
　　　　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 メルセデス・ベンツ北見 北見市中央三輪8丁目2番地10 ヤマダ電機
シュテルン北
見 2017年4月26日

①2017年5月1日
(駐車場の出入口

の数の変更)
②2017年12月27
日(駐車場の収容

台数、駐輪場の
収容台数、荷さば
き施設の面積、廃
棄物保管施設の
位置・容量の変

更)

北海道 北海道 苫小牧北栄町3丁目ＳＣ 苫小牧市北栄町3丁目1ほか
DCMホーマッ
ク 2 2017年5月25日 2018年1月25日

北海道 北海道 フレスポ函館戸倉 函館市戸倉町130-1 大和リース ミカエル
DCMホーマッ
ク 道南ラルズ 6 2017年6月26日 2018年2月27日

北海道 北海道 札内ショッピングモール
中川郡幕別町札内共栄町163
番地ほか

DCMホーマッ
ク 中道リース

DCMホーマッ
ク ダイイチ 4 2017年8月9日 2018年4月9日

北海道 北海道
苫小牧市澄川町複合商業施
設

苫小牧市澄川町1丁目2-１ほ
か 中道リース ツルハ 2 2017年8月22日

①2017年8月23日
（駐輪場及び廃棄
物等保管施設位
置変更、駐車場

利用時間帯変更）
②2018年4月23日

（駐車場収容台
数）

北海道 北海道 株式会社西條名寄店 名寄市西4条南8丁目 西條 西條 2017年9月29日 2017年10月2日

北海道 北海道
旭川豊岡タウンプラザ　ダイ
イチ豊岡店 旭川市豊岡3条4丁目6-１ほか

シングシステ
ム ダイイチ 2017年10月5日 2017年10月6日

北海道 北海道 ジョイフルエーケー大麻店 江別市大麻211番1ほか
ジョイフルエー
ケー

ジョイフルエー
ケー 2017年10月10日 2018年6月11日

北海道 北海道
帯広市西18条ショッピングセ
ンター

帯広市西18条北1丁目29番地
１ほか 福原 フクハラ 8 2017年10月13日 2018年10月14日

北海道 北海道
ＤＣＭホーマック元江別店・
コープさっぽろえべつ店 江別市元江別807番地32ほか ＫＬ

DCMホーマッ
ク コープさっぽろ 2017年10月23日 2018年6月24日
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北海道 北海道 マックスバリュ倶知安店
虻田郡倶知安町南11条西1丁
目30番地ほか

マックスバリュ
北海道 佐々木洋一

マックスバリュ
北海道 ツルハ 大創産業 2017年12月13日 2018年8月14日 6,195 3,390

北海道 北海道 東光ショッピングセンター
旭川市東光8条1丁目227番地8
の内 ダイゼン ダイゼン

サッポロドラッ
グストアー 2018年1月24日 2018年1月25日

北海道 北海道 DCMホーマック花川店
石狩市花川南1条6丁目185ほ
か

DCMホーマッ
ク

DCMホーマッ
ク 2018年2月6日 2018年10月7日

北海道 北海道 コメリパワー帯広店(本館)
帯広市清流東2丁目12番地１
ほか コメリ コメリ セコマ 2018年2月26日

①2018年2月27日
（荷さばき施設及
び廃棄物等保管
施設の位置、開
閉店時刻、駐車
場利用時間帯）

②2018年4月13日
（自動車の出入口

の位置）

北海道 北海道 ダイイチ東旭川店
旭川市東旭川北1条1丁目25番
地１ほか ダイイチ ダイイチ ツルハ 2 2018年3月6日 2018年3月7日

北海道 札幌市 ツルハドラッグ北野店
札幌市清田区北野7条5丁目
374

有限会社山和
興産 ツルハドラッグ 2017年6月1日 2017年6月2日

北海道 札幌市 ツルハドラッグ藤野店 札幌市南区藤野2条6丁目7-1
株式会社ツル
ハ ツルハドラッグ セブンイレブン 2017年8月2日 2017年8月30日

北海道 札幌市
スーパービバホーム清田
羊ヶ丘通店

札幌市清田区真栄52、真栄
56、真栄47-1

みずほ信託銀
行株式会社 LIXILビバ サンキュー 2017年10月24日

①
（駐輪場の位置及
び収容台数）②平

北海道 札幌市 コープさっぽろ二十四軒店
札幌市西区二十四軒3条1丁目
2番30号

北海道酒類株
式会社 中道リース コープさっぽろ ジーユー 4 2018年2月28日 2018年10月1日 1,988 4,819

東北 青森県 イオンタウン弘前樋の口
弘前市大字樋の口２丁目９－
６

マックスバリュ
東北

DCMサンワ、
イオンタウン

マックスバリュ
東北 DCMサンワ 21 2017年5月31日 2017年6月1日

東北 青森県 DCMサンワ柏店
つがる市柏上古川房田１４５－
１ DCMサンワ DCMサンワ 2017年5月31日 2017年6月1日

東北 青森県 DCMサンワ八食店
八戸市大字長苗代字狐田５－
１外

八食サービス
エイト ＤＣＭサンワ サトーメガネ サンクス青森 2017年5月31日 2017年6月1日

東北 青森県 ハルル樹木 弘前市樹木５丁目７－１外 スコーレ 佐藤長
ティーアンド
ティー サンデー 2017年6月30日 2017年9月15日

東北 青森県 カブ・大野店 青森市大字大野字前田73-4外 紅屋商事 紅屋商事 2017年7月10日 2018年3月11日

東北 青森県 ピアドゥ 八戸市沼館四丁目７－１１２外 八戸臨海開発
福田アセット
＆サービス イトーヨーカ堂 ゼビオ 18 2017年10月3日 2017年11月2日

東北 岩手県
キャッセン大船渡ショッピング
センター

船 周
理事業仮換地44-1街区、44-2
街区 マイヤ

ＤＣＭホーマッ
ク、大和リース

ＤＣＭホーマッ
ク マイヤ 2 2017年5月19日 2017年5月20日

東北 岩手県 （仮称）サンデー盛岡本宮店 盛岡市本宮五丁目16番地内 サンデー サンデー 2017年9月14日 2017年9月14日

東北 岩手県
（仮称）大更南ショッピングセ
ンター

八幡平市大更第18地割88番地
12ほか

いわて生活協
同組合

薬王堂、ヤマ
ダ電機

いわて生活共
同組合 薬王堂 ヤマダ電機 2018年3月6日 2018年3月7日

東北 岩手県 Ｂ．Ｈ．　Ｙａｈａｂａ　Ｔｏｗｎ
紫波郡矢巾町大字藤沢第１地
割20番地１ほか ベルジョイス

日本調剤、ＮＴ
Ｔファイナンス セリア ベルジョイス 2 2018年3月29日 2018年3月30日

東北 宮城県 イオンモール名取
名取市杜せきのした五丁目３
番地の１ イオンモール

イオンリテー
ル 2017年9月29日 2017年10月2日

東北 宮城県 気仙沼モール 気仙沼市赤岩石兜３８番地 デンコードー 2 デンコードー マイヤ 1 2017年11月13日 2018年3月1日

東北 宮城県 サンサンタウン古川
大崎市古川福浦字道の上１８
６　外 高五 ゲオ おてんとさん 2017年11月28日

① 月
（駐車場の位置、
駐輪場の位置、 1,309 2,460



東北 宮城県

新鮮館
店・ツルハドラッグ名取上余
田店 名取市上余田千刈田２番地９ マルニ

ＪＡ三井リース
建物 マルニ ツルハ 2017年12月27日 2018年8月28日 1,528 2,521

東北 宮城県 クリエみうら階上店
気仙沼市波路上野田１５５－
１、外 駅前ストアー 駅前ストアー 薬王堂 2018年3月15日 2018年3月16日

東北 宮城県
クリエみうら松川前ＳＣ　Ｂエ
リア 気仙沼市松川前４７番地、外 駅前ストアー 薬王堂 薬王堂 大創産業 2018年3月15日 2018年3月16日

東北 秋田県 フレスポ横手Ⅱ
横手市婦気大堤字中田５９番
２外 大和リース

西松屋チェー
ン

エービーシー・
マート 1 2017年7月14日 2018年3月15日 2,952 3,265

東北 秋田県 大仙ショッピングパーク 大仙市戸蒔字東89　外 デンコードー バザール
ティーアンド
ティー バザール 2017年10月13日 2018年6月14日 4,445 3,844

東北 秋田県 ハッピータウン横手 横手市条里三丁目１１１外 日敷 2 ドン・キホーテ よねや商事 2 2017年10月20日 2018年2月1日

東北 秋田県 イオンタウン大曲福田 大仙市福田町62番2　外34筆
マックスバリュ
東北

マックスバリュ
東北 ゲオ 4 2018年2月13日 2018年3月1日

東北 秋田県
ショッピングタウンアクロスプ
ラザ大館南 大館市餌釣字前田１番地外

東京センチュ
リー

マックスバ
リュー東北 ツルハ 6 2018年2月20日 2018年4月1日

東北 秋田県 イオンタウン十文字南
横手市十文字町佐賀会字上沖
田２７１－２外

マックスバリュ
東北 3

西松屋チェー
ン ツルハ 3 2018年2月28日 2018年3月1日

東北 秋田県 メルシティ潟上 潟上市飯田川飯塚字古開地内
飯田川都市開
発 他4社 2018年3月1日 2018年3月2日

東北 秋田県 本荘東ショッピングセンター 由利本荘市東梵天257番外
マックスバリュ
東北

マックスバリュ
東北 2 2018年3月5日 2018年3月6日

東北 秋田県 アクロス本荘 由利本荘市東梵天144
イナンス＆
リース キタムラ デンコードー 2 2018年3月12日 2018年3月13日

東北 秋田県
フレスポ土崎・マックスバリュ
港北店

秋田市土崎港北７丁目161番2
外 大和リース

マックスバリュ
東北

マックスバリュ
港北店

ツルハドラック
秋田土崎店

やまや土崎店
ドコモショップ
土崎湊店
大和リース物
販店 2018年3月16日 2018年11月17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６
５番１外 ヤマザワ

しまむら、イエ
ローハット

ヤマザワ、ヤ
マザワ薬品

ティーアンド
ティー

セリア、イエ
ローハット 2017年11月21日 2018年1月22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
レージョン

主婦の店鶴岡
店

主婦の店鶴岡
店 東北セイムス

東 本
販売、チャンピ
オン 2018年1月15日

① 月
（荷さばき施設の

位置の変更）②

東北 山形県 ジェイ・マルエー鶴岡店
鶴岡市大字文下字広野３４番
１号外 ヤマダ電機

マルエーうち
や 2018年2月5日 2018年2月6日

東北 山形県 ホームセンタージョイ前田店 山形市前田町６番１０号 サンデー サンデー 2018年2月22日 2018年10月23日

東北 山形県 鶴岡南ショッピングセンター 鶴岡市ほなみ町9番35号
マックスバリュ
東北

ＤＣＭホーマッ
ク

マックスバリュ
東北

DCMホーマッ
ク 7 2018年3月28日

①2018年11月29
日（駐車場の位置

変更）
②2018年3月29日
（出入口の数及び

位置変更）



東北 福島県 いちい八島田店
福島市八島田字勝口２７番地
の1　外 いちい いちい 3 2017年5月15日 2018年1月16日

東北 福島県
SUPER CENTER PLANT-5
大玉店

安達郡大玉村大山字玉貫１０
６－１　外49筆 PLANT PLANT 2017年6月5日 2017年6月21日

東北 福島県 エイトタウン田島
南会津郡南会津町田島字田島
柳35番1外 ダイユーエイト ダイユーエイト

リオン・ドール
コーポレーショ
ン 2018年3月30日 2018年12月1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3丁目7番
地の2 三井不動産 2017年9月1日 2017年11月1日

東北 仙台市
ザ・モール仙台長町本館・
Part2・ララガーデン長町

仙台市太白区長町七丁目401
番、401番19他

東特エステー
トサービス 三井不動産 2017年9月19日 2017年9月29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
㈲クスリのあ
がけ 2 2017年4月12日 2017年4月13日

関東 茨城県 カスミ筑波店
つくば市大字北条内町裏5150
番地11 カスミ カスミ 花仙 2017年5月12日 2017年5月13日

関東 茨城県 ウエルシア常総石下店
常総市新石下字高島3930番1
外

ウエルシア薬
局

ウエルシア薬
局 2017年5月26日 2017年7月11日

関東 茨城県 iias（イーアス）つくば つくば市研究学園５丁目19番
大和ハウス工
業 カスミ

日本トイザら
ス 128 2017年5月31日

①
(駐車場の位置)

②2017年6月1日

関東 茨城県 カスミ協和店 筑西市新治1996-3　外 カスミ カスミ フレッシュあい 2017年5月31日 2017年6月1日

関東 茨城県 カスミ津田店 ひたちなか市津田2848-1　外 カスミ カスミ きね八 1 2017年5月31日 2017年6月1日

関東 茨城県 カスミ舟石川店 那珂郡東海村三丁目572番1 カスミ カスミ セリア 2 2017年6月7日

①
(駐輪場の位置)

②2017年6月8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 セリア 3 2017年6月15日 2017年6月16日

関東 茨城県 ピアシティ笠間 笠間市石井字南町2095-1　外 日榮産業 カスミ
ウエルシア薬
局 2017年6月20日 2017年6月21日

関東 茨城県 カスミ三和店 古河市諸川498-2　外 カスミ カスミ 大創産業 2017年6月30日 2017年7月1日

関東 茨城県 フードオフストッカー東海店 那珂郡東海村大字村松1168-2 カスミ カスミ 2017年7月7日 2017年7月8日



関東 茨城県 ビバホーム竜ヶ崎店
龍ケ崎市小通幸谷町字中道
228　外 LIXILビバ LIXILビバ ヤオコー 2017年7月25日

①2018年3月26日
（駐車場の収容台

数，駐輪場の位
置）

②2017年7月26日
（小売業を行う者
の開店時刻，駐

車場の利用可能
な時間帯，駐車場
の自動車の出入

口の数及び位置）

関東 茨城県
地域交流館みほふれ愛プラ
ザ・カスミ美浦店

稲敷郡美浦村大字宮地1211-1
外 美浦村 カスミ カスミ

茨城かすみ農
業協同組合 1 2017年7月27日 2018年3月28日

関東 茨城県 カスミ結城店 結城市大字結城7073　外 カスミ カスミ 2017年8月7日 2017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 2017年8月9日 2018年4月10日

関東 茨城県 カスミ取手店 取手市大字青柳字長町385 カスミ カスミ 2017年8月24日 2017年8月25日
関東 茨城県 ホームプラザナフコ北鹿嶋店 鹿嶋市和784-1 ナフコ ナフコ 2017年9月1日 2018年5月2日

関東 茨城県
フードオフストッカー神立西
店 土浦市神立町字上砂4427番 カスミ カスミ 明治屋 2017年9月1日 2017年9月2日

関東 茨城県 カスミテクノパーク桜店 つくば市桜一丁目22番地
みずほ信託銀
行 カスミ 2017年9月14日 2017年9月15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 大創産業 4 2017年9月20日 2017年9月21日

