックスバリュ春日店 福山市春日町6丁目1-16
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ
西日本 2015年10月28日 2015年11月6日

中国 広島県
世羅ショッピングセンター・ホームプ
ラザナフコ世羅店

世羅町大字寺町1547-
1，1536番1外

マックスバリュ西
日本 ナフコ 2015年10月28日 2015年11月1日 4,507 9,243

中国 広島県 マックスバリュ広東店 呉市広白石２丁目１１３０８-１外
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ
広東店 2015年10月29日 2015年11月4日
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中国 広島県 マックスバリュ西条西店 東広島市西条町寺家3791番地1
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ
西日本

ハーティウォン
ツ 2 2015年10月27日 2015年11月9日

中国 広島県 マックスバリュ大柿店 江田島市大柿町大原1041-1
マックバリュ西日
本

マックスバリュ
西日本 2 2015年10月30日 2015年11月1日

中国 広島県 ゆめタウン廿日市 廿日市市下平良二丁目１３１７－５ イズミ イズミ 118 2015年10月27日 2015年11月10日

中国 広島県 イオンタウン本郷 三原市下北方1丁目14番1号
マックスバリュ西
日本 4

マックスバリュ
西日本 ナフコ 3 2015年11月6日 2016年11月20日 9,051 8,334

中国 広島県 マックスバリュ大門店 福山市大門町2丁目10-6
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ
西日本 2015年11月19日 2015年11月20日

中国 広島県
イオン高屋ショッピングセンターＡ
敷地 東広島市高屋町杵原1776番外

マックスバリュ西
日本

マックスバリュ
西日本 廣文館 2 2015年11月24日 2015年12月10日

中国 広島県 フジ海田店 海田町南本町１番３号 フジ フジ こざわ レディ薬局 2015年11月30日 2015年12月18日
中国 広島県 ゆめタウン江田島 江田島市大柿町飛渡瀬180番地外 イズミ イズミ 12 2015年3月30日 2016年12月1日

中国 広島県 ホームセンターコーナン神辺店
福山市神辺町大字新十九字二丁
目４－１９外 コーナン商事 コーナン商事 2016年3月31日 2016年12月1日

中国 山口県 ハイパーモールメルクス宇部 宇部市大字東岐波字道田1413-1 ミスターマックス
マックスバリュ
西日本 ミスターマックス 2015年4月2日 2015年12月3日

中国 山口県 レッツ光ショッピングセンター 光市浅江三丁目22番10号 ミコー食品
マックスバリュ
西日本 しまむら セリア 2015年6月3日 2015年6月23日

中国 山口県 明屋書店ＭＥＧＡ大内店 山口市大内御堀1168番地1 明屋書店 明屋書店
ゲオホールディ
ングス 2015年6月30日 2015年7月18日

中国 山口県 ザ・ビッグ岩国店 岩国市三笠町三丁目2番2号 マックスバリュ マックスバリュ 2015年10月29日 2015年11月1日
中国 山口県 マックスバリュ田布施店 熊毛郡田布施町大字麻郷奥１０１- マックスバリュ マックスバリュ 2015年10月29日 2015年11月1日
中国 山口県 マックスバリュ徳山西店 周南市都町三丁目21番地 国広興産 マックスバリュ 2015年10月29日 2015年11月1日
中国 山口県 マックスバリュ新田店 防府市大字新田１０４７－２ マックスバリュ マックスバリュ 2015年12月25日 2016年1月20日
中国 山口県 マックスバリュ末武店 下松市大字末武上１６７０－１ マックスバリュ マックスバリュ 2016年1月21日 2016年2月1日
中国 山口県 ウェスタまるき小松原通り店 宇部市若松町７番１号 丸喜 丸喜 2016年2月5日 2016年2月18日
中国 山口県 アルク山口店 山口市中央四丁目2835 丸久 丸久 2016年2月12日 2016年10月13日 1,323 1,614

