
平成１４年度　大規模小売店舗立地法　法第５条第１項（新設）届出の概要　　【２０１８年２月末】

　　　　注１）　本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものである。

　　　　注２）　データが複数ある項目（小売業者名等）については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合がある。

局名 自治体名 大規模小売店舗名 所在地 届出日 新設する日
店舗面積の合

計（㎡）
取下げ（×）

他 核店舗１ 核店舗２ 他

北海道 北海道 ウエスタンパワース 旭川市永山12条３丁目112番59 道北アークス 道北アークス 日本トイざラス 4 2002年4月3日 2002年12月4日 3,424

北海道 北海道 プラザいちまる清水店 清水町字清水第１線50番32 日本甜菜製糖 いちまる 3 2002年4月10日 2002年12月11日 4,033

北海道 北海道 釧路ファッションモール 釧路町木場１丁目３番５外 小鳩自動車工業 しまむら アベイル 2002年4月19日 2002年12月20日 2,029

北海道 北海道
(仮称)釧路昭和中央複合商業
施設 釧路市昭和中央３丁目3-1 中道リース、福原 日本トイザらス 福原 2 2002年5月13日 2003年1月14日 5,983

北海道 北海道 ヤマダ電機テックランド函館店 函館市亀田本町７番１ 函館遊機販売 ヤマダ電機 2002年6月10日 2003年2月10日 4,308

北海道 北海道 札幌ホンダ北広インター店 北広島市大曲幸町２丁目３番１外 札幌ホンダ 札幌ホンダ 2002年6月19日 2003年2月20日 2,826

北海道 北海道
ファッションセンターしまむら桔
梗店 函館市桔梗４丁目35番２号 東商建設 しまむら 2002年6月27日 2003年2月27日 1,172

北海道 北海道 千歳ファッションモール 千歳市あずさ３丁目14番１外 西澤　実 しまむら アベイル 2002年8月21日 2003年4月22日 2,045

北海道 北海道
ファッションモールしまむら登別
店 登別市富岸町２丁目１番２号 上田商事 しまむら 2002年8月21日 2003年4月22日 1,295

北海道 北海道
ファッションセンターしまむら神
居店 旭川市神居７条１丁目１番２号外 土田怜子 土田敏之 しまむら ダイイチ 2002年8月22日 2003年4月23日 1,811

北海道 北海道
ファッションセンターしまむら東
山店 函館市山の手１－３－11 しまむら しまむら 2002年8月29日 2003年4月29日 1,317

北海道 北海道
ファッションセンターしまむら上
磯店 上磯町久根別１丁目385番１ しまむら しまむら 2002年8月29日 2003年4月29日 1,336

北海道 北海道
ファッションセンターしまむら滝
川店 滝川市東町５丁目146番１号 高橋計晴 しまむら 2002年11月8日 2003年6月11日 1,280

北海道 北海道 オホーツク　氷紋の駅 紋別市幸町４丁目35番地１外
紋別ニューシティ
開発公社 しめまる 5 2002年11月14日 2003年4月25日 1,307

北海道 北海道 旭町ショッピングセンター 旭川市旭町１条７丁目2631番外 中道リース ダイイチ 2 2002年12月12日 2003年8月14日 3,456

北海道 北海道
ファッションセンターしまむら留
萌店 留萌市南町４丁目50番１ 堀松建設 しまむら 2002年12月20日 2003年8月21日 1,320

北海道 北海道 いちまる中札内パルティー店 中札内村大通南６丁目３番１外
いちまるカンパ
ニー いちまる 1 2003年1月29日 2003年9月30日 2,173

北海道 北海道
ファッションセンターしまむら西
帯広店 帯広市西23条南３丁目55番５ 福原 しまむら 2003年2月6日 2003年10月7日 1,325

北海道 北海道
ベストム東神楽店、アルティ
モール東神楽

東神楽町ひじり野南１条５丁目１番
１号、ひじり野南１条６丁目１番１号

三井住友ファイナ
ンス＆リース 西條 西條 2003年2月14日 2003年10月1日 14,526

北海道 北海道 苫小牧ファッションモール 苫小牧市明野新町６丁目９番916 しまむら しまむら アベイル 2003年2月13日 2003年10月14日 4,254

北海道 北海道 ホクレンショップ苫小牧店 苫小牧市柳町４丁目５－３外 ホクレン商事 ホクレン商事 日本トイざラス 5 2003年2月27日 2003年10月28日 4,901

北海道 北海道 ホーマックニコット当別店 当別町白樺町59-40 ホーマックニコット ホーマックニコット 2003年2月28日 2003年10月29日 1,590

北海道 北海道 ホーマックニコット羽幌店 羽幌町南町６－１ ホーマックニコット ホーマックニコット 2003年3月13日 2003年11月14日 1,508

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 2003年3月24日 2003年11月25日 15,937

建物設置者名 小売業者名

2018/4/2

経済産業省





北海道 北海道 フードＤ虹ヶ丘食彩館 北広島市虹ヶ丘６丁目８－８外 豊月 豊月 2003年3月26日 2003年11月27日 2,106

北海道 北海道 春採湖ショッピングセンター 釧路市春採７丁目２２３番１６ 釧新開発
マックスバリュ北
海道 しまむら 5 2003年3月31日 2003年12月1日 6,190

北海道 札幌市
イオン東苗穂ショッピングセン
ター 札幌市東区東苗穂2条3丁目

三菱ＵＦＪ信託銀
行 イオン 39 2002年8月9日 2003年6月1日 29,200

北海道 札幌市 ラルズマート美園店 札幌市豊平区美園2条1丁目10番地 ラルズ ラルズ 2002年12月20日 2003年8月21日 1,897

北海道 札幌市 スーパードラッグアサヒ苗穂店
札幌市東区東苗穂9条3丁目633-
170 横浜ファーマシー 横浜ファーマシー 2002年12月27日 2003年8月28日 1,330

北海道 札幌市 ラッキー発寒店
札幌市西区発寒8条13丁目736番地
4 マキバ 北雄ラッキー 2003年1月31日 2003年10月1日 3,638

北海道 札幌市 屯田ファッションモール 札幌市北区屯田6条3丁目4番2外 しまむら しまむら アベイル 2003年2月7日 2003年10月8日 2,002

北海道 札幌市 北野ファッションモール 札幌市清田区北野4条2丁目60-1外 八秀八十嶋農産 しまむら アベイル 2003年2月19日 2003年10月19日 2,001

東北 青森県 スーパードラッグアサヒ下田店 上北郡下田町字高田８２－１外 横浜ファーマシー 横浜ファーマシー 1 2002年4月18日 2002年12月19日 1,335

東北 青森県
イオンタウン安原ショッピングセ
ンター

弘前市安原第２土地区画整理事業
保留地第４８街区符号保ー１外 三菱ＵＦＪリース 1

マックスバリュ東
北 6 2002年8月20日 2003年4月24日 11,098

東北 青森県 スーパードラッグアサヒ三沢店 三沢市堀口９４－２４２外 横浜ファーマシー 横浜ファーマシー 2002年8月26日 2003年4月27日 1,114

東北 青森県 Ｋ－２マート
西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字西
禿２５－２ 敬通 敬通 5 2002年10月25日 2003年6月26日 1,495