関東 茨城県

那珂湊ショッピングセンター
「ピアポート」　カワチ薬品那
珂湊店

ひたちなか市栄町二丁目7349
番地　外 カスミ カワチ薬品 カスミ カワチ薬品 4 2017年9月22日 2018年5月23日

関東 茨城県 山新下妻店
下妻市古沢字屋敷東533番
外 山新 山新 2017年10月10日

①2018年6月11日
(店舗面積，駐輪
場の位置及び収

容台数，荷さばき
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)

②2017年10月11
日(開店時刻及び
閉店時刻，駐車
場の利用可能な

時間帯，荷さばき
施設の作業可能

な時間帯) 6,260 8,912
関東 茨城県 伊勢甚友部スクエア 笠間市湯崎字東原1249-1　外 伊勢甚本社 カスミ 大創産業 17 2018年10月10日 2018年10月11日

関東 茨城県 カスミ土浦田中店
土浦市田中町二丁目1697番地
の1　外 カンファ カスミ 奥井薬局 2017年10月10日 2017年10月11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 白戸　栄司

ジョイフル本
田 2017年10月13日

①2018年6月14日
(荷さばき施設の

位置)
②2017年10月20
日(荷さばき施設

において荷さばき
を行うことができ

る時間帯)

関東 茨城県 三洋堂書店石岡店
石岡市東光台三兆名3982番地
の1番地 カスミ 三洋堂書店 2017年10月20日 2018年6月21日



関東 茨城県 カスミ八千代店
結城郡八千代町大字菅谷56街
区-1　外 ケイワイ カスミ 野本　浩三 あい 2017年10月26日 2017年10月27日

関東 茨城県 カスミ上水戸店
水戸市上水戸3丁目3146番地
の1　外 茨城交通 カスミ 2017年10月31日 2017年11月1日

関東 茨城県 カスミ古河店 古河市原町237番地 カスミ カスミ 蛸屋菓子店 2017年11月2日 2017年11月3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 2017年11月13日

①2018年7月14日
(駐輪場の位置，
荷さばき施設の
位置，廃棄物等

の保管施設の位
置)

②2017年11月14
日(荷さばき施設

において荷さばき
を行うことができ

る時間帯)

関東 茨城県 カスミきぬの里店
常総市内守谷町きぬの里二丁
目23-2 カスミ カスミ 2017年11月16日 2017年11月17日

関東 茨城県 カスミ千代田店 かすみがうら市新治1827-31 カスミ 日榮産業 カスミ ツルハ 2017年11月24日 2017年11月25日

関東 茨城県 TSUTAYA鹿嶋南店
神栖市掘割一丁目600番18
外

ジョイカル
チャー TSUTAYA

ファミリーマー
ト 2017年11月28日

①2018年7月29日
(駐輪場の位置及
び収容台数，荷さ
ばき施設の位置
及び面積，廃棄

物等の保管施設
の位置及び容量)
②2017年12月15
日(開店時刻及び
閉店時刻，駐車
場の利用可能な
時間帯，駐車場

の出入口の数及
び位置，荷さばき
施設の作業可能

な時間帯)

関東 茨城県 ケーズデンキ水戸本店
水戸市本吉田町字上千束1944
番12　外

ケーズホール
ディングス

ケーズホール
ディングス 2017年11月30日

①2017年12月1日
(店舗面積)

②2018年8月1日
(駐車場の位置及

び収容台数)
③2018年5月1日
(駐車場の出入口

の数及び位置) 8,686 7,389

関東 茨城県 カスミ牛久ショッピングプラザ
牛久市神谷6丁目1番地3，1番
地4，1番地5 渡邉　正道 カスミ アーバン 2017年11月30日

①2018年8月1日
(荷さばき施設の

位置)
②2017年12月1日
(駐車場の出切口

の数及び位置，
荷さばき施設の
作業可能な時間

帯)

関東 茨城県 カスミひたち野牛久店
牛久市ひたち野四丁目1番地2
外 カスミ カスミ

ワンダーコー
ポレーション 2017年12月5日 2017年12月6日

関東 茨城県 カスミ学園店 つくば市竹園2丁目12-1　外 カスミ カスミ 2017年12月8日 2017年12月9日

関東 茨城県 カスミひたちなか笹野店
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 マツモトキヨシ 2017年12月13日 2018年8月14日



関東 茨城県 カスミみどりの駅前店 つくば市下萱丸4-121番地 カスミ カスミ 2017年12月13日 2017年12月14日
関東 茨城県 カスミ並木店 土浦市並木3丁目8番地1号 カスミ カスミ 2017年12月13日 2017年12月14日
関東 茨城県 カスミ中村店 土浦市中村南4丁目4番31号 カスミ カスミ 2017年12月26日 2017年12月27日

関東 茨城県 那珂町ショッピングセンター 那珂市竹ノ内三丁目6番5　外
イオンリテー
ル

イオンリテー
ル

フジパンスト
アー 3 2018年1月11日 2018年9月25日

関東 茨城県 iias（イーアス）つくば つくば市研究学園5丁目19番
大和ハウス工
業 カスミ

日本トイザら
ス 137 2018年1月12日

①2018年9年13日
(駐車場の位置)

②2018年1月28日
(駐車場の利用可
能な時間帯，駐車
場の自動車の出
入口の数及び位

置)

関東 茨城県 カスミ平須店
水戸市平須町1828-36番地
外 カスミ カスミ 2018年1月16日 2018年1月17日

関東 茨城県
カスミフードスクエア下館南
店

筑西市二木成字砂原1370番地
外 ミマス カスミ 2018年1月24日 2018年1月25日

関東 茨城県 ペルチ土浦 土浦市有明町1番30号
東日本旅客鉄
道 未来屋書店

ＣＦＳコーポ
レーション 24 2018年1月26日 2018年9月27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 ドン・キホーテ カスミ 4 2018年2月6日 2018年2月7日

関東 茨城県 レプサモールつくば
つくば市大字下原字池向380
番地5　外 志村産業 カスミ マツモトキヨシ 3 2018年2月8日 2018年2月9日

関東 茨城県 カスミ東大沼店
日立市東大沼町三丁目369番
地　外 坂場商店 カスミ 2018年2月14日 2018年2月15日

関東 茨城県 ピアシティ富士見ヶ丘
つくばみらい市富士見ヶ丘一
丁目1番 カスミ カスミ セキ薬品 2 2018年2月21日 2018年10月22日

関東 茨城県 フレスポ赤塚
水戸市河和田町一丁目1番地
外 大和リース カスミ 田原屋 4 2018年2月26日

①
日(荷さばき施設
の位置，廃棄物

関東 茨城県 ピアシティみらい平
つくばみらい市陽光台一丁目
14番1 カスミ 大和リース カスミ

ウエルシア薬
局 3 2018年2月26日

① 月
日(廃棄物等の保

管施設の位置)

関東 茨城県 古河鴻巣ショッピングプラザ 古河市鴻巣956番地1　外 淵岡商事
ウエルシア薬
局 2018年2月28日

①
（店舗面積）

②2018年10月29 2,480 1,373

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

ショッピングセ
ンター カスミ 大創産業 8 2018年2月28日 2018年3月1日

関東 茨城県
ウエルシア境町ショッピング
センター

猿島郡境町字庚申塚38番3
外

ウエルシア薬
局 カスミ

ウエルシア薬
局 2018年2月28日 2018年3月1日

関東 茨城県 ヨークタウン日立河原子
日立市河原子町一丁目3-1
外 日立ライフ

ヨークベニマ
ル サンドラッグ 大創産業 2018年3月7日 2018年11月8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 2018年3月27日 2018年8月1日
×

関東 栃木県 宇都宮東武ビル 宇都宮市宮園町5番4号 東武鉄道
東武宇都宮百
貨店 2017年6月2日 2017年6月30日 35,749

関東 栃木県 うさぎや栃木城内店
栃木市城内町二丁目字古城
1152番地外 うさぎや うさぎや 2017年6月29日 2017年7月8日 1,993



関東 栃木県
ジャスコ栃木ショッピングモー
ル 栃木市箱森町692番1外

イオンリテー
ル

イオンリテー
ル 2017年8月9日 2018年4月10日 22,149

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 マミーマート 6 2017年8月10日 2018年4月11日 26,068

関東 栃木県 (仮称）栃木市倭町複合店舗 栃木市倭町280番3外 田中総業
クスリのアオ
キ ジンズ 2017年9月21日 2018年10月5日 1,193

関東 栃木県
スーパービバホーム那須塩
原ＳＣ

那須塩原市豊浦字豊浦12番地
１外 LIXILビバ LIXILビバ 6 2017年9月29日 2018年5月30日 18,811

関東 栃木県 たいらや城東店 宇都宮市城東一丁目1番11号 たいらや たいらや 2017年12月11日 2018年1月18日 1,737

関東 栃木県 トライウェル益子店
芳賀郡益子町大字益子字栗崎
2795番1他4筆

トライアルカン
パニー トライウェル 2018年1月18日 2018年1月26日 1,615

関東 栃木県 トライウェル茂木店
芳賀郡茂木町大字茂木字番ノ
前1398番2他11筆

トライアルカン
パニー トライウェル 2018年1月31日 2018年2月9日 1,857

関東 栃木県 カスミ壬生店 下都賀郡壬生町大師町25-9 カスミ カスミ 2018年1月31日 2018年2月9日 1,345

関東 栃木県 カスミ鹿沼店 鹿沼市栄町二丁目15番1 刀川豊彦 1 カスミ 2 2018年2月2日 2018年3月1日 1,798

関東 栃木県
ヤマダ電機テックランド駒生
店 宇都宮市細谷町299番地 栄森 ヤマダ電機 2018年2月13日 2018年10月14日 4,853 7,647

関東 栃木県 カスミ真岡店 真岡市大谷新町19番7外 カスミ カスミ 2018年2月21日 2018年3月1日 2,206

関東 栃木県
宇都宮テクノポリスショッピン
グセンター

宇都宮市ゆいの杜五丁目26番
地1外 オリックス カインズ カインズ カスミ 1 2018年2月22日 2018年3月1日 10,544

関東 栃木県 宇都宮東武ビル 宇都宮市宮園町5番4号 東武鉄道
東武宇都宮百
貨店 2018年3月13日 2018年4月27日 35,749

関東 群馬県
ヤマダ電機テックランドＮｅｗ
太田飯田町店 太田市飯田町２１１－１　外 大沢建設 ヤマダ電機 2017年4月14日 2017年12月15日



関東 群馬県
館林つつじの里ショッピング
センター

館林市楠町字沼附３６４８－１
外

東毛リゾート
開発 ユニー

ホールディン
グス 54 2017年4月28日

① 月
（駐車場の位置及
び収容台数、荷さ

関東 群馬県 高崎ターミナルビル 高崎市八島町２２２－１
東日本旅客鉄
道

株式会社
ニュークイック 47 2017年5月31日 2017年6月1日

関東 群馬県
クスリのアオキ伊勢崎宮子
店

伊勢崎市宮子町３４６９番３
外

クスリのアオ
キ

クスリのアオ
キ 2017年6月23日 2017年6月26日

関東 群馬県 クスリのアオキ富岡店
富岡市富岡字本宿１３４６番６
外

クスリのアオ
キ

クスリのアオ
キ 2017年6月30日 2017年10月30日

関東 群馬県 セキチュー高崎矢中店
高崎市矢中町字渕野内６３４
－１ セキチュー セキチュー 2017年7月31日

① 月
駐車場の位置及
び収容台数(だた

関東 群馬県 クスリのアオキ高崎飯塚店 高崎市飯塚町７０８番５　外
クスリのアオ
キ

クスリのアオ
キ 2017年8月10日 2018年4月11日 1,628 1,984

関東 群馬県 シューマート伊勢崎宮子店
伊勢崎市宮子町３４０８－２
外 カインズ シューマート 2017年8月21日 2017年8月21日

関東 群馬県 とりせん渋川店 渋川市行幸田６３番地１　外 渋川製作所 とりせん 大創産業 2 2017年8月30日 2018 年5月

関東 群馬県 パウたかさき
高崎市問屋町西二丁目４－１
７　外 広岡物産 ドン・キホーテ 2017年9月29日 2017年10月1日

関東 群馬県 カインズ前橋小島田店 前橋市小島田町１３５番　外 カインズ カインズ 2017年10月6日 2018年6月7日 7,145 7,666

関東 群馬県 ベイシア前橋小島田店 前橋市小島田町１６３番１　外 ベイシア ベイシア 2017年10月6日 2018年6月7日 4,627 4,865

関東 群馬県
カインズ前橋吉岡モール　資
材館

北群馬郡吉岡町大字大久保字
見柳東８６１－１　外 カインズ カインズ 2017年11月6日 2018年7月7日

関東 群馬県 赤堀ショッピングセンター 伊勢崎市曲沢町１９６－１　外 フレッセイ フレッセイ 三喜 4 2017年12月15日
日（閉店時刻・来
客が駐車場を利

関東 群馬県
フォリオ境町ショッピングセン
ターA棟 伊勢崎市境百々東２１－４　外 フレッセイ フレッセイ 2 2017年12月15日

日（閉店時刻・来
客が駐車場を利

関東 群馬県 藤岡ショッピングセンター
藤岡市下栗須字大道南１６２
外 吉田食品 フレッセイ セリア 4 2017年12月15日 2017年12月16日

関東 群馬県 カインズホーム伊勢崎店 伊勢崎市宮子町３１７３番地 カインズ カインズ 2017年12月27日 2018年7月1日 14,193 19,240

関東 群馬県
JAファーマーズ富岡バイパ
ス店 富岡市富岡１８７８－１　外

エーコープ関
東

エーコープ関
東 ユニクロ 4 2018年2月16日 2018年10月19日 2,294 3,221

関東 群馬県 カスミ大泉店
大泉町朝日３丁目６３２番地２
外 井野　喜夫 カスミ 4 2018年3月27日 2018年3月28日

関東 群馬県 イオンモール高崎 高崎市棟高町１４００番地
三井住友信託
銀行株式会社

イオンリテー
ル イオンモール ○ 2018年3月29日 2018年3月31日

関東 埼玉県 ヤオコー所沢椿峰店
所沢市小手指南４丁目３３番１
２ ヤオコー ヤオコー 2017年4月24日 2017年12月25日 1,767



関東 埼玉県 SP共同ビル 所沢市緑町一丁目2番 パルコ 9 コクミン 79 2017年5月22日 2018年1月23日 18,144

関東 埼玉県 西友東松山店 東松山市小松原町１１番地１
三菱UFJ信託
銀行 西友 13 2017年6月15日 2018年2月16日 13,500

関東 埼玉県 コープ今泉店 上尾市大字壱丁目４８５番地 コープみらい コープみらい 2017年6月16日 2018年2月17日 1,362

関東 埼玉県 丸広本社 川越市新富町二丁目６番地１ 丸広百貨店 丸広百貨店 2017年6月16日

①
車場の収容台数

外） 26,156

関東 埼玉県
せんげん台パークタウン
ショッピングデパート

越谷市千間台西三丁目２番１
２号外

ホールディン
グス

イオンリテー
ル 13 2017年7月21日 2018年4月22日 9,602

関東 埼玉県 エルシーモール花園 深谷市荒川４４０外 ロジコム
ウェルシア薬
局 4 2017年8月31日

① 駐
場の収容台数外）
②2017/9/1（営業 3,264 2,762

関東 埼玉県 新座ショッピングデパート
新座市東北二丁目３２番１２号
外

イオンリテー
ル

イオンリテー
ル 23 2017年9月5日 2018年5月30日 17,561

関東 埼玉県 カインズモール大利根 加須市琴寄字堤２９０４番外 カインズ 3 カインズ 6 2017年9月15日
（営業時間、駐車
場利用時間、荷さ 16,560 19,067