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123

1

丸久 
　　　　　岩崎宏健
堂    ヤマダ電機  丸久 岩崎宏健堂 ダイレックス 2016年2月8日 2016年3月16日

中国 山口県 フジ長門店 長門市仙崎322-2
アスティ　　　　　フ
ジ フジ ジュンテンドー 2016年3月15日 2016年3月16日

中国 広島市 フレスタ上天満店 広島市南区松原町1185番地 フレスタ フレスタ 2015年4月10日 2015年10月1日

中国 広島市
イオン西風新都ショッピングセンタ
ー

広島市安佐南区大塚西六丁目704
4番

マックスバリュ西
日本

マックスバリュ
西日本 2015年11月4日 2015年11月5日

中国 広島市 ザ・ビッグ五日市店
広島市佐伯区八幡二丁目24番32
号

マックスバリュ西
日本

マックスバリュ
西日本 2015年12月3日 2015年12月4日

中国 広島市 イオンモール広島祇園
広島市安佐南区祇園三丁目540番
地1 イオンモール イオンリテール 2016年1月21日 2016年9月22日

中国 広島市 ユアーズ庚午店
広島市西区庚午中三丁目15番地1
9ほか 森川不動産

宮本里美
杉本愼平
杉本春子 ユアーズ 大創産業 2016年3月25日 2016年4月1日

中国 岡山市 ハローズ瀬戸店
岡山市東区瀬戸町瀬戸字七ノ坪１
７８番　ほか ハローズ ハローズ 2015年8月27日 2016年4月28日

中国 岡山市 岡山駅前ビル
岡山市北区駅前町一丁目１番１０５
他 成和 ビックカメラ 2015年12月16日 2016年1月1日

中国 岡山市 イズミヤ津高店 岡山市北区横井上83番3号外 イズミヤ イズミヤ 2016年2月26日 2016年4月27日
四国 徳島県 マルナカ柿原店 阿波市吉野町柿原７５－１ マルナカ マルナカ 2015年7月31日 2015年8月1日
四国 徳島県 マルナカ藍住店 藍住町笠木字西野48-1外 マルナカ マルナカ 2015年9月17日 2015年10月25日

四国 香川県 西村ジョイ・マックスバリュ高瀬店
三豊市高瀬町新名字天古984番地
1外20筆 西村ジョイ ○ 西村ジョイ

マックスバリュ
西日本 ○ 2015年5月7日 2016年1月7日 4,302 4,302

四国 香川県 ＤＣＭダイキ牟礼店
高松市牟礼町大字牟礼字下窪988
番の1外

三井住友ファイナ
ンス&リース ○ ＤＣＭダイキ 2015年5月22日 2015年6月1日 2,946 2,817

四国 香川県 ＤＣＭダイキ香西店 高松市香西本町350-1
三井住友ファイナ
ンス&リース ○ ＤＣＭダイキ 2015年5月22日 2015年6月1日



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

店舗面積の合計（㎡）小売業者名建物設置者名

四国 香川県 お宝買取団高松店 高松市上福岡町２０２１－１外 コジマ ショウセイ 2015年7月28日 2015年7月29日 2,500 1,733 

四国 香川県 コトデン瓦町ビル
高松市常磐町一丁目3番地1外18
筆

高松琴平電気鉄
道

ことでんサービ
ス ○ 2015年10月13日 2015年10月21日

四国 香川県 ハローズ円座店 高松市円座町845番地3ほか ハローズ ハローズ 2015年11月6日 2016年7月7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42筆 マルナカ マルナカ ○ 2015年12月25日 2015年12月25日

四国 香川県 マルナカ豊中店
三豊市豊中町本山甲字国繁944番
地　外18筆 マルナカ マルナカ 2015年12月25日 2015年12月25日

四国 香川県 マルナカ新土庄店
土庄町字半の池甲1360番地71　外
2筆 マルナカ マルナカ ○ 2015年12月28日 2015年12月28日

四国 香川県 マルナカ善通寺店
善通寺市善通寺町字本村道下187
番地1　外19筆 マルナカ マルナカ 2015年12月28日 2015年12月28日

四国 愛媛県
ユニクロ宇和島店・西松屋宇和島
店・シュープラザ宇和島店 宇和島市祝森甲1672-1　外 ダイワロイヤル ユニクロ 西松屋チェーン ○ 2015年4月7日 2015年4月24日