東北 青森県
スーパードラッグアサヒ弘前大
町店 弘前市大字取上１丁目１－１外 横浜ファーマシー 横浜ファーマシー 2002年10月30日 2003年7月1日 1,145

東北 青森県 ホーマックニコット大間店
下北郡大間町大字大間字上野４３
－１ ホーマックニコット ホーマックニコット 3 2002年11月6日 2003年7月7日 1,500

東北 青森県 県民生協のぎわ店 青森市大字羽白字沢田３０６－１
青森県庁消費生
活協同組合

青森県庁消費生
活協同組合 1 2002年11月21日 2003年7月22日 1,566

東北 青森県 弘前城東タウンプラザ
弘前市城東第五地区土地区画整理
地内６１街区一画地外

北海道リーシング
システム ホーマック 2 2002年12月9日 2003年8月10日 12,317

東北 青森県
スーパードラッグアサヒ十和田
店

十和田市大字相坂字白上２４８－１
外 横浜ファーマシー 横浜ファーマシー 1 2002年12月27日 2003年8月28日 1,333

東北 青森県 （仮称）県民生協三内店 青森市大字三内字丸山１１－７
青森県民生活協
同組合

青森県民生活協
同組合 2003年3月13日 2003年11月14日 1,404

東北 岩手県 イオンモール盛岡 盛岡市前潟四丁目7番1号ほか イオンモール イオンリテール イオンモール 59 2002年7月8日 2003年4月25日 34,490

東北 岩手県 ジョイス宮古千徳店 宮古市板屋二丁目１番2外 ジョイス ジョイス 2002年7月9日 2003年4月1日 1,492

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1外 宮城建設 7 サンデー ユニバース 6 2002年7月29日 2003年4月10日 11,359

東北 岩手県 マックスバリュ盛岡駅前北通店 盛岡市盛岡駅前北通114番地54 イオンリテール イオンリテール 4 2002年9月17日 2003年5月18日 2,203

東北 岩手県 ビッグハウス遠野店
遠野市松崎町白岩第19地割字羽根
通73-1外 ベルプラス ベルプラス 2002年10月2日 2003年7月18日 1,651

東北 岩手県 スーパードラッグアサヒ紫波店 紫波郡紫波町桜町才土地121 オリックス 横浜ファーマシー 2002年10月8日 2003年6月10日 1,326

東北 岩手県 薬王堂紫波店
紫波郡紫波町桜町字大坪88番地1
外 薬王堂 薬王堂 1 2002年10月31日 2003年7月1日 2,366

東北 岩手県 大船渡ショッピングセンター 大船渡市立根町字堀之内10番1号 マイヤ 2 マイヤ コメリ
デンコー

ドー 2002年12月20日 2003年8月20日 5,874

東北 岩手県 ジョイス久慈中の橋店 久慈市新中の橋第37時割60番2 ジョイス ジョイス 2003年3月5日 2003年11月6日 1,558

東北 宮城県 ロックタウン矢本
宮城県桃生郡矢本町小松字浮足43
外 ロック開発 イオン 9 2002年6月19日 2003年4月23日 13,633

東北 宮城県 城南ショッピングセンター
宮城県多賀城市城南土地区画整理
事業地内 ヤマザワ ホーマック ヤマザワ ホーマック 6 2002年6月28日 2003年3月1日 6,898

東北 宮城県 (仮称)ホーマック多賀城東店 多賀城市笠神5丁目16番1　ほか 板橋徳太郎 ホーマック 2002年10月22日 2003年6月23日 3,751





東北 宮城県
フレスポつきだてショッピングセ
ンター

宮城県栗原郡築館町宮野土地区画
整理事業地内20-1 大和工商リース トステムビバ 外3 2002年12月11日 2003年8月12日 7,573

東北 宮城県 薬王堂中新田店 加美郡加美町字赤坂223-1 薬王堂 薬王堂 2003年1月17日 2003年9月18日 1,263

東北 宮城県
マルホンカウボーイ佐沼店、薬
王堂・ユニクロ佐沼店

登米市迫町佐沼字萩洗2丁目12番1
外

大和工商リース、
本間物産 本間物産 2003年1月31日 2003年10月1日 2,743

東北 秋田県
ファッションセンターしまむら能
代店 能代市字下野２７番地の２外 しまむら しまむら 2002年4月11日 2002年12月12日 1,322

東北 秋田県 ラパス本荘店 本荘市出戸町中梵天１３２番地 エスロード エスロード 2002年7月29日 2003年3月30日 1,178

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

大和情報サービ
ス

マックスバリュ東
北 6 2002年8月2日 2003年4月3日 10,099

東北 秋田県 薬王堂横手店 横手市横手町字一ノ口５１番地１ 薬王堂 薬王堂 2002年8月30日 2003年5月1日 1,268

東北 秋田県 マックスバリュ新仁賀保店
由利郡仁賀保町平沢天ヶ町８２番
地外

マックスバリュ東
北

マックスバリュ東
北 2002年12月6日 2003年8月7日 1,996

東北 秋田県 マックスバリュ刈和野店 仙北郡西仙北町字沼田１２－１外
マックスバリュ東
北

マックスバリュ東
北 1 2002年12月6日 2003年8月7日 2,508

東北 秋田県 （仮称）拠点センター 秋田市中通七丁目１３番外 秋田新都心ビル
サンクスアンドア
ソシエイツ 6 2002年12月10日 2004年7月1日 2,549

東北 秋田県 フレスポ横手 横手市安田字向田174番1外 大和工商リース 高桑書店 3 2003年1月24日 2003年9月26日 3,993

東北 秋田県 ジェイマルエー泉店 秋田市泉北二丁目28番1外 マルエーうちや マルエーうちや 2003年1月24日 2003年9月25日 3,196

東北 秋田県 ヤマダ電機テックランド横手店 横手市赤坂字館ノ下８０番地１外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年3月31日 2003年12月5日 1,696

東北 山形県 野川食肉食品センター東根店
東根市大字東根元小林新田字小林
４６外

野川食肉食品セ
ンター

野川食肉食品セ
ンター 2002年5月1日 2003年1月2日 1,505

東北 山形県
ヤマダ電機テックランド山形鶴
岡店 鶴岡市大字文下字広野34番1号外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2002年8月27日 2003年4月28日 1,684

東北 山形県 新庄駅東ショッピングタウン 新庄市金沢字沖１０６８番５外 カワチ薬品 カワチ薬品 4 2002年11月15日 2003年7月16日 5,928

東北 福島県 ダイユーエイト小高店
相馬郡小高町大字大井字深町1-1
ほか ダイユーエイト ダイユーエイト 2002年7月11日 2003年8月10日 3,293