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 7 2017年10月13日 2017年11月1日 25,031

関東 埼玉県 越谷コミュニティプラザ
越谷市南越谷一丁目２８７６番
１

越谷コミュニ
ティプラザ

イオンリテー
ルストア 14 2017年11月9日

①
輪場の位置)

②2018/1/1(駐車 17,441

関東 埼玉県

、
コストコホールセール入間倉
庫店 入間市宮寺３１６９外

フロンティア不
動産投資法人 1

セールジャパ
ン 157 2017年11月28日 2017年12月31日 37,999

関東 埼玉県 フォレオ菖蒲
久喜市菖蒲町菖蒲字寺田６０
０６番地１

三井住友信託
銀行 カワチ薬品 5 2017年12月8日 2018年8月9日 14,274

関東 埼玉県 嵐山ショッピングセンター 嵐山町むさし台３－２７－１ ヤオコー ヤオコー 2017年12月12日 2018年8月13日 1,850

関東 埼玉県 バナーズビル
本庄市本庄２丁目３番地６号
外 バナーズ ベルク 3 2017年12月13日 2018年8月14日 12,886

関東 埼玉県 マミーマート八潮伊草店
八潮市大字伊草上根５６５番１
外 マミーマート マミーマート 1 2018年1月11日 2018年1月31日 2,943

関東 埼玉県 草加駅高架下店舗 草加市氷川町１９７０外 東武鉄道
ヴィド・フラン
ス 41 2018年1月11日 2018年9月12日 4,999

関東 埼玉県 丸広百貨店入間店 入間市豊岡一丁目１００８外 丸広百貨店 丸広百貨店 1 2018年1月29日 2018年6月1日 18,000

関東 埼玉県 松村ビル
川越市小室字亀甲５４番１外３
９筆 松村企画 1 LIXILビバ 2018年2月2日 2018年10月3日 8,990

関東 埼玉県 カスミ白岡店
白岡市西４丁目２－４、２－５、
２－６、２－１４ カスミ カスミ 2 2018年2月21日 2018年2月22日 1,435

関東 埼玉県 カスミ春日部藤塚店 春日部市藤塚字下谷２３４１ 逸見　健雄 カスミ 2018年2月21日 2018年2月22日外 1,541

関東 埼玉県 カスミ杉戸店
杉戸町内田２丁目２０、２１、２
２、２２－２、２３ 戸賀崎佐以子 カスミ 1 2018年2月28日 2018年3月1日外 1,411

関東 埼玉県 川越モディ 川越市脇田町４番２号 丸井 ユザワヤ 13 2018年3月8日

①2018/11/9(駐
車場の位置　外)

②2018/4/1(駐車
場の出入口) 7,847

関東 埼玉県 カスミ妻沼店 熊谷市妻沼東2丁目1番地 カスミ カスミ 1 2018年3月15日 2018年11月17日 1,641

関東 埼玉県 ベルク上尾春日店 上尾市春日一丁目34番地29外 ベルク ベルク 1 2018年3月16日 2018年11月17日 2,842



関東 埼玉県
カインズホーム川島インター
店

川島町大字上井草朝五反田
191番地1外 カインズ カインズ 2 2018年3月20日 2018年11月21日 11,320 12,465

関東 埼玉県
川越いせはらショッピングプ
ラザ 川越市伊勢原町三丁目２番地

新都市
ホールディン
グス いなげや 2 2018年3月20日 2018年11月21日 2,200

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 3 2018年3月23日 2018年11月24日 25,909

関東 千葉県 オリンピック馬橋店
松戸市栄町八丁目６９１番地１
ほか

オー・アール・
ディ

Olympicグ
ループ 2017年4月17日 2017年12月18日 2,350 3,250

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９
７ほか 都市再生機構 2

イオンマー
ケット 10 2017年5月2日 2018年1月3日 1,436 2,612

関東 千葉県
カインズホーム八日市場店・
ケーズデンキ匝瑳店

匝瑳市八日市場ロ字横田１１８
番地ほか カインズ 1 カインズ 2 2017年5月24日 2018年1月25日 14,145 16,556

関東 千葉県 アトレ松戸 松戸市松戸１１８１番地
東日本旅客鉄
道 くまざわ書店 76 2017年6月13日 2005年8月1日 8,472

関東 千葉県 西友新北習志野店
船橋市習志野台一丁目1006番
地1ほか アライビル 1 合同会社西友 2017年6月30日 2017年3月15日 8,000

関東 千葉県 ケーズデンキ船橋夏見台店
船橋市夏見台四丁目６３１番
地１ 七朗兵

ケーズホール
ディングス 2017年7月13日 2018年3月12日 1,948

関東 千葉県
BIG　HOPガーデンモール印
西 印西市原一丁目２番地

三井住友信託
銀行 カンセキ 29 2017年8月1日 2018年4月2日 36,885

関東 千葉県 ステーションセンター船橋
船橋市本町１丁目１１６１番地
２ほか

ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日
本都市開発

サジャパンリミ
テッド 2017年8月25日 2018年4月26日 9,416

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番地
１ 三井不動産

アディダスジャ
パン 182 2017年8月31日 2017年9月19日 34,039

関東 千葉県 西友浦安店
浦安市北栄１丁目５４８番地１
ほか 西友 4 西友 8 2017年9月19日 2017年9月20日 10,571

関東 千葉県 ジョイフーズ関宿次木店
野田市なみき二丁目１番５ほ
か マルヤ マルヤ 2017年9月29日 2018年5月30日 1,728

関東 千葉県 マミーマート新夏見店 船橋市夏見三丁目５７２番１ほか パース マミーマート 2017年10月16日 2017年11月1日 2,015

関東 千葉県 酒々井プレミアム・アウトレット
印旛郡酒々井町飯積二丁目４番
地１ほか

三菱地所・サ
イモン

ラーズトー
キョー 135 2017年11月17日 2018年10月15日 34,063 38,467

関東 千葉県 三井アウトレットパーク木更津 木更津市金田東三丁目１番１ 三井不動産
アディダスジャ
パン 182 2017年12月15日 2018年10月15日 34,039 42,753

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９
７ほか 都市再生機構 2

イオンマー
ケット 8 2018年2月7日 2018年3月1日 2,612

関東 千葉県 （仮称）イオンタウン君津 君津市中野五丁目１７番８ほか イオンタウン
イオンリテー
ル ○ 2018年2月23日 2018年10月15日 5,600

関東 千葉県 カスミ茂原店
茂原市高師台三丁目１番地１２ほ
か カスミ カスミ 2018年2月28日 2018年10月29日 2,472

関東 千葉県 松戸パークビル 松戸市根本４番地１ほか
松戸パークビ
ル ダイエー 12 2018年3月6日 2016年8月6日 10,056

関東 千葉県 カスミ銚子松岸店 銚子市松岸町三丁目２１６番地１ 坂本飼料 カスミ 2018年3月8日 2018年3月9日 1,996

関東 千葉県 ららぽーとTOKYO-BAY 船橋市浜町二丁目４番地７ほか 三井不動産
レスポートサッ
クジャパン 253 2018年3月12日 2018年3月31日 116,879

関東 千葉県 PIA CITY yachimata asahi
八街市八街字六万坪に２５２番６
ほか カスミ 1 カスミ 2 2018年3月12日 2018年11月13日 4,045

関東 千葉県 カスミ八街店 八街市八街字松島ほ９６３－１外 古谷欣吾 カスミ 2018年3月15日 2018年3月16日 2,191

関東 千葉県 カスミ大芝店
茂原市大芝土地区画整理事業地
内６街区４号外 カスミ カスミ 2018年3月15日 2018年3月16日 1,621



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 カスミ 1 2018年3月22日 2018年3月23日 3,669

関東 東京都 キャロットタワー
世田谷区太子堂四丁目１番１
号 東京急行電鉄 21 東急ストア 5 2017年4月19日

①2017年12月20
日（駐輪場の位

置）
②2017年5月1日

（小売業者の開店
時刻及び閉店時
刻、駐車場利用

時間帯） 5,923

関東 東京都 府中駅南口第一地区 府中市宮町一丁目１００番
一地区市街地
再開発組合 京王ストア 51 2017年5月25日 2017年7月1日 6,093

関東 東京都 ポンテポルタ千住
足立区千住橋戸町１番１３ほ
か 三菱地所

ライフコーポ
レーション 25 2017年5月26日 2017年6月16日 11,051

関東 東京都 多摩センター百貨店ビル 多摩市落合一丁目４６番地１
新都市セン
ター開発

丸善ジュンク
堂書店 59 2017年6月1日 2017年6月30日 31,452

関東 東京都 京王ストアめじろ台店
八王子市めじろ台一丁目９番
地２ 京王ストア 京王ストア 2017年7月7日 2017年7月31日 2,214

関東 東京都 阿佐谷西１号館
杉並区阿佐谷南三丁目５８番
１号

東日本都市開
発 ニュークイック 19 2017年7月10日 2018年3月11日 3,858

関東 東京都 福島ビル
世田谷区用賀四丁目１１番３
号 福島商事 富士シティオ 1 2017年7月12日 2017年8月5日 2,230

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
ほか 髙島屋 3 髙島屋 山本山 2017年8月8日 2018年4月9日 44,808 55,373

関東 東京都 京王府中駅ビル
府中市府中町一丁目２番地の
１ほか 京王電鉄 京王書籍販売

京王アートマ
ン 4 2017年8月14日 2018年4月15日 4,077

関東 東京都
京王多摩センター駅高架下
店舗 多摩市落合一丁目１０番地１ 京王電鉄 京王ストア 京王書籍販売 4 2017年8月15日 2017年9月1日 2,612

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 130 2017年8月18日 2017年8月31日 30,729

関東 東京都 川島ビル 稲城市東長沼５１４番地の３ 川利商事 ダイエー 2017年8月21日 2017年9月7日 1,397

関東 東京都 ららぽーと立川立飛 立川市泉町９３５番１ほか
立飛ホール
ディングス いなげや 152 2017年8月24日 2018年4月25日 44,678

関東 東京都
池袋ショッピングパークBブ
ロック

豊島区南池袋一丁目２９番１
号

池袋ショッピン
グパーク パル 21 2017年9月12日 2017年11月1日 1,543

関東 東京都 西友練馬店A館 練馬区練馬一丁目３番１０号 西武鉄道 西友 1 2017年9月27日 2018年5月31日 4,329

関東 東京都 サミットストア妙法寺前店 杉並区堀ノ内三丁目３番２０号 エノモト サミット 2017年9月27日 2017年10月31日 1,337

関東 東京都 トピレックプラザ 江東区南砂六丁目７番１５号 トピー工業
イオンリテー
ル 8 2017年9月28日 2018年5月29日 32,124



関東 東京都
ひばりが丘駅南口地区再開
発ビル

西東京市ひばりが丘一丁目１
６００番地 鈴木康元 8

越伊 丹
フードサービ
ス 51 2017年9月28日 2018年5月29日 14,900

関東 東京都 立川共同ビルディング 立川市曙町二丁目５番１号 岩﨑倉庫 9 三越伊勢丹 セレモア 2017年10月24日 2017年12月20日 37,583

関東 東京都
長崎屋サンショッピングセン
ター小金井店

小金井市本町五丁目１１番２
号 住友不動産 長崎屋 8 2017年11月7日

①
日（開店時刻及び

閉店時刻、駐車 11,371

関東 東京都
メットライフ・JTB新宿スクエ
ア 新宿区新宿三丁目１番２０号

三井住友信託
銀行 1

バーバリー・
ジャパン ラオックス 2017年11月20日 2018年1月1日 3,588

関東 東京都 ニュウマン新宿 新宿区新宿四丁目１番６号
東日本旅客鉄
道

トゥモローラン
ド 35 2017年11月30日 2017年12月29日 7,985

関東 東京都 ホームズ葛西店
江戸川区東葛西九丁目３番６
号 島忠 島忠 10 2017年12月7日 2018年8月8日 29,764

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 LIXILビバ LIXILビバ 15 2017年12月7日 2018年8月8日 23,377

関東 東京都 大島６丁目団地８号棟
江東区大島六丁目１番８－１０
１号

独立行政法人
都市再生機構

イオンマー
ケット 2017年12月13日

① 月
（開店時刻、駐車
場利用時間帯の 1,454

関東 東京都 西友町田店 町田市森野一丁目１４番１７号 澁谷ビル 西友 6 2017年12月26日 2018年2月1日 9,333

関東 東京都 ２ｋ５４０
台東区上野五丁目２７番１ほ
か

ジェイアール
東日本都市開
発

ジェイアール
東日本都市開
発 44 2017年12月28日 2018年9月1日 2,200

関東 東京都 ライフ西小岩店
江戸川区西小岩三丁目３５番
２０号

ライフコーポ
レーション

ライフコーポ
レーション 2018年1月16日 2018年3月1日 2,340

関東 東京都 イーアス高尾 八王子市東浅川町５５０－１
大和ハウス工
業 三和 75 2018年1月25日 2018年10月1日 24,010

関東 東京都 武蔵小山駅ビル 品川区小山三丁目４番８号 東京急行電鉄 東急ストア 7 2018年2月16日 2018年3月1日 1,971

関東 東京都 東急自由が丘ビル
目黒区自由が丘一丁目６番９
号 東京急行電鉄 東急ストア 16 2018年2月22日 2018年3月1日 4,954

関東 東京都 調布とうきゅう
調布市小島町二丁目５２番１
号 東急ストア 東急ストア 1 2018年2月28日

2018年3月1日（開
店時刻、駐車場

利用時間帯の変
更）

2018年11月1日
（駐輪場の位置及
び収容台数の変

更） 5,428

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 イトーヨーカ堂 31 イトーヨーカ堂 15 2018年3月5日 2018年11月6日 22,400

関東 東京都 ドン・キホーテ環七方南町店 杉並区方南一丁目28番3号
ホールディン
グス ドンキホーテ 2018年3月19日 2018年4月1日 2,542

関東 東京都 東急スクエアガーデンサイト
大田区田園調布二丁目62番4
号 東京急行電鉄 東京急ストア 2018年3月23日 2018年5月1日 2,362



関東 東京都
ホームセンターコーナン王子
堀船店 北区堀船一丁目23番13号

店舗面積、駐
車場・駐輪場
の位置及び収
容台数、荷さ
ばき施設・廃
棄物等の保管
施設の位置及
び面積及び容
量 コーナン商事 3 2018年3月27日 2018年11月28日 9,801 12,920

関東 東京都 豊島ハイツ 豊島区長崎五丁目1番31号 東急ストア 東急ストア 2018年3月30日 2018年3月31日 1,438

関東 神奈川県 ラスカ小田原 小田原市栄町１－560ほか
東日本旅客鉄
道 魚力 70 2017年4月19日 2017年4月20日 7,669

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
有限会社

富士シティオ
株式会社 2017年5月15日 2017年5月16日 1,346

関東 神奈川県
三井ショッピングパークらら
ぽーと湘南平塚 平塚市天沼７００の１７ほか ヒラツカ イトーヨーカ堂 171 2017年6月6日 2018年2月7日 47,838