四国 愛媛県 ハローズ新居浜郷店 新居浜市郷5丁目甲58番1　外24筆 ハローズ ハローズ
ワッツオースリ
ー販売 2015年4月13日 2015年6月1日

四国 愛媛県 エミフルＭＡＳＡＫＩ－Ａ 松前町筒井茶屋分832-1　外
三井住友信託銀
行 フジ パレモ ○ 2015年4月20日

2010年12月1日
（駐輪場の位置
及び収容台数）
2015年12月21日
（その他変更事項
） 40,200 41,778

四国 愛媛県 ＤＣＭダイキ宇和島南店 宇和島市保田字宮ノ段672番地　 オリックス ＤＣＭダイキ 2015年5月19日 2015年6月1日
四国 愛媛県 コープ久米 松山市鷹子町70番地　外 コープえひめ コープえひめ つるや 2015年6月1日 2016年3月28日

四国 愛媛県 フレスポ今治店
今治市衣干町四丁目61番1号　外1
5筆 大和リース しまむら レデイ薬局 2015年7月29日

2015年3月12日
（開店時刻及び閉

店時刻、駐車場
利用可能時間）
2015年7月30日
（出入口の数）

四国 愛媛県 マルナカ東予店 西条市周布190番　外 マルナカ マルナカ つるや ○ 2015年8月11日 2015年8月12日
四国 愛媛県 マルナカ土居田店 松山市空港通1丁目21-1　外 マルナカ マルナカ 2015年8月11日 2015年8月12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 2015年9月24日 2016年5月25日

四国 愛媛県 ハローズ川之江店
四国中央市川之江町193番　外30
筆 ハローズ ハローズ

マツモトキヨシ
中四国販売 ○ 2015年9月29日 2016年5月30日

四国 愛媛県 フジ本郷店 新居浜市本郷一丁目889番1号　外 フジ フジ 大創産業 2016年1月18日

2016年9月19日
（施設の配置に関

する事項）
2016年1月19日
（施設の運営方

法に関する事項）

四国 愛媛県 フジグラン今治
今治市東門町五丁目840番地117　
外 ビープラネッツ フジ レデイ薬局 ○ 2016年3月11日

2016年4月1日
（施設の配置に関
する事項（駐車場

位置変更））
2016年11月12日

（施設の配置に関
する事項（駐車場
位置変更以外））
2016年3月12日
（施設の運営方

法に関する事項）

四国 愛媛県 イオンモール今治新都市 今治市にぎわい広場1番1　外 イオンモール
越智今治農業
協同組合 イオンリテール 2016年3月28日 2016年4月19日

四国 高知県 ビッグダウン須崎店
高知県須崎市多ノ郷字矢羽田甲５
６００　ほか ツルハ ツルハ 2015年4月27日 2015年4月28日



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

店舗面積の合計（㎡）小売業者名建物設置者名

四国 高知県 サニーマートあぞの店
高知市薊野西町3丁目１３３８－３　
ほか

高知市農業協同
組合 サニーマート 2015年5月29日 2015年6月26日

四国 高知県 マルナカ四万十店 四万十市具同２１１　ほか マルナカ マルナカ つるや ○ 2015年6月5日 2015年6月6日

四国 高知県 マルナカ野市店
香南市野市町西野ヌノ丸2700－２
　ほか マルナカ マルナカ

スーパーストア
富士屋 ○ 2015年6月5日 2015年6月6日

四国 高知県 マルナカ須崎店 須崎市神田字下切2496－１ほか マルナカ マルナカ つるや ○ 2015年6月5日 2015年6月6日

四国 高知県 四万十ショッピングガーデン 四万十市具同八反田３１８９－２
三井住友ファイナ
ンス＆リース 西松屋

ファーストリテイ
リング ○ 2015年6月16日 2015年6月30日

四国 高知県 マルナカ一宮店 高知市一宮字米元１７６４番１　ほ マルナカ マルナカ 2015年7月31日 2015年8月1日
四国 高知県 マルナカ南国店 南国市大樋字樋掛甲２５３１ マルナカ マルナカ 2015年7月31日 2015年8月1日
四国 高知県 マルナカ安芸店 安芸市矢ノ丸４丁目３２０－１　ほか マルナカ マルナカ 2015年7月31日 2015年8月1日

四国 高知県 マルナカ奈半利店
安芸郡奈半利町字水門乙１３０５－
９　ほか マルナカ マルナカ 2015年7月31日 2015年8月1日

四国 高知県 高知大丸本館・東館 高知市帯屋町一丁目６－１　ほか 大丸 大丸 2015年9月29日 2016年1月26日
四国 高知県 マルナカ四万十店 四万十市具同２１１　ほか マルナカ マルナカ 2015年10月21日 2015年10月22日