東北 福島県 ベイシア安達店
安達郡安達町油井字福岡147-1ほ
か ベイシア ベイシア 4 2002年7月25日 2003年6月12日 8,403

東北 福島県 メガステージ矢吹　東棟 西白河郡矢吹町八幡町４６２外 アクティブワン ヨークベニマル 2002年9月13日 2003年5月30日 2,363

東北 福島県 メガステージ矢吹　西棟 西白河郡矢吹町八幡町４１５外 アクティブワン しまむら 2 2002年9月13日 2003年5月30日 2,984

東北 福島県 ダイユーエイト浅川店 石川郡浅川町浅川字月斉31-1外 ダイユーエイト ダイユーエイト 1 2002年10月4日 2003年6月5日 2,520

東北 福島県 ヨークベニマル新小原田店 郡山市小原田5丁目99番地外 ヨークベニマル ヨークベニマル 2002年10月18日 2003年6月19日 1,905

東北 福島県
ケーヨーデーツー会津若松神
指店

会津若松市神指町大字四合字幕内
南632-1外 ケーヨー ケーヨー 2002年11月29日 2003年10月1日 5,923

東北 福島県 リオン・ドール須賀川東 須賀川市仲の町４０－１外
リオン・ドールビ
ズ

リオン・ドールコー
ポレーション 4 2002年12月12日 2003年9月20日 4,679

東北 福島県 ダイユーエイト原町店 原町市下高平字堂後１６１番外 ダイユーエイト ダイユーエイト 2003年2月17日 2003年10月18日 6,841 ×

東北 福島県 ヨークタウン大槻 郡山市大槻町字土瓜３７番１外 中道リース ヨークベニマル 3 2003年2月17日 2003年10月18日 2,547

東北 福島県 エイトタウン本宮　西棟
安達郡本宮町大字荒井字久保田１
６１番１外 ダイユーエイト ダイユーエイト 7 2003年2月28日 2003年10月29日 7,890

東北 福島県 エイトタウン本宮　東棟
安達郡本宮町大字荒井字久保田１
５０番１外 ダイユーエイト ヨークベニマル ツルハ 2 2003年2月28日 2003年10月29日 3,637

東北 仙台市 （仮称）ヨークタウン山田鈎取
仙台市太白区山田字田中前180～
187，190～199 ヨークベニマル ケーヨー ヨークベニマル ケーヨー 2 2002年6月13日 2003年3月1日 8,495

東北 仙台市 カワチ薬品栗生店 仙台市青葉区下愛子字本木前　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2002年7月19日 2003年3月19日 3,000





東北 仙台市 サンデー愛子店 仙台市青葉区下愛子字本木前　外 サンデー サンデー 2002年7月19日 2003年3月19日 3,945

東北 仙台市 みやぎ生活協同組合愛子店 仙台市青葉区栗生七丁目13-1
みやぎ生活協同
組合

みやぎ生活協同
組合 5 2002年7月19日 2003年8月21日 6,047

東北 仙台市 イオン仙台幸町店
仙台市宮城野区幸町五丁目1番1号
外 イオンリテール イオンリテール 8 2002年10月31日 2003年7月1日 13,322

東北 仙台市 みやぎ生活協同組合榴岡店 仙台市宮城野区榴岡五丁目10－4
みやぎ生活協同
組合

みやぎ生活協同
組合 3 2003年2月19日 2003年10月20日 2,380

東北 仙台市 ケーズデンキ仙台北店 仙台市泉区大沢二丁目5番地の2 デンコードー エコプラス デンコードー エコプラス 2003年3月27日 2003年11月28日 7,000

関東 茨城県 ホーマック取手店
取手市大字戸頭字飯田山１２８２－
１ ホーマック ホーマック 1 2002年5月2日 2003年3月1日 9,714

関東 茨城県 カスミ千代田店
新治郡千代田町大字新治字笄崎１
８２７－３１ カスミ カスミ 2002年5月15日 2003年1月31日 2,284

関東 茨城県 西友楽市南守谷店 守谷市けやき台４丁目 西友 西友 11 2002年5月23日 2003年3月28日 11,077

関東 茨城県 パワーマート岩瀬店 西茨城郡岩瀬町富士見台２－９６ 大山　佳功 黒田青果 1 2002年5月30日 2003年1月31日 1,227

関東 茨城県
ファッションセンターしまむら大
穂店 つくば市筑穂２丁目１番地９

大穂ゴルフ練習
場 しまむら 2002年6月27日 2003年2月28日 1,353

関東 茨城県 那珂湊ファッションモール
ひたちなか市水戸・勝田都市計画
事業第一田中後土地区画整理事業 峰岸　與四蔵 しまむら 1 2002年7月12日 2003年3月13日 2,020

関東 茨城県
ファッションセンターしまむら
竜ヶ崎店 龍ヶ崎市藤ヶ丘２丁目１−１ 大橋　宏夫

大橋　とみ
い しまむら 2002年7月19日 2003年3月20日 1,330

関東 茨城県 スーパーカドヤ大宮町店
那珂郡大宮町泉字中村田５２１−１
外 スーパーカドヤ スーパーカドヤ 2002年7月26日 2003年3月27日 2,272

関東 茨城県 ヤマダ電機テックランド鹿嶋店 鹿嶋市大字宮中字東山３３３−４　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2002年8月7日 2003年4月11日 3,410

関東 茨城県 （仮称）北竜台Ｄ街区商業施設 龍ヶ崎市小柴１丁目７
南茨城新都市開
発 ケーズデンキ 日本トイザらス 1 2002年8月12日 2003年4月15日 7,179

関東 茨城県 とりせん岩井店
岩井市大字岩井字四ツ家東裏２７６
０番１ とりせん とりせん 3 2002年9月11日 2003年5月12日 2,037

関東 茨城県 カインズホーム結城店
結城市大字結城字公達９７８４番地
３　外 カインズ カインズ 2002年9月12日 2003年5月13日 10,050

関東 茨城県 タイヨー鹿嶋店 鹿嶋市宮中３５７−１ タイヨー タイヨー 2002年9月27日 2003年5月28日 1,850

関東 茨城県 スーパーカドヤ田彦西店 ひたちなか市田彦１００３−１　外 スーパーカドヤ スーパーカドヤ 2002年10月30日 2003年7月1日 2,593

関東 茨城県
ファッションセンターしまむら神
栖店

鹿島郡神栖町大字平泉字関下１−７
７　外 しまむら しまむら 2002年11月8日 2003年7月9日 1,319

関東 茨城県 ハードオフ・オフハウス鹿島店 鹿島郡神栖町掘割３丁目２番８号
ワンダーコーポ
レーション

ワンダーコーポ
レーション 2002年11月13日 2003年7月14日 1,626

関東 茨城県 （仮称）カスミ新下館店
下館市大字二木成字西の内１２７６
番地　外 下館土地 カスミ 2002年11月15日 2003年7月17日 2,483

関東 茨城県
（仮称）茨城町ショッピングセン
ター

東茨城郡茨城町長岡３４８１−５６
外 カワチ薬品

スーパーカ
ドヤ カワチ薬品 スーパーカドヤ 2002年12月18日 2003年8月19日 4,213

関東 茨城県 マルト滑川本町店
日立市滑川本町５丁目３０７番１
外 マルト マルト 2 2002年12月19日 2003年8月20日 2,817

関東 茨城県
ファッションセンターしまむら石
下店

結城郡石下町大字新石下字高島３
９４４　外 しまむら しまむら 2002年12月25日 2003年8月26日 1,322

関東 茨城県 （仮称）コジマＮＥＷ下館店 下館市西貝谷沼堀８１３　外 コジマ コジマ 2002年12月26日 2003年10月1日 2,124

関東 茨城県
ファッションセンターしまむら阿
見店

稲敷郡阿見町岡崎区画整理地２５
街区９　外 しまむら しまむら 2002年12月27日 2003年8月28日 1,313

関東 茨城県 ドラッグストアクラモチ境店 猿島郡境町４５８ 中和建設 倉持薬局 2003年1月30日 2003年10月1日 1,354

関東 茨城県 LALAガーデンつくば
つくば市大字小野崎字千駄苅２７８
−１番地　外 三井不動産 カスミ ○ 2003年2月24日 2004年3月12日 13,801