関東 神奈川県 たからやフレサ上荻野店 厚木市上荻野８０５の１ほか 岸　愈晧 たからや 2017年6月15日

①2017年7月15日
(駐車場出入口の
数・位置の変更）

②2018年2月16日 1,455

関東 神奈川県 ザ・コンボ厚木妻田店 厚木市妻田北２－944ほか 成石
マックスバリュ
東海 2017年6月28日

① 月
(荷さばき施設の
作業可能な時間 2,217

関東 神奈川県 晴和アミューズプラザ
藤沢市鵠沼海岸５－４２９０の
１ほか 晴和クリエイト 富士シティオ 2017年6月28日 2017年6月29日 1,035

関東 神奈川県
ホームセンターコーナン厚木
下荻野店 厚木市下荻野1200

三井ファイナ
ンス＆リース コーナン商事 2 2017年6月30日 2018年3月1日 14,073

関東 神奈川県 Luz湘南辻堂 藤沢市辻堂神台1-1ほか
三井住友信託
銀行 大地 10 2017年7月20日 2018年3月21日 4,437

関東 神奈川県 善行ショッピングセンター 藤沢市善行坂1-4,640の1ほか 風月 2 富士シティオ セリア 2017年7月28日 2017年7月29日 3,776

関東 神奈川県
ヤマダ電機テックランド厚木
店 厚木市林4-25の28 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2017年9月25日 2018年5月26日 2,207

関東 神奈川県 住DEPOT厚木店 厚木市林１－2,015の10ほか 杉田商事
アークランドサ
カモト 2017年11月27日 2017年11月29日 1,185

関東 神奈川県 ユーコープ　厚木戸室店 厚木市戸室1,010の１ほか
生活共同組合
ユーコープ

生活共同組合
ユーコープ 1 2017年11月28日 2018年7月29日 2,482

関東 神奈川県
株式会社イトーヨーカ堂藤沢
店

藤沢市鵠沼石上１－18の９ほ
か 神中興業 イトーヨーカ堂 10 2017年12月11日 2018年8月12日 13,589

関東 神奈川県 ラスカ小田原 小田原市栄町１－560ほか
東日本旅客鉄
道 魚力 70 2018年1月19日 2018年10月1日 7,669

関東 神奈川県
MEGAドン・キホーテ　UNY座
間店 座間市入谷1-416の２ほか ユニー ユニー 6 2018年2月2日

① 月
(閉店時刻、駐車
場利用可能時間 5,496

関東 神奈川県 マックスバリュ小田原荻窪店 小田原市荻窪447の１ほか 本多房太郎
マックスバリュ
東海 2018年3月27日 2018年3月28日 2,060

関東 新潟県
ケーズデンキ村上パワフル
館

村上市大字仲間町字菖蒲田
261外 北越ケーズ 北越ケーズ 2017年5月22日 2017年5月29日

関東 新潟県 コメリパワー小千谷店 小千谷市千谷川４丁目437 コメリ コメリ 2017年6月20日 2018年2月21日 6,195 8,735

関東 新潟県 お宝中古市場上越店
上越市西城町２丁目字新中殿
48－７外 原信 ビイブリッジ 2017年8月17日 2017年9月19日

関東 新潟県 リップス旭岡25街区
長岡市上条高畑土地区画整理
事業地内25街区 高野不動産 原信 2017年9月29日 2018年5月30日



関東 新潟県 リップス
長岡市川崎町字野口1436番５
外 高野不動産 ドン・キホーテ

日本トイザら
ス 2017年9月6日 2017年10月11日 5,986 5,349

関東 新潟県 イオンタウン糸魚川
糸魚川市上刈六丁目439番１
外 イオンタウン 2

マックスバリュ
北陸 コメリ 4 2018年3月9日 2018年3月10日

関東 山梨県 イオンモール甲府昭和
中巨摩郡昭和町飯喰字神明１
５０５番地９外

三菱ＵＦＪ信託
銀行 イオンモール

イオンリテー
ル 76 2017年8月16日 2017年9月1日 45,600

関東 長野県 ケーズデンキ伊那店 伊那市西春近2692－1ほか ギガス 北越ケーズ 2017年4月21日 2017年4月22日

関東 長野県 ケーズデンキ飯田店 飯田市北方824-1ほか オリックス 北越ケーズ 2017年4月21日 2017年4月22日

関東 長野県 前宮前ショッピングセンター
茅野市宮川字姫宮1199－1ほ
か デリシア 1 ドン・キホーテ ナフコ 2017年4月25日

（開店時刻・閉店
時刻、駐車場利

関東 長野県 小松屋プラザ 佐久市中込3211－５ほか 小松屋
マックスバリュ
長野 2017年5月30日 2017年6月1日

関東 長野県 レイクウォーク岡谷 岡谷市銀座１－4777－１ほか ユニー ユニー 35 2017年5月30日 2018年1月31日

関東 長野県 ながの東急百貨店 長野市南千歳町1-1-1
ながの東急百
貨店

ながの東急百
貨店 4 2017年6月13日 2017年6月24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ほか
綿半ホームエ
イド

綿半ホームエ
イド 2017年8月29日 2017年10月1日

関東 長野県
高井富士ショッピングセン
ター

中野市大字江部字松ノ木1236
－３ほか デリシア デリシア 5 2017年8月29日

① 月
日（開店時刻・閉
店時刻、駐車場

関東 長野県
ときめきの街ショッピング
モール

岡谷市長地権現町１－７－37
ほか 三公商事

ウエルシア薬
局 2 2017年9月7日 2017年11月1日

関東 長野県
セキチュー上田菅平インター
店

上田市大字住吉字塚田584－
１ほか セキチュー セキチュー 2017年9月15日 2018年5月16日

関東 長野県 カインズホーム梓川店 松本市梓川倭2162－２ほか カインズ カインズ 2017年10月17日 2018年6月18日 7,000 9,134

関東 長野県 ながの東急百貨店 長野市南千歳１－１－１ほか
ながの東急百
貨店

ながの東急百
貨店 4 2017年11月14日 2018年7月15日

関東 長野県 アグリまつしろ
長野市松代町西寺尾字町裏
1450ほか

グリーン長野
農業協同組合

長野県Ａ・コー
プ 2 2018年2月19日 2018年3月31日

関東 長野県 パルコ松本店 松本市中央１－10－30ほか パルコ 良品計画 44 2018年3月29日 2018年11月30日

関東 静岡県
島田道悦ショッピングセン
ター 島田市道悦1-13-38 東陽不動産 1

ウエルシア薬
局 セリア 2017年5月17日 2017年6月9日 1,964

関東 静岡県 カインズ富士宮島店 富士市宮島字大崎861-1外
テム・リアル
ター カインズ 2017年5月24日 2018年1月25日 5,059

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

ラルフローレ
ン

ナイキジャパ
ン 159 2017年6月9日 2018年4月1日 41,452

関東 静岡県
（仮称）しずてつストア藤
枝高洲店 藤枝市高洲一丁目652-1外

ウエルシア薬
局 1

ウエルシア薬
局 静鉄ストア 1 2017年6月23日 2018年2月24日 1,318 2,350

関東 静岡県 BINSEN　KIMISAWA　PLAZA
御殿場市東田中字便船塚
1015-1

ウエルシア薬
局

マックスバリュ
東海 ユニクロ 1 2017年7月5日 2017年7月6日 3,414

関東 静岡県
マックスバリュ三島壱町田
店 三島市壱町田172-1 シャトー望月

マックスバリュ
東海 2017年7月5日 2017年7月6日 1,267

関東 静岡県
マックスバリュ函南大土肥
店・ルピア函南店

田方郡函南町大土肥字石原
16-1外 大今商事 1

マックスバリュ
東海

ウエルシア薬
局 2017年7月5日 2017年7月6日 3,048

関東 静岡県
大井川ショッピングセン
ター2号館 焼津市下江留1424-1外

CFSコーポ
レーション

マックスバリュ
東海 花康 2017年7月5日 2017年7月6日 4,337

関東 静岡県 大仁ファッションモール 伊豆の国市三福字奥田273-1 しまむら しまむら 2017年7月19日 2018年3月20日 1,245 3,420



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 エディオン 1 2017年8月18日 2017年8月19日 9,209

関東 静岡県
マックスバリュ修善寺店
Seria伊豆修善寺店 伊豆市修善寺66外 桂川 1 セリア

マックスバリュ
東海 2017年9月19日 2017年9月20日 1,768

関東 静岡県 ウエルシア磐田岩井店 磐田市岩井2333-3 佐々木産業
ウエルシア薬
局 2017年11月1日 2017年12月1日 1,200

関東 静岡県 カインズホーム伊豆高原店
伊東市八幡野字ニタ塚1143-1
外 カインズ カインズ 2017年12月12日 2018年8月13日 3,770

関東 静岡県
ウエルシア藤枝高洲店・し
ずてつストア藤枝高洲店 藤枝市高洲一丁目652-1外

ウエルシア薬
局 1

ウエルシア薬
局 静鉄ストア 1 2018年1月9日 2018年2月10日 2,350

関東 静岡県
クリエイトＳ・Ｄ磐田今之
浦店 磐田市今之浦1-3外 エンチョー

クリエイトエ
ス・ディー 藤久 2018年1月30日 2018年10月1日 3,345

関東 静岡県 ウエルシア沼津新沢田店 沼津市新沢田町186
ウエルシア薬
局 1

ウエルシア薬
局

ファミリーマー
ト 2018年2月27日

① 月
日（荷さばき施設

の位置及び面積） 1,810

関東 静岡県 ウエルシア裾野深良店 裾野市深良801-1 エフ・ジェイ
ウエルシア薬
局 2018年2月27日 2018年3月15日 1,431

関東 さいたま市 イオンモール与野
さいたま市中央区本町西5丁目
2番9号

三菱ＵＦＪ信託
銀行

イオンリテー
ル 61 2017年4月27日 2018年3月1日 45,118 48,118

関東 さいたま市 スーパービバホーム岩槻店
さいたま市岩槻区府内三丁目
1275-1　他 ＬＩＸＩＬビバ ＬＩＸＩＬビバ マミーマート 2017年5月26日 2018年1月27日

関東 さいたま市 マルエツ与野店
さいたま市中央区上落合四丁
目9番9号 新和商事 マルエツ 2017年5月31日 2017年6月19日

関東 さいたま市
ドイト与野店・ドン・キホーテ
与野店

さいたま市中央区円阿弥一丁
目１番３号　ほか ドイト ドイト ドン・キホーテ 2017年5月31日 2018年2月1日

関東 さいたま市 クイズゲート浦和
さいたま市緑区大字中尾字不
動谷3720番

三井住友信託
銀行

ニトリホール
ディングス 2 2017年9月22日 2017年5月23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３７１
０　外

イオンリテー
ル

イオンリテー
ル 95 2018年3月30日 2018年8月31日

関東 千葉市
検見川浜駅前ショッピング・
コミュニティセンター

千葉市美浜区真砂四丁目２番
６号

エイチ・ツー・
オーアセットマ
ネジメント

エイチ・ツー・
オーアセットマ
ネジメント 27 2017年6月26日 2017年6月27日 15,681

関東 千葉市
検見川浜駅前ショッピング・
コミュニティセンター

千葉市美浜区真砂四丁目２番
６号 三井住友信託

イオンリテー
ル 未定 2017年9月2日 2017年11月1日 15,681

関東 千葉市 イオン幕張店
千葉市美浜区ひび野１丁目３
番地　他

イオンリテー
ル

イオンリテー
ル 15 2017年12月1日 2017年12月15日 23,275

関東 千葉市 稲毛丸山ビル
千葉市稲毛区稲毛町二丁目１
３０４番地１ 丸山製作所 マルエツ 4 2017年12月1日 2018年8月2日 8,772

関東 千葉市 （仮称）カスミ千葉みなと店
千葉市美浜区幸町一丁目１２
番６号 カスミ カスミ 2018年2月13日 2018年2月16日 1,888

関東 千葉市 第二・サトウビル
千葉市若葉区都賀三丁目２０
番地２　他 佐藤　敏彦 ２名 マルエツ 2018年3月15日 2018年11月16日 1,494

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

Ｏｌｙｍｐｉｃグ
ループ オリンピック 2018年3月28日 2018年11月29日 10,744 5,249

関東 横浜市 イトーヨーカ堂上永谷店 港南区丸山台一丁目12番40号 京浜急行電鉄 イトーヨーカ堂 8 2017年5月17日 2017年6月1日 10,973

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 98 2017年5月26日 2017年5月27日 19,091

関東 横浜市 宮田ビル 鶴見区馬場三丁目10番45号 宮田貞 1 富士シティオ 2017年5月29日 2017年5月30日 1,202

関東 横浜市 富士ショッピングビル
港南区上大岡西一丁目16番23
号 富士殖産 富士シティオ 4 2017年5月29日 2017年5月30日 10,761

関東 横浜市 信光社本郷台ビル 栄区小菅ケ谷一丁目2番2号 信光社 富士シティオ キャンドゥ 2017年5月29日 2017年5月30日 3,281



関東 横浜市
(仮称）ドン・キホーテ日野イ
ンター店

横浜市港南区日野八丁目２番
５号 日弘 ドン・キホーテ 2017年11月16日 2017年12月1日 2,972

関東 横浜市 ユーコープ上郷店 横浜市栄区上郷町1373番地 谷戸伊 ユーコープ 2017年12月28日 2018年8月29日 1,242

関東 横浜市 アルコット二俣川
横浜市旭区二俣川１丁目43番
地の28

相鉄アーバン
クリエイツ 14 長崎屋 18 2018年1月22日 2018年1月23日 12,552

関東 横浜市
MEGAドン・キホーテ　UNY大
口店

横浜市神奈川区神之木町2番
30号

朝木ビルヂン
グ ユニー 4 2018年1月25日 2018年2月22日 5,987

関東 横浜市 プレミアヨコハマ
横浜市都筑区中川中央一丁目
30番１他

三井住友信託
銀行

クリエイトエス
ディー 5 2018年2月23日 2018年10月24日 4,186

関東 横浜市 市ヶ尾駅ビル
横浜市青葉区市ケ尾町1156番
地１ 東京急行電鉄 東急ストア 2018年2月28日

①
（開・閉店時刻、

駐車場利用可能 1,377

関東 横浜市 Joyful　Garden　City
横浜市港南区別所一丁目14番
１号 イトーヨーカ堂 イトーヨーカ堂 10 2018年3月27日 2018年12月1日 13,059

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 2017年5月23日 2018年2月1日 26,008 28,997

関東 川崎市 島崎ビル
川崎市高津区溝口一丁目４１
４番地ほか エイモス 長崎屋 3 2017年8月4日 2017年9月1日 7,845

関東 相模原市
ホームセンターコーナン相模
原小山店 中央区小山三丁目787番1外

三菱ＵＦＪリー
ス 4 コーナン商事

ライフコーポ
レーション 6 2017年7月25日 2018年3月26日 20,586 27,351

関東 相模原市 ニトリモール相模原 南区大野台６－２１９８－１　他
㈱ニトリホー
ルディングス ㈱ニトリ ㈱ヤマダ電機 14 2017年8月15日 2017年9月13日 20,136