四国 高知県 ダイキ野市店
香南市野市町西野カノ丸１２０５番
地１　ほか ダイキ ダイキ 2015年11月19日 2016年4月1日

九州 福岡県 ゆめタウン久留米 久留米市新合川一丁目３９番地　 イズミ イズミ ○ 2015年5月8日 2016年1月9日 36,080 49,966 

九州 福岡県
にしてつストア　レガネット美鈴の
杜 小郡市美鈴の杜一丁目１番地３ 西日本鉄道 にしてつストア 2015年8月12日

駐輪場の位置及
び収容台数、廃
棄物保管施設位
置及び容量
2016年4月13日
荷さばき時間帯
2016年8月21日

九州 福岡県 西鉄ストア太宰府店 太宰府市五条二丁目２２番７号 西鉄ストア 西鉄ストア 2015年10月5日 2015年10月6日

九州 福岡県 ゆめマートすわの
久留米市諏訪野町
１９０３番２１　外 高橋 イズミ ○ 2015年11月12日 2015年11月20日

九州 福岡県 ゆめタウン宗像
宗像市田久字鍵分
６４２－１　外 イズミ イズミ 2015年11月30日 2016年8月1日

九州 福岡県 イオン大野城ショッピングセンター 大野城市錦町四丁目１番１号　外 イオン九州 グシマ イオン九州 ○ 2015年12月2日 2016年8月3日

九州 福岡県
（仮称）コメリホームセンターうきは
店

うきは市吉井町鷹取１６２５番地　
外 コメリ コメリ 2016年1月18日 2016年1月19日

九州 福岡県 ミスターマックス粕屋店 糟屋郡粕屋町大字仲原２７１４号 上村倉庫 ミスターマックス 〇 2016年2月19日

営業・駐車場利
用・荷さばき時間

帯
2016年2月20日
駐輪場の位置、
荷さばき売施設

の位置及び面積
、廃棄物等の保

管施設の位置及
び容量

九州 福岡県 カインズ福岡新宮店
糟屋郡新宮町中央駅前二丁目１０
番１　外４筆 カインズ カインズ 2015年2月26日

2016年2月27日
出入口の位置

廃棄物等の保管
施設の位置

2016年3月2日

九州 福岡県 水巻ショッピングバザール
遠賀郡水巻町大字古賀字丸山１４
５４－１ 光陽

イオンストア九
州 〇 2015年3月16日 2016年11月17日

九州 福岡県
ホームプラザナフコ瀬高店・ソフト
バンクみやま

みやま市瀬高町下庄字東欠橋７２
３番１　外２６筆 ナフコ

プラザクリノウ
チ ナフコ 〇 2015年3月23日 2016年11月24日

九州 佐賀県 ショッピングシティ　バニーズ 小城市三日月町久米１２９５番地２
三日月ショッピン
グシティ協同組合

マックスバリュ
九州 武田健康堂 すずらん 2015年4月3日

2015年4月4日
2015年12月4日

九州 佐賀県 ゆめマートさが 佐賀市与賀町７８　外 イズミ イズミ 2016年1月29日 2015年3月1日
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九州 佐賀県 イオン江北店
杵島郡江北町大字山口字三本松１
２２３　外 イオン九州 イオン九州 2016年2月26日 2016年10月27日

九州 長崎県 （仮称）ＳＤ・Ｇ５・ＭＦ諫早久山店 諫早市久山町２３０３番１　外 アルペン アルペン 2015年4月20日 2015年7月1日
九州 長崎県 長崎自動車本社ビル 長崎市新地町３番１７号 長崎自動車 ダイエー 2015年8月28日 2015年8月31日

九州 長崎県
クロスガーデン広田・コメリホーム
センター佐世保店 佐世保市広田四丁目２３２番２　外 オリックス コメリ エレナ コメリ 4 2015年9月15日 2016年5月16日 7,296 13,425 

九州 長崎県 (仮称)佐世保藤原町複合商業施設 佐世保市藤原町３５２番地６　外 商業施設社
大和情報サー
ビス ヤマダ電機 未定 2015年10月8日 2016年6月9日 4,000 9,181 