関東 茨城県 エコス真壁店
真壁郡真壁町大字飯塚拾番耕地９
９４番地　外 マルセ エコス 4 2003年3月6日 2003年11月17日 1,857





関東 茨城県
ファッションセンターしまむら潮
来店 潮来市延方字稲井川甲２９０−３　外 しまむら しまむら 2003年3月12日 2003年11月13日 1,332

関東 茨城県
ファッションセンターしまむら谷
和原店

筑波郡谷和原村大字小絹字南上宿
９１０ しまむら しまむら 2003年3月20日 2003年11月21日 1,329

関東 茨城県
ジェームスつくば店，茨城トヨタ
自動車つくば中央店 つくば市竹園２丁目１９－５ 茨城トヨタ自動車 ジェームス茨城 茨城トヨタ自動車 2003年3月31日 2003年12月1日 1,551

関東 栃木県
サンユー上河内店・コメリホー
ムセンター上河内店

河内郡上河内町大字中里字権現山
221-2 サンユー 1 サンユー コメリ 2002年4月11日 2002年12月12日 1,590

関東 栃木県
カワチ薬品泉が丘店・ヨークベ
ニマル泉が丘店

宇都宮市泉が丘６丁目2558-68番
外 カワチ薬品 1 カワチ薬品 2002年6月10日 2003年2月11日 3,986

関東 栃木県 佐野プレミアム・アウトレット
佐野市佐野新都市土地区画整理事
業地内68、78、92-(1)街区

三菱地所・サイモ
ン

三菱地所・サイモ
ン 139 2002年6月28日 2003年3月15日 15,277

関東 栃木県 イオンモール佐野新都市 佐野市高萩町1324番地1　外 イオンリテール イオンリテール
外15（未定

あり） 2002年6月28日 2003年3月1日 36,104

関東 栃木県 ドン・キホーテ　宇都宮店 宇都宮市簗瀬町字１丁目1590-6外 ブルーヒルズ ドン・キホーテ 2002年7月22日 2003年3月23日 1,619

関東 栃木県 サンユー奈坪店
河内郡河内町大字中岡本字並塚
2919-40外 サンユー サンユー 2002年9月3日 2003年5月4日 1,249

関東 栃木県 Ｐａｓｅｏｓ真岡店 真岡市下高間木33街区２外 田原屋 田原屋 2002年9月5日 2003年5月6日 1,338

関東 栃木県 ワンダーグー小山店 小山市東城南４丁目７番地 池田
ワンダーコーポ
レーション 2002年9月30日 2003年6月1日 1,337

関東 栃木県 エコ・タウン宇都宮 宇都宮市西川田本町３丁目１番１号 カンセキ カンセキ 2002年10月11日 2003年6月12日 2,712

関東 栃木県 ヤマダ電機テックランド真岡店 真岡市長田450番２号 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2002年10月11日 2003年6月12日 2,024

関東 栃木県 フレッセイ通町店 足利市通３丁目2600番地１号外 松島商事 フレッセイ 2002年11月25日 2003年5月29日 2,030

関東 栃木県 カワチ薬品黒磯店複合店舗 黒磯市末広町65番地６外 カワチ薬品 1 カワチ薬品 外未定１ 2002年12月17日 2003年8月18日 3,178

関東 栃木県 カワチ薬品佐野西店 佐野市堀米町1728番地1外 カワチ薬品 カワチ薬品 外１ 2003年3月6日 2003年11月7日 5,323

関東 栃木県
ヤマダ電機テックランド大田原
店 大田原市浅香三丁目3728番2外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年3月24日 2003年11月25日 1,621

関東 栃木県 ヤオハン大平店 大平町大字西野田字雷電152番外 八百半商店 八百半商店 外未定２ 2003年3月27日 2003年11月28日 2,329

関東 群馬県 カワチ薬品桐生西店 桐生市相生町五丁目４７０－４ 外 カワチ薬品 カワチ薬品 2002年4月18日 2002年12月19日 2,615

関東 群馬県 ファームドゥ吾妻店
吾妻郡吾妻町駅北土地区画整理事
業地内２５街区８７０ 外 ファームドゥ ファームドゥ 2002年5月9日 2003年1月10日 1,851

関東 群馬県 ヤマダ電機テックランド藤岡店 藤岡市中栗須字浅見前２６－１ 外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2002年5月23日 2003年1月24日 1,797

関東 群馬県 イオン太田ショッピングセンター 太田市石原町８１ イオンモール イオン ○ 2002年12月10日 2003年10月10日 51,000

関東 群馬県
フレッセイ鬼石店・クスリのゆた
か鬼石店 多野郡鬼石町大字鬼石８５３－１ 外 フレッセイ フレッセイ ○ 2002年12月16日 2003年8月17日 1,466

関東 群馬県 とりせん伊勢崎平和町店 伊勢崎市平和町１９－１ 外 とりせん とりせん ○ 2002年12月27日 2003年9月18日 3,515

関東 群馬県 フレッセイ安堀店 伊勢崎市安堀町２２４－１外 フレッセイ フレッセイ ○ 2003年2月7日 2003年10月7日 1,973

関東 群馬県
カインズホームスーパーセン
ター富岡甘楽店 甘楽郡甘楽町福島９００外 カインズ カインズ ○ 2003年2月7日 2003年10月8日 11,644

関東 群馬県 フレッセイ南大類店 高崎市南大類町字柵原８６７－１外 フレッセイ フレッセイ 2003年2月21日 2003年10月22日 1,949

関東 群馬県 リセロ寺尾 高崎市寺尾町字押出５５０－１外
生活協同組合
コープぐんま

生活協同組合
コープぐんま 1 2003年3月14日 2003年11月25日 1,595

関東 群馬県 ヤオコー富岡店 富岡市一ノ宮字南平１６６１外 ヤオコー ヤオコー 3 2003年3月14日 2003年11月15日 5,461

関東 埼玉県
ファッションセンターしまむら
戸ヶ崎店 三郷市戸ヶ崎３丁目７１１番外 ニッコー しまむら 2002年4月30日 2002年12月31日 1,260 ×