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ほか
三井住友信託
銀行 イトーヨーカ堂

ザ・クロックハ
ウス 15 2018年1月25日 2018年1月31日 17,500

関東 相模原市 ライフコア東林間
南区上鶴間七丁目5845番60ほ
か

ＮＲＥＧ東芝不
動産 東急ストア 2018年2月15日 2018年3月1日 2,015

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 三喜 2 2017年8月10日 2018年4月11日 35,634

関東 新潟市 原信巻店
新潟市西蒲区赤鏥324番地
外 原信 原信 北越ケーズ 2 2017年10月16日 2018年6月17日 4,977

関東 新潟市 ウオロク鐙店 新潟市中央区鐙3丁目8番18号 長徳商事 ウオロク 2017年9月7日 2018年5月8日 1,494

関東 新潟市 ナチュレ片山 新潟市東区卸新町3丁目16-31 片山商事 片山商事 2017年11月6日

① 月
（駐車場の位置の

変更） 1,857

関東 新潟市 コメリホームセンター河渡店
新潟市東区浜谷町2丁目4番18
号　外 コメリ 星光堂薬局

サークルKサ
ンクス 2018年3月15日

2018年11月16日
（廃棄物等保管施
設の位置の変更）
2018年30年3月19
日（小売業を行う
者の営業時間、

駐車場の出入口
の数及び位置、
荷さばき時間帯

の変更 1,603

関東 新潟市 原信マーケットシティ河渡 新潟市東区河渡庚135-1　外 原信 6 北越ケーズ 青山商事 8 2018年3月19日

2018年11月20日
（廃棄物等保管施
設の位置の変更）

2018年3月20日
（小売業を行う者
の営業時間、駐

車場の出入口の
数及び位置の変

更） 11,823



関東 静岡市 パウSBS通り
静岡市駿河区富士見台二丁目
104番２　外

邦コーポレー
ション ドン・キホーテ 2017年4月14日 2017年5月1日 2,699

関東 静岡市
静岡ターミナルビル(パル
シェ) 静岡市葵区黒金町49番地

静岡ターミナ
ル開発 2017年4月25日 2017年5月8日 12,796

関東 静岡市 イオンタウン蒲原
門
堀322-11外 イオンタウン

マックスバリュ
東海 2018年1月23日

①
（駐車場収容台数
の変更） 10,677

関東 静岡市 ザ・ビッグ静岡豊田店 静岡市駿河区豊田町
マックスバリュ
東海 ザ・ビッグ 2018年3月1日 2018年4月1日 1,477

関東 浜松市 ザ・ビッグ浜松萩丘店 浜松市中区萩丘４－５－１
マックスバリュ
東海 ザ・ビッグ 2017年4月10日 2017年4月11日 1,633

関東 浜松市 杏林堂薬局上島駅前店
浜松市中区上島三丁目720-3
外 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2017年9月28日 2017年11月23日 1,650

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UFJ信託
銀行 3

セールジャパ
ン ゼビオ 15 2017年12月20日 2018年9月20日 27,040 30,933

関東 浜松市 クックマート雄踏店
浜松市西区雄踏二丁目11番1
号

デルコーポ
レーション クックマート 2018年1月19日 2018年3月1日 1,772

中部 愛知県 イオンモール常滑
常滑市りんくう町二丁目20番3
号 イオンモール

イオンリテー
ル 97 2017年6月22日 2018年2月23日

中部 愛知県
豊田市四郷ショッピングセン
ター

豊田市上原町一丁目23－1ほ
か8筆 豊岡商事 山信商店 ギガス 1 2017年7月14日 2018年3月15日 4,272 5,070

中部 愛知県 豊橋ファミリープラザ 豊橋市藤沢町141
みずほ信託銀
行 1 長崎屋 3 2017年8月25日 2017年10月12日

中部 愛知県 マチニワとよかわ 豊川市光明町一丁目19番ほか
デュースシス
テム 遠鉄ストア アルペン 1 2017年8月29日 2018年4月30日

中部 愛知県 スギ薬局住崎店
西尾市住崎町雁渕9－2　外13
筆 金原　勝信 スギ薬局 2017年9月8日

2017年10月10日
2018年5月9日

中部 愛知県 アピタ刈谷店
刈谷市南桜町二丁目56番1号
外8筆 ユニー ユニー 日本一 25 2017年9月15日 2018年5月16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 26 平和堂 セリア 9 2017年9月22日 2018年5月23日



中部 愛知県 バロー蒲郡店 蒲郡市宮成町247番2　外9筆
バローホール
ディングス 1 バロー 中部薬品 1 2017年9月28日 2018年5月29日 2,966 3,940

中部 愛知県 グランパルク 長久手市戸田谷901番地1 中部日本放送 ユニー
サンリフォー
ム 44 2017年10月3日 2018年7月11日

中部 愛知県 ヤマナカ東海店
東海市富木島町前田面31番1
ほか29筆 ヤマナカ ヤマナカ 2 2017年10月6日 2017年11月10日

中部 愛知県 豊田ショッピングセンター
豊田市広路町1丁目1番地ほか
91筆

イオンリテー
ル

イオンリテー
ル 20 2017年10月11日 2017年11月11日

中部 愛知県 エアポートウォーク名古屋
西春日井郡豊山町大字豊場字
林先1番8ほか4筆

名古屋空港ビ
ルディング ユニー 日本一 68 2017年10月19日

2017年11月30日
2018年6月20日

中部 愛知県 イオンモール東浦
知多郡東浦町大字緒川字旭13
番2

三井住友信託
銀行

イオンリテー
ル 59 2017年10月31日

2017年12月1日
2018年7月1日

中部 愛知県 稲沢ハーモニーランド 稲沢市稲島五丁目2番外2筆
フィールホー
ルディングス

フィールコー
ポレーション 3 2017年11月10日 2018年7月11日 15,724 16,201

中部 愛知県 アンディショッピングセンター 安城市住吉町3丁目5番28号
新安城商業開
発 2 ヤマナカ 21 2017年11月13日 2018年12月15日 10,798 10,909

中部 愛知県 MEGAドンキホーテ豊田本店 豊田市広路町3－18
みずほ信託銀
行 1 ドン・キホーテ 2017年11月24日 2018年7月25日 2,946 3,942

中部 愛知県 (仮称)クロスモール豊川A 豊川市正岡町池田725他14筆 オリックス スギ薬局 5 2017年11月30日 2018年8月1日

中部 愛知県 フィール春日井店
春日井市篠木町八丁目4番地
58他 西松建設

フィールコー
ポレーション 3 2017年12月13日 2018年8月14日

中部 愛知県 フィールCフェスタ 半田市青山1丁目1番地1号 セントラル
フィールコー
ポレーション 2017年12月22日 2018年8月23日

中部 愛知県 平和堂牛野店 一宮市下川田町四丁目18番地 平和堂 平和堂 2 2018年1月12日 2018年2月9日 1,913

中部 愛知県
MEGAドン・キホーテUNY国
府店

豊川市国府町桜田103番地外
15筆 ユニー ユニー 2018年2月9日 2018年3月29日

中部 愛知県
MEGAドン・キホーテUNY豊
田元町店

豊田市土橋町二丁目65番地外
17筆 ユニー ユニー 8 2018年2月21日 2018年3月22日

中部 愛知県 カインズモール常滑
常滑市大鳥町四丁目41番地ほ
か79筆 カインズ カインズ ベイシア 1 2018年3月22日 2018年11月23日 16,520 17,519

中部 愛知県 さるびあプラザ 安城市住吉町三丁目461番2
長谷工エコー
ポレーション イトーヨーカ堂 16 2018年3月27日 2018年11月28日

中部 岐阜県 (仮称)可児中恵土複合店舗 可児市中恵土2371-61　外5筆
大和情報サー
ビス

大和情報サー
ビス 2017年4月4日 2017年5月31日

中部 岐阜県
イオンタウン池田ショッピング
センター

揖斐郡池田町八幡字東光田
1972番地1　外

マックスバリュ
中部 イオンビッグ 大創産業 2 2017年4月24日 2017年5月1日

中部 岐阜県
クスリのアオキ　岐阜県庁前
店

岐阜市今嶺二丁目５番地１号
外

クスリのアオ
キ

クスリのアオ
キ 2017年4月25日 2017年11月25日

中部 岐阜県
バロー瑞浪中央ショッピング
センター【Ｃゾーン】

瑞浪市益見町三丁目27番地
外 あかのれん あかのれん 2017年5月16日 2018年1月17日

中部 岐阜県 カインズ可児店 可児市瀬田824番　外 カインズ カインズ 2017年5月19日 2017年5月30日



中部 岐阜県 V･drug岐阜県庁西店 岐阜市下奈良二丁目3番1　外 中部薬品 中部薬品 2017年5月25日 2018年1月26日

中部 岐阜県 ヒマラヤ本館 岐阜市江添一丁目4番6号　外 ヒマラヤ ヒマラヤ 2017年6月23日 2018年2月24日

中部 岐阜県
ホームセンターバロー各務原
インター店

各務原市小佐野町一丁目２番
地　外

バローホール
ディングス

ホームセン
ターバロー 2017年7月11日 2017年9月12日

中部 岐阜県 旭ヶ丘十丁目物販店舗 多治見市旭ヶ丘十丁目６－２３ ミニストップ
ユタカファーマ
シー ミニストップ

ユタカファーマ
シー 2017年7月14日 2017年7月15日

中部 岐阜県 バロー岩村店
恵那市岩村町飯羽間字松割
2294番1　外

バローホール
ディングス 中部薬品 バロー 中部薬品 1 2017年9月22日 2018年5月23日

中部 岐阜県
スーパービバホーム柳津店
Ａゾーン

岐阜市柳津町物流センター一
丁目19番　外 ＬＩＸＩＬビバ ＬＩＸＩＬビバ 2017年9月29日 2017年10月13日

中部 岐阜県 エディオン大垣ベルプラザ店
大垣市室村町三丁目74番地5
外 エディオン エディオン コスモス薬品 2018年2月1日 2018年2月5日

中部 岐阜県

ユニクロ多治見店・
TSUTAYA多治見インター店・
ドコモショップ多治見店・au
ショップ多治見インター店 多治見市光ヶ丘5丁目23-4　外 伊藤商会 ユニクロ 伊藤商会 2 2018年3月19日 2018年4月27日

中部 岐阜県

ユニクロ多治見店・
TSUTAYA多治見インター店・
ドコモショップ多治見店・au
ショップ多治見インター店 多治見市光ヶ丘5丁目23-4　外 伊藤商会 ユニクロ 伊藤商会 2 2018年3月19日 2018年11月20日

中部 三重県 マックスバリュ津北店
津市一身田上津部田125番地
の1

マックスバリュ
中部

マックスバリュ
中部 ○ 2017年5月9日 2017年5月31日

中部 三重県 SENO PARK　津　Bゾーン

市
11筆及び鎌田3925-1ほか14筆
並びに津市栗真小川町字大門 西濃建設

マックスバリュ
中部 ○ 2017年5月9日 2017年5月31日

中部 三重県
マックスバリュ松阪中央ショッ
ピングセンター 松阪市宮町字堂ノ後130他

マックスバリュ
中部

マックスバリュ
中部 ○ 2017年5月9日 2017年5月31日

中部 三重県
鈴鹿江島ショッピングセン
ター 鈴鹿市江島町字鬼黒247番他 コメリ コメリ

マックスバリュ
中部 2017年5月9日 2017年5月31日

中部 三重県
岡田ウィングショッピングセン
ター 鈴鹿市岡田3丁目332番地4 葛西商事

マックスバリュ
中部 ○ 2017年5月9日 2017年5月31日

中部 三重県
鈴鹿玉垣ショッピングセン
ター

鈴鹿市北玉垣町字中野801番
地ほか60筆 三交不動産

マックスバ
リュー中部

マックスバリュ
中部 カーマ 1 2017年5月9日 2017年5月31日

中部 三重県
多気クリスタルタウンショッピ
ングセンター

多気郡多気町大字仁田725-2
外122筆

マックスバリュ
中部

マックスバリュ
中部 ○ 2017年5月9日 2017年5月31日

中部 三重県 日永ショッピングセンター
四日市市日永西3丁目3597-1
外20筆

カネスエ・あー
すワン カネスエ ○ 2017年7月24日 2017年8月4日

中部 三重県 SD四日市日永店 四日市市日永一丁目138外
ＪＡ三井リース
建物 アルペン 2017年9月6日 2017年9月7日

中部 三重県
MEGAドン・キホーテＵＮＹ星
川店

桑名市大字星川字十二835
外34筆 ユニー

三洋堂ホール
ディングス ユニー 三洋堂書店 ○ 2018年2月7日 2018年3月15日



中部 富山県 ヒラキストア野村店 高岡市野村613番２　他８筆 ヒラキストア ヒラキストア 2017年4月21日 2013年1月2日

中部 富山県 大阪屋ショップ砺波店 砺波市三郎丸303番地
大阪屋ショッ
プ

大阪屋ショッ
プ 2017年6月30日

① 月
（駐車場③の位置

及び収容台数、

中部 富山県 100満ボルト高岡店 高岡市赤祖父671番
大和ハウス工
業㈱富山支店 サンキュー 2017年8月29日 2018年5月1日

中部 富山県
フューチャーシティ　ファボー
レ

富山市婦中下轡田165番地の
１

富山フュー
チャー開発 平和堂 ○ 2017年11月10日

①
（駐車場の位置及

び収容台数）

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

クスリのアオ
キ

セブン－イレ
ブン・ジャパン

クスリのアオ
キ

セブン－イレ
ブン・ジャパン 2017年12月21日 2018年8月1日

中部 富山県 オレンジマート赤江店
富山市上赤江町二丁目字東条
割1147番地12 マルワフード オレンジマート 2018年3月8日 2018年4月16日

中部 富山県 ケーズデンキ富山豊田店
富山市豊田町一丁目字前田割
133番１　ほか21筆 アイエヌエル 北越ケーズ 2018年3月19日 2017年5月11日

中部 石川県 イオン金沢店
金沢市福久二丁目24番地　外
55筆

イオンリテー
ル

イオンリテー
ル ○ 2017年6月27日 2017年6月28日

中部 石川県
ケーズデンキ野々市新庄
店、ゲンキー野々市新庄店

野々市市新庄２丁目810番外
38筆 北越ケーズ ゲンキー 北越ケーズ ゲンキー 2017年8月10日 2018年4月11日 5,392 6,391

中部 石川県 片町きらら 金沢市片町２丁目２番５号
街地再開発組
合 ロフト ○ 2017年8月24日 2017年8月28日

中部 石川県
ラ・ムー金沢駅西店、ホダカ
金沢駅西店 金沢市二ツ屋801番 外45筆 ＤＣＭカーマ 富山中央木材 ＤＣＭカーマ 大黒天物産 2017年9月12日 2017年10月31日

中部 石川県 アル・プラザ津幡
河北郡津幡町北中条5-25外87
筆

スト・パナソ
ニックファイナ

三菱ＵＦＪリー
ス 平和堂 ○ 2017年10月13日 2018年6月14日

中部 石川県 ケーズデンキ金沢高柳店 金沢市高柳町ニ55番１外16筆
大和情報サー
ビス 北越ケーズ 2017年11月16日 2017年12月1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 ○ 2017年4月6日 2017年12月7日