九州 長崎県 マンガ倉庫時津店
西彼杵郡時津町浜田郷字天神木８
２３番 イオン九州 チェンジ 2015年11月10日 2015年12月19日

九州 熊本県 ダイレックス小国店 阿蘇郡小国町大字宮原2308 クスヤ ダイレックス 2015年6月18日 2016年2月19日

九州 熊本県 宇土シティモール 宇土市善道寺町字綾織103
三井住友信託銀
行 イズミ 2015年8月7日 2016年4月8日

九州 熊本県 クロス21UTO 宇土市水町字水町50-1
九州リースサービ
ス イオン ケーズデンキ 2015年10月9日 2015年10月13日

九州 熊本県
ダイソー熊本大津店・auショップ大
津店

菊池郡大津町字鍛冶ノ上1294番1
ほか

三井トラスト・パナ
ソニックファイナン
ス ダイソー ａｕ 2016年3月25日 2016年11月26日 1,550 1,473 

九州 大分県 大分日田ショッピングセンター
日田市大字渡里字大道町５３番５　
外 三喜

大和情報サー
ビス 三喜 マルミヤストア

マツハヤ・コー
ポレーション 2015年4月13日 2015年12月14日

九州 大分県 （仮称）ドラッグストアモリ別府店
別府市大字鶴見字荒巻２６０８番１
　外 ドラッグストアモリ

ドラッグストアモ
リ 2015年12月4日 2016年8月5日 1,293 1,439 

九州 大分県 マルショク寒田店
大分市大字寒田字蓮町１０５４番地
１　外 マルショク マルショク 2015年12月9日 2016年8月10日

九州 大分県 ニトリ日田店 日田市大字友田１０２３－１　外２筆 ヤマダ電機 ニトリ 2016年1月7日 2016年9月8日 1,990 2,493 
九州 大分県 マックスバリュ湯布院店 由布市湯布院町川上２９２４－１ 共立地所 マックスバリュ 2016年1月13日 2016年9月14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 イオンストア九州 紅屋 イオン ココカラファイン 3 2016年3月7日 2016年11月8日

九州 宮崎県 スーパードラッグコスモス小林西店
小林市大字細野字榎原１５６７－１
　外 芙蓉総合リース

スーパードラッ
グコスモス小林
西店 2015年6月22日 2016年2月23日

九州 宮崎県 ダイレックス三股店 三股町大字樺山4963番1　外
エーコープみやざ
き ダイレックス 2015年12月1日 2016年8月2日

九州 宮崎県
生活協同組合コープみやざき花繰
店 都城市花繰町18号１～６番

生活協同組合コ
ープみやざき

生活協同組合
コープみやざき 2016年2月19日 2016年10月20日

九州 宮崎県 ホームワイド高千穂店
西臼杵郡高千穂町大字三田井字
吾平原403-2 イオン九州 イオン九州 2016年3月23日 2016年3月24日 ×

九州 鹿児島県
イオン姶良ショッピングセンター・九
州テックランド姶良店 姶良市東餅田336番地　外16筆 イオン九州 正一電気 イオン九州 その他 2015年6月19日 2016年2月20日 16,235 2,294 

九州 鹿児島県 プラッセ大小路食品館 薩摩川内市若葉町41番地２ 大和 大和

フラワーショッ
プ愛，東洋食

品 2015年8月4日 2016年4月5日

九州 鹿児島県 イオン鹿児島谷山店 鹿児島市南栄五丁目10番51 マルハン
イオンストア九
州 2015年11月12日 2016年7月13日

九州 鹿児島県 プラザ大島店 奄美市名瀬小浜町2245番地２　外
三井住友信託銀
行

イオンストア九
州 奄美カラー 2015年11月12日 2016年7月13日

九州 鹿児島県 （仮称）ドラッグストアモリ和泊店
大島郡和泊町大字和泊字下当148
番１　外２筆 ドラッグストアモリ

ドラッグストアモ
リ 2016年1月29日 2016年9月30日

九州 鹿児島県 加世田プロジェクト
南さつま市加世田川畑字新吉原50
2番　外45筆 南さつま地所

ダイワロイヤ
ル

九州ケースデン
キ ダイレックス 2016年3月14日 2016年11月15日

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 岩田屋三越 〇 2015年5月12日 2015年4月25日