関東 埼玉県
ファッションセンターしまむら
戸ヶ崎店 三郷市戸ヶ崎３丁目７１１番外 ニッコー しまむら 2002年5月9日 2003年1月10日 1,260

関東 埼玉県 マミーマート入西店（東館）
坂戸市にっさい花みず木２丁目２－
１外 ステコビル マミーマート 2002年6月7日 2003年2月8日 1,872

関東 埼玉県 マミーマート入西店（西館）
坂戸市にっさい花みず木２丁目１４
－１外 ステコビル 田原屋 ○ 2002年6月7日 2003年2月8日 2,272

関東 埼玉県 ベルク行田南店 行田市緑町７９２番１外 グリーンメイト ベルク 2002年6月7日 2003年2月8日 2,020

関東 埼玉県 ヤオコー入曽店 狭山市水野字月見野４６３－１外
月見野不動産管
理開発 ヤオコー 2002年6月24日 2003年2月25日 1,984

関東 埼玉県 ロヂャース越谷店 越谷市宮本町５丁目１６２番地１ 北辰商事 北辰商事 2002年6月26日 2003年2月27日 5,096

関東 埼玉県
ファッションセンターしまむら久
喜店 久喜市本町６丁目６４外 岡安壽吉 しまむら 2002年7月10日 2003年3月11日 1,346

関東 埼玉県 ウニクス南古谷 川越市泉町３番１　外
ピーアンドディコ
ンサルティング ヤオコー ○ 2002年7月24日 2003年3月25日 15,404

関東 埼玉県 ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰしまむら円光店 熊谷市円光１丁目１５３３－１外 しまむら しまむら 2002年9月11日 2003年5月12日 1,332

関東 埼玉県 東川口第２ＦＴビル 川口市東川口３丁目１番６号外 りそな銀行 西友 サトームセン 2002年9月30日 2003年6月1日 3,369

関東 埼玉県 イトーヨーカ堂錦町店 蕨市錦町１丁目３５０－５外
三井住友信託銀
行 イトーヨーカ堂 シーズメン 23 2002年10月18日 2003年10月1日 23,000

関東 埼玉県 ベルク玉井店 熊谷市玉井１丁目１２番１外 藤崎摠兵衛商店 ベルク 2002年10月22日 2003年6月23日 2,023

関東 埼玉県 スーパービバホーム鴻巣店 鴻巣市大字箕田１７７１外
三菱ＵＦＪ信託銀
行 トステムビバ 2002年10月31日 2003年7月1日 12,071

関東 埼玉県 蓮田ファッションモール 蓮田市山ノ内３番１号外 小山俊一 4 しまむら ○ 2002年11月1日 2003年7月2日 3,180 ×

関東 埼玉県 ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰしまむら白岡店 白岡町大字小久喜９８７番地１　外 鬼久保清 しまむら ○ 2002年11月29日 2003年7月30日 1,250

関東 埼玉県 ベルク越谷西方店
越谷市大字西方字上手３００６－１
外 太洋産業 ベルク ○ 2002年12月9日 2003年10月1日 2,099

関東 埼玉県 コモディイイダ南鳩ヶ谷店 鳩ケ谷市南６丁目１７番９　外 大和三光製作所 コモディイイダ 大創産業 1 2002年12月19日 2003年9月21日 1,952

関東 埼玉県 東松山ファッションモール 東松山市小松原町１７－２２　外 しまむら しまむら 2003年1月24日 2003年9月25日 2,333

関東 埼玉県 マミーマート白岡店
白岡町蓮田都市計画事業白岡駅東
部中央土地区画整理事業地内４１ 中太良雄 マミーマート 2003年1月31日 2003年10月1日 1,922

関東 埼玉県 JR川越駅ビル 川越市脇田本町１－８ 東日本旅客鉄道 ○ 阪急電鉄 ロフト 3 2003年2月10日 2003年12月15日 2,603

関東 埼玉県 西武米穀店舗ビル
川越市大字小仙波字坂下９７４番地
１外 イトーセーブ ケーズデンキ 2003年2月13日 2003年10月14日 3,801

関東 埼玉県 うれし野モール 大井町うれし野２丁目３－１０外 ロジコム 未定 2003年2月13日 2003年10月14日 1,434

関東 埼玉県 蓮田ファッションモール 蓮田市山ノ内３番１号外 小山俊一 ○ しまむら ○ 2003年2月14日 2003年10月15日 3,180

関東 埼玉県 ニトリ鴻巣店 鴻巣市八幡田４７２外 ニトリ ニトリ 2003年2月18日 2003年10月23日 5,165

関東 埼玉県 ケーズデンキ鴻巣パワフル館 鴻巣市大字八幡田４８１番地１外 埼玉綜合園芸 ケーズデンキ 2003年2月18日 2003年10月23日 3,148

関東 埼玉県 マルエツ久喜店 久喜市青毛２丁目１番地１３外 塚田清 マルエツ 2003年2月21日 2003年11月1日 1,492

関東 埼玉県 セコニックビル 新座市栄四丁目１番地２６号 セコニック いなげや ○ 2003年2月28日 2003年11月1日 4,415

関東 埼玉県 コジマＮＥＷ越谷店 越谷市南荻島左敷田１５３－１外 住友信託銀行 コジマ 2003年3月6日 2003年11月7日 3,250

関東 埼玉県 サミットストア川口赤井店 川口市赤井二丁目３番１号外 金子充宏 サミット 2003年3月31日 2003年12月1日 2,101

関東 埼玉県 フードガーデン戸塚安行駅店
川口市大字長蔵新田３２３番地１号
外 井上きみ

与野フードセン
ター 2003年3月31日 2003年12月1日 1,316





関東 埼玉県 ヤオコー行田藤原店Ａ棟 行田市藤原町２丁目１の６番地外 ヤオコー ヤオコー 2003年3月31日 2003年12月1日 2,028

関東 埼玉県 ヤオコー行田藤原店Ｂ棟 行田市藤原町２丁目２の１番地外 ヤオコー クスリのマルエ 大創産業 2003年3月31日 2003年12月1日 1,049

関東 埼玉県 ベルク大井緑ヶ丘店
入間郡大井町緑ヶ丘１－１８９８－４
外

むさし野ゴルフ練
習場 ベルク 未定 2003年1月6日 2003年10月1日 2,020

関東 千葉県 （仮称）ベビーザらス新浦安店
浦安市浦安都市計画事業浦安東土
地区画整理区域内５７街区画地番 日本トイザらス 日本トイザらス 2002年4月1日 2002年12月2日 3,101

関東 千葉県 ヤオコー浦安東野店 浦安市東野２丁目２９４番２他 ヤオコー ヤオコー 2002年4月2日 2002年12月2日 2,127

関東 千葉県 ユニディ松戸ときわ平店 松戸市牧の原２番１ほか 土屋亮平 1 ユニリビング 2002年4月4日 2003年9月3日 6,136

関東 千葉県
(仮称）ケーヨーデイツー新船橋
店 船橋市山手１丁目２番１号 京葉ランド ケーヨー 2002年4月4日 2002年12月8日 6,268

関東 千葉県 湯浅ビル 白井市根字清水口１６９６ー１７ ユアサ
ランドロームジャ
パン 2002年4月8日 2002年12月10日 1,444

関東 千葉県 ケイヨーデイツー柏名戸ヶ谷店 柏市名戸ヶ谷字中久保８８２番１号 ケーヨー ケーヨー 2002年5月7日 2003年1月8日 2,517

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 ジョイフル本田 6 2002年5月10日 2003年1月11日 40,916