中部 名古屋市 マックスバリュ福船店
名古屋市中川区福船町2丁目1
番1号

マックスバリュ
中部

マックスバリュ
中部 2017年6月8日 2017年7月7日

中部 名古屋市 グローバルゲート
名古屋市中村区平池町4丁目
60番13　ほか4筆

24特定目的会
社 1 未定 2017年6月30日 2017年10月1日

中部 名古屋市 （仮称）フィール平和公園店
名古屋市名東区平和が丘一丁
目65番1

フィールホー
ルディングス

フィールコー
ポレーション 2017年9月5日 2017年12月1日

中部 名古屋市 ＳＡＫＡＥ　ＰＬＡＣＥ
名古屋市中区栄三丁目2701番
1　ほか1筆

三井住友信託
銀行 未定 2017年10月31日 2018年7月1日 3,360 1,266

中部 名古屋市 ウオダイプラス
名古屋市緑区鹿山一丁目52番
ほか4筆 加藤　準一 5 魚代 2017年12月27日 2018年2月2日

中部 名古屋市 マックスバリュ今池店
名古屋市千種区内山一丁目
507番ほか4筆

マックスバリュ
中部

マックスバリュ
中部 ○ 2018年1月29日 2018年3月1日

中部 名古屋市 マックスバリュ川原店
名古屋市昭和区川原通6丁目2
番1号

マックスバリュ
中部

マックスバリュ
中部 ○ 2018年1月29日 2018年3月1日

中部 名古屋市 ブラザー港ＳＣビル
名古屋市港区港明一丁目10番
28号 ブラザー工業 ユニー ○ 2018年2月6日 2018年3月8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 ○ 2018年2月21日 2018年1月17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番1
ほか47筆

丸栄
栄開発 丸栄 ○ 2018年3月5日 2018年3月19日

中部 名古屋市 LEGOLAND Japan
名古屋市港区金城ふ頭二丁目
1番 ほか1筆 LLJ Investco

LEGOLAND
Japan 2018年3月19日 2018年3月20日

中部 名古屋市 Ｍａｋｅｒ’ｓ　Ｐｉｅｒ
名古屋市港区金城ふ頭二丁目
7番１ 矢作地所

Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ
東日本 ○ 2018年3月19日 2018年3月20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 未定 2017年4月12日

2017年4月28日
2017年12月13日

近畿 滋賀県 アル・プラザ彦根 彦根市大東町2番17号 平和堂
田中ビルディ
ング 2017年4月19日

2010年4月29日
2017年12月18日

近畿 滋賀県 コメリパワー水口
甲賀市水口町水口5916番地ほ
か コメリ 3 2017年4月19日

2017年4月20日
2017年12月20日

近畿 滋賀県
ル滋賀大津店、ヤマダ電機
テックランド大津玉野浦店 大津市玉野浦2394番4号 ナフコ ナフコ ヤマダ電機 2017年8月31日

2017年9月15日
2018年5月1日

近畿 滋賀県 MEGAドン・キホーテ豊郷店
犬上郡豊郷町大字高野瀬字八
ノ坪701-1ほか ヤマダ電機 ドン・キホーテ 2017年11月2日 2018年7月3日 2,648 3,120

近畿 滋賀県 イオンタウン湖南 湖南市岩根4580番地
三菱ＵＦＪリー
ス 3 イオンビッグ 19 2017年11月27日

（届出遅延）
2018年7月28日

近畿 滋賀県 アル・プラザ野洲 野洲市小篠原1000番地
三菱ＵＦＪリー
ス 平和堂 13 2017年12月5日 2018年8月5日

近畿 滋賀県 えちがわショッピングセンター 愛知郡愛荘町58番地 平和堂 平和堂 11 2018年1月30日 2018年10月1日

近畿 滋賀県 ＦｒｉｅｎｄＴｏｗｎ日野
蒲生郡日野町大字松尾844番
地10 平和堂 平和堂 11 2018年1月30日 2018年10月1日

近畿 滋賀県 イオン近江八幡店
近江八幡市鷹飼町南三丁目7
番

みずほ信託銀
行

イオンリテー
ル 11 2018年2月5日 2018年10月6日 20,023

近畿 滋賀県 平和堂日夏店 彦根市日夏町字堀ミソ3703-1 平和堂 平和堂 3 2018年2月27日 2018年3月1日 4,579

近畿 滋賀県 ケーズデンキ長浜店
長浜市十里町字一ノ坪1番ほ
か12筆 河道観光

関西ケーズデ
ンキ 2018年2月28日 2018年3月20日 3,975

近畿 滋賀県 フレンドマート長浜平方店 長浜市平方町331番地 平和堂
クスリのアオ
キ 平和堂

クスリのアオ
キ 2 2018年3月22日 2018年11月21日 2,179 3,161 ×

近畿 滋賀県 木川店舗 草津市木川町字樋頭309-1他
B・Jカンパ
ニー ドン・キホーテ

ジェオグラ
フィー 2 2018年3月23日 2018年4月15日 3,089

近畿 滋賀県 Oh！Me大津テラス 大津市打出浜448番2号 アーク不動産 平和堂 マツモトキヨシ 3 2018年3月28日 2018年4月27日 22,711

近畿 滋賀県 バロー近江店 米原市飯字入田15番１ほか
バローホール
ディングス 英商事 バロー

ワッツオース
リー 3 2018年3月30日 2018年4月1日 3,789

近畿 京都府 （仮称）向日市商業施設
向日市上植野町下河原１番地
の８ 光徳産業 2017年6月15日 2006年5月1日 1,511

近畿 京都府 マツモト長岡京店 長岡京市馬場図所22番1ほか マツモト マツモト 2 2017年7月28日 2017年8月31日 2,498

近畿 京都府 ガーデンモール木津川 木津川市州見台一丁目１番外 カインズ 1 カインズ 平和堂 20 2017年12月26日 2018年8月27日 20,367 25,970

近畿 京都府 ドラッグユタカ園部店
南丹市園部町上木崎四辻１２
－１　外

ユタカファーマ
シー

ユタカファーマ
シー 未定 2018年2月21日 2018年3月15日 1,474

近畿 京都府 ジョーシン亀岡店 亀岡市余部町樋又７９－２　外 上新電機 上新電機 2018年3月9日 2018年3月27日 2,493

近畿 京都府 松花堂ショッピングモール 八幡市吉原１０－３　外 丸菱建設 大黒天物産 1 2018年3月14日 2018年5月10日 2,324

近畿 大阪府 イズミヤ枚方店
枚方市禁野本町一丁目871番
地　ほか

三井住友信託
銀行 イズミヤ 17 2017年7月12日 2018年3月13日 11,773

近畿 大阪府 LINOAS 八尾市光町2丁目60番
八尾市都市開
発 1 エディオン 73 2017年10月31日 2017年12月1日 37,536

近畿 大阪府
スーパーセンタートライアル
貝塚店

貝塚市澤890番1、931番2、939
番1

トライアルカン
パニー

トライアルカン
パニー 2017年11月10日 2018年7月11日 7,582 5,148

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１

京阪ホール
ディングス 京阪百貨店 京阪ザ・ストア 2017年12月12日 2018年8月13日 1,113 1,731



近畿 大阪府
スーパーセンターオークワ河
南店

南河内郡河南町大字中403番
３ほか オークワ オークワ KBC 2018年2月8日 2018年4月9日 5,666

近畿 大阪府 エディオン中環東大阪店
東大阪市稲田三島町８６番２
ほか エディオン エディオン カインズ 2 2018年2月23日 2018年10月24日 21,688

近畿 大阪府 イズミヤ河内長野店 河内長野市喜多町663番地
オーアセットマ
ネジメント イズミヤ 6 2018年3月6日 2018年11月7日 8,746

近畿 兵庫県
アスパ高砂ショッピングセン
ター 高砂市緑丘二丁目１番40号 高砂商業振興 1

イオンリテー
ル 33 2017年4月6日 2017年7月1日 19,865

近畿 兵庫県 太子南ショッピングタウン
揖保郡太子町蓮常寺字豆田
281-2

マックスバリュ
西日本 2

マックスバリュ
西日本

ウエルシア薬
局 1 2017年4月27日 2017年4月28日 3,114

近畿 兵庫県 関西スーパー荒牧店 伊丹市荒牧七丁目12番15号
関西スーパー
マーケット

関西スーパー
マーケット 2017年5月31日 2017年12月1日 1,957

近畿 兵庫県 関西スーパー稲野店 伊丹市安堂寺町3-3-1
関西スーパー
マーケット

関西スーパー
マーケット 2017年5月31日 2017年12月1日 1,148

近畿 兵庫県 カサノ桜台店 伊丹市中野北４－５－４ カサノコーポ イトウゴフク 1 2017年5月31日 2018年2月1日 3,364

近畿 兵庫県 イオンモール姫路大津
姫路市大津区大津町二丁目５
番ほか

三井住友信託
銀行

イオンリテー
ル 51 2017年6月20日 2018年2月21日 33,298

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 4 2017年7月3日 2017年12月1日 2,034

近畿 兵庫県 エビスタ西宮 西宮市田中町１番６号ほか 阪神電気鉄道
阪急阪神百貨
店 19 2017年7月19日 2017年8月2日 8,500

近畿 兵庫県 バザールタウン篠山
篠山市宇土字長薮ノ坪323番
ほか 藤屋 1 さとう 15 2017年8月18日 2018年4月19日 13,300 15,900

近畿 兵庫県 イズミヤ昆陽店 伊丹市池尻一丁目1番地 イズミヤ イズミヤ 5 2017年8月29日 2018年4月30日 12,115

近畿 兵庫県 KOHYO武庫之荘店
尼崎市南武庫之荘1丁目17番
地ほか 森松啓安 光洋 2017年10月11日 2018年6月12日 2,248

近畿 兵庫県 コープ安倉 宝塚市安倉南四丁目38番１号
生活協同組合
コープこうべ

生活協同組合
コープこうべ 2017年12月25日 2018年8月26日 2,965

近畿 兵庫県
MEGAドン・キホーテ姫路広
畑店

姫路市広畑区夢前町１丁目１、
１－３、１－４、１－５

日本アセット
マーケティン
グ 長崎屋 5 2018年1月17日 2018年2月15日 20,554

近畿 兵庫県 パークアーバン朝霧
明石市朝霧南町一丁目488番
地の13ほか

生活協同組合
コープこうべ 11

生活協同組合
コープこうべ 1 2018年1月29日 2018年2月1日 1,947

近畿 兵庫県 エビスタ西宮 西宮市田中町１番６号ほか 阪神電気鉄道
阪急阪神百貨
店 19 2018年2月15日 2018年10月16日 8,500 14,498

近畿 兵庫県 イオンモール伊丹昆陽 伊丹市池尻四丁目１番１ほか
三菱UFJ信託
銀行

イオンリテー
ル 81 2018年3月20日 2018年3月21日 38,000

近畿 兵庫県 コープデイズ豊岡 豊岡市加広町7-23
生活協同組合
コープこうべ

生活協同組合
コープこうべ 16 2018年3月27日 2018年3月30日 11,284

近畿 奈良県 コープなんごう 大和高田市大谷758-80ほか
組合ならコー
プ

組合ならコー
プ 2017年4月13日 2017年11月24日 3,500

近畿 奈良県 ならファミリー
奈良市西大寺東町２丁目４－
１

三菱ＵＦＪ信託
銀行

イオンリテー
ル 近鉄百貨店 2017年9月1日 2017年9月1日 54,339

近畿 奈良県 ライフ学園前店 奈良市中登美ヶ丘３－３
ライフコーポ
レーション

ライフコーポ
レーション 2 2017年10月23日 2018年6月24日 10,500

近畿 奈良県 コープ七条
奈良市七条西二丁目１１００番
地ほか

組合ならコー
プ

組合ならコー
プ 3 2017年11月16日 2017年11月16日 2,700

近畿 奈良県
トナリエ大和高田（現オークタ
ウン大和高田） 大和高田市幸町３番１８号 日本エスコン

ライフコーポ
レーション 未定 2017年12月28日 2018年8月29日 20,320

近畿 和歌山県 ケーズデンキ和歌山北店 和歌山市狐島588-1
関西ケーズデ
ンキ

関西ケーズデ
ンキ 2017年7月14日 2017年7月15日 4,171



近畿 和歌山県 パワー和歌山インター店
和歌山市小豆島字院田53番地
1　外 コメリ コメリ 2017年7月28日 2018年3月29日 12,713 14,753

近畿 和歌山県 ラ・ムー紀三井寺店
和歌山市紀三井寺字南前浜
622番6外 大黒天物産 大黒天物産 ツルハ 2017年10月11日 2017年10月19日 2,932

近畿 和歌山県
スーパーセンターオークワ南
紀店 新宮市佐野三丁目11番19号 オークワ 4 オークワ

オー・エンター
テイメント 15 2017年10月27日 2018年6月28日 23,364 25,510

近畿 和歌山県
ヤマダ電機テックランド和歌
山店

和歌山市三葛字北向浜337番
地1　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2018年2月28日 2018年10月29日 2,615 5,225

近畿 和歌山県 ケーズデンキ和歌山店 和歌山市手平壱丁目5番7号 ケーズデンキ ケーズデンキ 2018年3月7日 2018年11月8日 5,012

近畿 和歌山県 エバグリーン塩屋店
和歌山市塩屋五丁目67番1
外

エバグリーン
廣甚

エバグリーン
廣甚 2018年3月13日 2018年3月15日 1,524

近畿 和歌山県

松源
称）ホンダオートテラス和歌
山北インター 和歌山市田屋138番地　外 松源 1 松源

ホンダ販売和
歌山 2018年3月22日 2018年3月24日 2,602

近畿 和歌山県
スーパーデリシャスヒロ高松
店

和歌山市東高松三丁目84番1
外

エバグリーン
廣甚

エバグリーン
廣甚 2018年3月30日 2018年4月19日 2,220

近畿 京都市 西友桂店
京都市西京区山田大吉見町１
１－１３他 平安建設 西友 2017年5月31日 2018年3月31日 7,163

近畿 京都市 アバンティ
京都市南区東九条西山王町３
１

京都シティ開
発 4 イズミヤ 2017年6月30日 2017年8月1日 14,682

近畿 京都市
ジェイアール京都伊勢丹　専
門店街ザ・キューブ

京都市下京区烏丸通塩小路下
ル東塩小路町９０１番地

京都駅ビル開
発 2017年8月31日 2018年5月1日 43,236

近畿 京都市 ダイエー桂南店
京都市南区久世上久世町４８
５　他 ダイエー ダイエー 5 2017年11月30日 2018年8月1日 11,426

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番地 髙島屋 2 髙島屋 1 2018年2月20日 2019年8月31日 47,837 49,539

近畿 大阪市
スーパービバホーム大阪ドー
ムシティ店 西区千代崎三丁目14番１　外 ＬＩＸＩＬビバ ＬＩＸＩＬビバ 2017年5月1日 2018年1月2日 12,299

近畿 大阪市 （仮称）ラ・ムー北津守店
西成区北津守２丁目48番１　外
１筆 大黒天物産 大黒天物産 2017年6月26日 2017年7月15日 2,060

近畿 大阪市 南海ターミナルビル
大阪市中央区難波五丁目12番
外35筆 南海電気鉄道 髙島屋 髙島屋

119（一部未
定） 2017年6月30日 2017年6月1日 115,694

近畿 大阪市 高見プラザ 此花区高見一丁目37番11
関西都市居住
サービス

イオンリテー
ル 2 2017年6月30日 2018年3月1日 6,688

近畿 大阪市 大阪マルビル 北区梅田１丁目９番20号 大阪マルビル タワーレコード 1 2017年7月3日 2017年8月10日 2,636

近畿 大阪市 ノースゲートビルディング 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 207 2017年7月28日