九州 福岡市 ハローデイ別府店 福岡市城南区別府四丁目1番 ハローデイ ハローデイ セリア 大賀薬局 2015年5月18日 2015年5月27日
九州 福岡市 ゆめタウン博多 福岡市東区東浜一丁目１番１号ほ イズミ イズミ 〇 2015年7月7日 2016年3月8日 48,542 37,705 
九州 福岡市 ニトリゆめタウン博多店 福岡市博多区千代六丁目2番23号 イズミ ニトリ 2015年7月7日 2016年3月8日 48,542 7,627 



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

店舗面積の合計（㎡）小売業者名建物設置者名

九州 福岡市 イオン原ショッピングセンター 早良区原六丁目27番52号
三井住友信託銀
行 イオン九州 〇 2015年7月14日 2016年3月15日

九州 福岡市 ミスターマックスSelect美野島店 博多区美野島二丁目5番6号 矢野特殊自動車 ミスターマックス 2015年7月15日

用時間
2015年8月1日

廃棄物保管施設
位置及び容量

平成28年3月16
日

九州 福岡市 マリノアシティ福岡　ロードサイド 福岡市西区小戸二丁目13番16号 福岡地所 ラストコール 〇 2015年8月27日 2016年4月28日

九州 福岡市 ヨドバシ博多ビル
福岡市博多区博多駅前中央街6番
12号 ヨドバシカメラ ヨドバシカメラ 〇 2015年9月25日 2015年10月4日

九州 福岡市 福岡東MMプラザ 東区青葉七丁目61番１号 北山興産 ミスターマックス
マックスバリュ
九州 2015年10月30日 2015年11月1日

九州 福岡市 ホークスタウン
福岡市中央区地行浜二丁目2番2
号

三菱ＵＦＪ信託銀
行 エヌアールシー

福岡ソフトバン
クホークスマー
ケティング 〇 2016年3月24日 2016年4月1日 27,815 9,901 

九州 北九州市 イオン戸畑ショッピングセンター 北九州市戸畑区汐井町2番2号
三菱ＵＦＪ信託銀
行 イオン 2015年11月2日 2015年12月20日

九州 北九州市
ラ･ムー小倉南沼店　サンキュード
ラッグ沼店

北九州市小倉南区沼南町1丁目2
－1

大黒天物産・サン
キュードラッグ ラ･ムー

サンキュードラ
ッグ 2015年11月9日 2015年11月26日

九州 北九州市 ショッピングパーク鞘ヶ谷 北九州市戸畑区東鞘ヶ谷町2番1号 スピナ 2015年11月19日 2016年7月1日

九州 北九州市 リバーウォーク北九州
北九州市小倉北区室町一丁目１番
１号 北九州紫川開発 2 サコダ 81 2016年1月28日 2011年3月1日

九州 北九州市 マルショク金田店
北九州市小倉北区金田一丁目3番
33号 共立建物 マルショク その他 2016年1月29日 2016年1月30日

九州 北九州市 ハローパーク大手町 小倉北区大手町11-1 ハローデイ ハローデイ 2016年2月25日 2016年3月31日
九州 北九州市 マックスバリュ三萩野店 小倉北区昭和町14番20号 福岡トラスト マックスバリュ 2016年2月15日 2016年10月16日

九州 北九州市 イオン城野店
北九州市小倉南区富士見一丁目4
番1号

都市綜研インベス
トファンド イオン 14 2016年3月15日 2016年3月16日

九州 熊本市 ムサシプラザ
熊本市北区武蔵ケ丘五丁目２６４
番地１　外 大和リース マルショク その他 2015年10月23日 2016年6月24日 2,556 1,980 

九州 熊本市 エディオンサンリブシティくまなん店
熊本市中央区平成三丁目２１６番
地　外 エディオン エディオン 2015年12月15日 2016年8月16日

九州 熊本市 ゆめタウンサンピアン店 熊本市東区上南部二丁目２番２号 イズミ イズミ ○ 2015年12月25日 2016年8月26日

沖縄 沖縄県 ドラッグストアモリ比嘉店
久米島町字比嘉島の前原95番1　
外 ドラッグストアモリ

ドラッグストアモ
リ 2015年7月29日 2015年8月1日

沖縄 沖縄 ダイレックス津嘉山店
那覇市字仲井真東オフリー原374
番１及び375番１ ダイレックス ダイレックス 2016年3月17日 2016年11月18日
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