関東 千葉県
ファッションセンターしまむら大
多喜店

千葉県夷隅郡大多喜町船子字船堀
８５３ほか しまむら しまむら 2002年6月5日 2003年2月6日 1,319

関東 千葉県
（仮称）ケーヨーデイツー新浦安
店

浦安市浦安都市計画事業浦安東土
地区画整理区域内３０街区画地番 ケーヨー ケーヨー 2002年6月6日 2003年2月8日 5,204

関東 千葉県 MEGAドン・キホーテ柏店 柏市富里三丁目８１０番１５３ほか
三菱UFJ信託銀
行 ドン・キホーテ ○ 2002年6月7日 2003年4月8日 3,236

関東 千葉県
アクロスプラザ千葉ニュータウ
ン 白井市桜台１丁目１番地２ 三菱UFJリース ジーユー 4 2002年6月7日 2003年4月1日 3,212

関東 千葉県
DCMホーマック白井店・カワチ
薬品白井店 白井市笹塚1丁目1118番地5ほか DCMホーマック 1 DCMホーマック カワチ薬品 1 2002年6月7日 2003年2月8日 12,623

関東 千葉県 カワチ薬品旭店（仮称） 旭市二字白塚５３８４番１ほか カワチ薬品 カワチ薬品 2002年7月4日 2003年3月6日 2,698

関東 千葉県 カワチ薬品八街店（仮称）
八街市八街字北富士見ほ７４１ー１
外 カワチ薬品 カワチ薬品 2002年7月4日 2003年3月6日 2,698

関東 千葉県
ファションセンターしまむら酒々
井店 酒々井町酒々井字大道８８８－１ 山下産業 しまむら 2002年8月7日 2003年4月8日 1,333

関東 千葉県 船橋フェイスビル商業ゾーン 船橋市本町１丁目２８０１番 船橋市 27 さくらや 20 2002年9月2日 2003年5月3日 3,947

関東 千葉県 ベルクス五香六実店 松戸市五香八丁目１２番地１他 サンベルクス サンベルクス 2002年9月3日 2003年9月1日 1,864

関東 千葉県 （仮称）Paseos銚子本城店
銚子市三崎町２丁目２５８３番地１
外 銚子通運 田原屋 2002年9月6日 2003年6月27日 1,338

関東 千葉県
ケーズデンキ東京ベイサイド新
浦安 浦安市日の出１７番地

ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2002年9月6日 2003年5月8日 8,090

関東 千葉県
ファションセンターしまむら南小
川町店 銚子市南小川町７１６番他 しまむら しまむら 2002年10月4日 2003年6月5日 1,313

関東 千葉県 ビバホーム流山店 流山市流山９－５００－１ LIXILビバ LIXILビバ 2002年10月7日 2003年6月8日 4,912

関東 千葉県 ベルクス松飛台店 松戸市松飛台１９３番１ほか サンベルクス サンベルクス 2002年11月5日 2003年7月6日 1,963

関東 千葉県 オーケー浦安店 浦安市東野１丁目４番地 山源水産 オーケー 2002年11月6日 2003年7月7日 2,339

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

ロイヤルホームセ
ンター

ロイヤルホームセ
ンター 2002年11月6日 2003年7月8日 10,500

関東 千葉県 ベイシア鴨川店 鴨川市貝渚字下上川間２８３番地他 ベイシア ベイシア ○ 2002年11月7日 2003年7月11日 9,500

関東 千葉県 イオンモール津田沼
習志野市津田沼１－５１１－８　ほ
か

三井住友信託銀
行 イオン ○ 2002年12月5日 2003年8月6日 30,655

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中割１４９２－
１　ほか ケーヨー ケーヨー 2002年12月5日 2003年8月7日 6,443





関東 千葉県 ヤオコー成田駅前店 富里市日吉台２丁目１番１号ほか ヤオコー ヤオコー ○ 2003年1月7日 2003年9月8日 3,033

関東 千葉県
（仮称）ミサキショッピングガー
デン

いすみ市岬町井沢字台島１８５８番
１　外 冨美 セキストアー ○ 2003年1月9日 2003年9月10日 4,640 ×

関東 千葉県 カレスト幕張 習志野市芝園1-1-19 日産自動車 日産カレスト幕張 2003年2月3日 2003年10月4日 4,313

関東 千葉県 カスミ印西原山店 印西市原山３－１及び２ 三菱ＵＦＪリース カスミ 2003年2月4日 2003年11月20日 1,781

関東 千葉県 ワンダーグー東金店 東金市田間字末無２２２番外 片岡
ワンダーコーポ
レーション 1 2003年2月7日 2003年11月1日 1,649

関東 千葉県
（仮称）リブレ京成アルビス前原
店 船橋市前原西六丁目６５６番３号 外 京成ストア 京成ストア 4 2003年3月4日 2003年11月7日 1,193

関東 千葉県
ケーヨーデイツー木更津ほたる
野店

木更津市ほたる野四丁目７番地１
ほか ケーヨー （株）ケーヨー 2003年3月5日 2003年11月7日 3,831

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
外 カインズ カインズ 2 2003年3月7日 2003年11月8日 14,145

関東 東京都 カインズホーム町田多摩境店 町田市小山町2103番地1 萩原企業 カインズ 2002年4月10日 2002年12月11日 10,084

関東 東京都 テックランド練馬本店 練馬区南田中３丁目３０番１号 東央 ヤマダ電機 2002年4月10日 2002年12月11日 3,298

関東 東京都 喜多見杉本屋ビル 世田谷区喜多見8丁目2179番19外 杉本屋 サミット 2002年5月13日 2003年5月15日 1,603

関東 東京都 品川グランドコモンズ 港区港南二丁目16番1号外 三菱商事 5 三菱自動車工業 8 2002年5月30日 2003年4月1日 7,168

関東 東京都 六本木ヒルズABC街区 港区六本木六丁目10番1号外
六本木六丁目地
区市街地再開発 エストネーション 128 2002年6月10日 2003年4月1日 26,611

関東 東京都 六本木ヒルズD街区 港区六本木６丁目50４番
六本木六丁目地
区市街地再開発 未定 2002年6月10日 2003年4月1日 1,501 ×

関東 東京都 六本木ヒルズH街区 港区六本木六丁目11番1号 住友信託銀行 西友 1 2002年6月10日 2003年4月1日 2,098

関東 東京都 トヨタ深川コンプレックス 江東区千石2丁目10番1号外
トヨタ　アドミニス
タ ○ トヨタビスタ東京 ○ 2002年7月1日 2003年3月2日 1,534

関東 東京都 新東京ビルヂング 千代田区丸の内3丁目3番1号 三菱地所 山田薬局 2002年7月3日 2003年3月4日 3,285

関東 東京都 スーパーアルプス　豊田南店 日野市豊田1丁目21番3外12筆
スーパーアルプ
ス スーパーアルプス ○ 2002年7月10日 2003年3月11日 1,923

関東 東京都 サミット大泉学園店
練馬区大泉学園待ち6丁目29番30
号 サミット サミット 2002年7月22日 2003年3月23日 2,143

関東 東京都 赤羽駅北ショッピングセンター 北区赤羽1丁目511番外
ジェイアール東日
本都市開発 トステムビバ ○ 2002年7月23日 2003年3月24日 7,434