2018年4月1日
2018年12月1日
2019年1月1日 75,600

近畿 大阪市 サウスゲートビルディング 北区梅田3丁目1番1号
大阪ターミナ
ルビル 大丸松坂屋 2017年7月28日

2018年4月1日
2018年12月1日 62,100

近畿 大阪市
藤田不動産ビル〈ライフ新大
阪店〉 淀川区西三国1丁目89番1号 藤田不動産

ライフコーポ
レーション 2017年9月13日 2017年2月24日 5,000

近畿 大阪市 ブリーゼブリーゼ
大阪市北区梅田二丁目４番９
号 サンケイビル

ギャップジャパ
ン 30 2018年3月6日 2017年2月28日 7,669

近畿 大阪市 大阪Ｂ＆Ｖビル
大阪市中央区難波一丁目５番
地２　外

Ｂ＆Ｖホール
ディングス

ブックオフコー
ポレーション 2 2018年3月13日 2019年11月14日 2,468 3,284

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 6 2017年6月29日 2017年9月1日 8,710

近畿 神戸市 イオンモール神戸南
神戸市兵庫区中之島２丁目１
番５，６，１０，１１，１５，１６ イオンモール

イオンリテー
ル 60 2017年8月18日 2017年9月1日 33,000



近畿 神戸市 須磨北複合施設
神戸市須磨区多井畑字東山ノ
上13番地31　他18筆

G-7ホール
ディングス スギ薬局 2018年1月22日 2018年1月25日 1,069

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1 イオンタウン 光洋 大創産業 オンセンド 2017年12月14日 2017年9月1日 2,200

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 2017年12月26日 2018年8月27日 4,842

中国 鳥取県 鳥取ショッピングシティ 鳥取市天神町１ほか 日ノ丸総本社 1 イオンリテール キャンドゥ 1 2017年11月14日
（駐車場出入口の
数・位置の変更）

中国 鳥取県 ナフコ南部店・丸合西伯店・ウ西伯郡南部町阿賀229－１ほか ナフコ 2 ナフコ 丸合 1 2017年12月15日 2018年8月16日 3,050 5,560

中国 鳥取県 鳥取駅ショッピングプラザ 鳥取市東品治町111－１
ＪＲ西日本山
陰開発 コクミン

ターナショナ
ル 15 2018年3月30日 2017年2月21日

中国 島根県 ゆめタウン浜田 浜田市港町２２７番地１外 イズミ イズミ 19 2017年6月26日 2017年8月1日

中国 島根県 ダイレックス松江店 松江市東朝日町３５ ユニコン ダイレックス エコー 2017年8月25日 2017年8月26日

中国 島根県 ゆめタウン浜田 浜田市港町２２７番地１外 イズミ イズミ 2017年12月18日 2018年1月15日

中国 島根県 安来ショッパーズ 安来市安来町８６５－１ 丸合 丸合
4

2018年2月16日 2018年10月17日 4,074 1,497

中国 島根県 横田蔵市 仁多郡奥出雲町下横田８４番地
横田ショッピン
グセンター

サンコープ雲南
横田商業開発 サンコープ雲南9 2018年3月19日 2018年9月12日

中国 岡山県
カインズホーム津山店・天満
屋ハピーズ高野店

津山市高野本郷字源八１３６９
番２ほか ウシオ

ウシオ、天満
屋ストア 2017年6月13日 2017年6月14日

中国 岡山県 天満屋ハピーズ井原店
井原市西江原字柳ヶ坪１１３４
番ほか 天満屋ストア 天満屋ストア 2017年6月19日 2017年7月1日

中国 岡山県
天満屋ハピーズ笠岡美の浜
店 笠岡市緑町５番５ほか 天満屋ストア 天満屋ストア 2017年6月19日 2017年7月1日

中国 岡山県 天満屋ハピーズ小田中店
津山市小田中字膳田２０３番１
ほか 天満屋ストア 天満屋ストア 2017年6月19日 2017年7月1日

中国 岡山県 ゆめタウン久世 真庭市惣１６４番地の１ほか
イズミほか３
者

イズミほか３
者 2017年6月22日 2017年6月23日

中国 岡山県 天満屋ハピーズ倉敷中島店
倉敷市中島字壱本木開2236番
100ほか 天満屋ストア 天満屋ストア 2017年6月19日 2018年7月1日

中国 岡山県 アクロスプラザ倉敷児島
倉敷市児島小川町3675番1ほ
か

大和情報サー
ビス ダイレックス ダイソー ○ 2017年8月17日 2018年4月18日



中国 岡山県 新鮮市場きむら児島駅前店
倉敷市児島駅前二丁目1番ほ
か きむら きむら 2017年9月20日 2018年5月21日

中国 岡山県 生活協同組合岡山コープ　コー浅口市鴨方町鴨方１５２４番1ほ
岡山コープ

岡山コープ 2017年10月12日 2017年10月13日

中国 岡山県 ハローズ邑久店 瀬戸内市邑久町尾張１０５外
グザグ、ヤマ
ダ電機 ハローズ ザグザグ 4 2018年2月14日 2018年3月1日

中国 岡山県 ザグザグ長船店
瀬戸内市長船町服部字西原
387番1外 ザグザグ ザグザグ 2018年2月14日 2018年3月1日

中国 岡山県 ザグザグ笠岡番町店 笠岡市富岡477番地　外
ＮＴＴファイナ
ンス ザグザグ 2018年2月14日 2018年3月1日

中国 岡山県 ザグザグ宇野店 玉野市宇野二丁目796番2　外 ザグザグ ザグザグ 2018年3月5日 2018年3月21日

中国 岡山県 ザグザグ小原店 津山市総社字桜屋77番１ ザグザグ ザグザグ 2018年3月5日 2018年3月21日

中国 岡山県 ノースランド
津山市上河原字上髭田１６０
番２外 ノースランド マルイ ザグザグ 5 2018年3月15日 2018年3月21日

中国 広島県 ゆめマート安芸津
東広島市安芸津町三津皆実新
開４３９７－２０外 イズミ イズミ 2017年5月19日 2017年5月20日

中国 広島県 ショッピングセンター藤三 呉市広本町１０２６９番地外 株式会社藤三 2017年6月21日 2017年11月30日

中国 広島県 （仮称）向島モール
尾道市向島町字四軒島5532番
8外 ハローズ
 ハローズ

3
2017年8月3日 2017年8月9日 4,336

中国 広島県 御薗宇複合商業施設
東広島市西条町大字御薗宇６
５０７番地外 大和リース 2

ププレひまわ
り タカミヤ 1 2017年8月31日 2017年9月13日

中国 広島県 東広島モール（東エリア） 東広島市西条西本町28番30号 西条プラザ ハローズ 2017年10月10日 2017年10月11日

中国 広島県 ゆめタウン蔵王 福山市南蔵王町五丁目２８０ イズミ イズミ
ベーカリー
パートナーズ 2018年1月31日 2018年10月1日

中国 広島県 ゆめタウン蔵王PARTⅡ
福山市南蔵王町五丁目１６番
６０号 イズミ イズミ ジョイステップ 2018年1月31日 2018年10月1日

中国 広島県 ザグザグ中須店・ドコモショップ府中市中須町字御酒田４３　外 オリックス ザグザグ トライ産業 2018年3月19日 2018年3月21日

中国 山口県 イオンタウン周南久米A街区 周南市周南都市計画事業久米 イオンタウン 大創産業 2017年4月6日 2017年4月27日

中国 山口県 ドン・キホーテ宇部店
宇部市大字妻崎開作字﨑廿三
ノろ841番地3 東宝 ドン・キホーテ 2017年5月11日 2018年1月12日 1,692 2,838

中国 山口県 エスワイショッピングセンター 山口市赤妻町253番1 エスワイ ジュンテンドー 丸久 2017年6月2日

①
（荷さばき施設の
位置及び面積、

中国 山口県 フジグラン岩国 岩国市麻里布町二丁目72-5 西南企画 フジ 10 2017年9月22日 2018年5月23日



中国 山口県 エスワイショッピングセンター 山口市赤妻町253番1 エスワイ ジュンテンドー 丸久 2017年10月10日 2017年10月20日

中国 山口県 フジ小郡店 山口市小郡下郷812-2

エネルギアL
＆Bパート
ナーズ フジ 2018年1月24日 2018年2月9日

中国 山口県 宇部北琴芝複合店舗 宇部市北琴芝二丁目569-1 青山商事 青山商事

ツルハグルー
プドラッグ＆
ファーマシー
西日本 2018年3月9日 2018年3月10日

中国 広島市 広島新幹線名店街（西区画） 広島市南区松原町1185番地 中国SC開発 〇 2017年4月13日 2019年3月1日 1,368 2,635

中国 岡山市 ゆめタウン平島
岡山市東区東平島１６３番地
外 イズミ イズミ 19 2017年5月24日 2018年1月25日

中国 岡山市 天満屋ハピーズ岡輝店 岡山市北区奥田本町６９番１外 天満屋ストア 1 天満屋ストア 2017年6月19日 2017年7月1日

中国 岡山市
ジュンテンドー御津店・天満
屋ハピーズ金川店

岡山市北区御津宇垣字仁王堂
１４６３番外 ジュンテンドー 1 ジュンテンドー 天満屋ストア 2017年6月19日 2017年7月1日

中国 岡山市 天満屋ハピーズ国府市場店
岡山市中区国府市場字北国長
４３番外 天満屋ストア 天満屋ストア 2017年6月19日 2017年7月1日

中国 岡山市 天満屋ハピータウン岡南店 岡山市南区築港新町一丁目１８天満屋ストア 天満屋ストア
○

2017年10月12日 2018年5月15日

中国 岡山市 シネマタウン岡南 岡山市南区築港新町一丁目５番 　天満屋ストア 天満屋ストア 2017年10月12日 2018年5月15日

中国 岡山市 ジョイフルタウン岡山 岡山市北区下石井二丁目１０番

三井住友信託
銀行 ダイソー 1 2017年11月30日 2018年7月31日

四国 徳島県 ハローズ万代店
徳島市万代町五丁目１０－１
ほか ハローズ ハローズ レディ薬局 1 2017年7月18日

2018年3月19日
2017年7年19日

四国 徳島県 パワーシティ鴨島店
吉野川市鴨島町牛島字四ツ屋
１番１ほか マルナカ マルナカ セリア 1 2017年7月31日 2017年8月1日

四国 徳島県
ドラッグストアモリ徳島万代
店

徳島市万代町四丁目２１番１
ほか

ドラッグストア
モリ

ドラッグストア
モリ 2017年8月3日 2017年9月2日



四国 徳島県 フレスポ阿波池田
三好市池田町サラダ1612番地
2ほか 大和リース コーナン商事

西松屋チェー
ン 14 2018年2月20日 2018年10月21日

四国 徳島県 ケーズデンキ鴨島店
吉野川市鴨島町牛島166番地
ほか ビッグ・エス ビッグ・エス 0 2018年2月26日 2018年3月3日

四国 香川県 イオンモール高松 高松市香西本町1番1外57筆
イオンリテー
ル マルナカ

イオンリテー
ル マルナカ 〇 2017年4月7日 2017年4月17日

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 〇 2017年5月2日 2017年5月3日

四国 香川県
エブリイ・マック高松レイン
ボー店

高松市多肥上町字日暮1319番
ほか

ケイエル・リー
ス&エステート 大屋 エブリイ 大屋 〇 2017年5月25日 2017年12月1日 1,719 2,520

四国 香川県 ピカソ詫間店
三豊市詫間町詫間字的場6781
番地2外 ミワ商店 ミワ商店 2017年6月23日 2017年6月24日

四国 香川県 ドラッグコスモス宇多津店 宇多津町浜六番丁91番地1外 瀧口志津惠 コスモス薬品 2017年6月29日 2018年3月1日 1,263 1,700

四国 香川県 ハローズ坂出林田店 坂出市林田町3126番外28筆 ハローズ ハローズ ザグザグ ○ 2017年10月27日 2018年6月28日 3,661 4,571

四国 香川県 イオン高松東店
高松市福岡町三丁目三丁目
379番地2外10筆

イオンリテー
ル

イオンリテー
ル ○ 2017年12月20日 2018年8月21日

四国 香川県 マルナカまんのう店
まんのう町大字吉野下字林
1148番1ほか マルナカ マルナカ 2017年12月28日 2017年12月29日

四国 香川県
新鮮市場きむら春日店・ザグ
ザグ木太店

高松市木太町字中浜2794番
外 きむら ザグザグ きむら ザグザグ 2018年2月28日 2018年10月29日 1,379 2,473

四国 香川県
スーパードラッグひまわり豊
浜店

観音寺市豊浜町大字姫浜字芝
原1182番1号　外 大和リース

ププレひまわ
り つるや 2018年3月23日 2018年3月24日

四国 香川県 ザグザグ高松鬼無店
高松市鬼無町佐藤54番地1
外

エヌ・ワイエス
テート ザグザグ 2018年3月30日 2018年3月31日

四国 香川県 ザグザグ土庄店 土庄町字王子前甲36番1　外 ザグザグ ザグザグ 2018年3月30日 2018年3月31日
四国 愛媛県 ワールドプラザ 今治市東村甲745番地外 ビジョナリー セブンスター アミーゴ 16 2017年9月11日 2018年5月12日

四国 愛媛県 ダイレックス三津店 松山市高山町3370番外 大和リース ダイレックス 2017年12月1日 2016年11月23日

四国 愛媛県 アクトピア大洲 大洲市中村246番地1外 アクトピア大洲 2 フジ
ハニーズホー
ルディングス 17 2017年12月11日

①2018年8月13日
（駐車場の位置、
駐車場の出入口
の数及び位置の

変更）
②2017年12月12

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 1 伊予鉄髙島屋 伊予鉄不動産 1 2018年1月17日 2018年2月1日

四国 愛媛県 フレスポ西条店
西条市新田字市塚新田155番
地　外21筆 大和リース 大黒天物産

西松屋チェー
ン 6 2018年3月20日

①2008年1月31日
②2012年3月9日
③2018年3月22日
（①～③開店時刻
及び閉店時刻、
荷さばき可能時
間帯）



四国 愛媛県 ＤＣＭダイキ新居浜店 新居浜市瀬戸町甲4075番地 ＤＣＭダイキ ＤＣＭダイキ 2018年3月20日

①2012年5月7日
②2018年11月21
日
（①、②駐車場の
収容台数）

四国 愛媛県 フジ宇和島店
宇和島市恵美須町二丁目3番
28号 フジ フジ 2018年3月20日 2018年11月21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 3 2017年5月16日 2017年5月17日
四国 高知県 DCMダイキ御座店 高知市北御座402番地2ほか DCMダイキ DCMダイキ 2017年6月26日 2017年6月27日
四国 高知県 フジグラン野市 香南市野市町西野2007番地１ フジ フジ ○ 2017年8月31日 2018年5月30日