関東 東京都
ﾔﾏﾀﾞ電気テックランド大泉学園
店ＰＣ館

練馬区大泉学園町四丁目27番21号
外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2002年7月30日 2003年3月31日 1,394

関東 東京都 ケーズデンキ府中本店 府中市日鋼町1番4 ケーズデンキ ケーズデンキ 2002年8月6日 2003年4月7日 4,497

関東 東京都 東京ドームシティ　ラクーア 文京区春日１丁目３番42外 東京ドーム 未定 2002年8月8日 2003年4月10日 7,622

関東 東京都 スーパーアルプス　中野店 八王子中野山王1丁目24番3号 東京ソックス スーパーアルプス 2002年8月16日 2003年4月17日 1,370

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２丁目１７３番地 コーナン商事 コーナン商事 2002年8月23日 2003年4月24日 10,013

関東 東京都 国立せきやビル 国立市中１丁目９番地の３０外5筆 せきや 西友墓 ○ 2002年8月30日 2003年5月1日 2,540

関東 東京都 積水桜が丘ビル 東大和市桜ヶ丘２丁目１４２番の１ 積水ハウス イトーヨーカ堂 5 2002年10月18日 2003年10月1日 12,500

関東 東京都 （仮称）マミーマート小川東町店
小平市小川東町1丁目2075番地２
外４筆 荒井キミ マミーマート ○ 2002年10月25日 2003年6月27日 1,926

関東 東京都 府中クレッセ 府中市西原町1丁目６番２外４筆 富士精密 日本トイザらス ○ 2002年10月29日 2003年6月30日 5,980

関東 東京都 サミット千歳台店 世田谷区千歳台２丁目851番85外 千歳プランニング サミット 2002年11月5日 2003年7月6日 1,414





関東 東京都
八王子みなみ野ｼﾃｨショッピン
グセンター 八王子みなみ野一丁目8番1号 新都市サービス 三和 ホーマック 1 2002年11月12日 2003年11月1日 9,632

関東 東京都
北千住駅西口地区第１種市街
地再開発事業･第１街区施設建 足立区千住3丁目92番地外5筆

北千住駅西口地
区市街地再開発 丸井 ○ 2002年11月18日 2004年2月1日 34,804

関東 東京都 大島６丁目団地　８号棟 江東区大島６丁目１番地 都市基盤整公団 松坂屋ストア ○ 2002年12月9日 2003年10月1日 1,454

関東 東京都 理想表参道ビル 港区北青山3丁目27番１ 理想科学工業 ＬＶＪグループ 2002年12月26日 2003年9月1日 1,691

関東 東京都 イオン東雲ショッピングセンター 江東区東雲１丁目１番8，13番８ イオン イオン ○ 2003年1月30日 2003年10月1日 16,277

関東 東京都
ファッションセンターしまむら青
梅新町店 青梅市新町９丁目４番４ 大増企業 しまむら 2003年1月31日 2003年10月1日 1,334

関東 東京都 自由が丘　新岡田ビル 目黒区自由が丘2丁目2405番1,4 岡田不動産 クィーンズ伊勢丹 未定 2003年3月20日 2003年11月21日 1,997

関東 東京都 エコス小平店 小平市小川東町5丁目1851番地1外 エコス エコス 2003年3月28日 2003年11月29日 1,985

関東 東京都 東京国際フォーラム 千代田区丸の内3丁目5番1号
東京国際フォーラ
ム

八重洲ブックセン
ター 2003年3月31日 2004年12月15日 8,263

関東 東京都 COREDO日本橋 中央区日本橋１丁目4番1号外 三井不動産 2 東急ストア ○ 2003年3月31日 2004年2月29日 10,030

関東 神奈川県 藤沢2丁目ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 藤沢市藤沢2-2015外 三井不動産 大丸ピーコック ○ 2002年4月1日 2003年3月18日 4,112

関東 神奈川県 （仮称）平塚田村店舗計画 平塚市田村字一町畑5,535の１ ドン・キホーテ ドン・キホーテ ○ 2002年7月4日 2003年3月5日 3,396

関東 神奈川県 エイビイ佐原店 横須賀市佐原3-1356の2ほか エイヴイ エイヴイ 2002年10月8日 2003年6月9日 4,438

関東 神奈川県 ノジマ座間店 座間市小松原1-2073外 ノジマ ノジマ 2002年12月18日 2003年8月19日 3,692

関東 神奈川県 マックスバリュ開成駅前店 開成町吉田島4,350の1
マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2003年2月24日 2003年10月25日 1,910

関東 新潟県 コメリHC見附店 見附市市野坪町字浦833外 コメリ コメリ 2002年5月24日 2003年1月25日 6,156

関東 新潟県 マルイ横山
柏崎市大字横山字中の谷1982番1
号外 マルイ マルイ 5 2002年5月31日 2003年2月1日 2,777

関東 新潟県 ヤマダ電機テックランド上越店 上越市富岡3340外
テックプランニン
グ ヤマダ電機 2002年7月19日 2003年3月21日 3,468

関東 新潟県 十日町ショッピングセンター 十日町市字巻の島寅甲442番地2外 コメリ 1 コメリ 2 2002年7月25日 2003年3月26日 7,970

関東 新潟県
イチコ直江津ショッピングセン
ター 上越市下源入２８７－１外 一小イチコ モリキ 1 2002年9月24日 2003年5月25日 2,891

関東 新潟県 真電長岡店 長岡市堺町４５０番地外 真電 ラオックス真電 1 2002年10月18日 2003年6月20日 3,927

関東 新潟県
SUPER CENTER PLANT-５見
附店

見附市上新町字大面江東157番１
外 ＰＬＡＮＴ ＰＬＡＮＴ 2002年12月10日 2003年8月11日 16,513

関東 新潟県 ウオロク長岡店 長岡市日赤町2丁目1番 ウオロク ウオロク 1 2002年12月10日 2003年10月10日 6,714

関東 新潟県 原信マーケットシティ新保 長岡市新保町字東廻1335－1外 原信 1 原信 3 2002年12月26日 2003年9月1日 4,064

関東 新潟県 原信宮関店 長岡市宮関1丁目2-12外 原信 原信 1 2003年1月20日 2003年9月21日 1,673

関東 新潟県
柏崎ショッピングストリートグ
リーングリーン 柏崎市東柳田２９番地外 朋友 三喜 3 2003年2月14日 2003年10月15日 4,829

関東 新潟県 ベイシア小千谷店
小千谷市大字三仏生字上林3489－
2番外 ベイシア ベイシア 1 2003年3月27日 2003年11月28日 10,050

関東 長野県 西友須坂店
須坂市大字須坂字金井原1539-1ほ
か エス･エス･ブイ エス･エス･ブイ 2002年4月5日 2002年12月6日 1,831

関東 長野県 アクロスプらザ佐久 佐久市岩村田字西長塚1735-1ほか
大和情報サービ
ス 日本トイザらス 1 2002年5月16日 2003年1月17日 3,762