四国 高知県 マルナカ安芸店
安芸市矢ノ丸４丁目320の１ほ
か マルナカ マルナカ 2017年12月27日 2018年8月28日

四国 高知県 イオンモール高知
高知市秦南町一丁目144番地
の1 シキボウ

イオンリテー
ル ○ 2018年1月31日

①2018年1月31日
②2018年3月1日
③2018年4月1日

（全て駐車場の位
置、駐車場の出
入口の数及び位

置の変更）

九州 福岡県
トリアス久山　ウエストゾーン
（１）

糟屋郡久山町大字山田1240番
11外

三井住友信託
銀行 コストコ ナフコ ○ 2017年7月26日 2018年3月27日 43,271 43,230

九州 福岡県 ゆめタウン行橋
行橋市西宮市三丁目１２５番１
外 イズミ イズミ 2017年8月29日

2017年9月15日
（駐輪場の位置の

変更）
2018年4月30日

（駐輪場の収容台
数の減少） 29,500

九州 福岡県 古賀商業施設
古賀市高田土地区画整理事業
９街区２２画地　他 オリックス ハローデイ 2017年10月16日 2017年11月5日

九州 福岡県 あんくるふじや久留米店
久留米市小森野四丁目７番３
３号 西鉄ストア 西鉄ストア クルール ジニア 2017年12月28日 2017年12月29日 1,463 1,608

九州 福岡県 東京インテリア家具新宮店 糟屋郡新宮町大字上府８９８
東京インテリ
ア家具

東京インテリ
ア家具

オートバックス
セブン 2017年12月28日 2018年8月29日

九州 福岡県
イオン甘木ショッピングセン
ター

朝倉市大字甘木字岩入３８４
外 イオン九州 イオン九州 2018年1月19日 2018年9月20日

九州 福岡県 ゆめマートうきは
うきは市吉井町千年字町地　１
５７番　外 イズミ イズミ 4 2018年2月21日 2018年10月22日

九州 福岡県 マルショク来春店 朝倉市大字来春６番地の１ サンリブ 2018年3月1日 2018年11月2日
九州 福岡県 サニー前原店 糸島市浦志一丁目７番７号 中村商事 西友 2018年3月27日 2018年11月1日

九州 佐賀県 あんくる夢市場佐賀本店
佐賀県佐賀市南佐賀一丁目２
２番１号 にしてつストア あんくるふじや 2017年4月28日 2017年5月1日

九州 佐賀県
あんくるふじや・あんくる夢市
場鳥栖弥生が丘店

佐賀県鳥栖市弥生が丘一丁目
３６番 にしてつストア あんくるふじや 2017年4月28日 2017年5月1日

九州 佐賀県 あんくるふじや夢市場鹿島店
佐賀県鹿島市大字高津原字横
澤篭４０４５番１　外 にしてつストア あんくるふじや 2017年4月28日 2017年5月1日

九州 佐賀県 アクロスプラザ武雄C
佐賀県武雄市武雄町大字富岡
１２５０６番

三井住友ファ
イナンス&リー
ス 宮崎薬品

西松屋チェー
ン 2017年10月10日 2018年6月11日 1,130 1,449

九州 佐賀県 鳥栖プレミアムアウトレット
佐賀県鳥栖市弥生が丘８丁目
１番地

三菱地所・サ
イモン株式会
社

ナイキジャパ
ン

コールハーン
ジャパン ○ 2018年1月31日 2018年11月1日

九州 長崎県 アミュプラザ長崎 長崎市尾上町1番１号
長崎ターミナ
ルビル 2017年5月19日 2017年11月27日

九州 長崎県 ハウステンボス
佐世保市ハウステンボス町１
番地１　外６２筆

ハウステンボ
ス

ハウステンボ
ス 30 2017年6月14日 2017年6月15日

九州 長崎県 ヒマラヤ大村店 大村市幸町２５－１９の一部 ヒマラヤ ヒマラヤ 2017年8月4日 2017年8月5日



九州 長崎県 Ｓ＆Ｂ葉山ショッピングプラザ 長崎市葉山一丁目28番15号 馬場家具 1 馬場家具 4 2017年12月21日 2017年12月22日

九州 長崎県
（仮称）ドラッグコスモス五島
市吉久木店

五島市吉久木町451　他10筆、
水路の一部 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年1月10日 2018年1月27日

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 2018年3月22日 2018年4月26日

九州 熊本県 ゆめマート松橋
宇城市松橋町松橋字園田878
番地1　外 イズミ イズミ 2017年5月11日 2014年12月25日

九州 熊本県 黒潮市場益城店
上益城郡益城町大字惣領１４
１５ 熊本製綿所 黒潮市場 大創産業

セブンイレブ
ン・ジャパン 2017年8月28日

2018/4/29
(駐車場の収容台

数の減）
2017/11/1

(駐輪場、荷さばき
施設、廃棄物等

の保管施設の位
置及び収容台数・
面積・容量、荷さ
ばきを行うことが

できる時間帯) 2,829 2,171

九州 熊本県 菊南ショッピングセンター
合志市須屋字上ノ原１９３７番
外31筆

メインプレイス
カンパニー ハローデイ ナフコ 2017年10月27日 2018年6月28日 7,009

九州 熊本県 イオンモール熊本
上益城郡嘉島町大字上島字長
池２２３２

三井住友信託
銀行 イオン 2017年10月27日 2017年10月28日 59,000

九州 熊本県
グリーンヒルズデサキ熊本菊
陽店

菊池郡菊陽町大字津久礼２６
４８番 出先 出先 2017年11月10日 2017年11月23日 2,236 2,432

九州 大分県

新鮮市場友田店・ユニクロ日
田店・（仮称）エディオン日田
店・ドラッグストアモリ日田友
田店

日田市大字友田森ノ木８０２番
地の１　外

新鮮マーケッ
ト 3 新鮮マーケット ユニクロ 2 2017年4月5日 2017年12月6日 1,674 4,877

九州 大分県 フレスポ豊後大野
豊後大野市三重町赤嶺字大宮
田２０３２番　外 大和リース 1 フレイン ケーズデンキ 2 2017年7月31日 2017年3月16日

九州 大分県 マルショク餅ヶ浜店 別府市餅ヶ浜町７番１０号　外 マルショク マルショク 2017年8月22日 2017年8月29日

九州 大分県 フレスポ中津北
中津市大字大新田字六番通
276番1　外 大和リース トキハインダス ユニクロ 4 2017年8月31日 2017年9月15日

九州 大分県 マルショク判田店
大分市大字中判田字一丁田１
４９９番地１　外 サンリブ サンリブ 2017年9月11日 2017年9月13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 サンリブ サンリブ 2017年9月28日 2017年10月1日

九州 大分県
ヤマダ電機テックランド別府
駅前店

別府市駅前本町１７９４番２号
外 九州旅客鉄道 ヤマダ電機 2017年11月1日 2018年7月1日

九州 大分県 フレンドピア宇佐 宇佐市大字葛原２３４番１号
新鮮マーケッ
ト 新鮮マーケット 大創産業 2017年11月21日 2017年11月22日

九州 大分県 フレンドピア花高松 大分市花高松一丁目２番８
新鮮マーケッ
ト 新鮮マーケット

マツモトキヨシ
九州販売 2017年11月21日 2017年11月22日

九州 大分県 フレンドピア臼杵
臼杵市大字野田唐木田２１４
－１　外

新鮮マーケッ
ト 新鮮マーケット 明屋書店 2 2017年11月21日 2017年11月22日

九州 大分県 フレンドピア大貞
中津市大字大貞字中ノ林３８９
番１　外

新鮮マーケッ
ト 新鮮マーケット グッディ 2017年11月21日 2018年7月22日

九州 大分県　
コスモタウン　フリーモール佐
伯（Ｂ区画）

佐伯市鶴岡西町二丁目１９７
番

三井住友ファ
イナンス＆
リース オートバックス 明屋書店 ＫＤＤＩ 2017年12月27日 2017年12月28日 14,977 2,772

九州 大分県
コスモタウン　フリーモール佐
伯（Ｃ区画）

佐伯市鶴岡西町二丁目１６６
番

三井住友ファ
イナンス＆
リース サンリブ サンリブ

ケーブルテレ
ビ佐伯 2017年12月27日 2017年12月28日 14,977 3,256

九州 大分県
コスモタウン　フリーモール佐
伯（Ｄ区画）

佐伯市鶴岡西町二丁目１８１
番

三井住友ファ
イナンス＆
リース マックハウス

西松屋チェー
ン 3 2017年12月27日 2017年12月28日 14,977 3,043



九州 大分県
コスモタウン　フリーモール佐
伯（Ｅ区画）

佐伯市鶴岡西町二町目１２２
番

三井住友ファ
イナンス＆
リース ベスト電器 青山商事 4 2017年12月27日 2017年12月28日 14,977 5,731

九州 大分県 イオンモール三光 中津市三光佐知１０３２　外 イオンモール イオン九州 37 2018年2月16日 2018年10月17日
九州 宮崎県 イオンモール宮崎 宮崎市新別府町船戸750番1 イオンモール イオン九州 98 2017年6月12日 2018年2月13日 60,000 65,000

九州 宮崎県 財光寺ショッピングセンター 日向市大字財光寺3247外
財光寺ショッピ
ングセンター マルイチ 小田電機 3 2017年4月21日

2017年12月22日
（店舗面積、駐車
場及び駐輪場の
位置・収容台数、

営業時間の変更）
2004年12月19日
（荷さばき施設の
位置・面積、廃棄
物等保管施設の
位置・容量、駐車

場出入口の数・位
置の変更） 2,486 3,649

九州 宮崎県
サンシールさの・コメリＨ＆Ｇ
門川店

東臼杵郡門川町東栄町4丁目1
番地18

サンシールさ
の
コメリ

サンシールさ
の 6 2017年12月7日

2018年8月8日
（店舗面積、駐車

場及び駐輪台
数、荷さばき施設

の面積、廃棄物
保管施設の容量

の変更）
2017年12月8日
（開店・閉店時

刻、駐車場利用
可能時間帯、荷さ
ばき時間帯の変

更） 5,207 4,368

九州 宮崎県 （仮称）学園木花台商業施設
宮崎市学園木花台西一丁目3
番1 植松商事

ドラッグストア
モリ 2 2018年2月2日

2018年10月3日
（駐輪場の位置及

び収容台数）
2018年2月3日

（駐車場の自動車
の出入口の数及

び位置）

九州 宮崎県 イオンモール都城駅前 都城市栄町4672番地　外34筆 イオンモール
イオンストア九
州 56 2018年2月23日 2018年10月24日

九州 鹿児島県 スーパーセンターニシムタ伊集
日置市伊集院町猪鹿倉字池田
798番地１　外54筆 ニシムタ ニシムタ 2017年4月10日 2017年12月11日

九州 鹿児島県 ビックカメラ鹿児島中央駅店
鹿児島市中央町１番１号　外11
筆

鉄道建設・運
輸施設整備支
援機構 九州旅客鉄道 2017年5月12日 2018年1月13日

九州 鹿児島県 イオンモール鹿児島 鹿児島市東開町７番　外15筆
三菱UFJ信託
銀行 イオン九州 120 2017年8月16日

2018年2月10日～
2018年5月31日

九州 鹿児島県 リナシティかのや 鹿屋市大手町１番１号 アイアム 8 マックスバリュ 4 2017年10月26日 2018年6月27日
九州 鹿児島県 山形屋 鹿児島市金生町３番１号 山形屋 山形屋 2017年11月24日 2018年7月25日

九州 鹿児島県 イオンタウン姶良
姶良市西餅田下深田264番地
１　外

三井住友トラ
スト・パナソ
ニックファイナ
ンス

2 イオン九州 ○ 2018年2月9日 2018年10月10日

九州 鹿児島県 鹿児島ショッパーズプラザ
鹿児島市鴨池２丁目26番地１
号 第一生命保険

イオンストア九
州 ○ 2018年3月29日 2018年11月30日



九州 福岡市

天神ビブレビル，天神ＭＭビ
ル，天神コアビル，Ｍ.Ｍ.Ｔビ
ル，福岡ビル，西日本ビル

福岡市中央区天神一丁目11番
1号 因幡 4 2017年6月8日 2017年6月9日

九州 福岡市 キャナルシティ博多
福岡市博多区住吉一丁目2番1
号 福岡地所 1 2017年6月30日 2017年7月1日

九州 福岡市 ナフコ福岡空港店
福岡市博多区大井二丁目3番
72号

空港周辺整備
機構 ナフコ 2017年7月31日 2018年4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 ○ 2017年8月3日 2018年4月4日 9,901 10,448

九州 福岡市 ホームプラザナフコ今宿店
福岡市西区今宿東二丁目10番
23号 ナフコ ナフコ 2017年10月13日 2018年6月14日

九州 福岡市
（仮称）ドラッグコスモス三苫
店

福岡市東区三苫四丁目1000番
1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年11月21日 2017年11月22日

九州 福岡市

天神ビブレビル，天神ＭＭビ
ル，天神コアビル，Ｍ.Ｍ.Ｔビ
ル，福岡ビル

福岡市中央区天神一丁目11番
1号外 因幡 4 2017年11月24日 2018年7月25日

九州 福岡市 FRIスクエア天神
福岡市中央区今泉一丁目179
番1 りそな銀行 ドン・キホーテ 2017年12月28日 2017年12月29日

九州 福岡市 イオンモール香椎浜
福岡市東区香椎浜三丁目12番
1

三菱UFJ信託
銀行 イオン九州 60 2018年1月5日 2018年1月9日

九州 北九州市 ＪＲ九州小倉駅ビル
北九州市小倉北区浅野一丁目
2番2号外

小倉ターミナ
ルビル 2017年4月17日

①2015年8月73日
（くまざわ書店）

②2017年4月25日
（ﾚｯﾄﾞｷｬﾍﾞﾂ）

九州 北九州市 コジマ×ビックカメラ八幡店
北九州市八幡東区東田一丁目
7番21号 コジマ コジマ 2017年5月18日 2018年1月19日

九州 北九州市 マルショク富野店
小倉北区上富野二丁目13番1
号 サンリブ マルショク 2017年10月10日 2017年10月11日

九州 北九州市 （仮称）フォレオひびきの
若松区小敷ひびきの二丁目1
番101号外

大和ハウス工
業 マックスバリュ グッディ

エディオン
大創産業
ツルハ 2017年10月25日 2018年6月26日

九州 熊本市 えきマチ1丁目熊本
熊本市西区春日三丁目15番30
号 九州旅客鉄道 2017年8月18日 2018年4月19日 1,115 2,406

九州 熊本市 マルショク保田窪店
熊本市中央区保田窪一丁目2
番51号 サンリブ マルショク 2017年11月30日 2017年12月1日

九州 熊本市 パワーモールサザンスター
熊本市南区十禅寺三丁目69-1
外 大和リース

ミスターマック
ス マックスバリュ

ファーストリテ
イリング 2018年2月28日

2018年3月1日（駐
車場・荷さばき施

設・廃棄物等の保
管施設の位置変

更及び荷さばき時
間帯）

2018年11月1日
（駐車場・荷さば

き施設・廃棄物等
の保管施設の面
積及び容量の減

少）

九州 熊本市 ザ・ビッグ桜木店
熊本市東区花立三丁目４番地
１ 津田興産 マックスバリュ 2018年2月28日

2018年3月1日（駐
輪場・荷さばき施
設の位置変更及
び荷さばき時間

帯）
2018年11月1日

（駐車場・駐輪場
の台数減少）
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