関東 長野県
ファッションセンターしまむら穂
高店

南安曇郡穂高町大字穂高1365-1ほ
か しまむら しまむら 2002年6月26日 2003年2月27日 1,281





関東 長野県 綿半ホームエイド諏訪店 諏訪市上川3-2391ほか 綿半ホームエイド 綿半ホームエイド 2002年7月31日 2003年5月20日 4,951

関東 長野県 カワチ薬品佐久平店
佐久市大字岩村田字下樋田1763ほ
か カワチ薬品 カワチ薬品 2002年9月20日 2003年5月22日 2,856

関東 長野県 ツルヤ一本木店 中野市大字竹原116-1ほか ツルヤ ツルヤ ○ 2002年10月2日 2003年7月15日 2,357

関東 長野県 ベイシア中野店 中野市大字三ツ和字樋田87番ほか ベイシア ベイシア 2002年12月6日 2003年8月20日 10,050

関東 長野県
ファッションセンターしまむら梓
川店 南安曇郡梓川村大字倭1874-1ほか しまむら しまむら 2002年12月27日 2003年8月28日 1,328

関東 長野県 ケーヨーデイツー飯田上郷店 飯田市上郷黒田1186-1ほか ケーヨー ケーヨー 2003年1月30日 2003年10月1日 4,928

関東 長野県 ヤマダ電機テックランド佐久店
佐久市大字岩村田字下樋田1788-2
ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年2月7日 2003年10月8日 3,328

関東 長野県 西友御代田店
北佐久郡御代田町大字御代田字上
小田井2763-1ほか エス･エス･ブイ エス･エス･ブイ 2003年2月20日 2003年10月21日 1,564

関東 長野県 ヤマダ電機テックランド佐久店 塩尻市広丘野村1787-25ほか 征矢野木材 ヤマダ電機 2003年3月17日 2003年11月18日 2,048

関東 長野県
上田駅お城口第二種市街地再
開発事業第1-1街区 上田市天神1-1789-2 上田市 11 2003年3月27日 2003年12月1日 2,290

関東 長野県 西友檀田店
長野市檀田土地区画整理地内41街
区3ほか エス･エス･ブイ エス・エス・ブイ 2003年3月28日 2003年11月29日 2,014

関東 長野県 アクロスプラザ長野北
長野市檀田土地区画整理地内26街
区1-1ほか

大和情報サービ
ス ラオックスヒナタ 1 2003年3月28日 2003年11月29日 3,099

関東 山梨県 アクロスプラザ国母 甲府市大里町３５１番地１
大和情報サービ
ス オギノ 2 2002年4月1日 2002年12月2日 4,065

関東 山梨県 北麓市場
南都留郡忍野村忍草字高芳１４００
番地３１外 コメリ あさやま コメリ セルバ 2002年5月30日 2003年1月31日 1,910

関東 山梨県 ケイヨーデーツー竜王店 甲斐市富竹新田１７２３－１ 相互産業 ケーヨー 2002年9月26日 2003年7月27日 3,313

関東 山梨県 ケーヨーデイツー甲府国母店 甲府市国母八丁目１０５番１　外 ケーヨー ケーヨー 2002年11月29日 2003年7月30日 5,290

関東 山梨県 公正屋大月東店 大月市七保町葛野字中原210番 公正屋 公正屋 1 2002年12月25日 2003年8月26日 1,409

関東 山梨県 パウ　いさわ店
笛吹市石和町四日市場字大口町
1745番

八光企業管理セ
ンター ドン・キホーテ 7 2002年12月27日 2003年8月28日 3,588

関東 山梨県
ファッションセンターしまむら
田富町店

中巨摩郡田富町西花輪字阿原前２
６９８番 山梨青果荷受 しまむら 2003年2月7日 2003年10月8日 1,319

関東 静岡県 マックスバリュ熱海店 熱海市中央町858ｰ1外
マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2002年4月4日 2002年12月5日 2,197

関東 静岡県
カインズホームスーパーセン
ター吉田店

榛原郡吉田町住吉字元森1229ｰ1
外 カインズ カインズ ベイシア 2002年4月8日 2002年12月9日 11,300

関東 静岡県 ニームズ 藤枝市志太1ｰ70ｰ1外 ニシムラ ニームズ 2002年6月20日 2003年2月21日 5,276

関東 静岡県 コメリホームセンター菊川店 菊川市加茂字栗林559外 コメリ コメリ 2002年7月12日 2003年3月13日 4,988

関東 静岡県 ジャンボエンチョー磐田店 磐田市西貝塚550ｰ1外 エンチョー エンチョー 2002年7月26日 2003年3月27日 6,350

関東 静岡県
ファッションセンターしまむら富
士宮店 富士宮市西小泉34-8外 しまむら ○ しまむら 2002年10月15日 2003年6月16日 1,497

関東 静岡県 田子重島田中央店 島田市中溝4丁目14-12外 田子重 田子重 2002年11月29日 2003年10月10日 1,974

関東 静岡県 Ｓ－ｐｌａｚａ（Aブロック） 掛川市上西郷529外 静岡鉄道 大創産業 戸田書店 2003年1月31日 2003年10月1日 2,574

関東 静岡県 Ｓ－ｐｌａｚａ（Bブロック） 掛川市上西郷字加島508-1外 静岡鉄道 静鉄ストア 高田薬局
セルフウメ

キ外 2003年1月31日 2003年10月1日 3,310

関東 静岡県 静鉄島田貸店舗 島田市字大津道上中溝南2734-1外 静岡鉄道 静鉄ストア 高田薬局 2003年1月31日 2003年10月1日 2,027

関東 静岡県 マックスバリュ沼津沼北店 沼津市沼北町2丁目1198外
マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2003年2月14日 2003年10月16日 2,285





関東 静岡県 ヤマダ電機テックランド富士店 富士市川成島620 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年2月21日 2003年10月22日 2,361

関東 静岡県 フィットハウス沼津店 沼津市西沢田字直路477-3外 フィットハウス フィットハウス 2003年2月28日 2003年10月29日 3,603

関東 静岡県 杏林堂薬局浅羽町店 磐田郡浅羽町西同笠171外 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2003年3月14日 2003年11月15日 3,745 ×

関東 静岡県 １００満ボルト富士本店 富士市中里鬼ヶ島2588-2外 大和工商リース 三石電化センター 2003年3月26日 2003年11月27日 5,064

関東 さいたま市 イオン与野ショッピングセンター
さいたま市中央区本町西５丁目１２
０５－１外

ユーエフジェイ信
託銀行㈱ イオン ○ 2002年5月17日 2004年10月1日 45,118

関東 さいたま市 カタクラ新都心モール
さいたま市大宮区吉敷町４丁目２６
７番２号 片倉工業 シナテック 69 2002年5月30日 2004年3月1日 20,023

関東 さいたま市 ヤオコー大宮蓮沼店 さいたま市見沼区大字蓮沼５０６外 ヤオコー ヤオコー 2002年9月25日 2003年5月26日 1,991

関東 さいたま市 ノジマ大宮店 さいたま市北区日進町３－３７２　外 ノジマ ノジマ 2002年11月19日 2003年7月20日 2,441

関東 さいたま市
ファッションセンターしまむら東
浦和店 さいたま市南区大字大谷５５９１外 野口ビル しまむら 2002年12月24日 2003年8月25日 1,198

関東 さいたま市 マルエツ佐知川店 さいたま市西区佐知川１０５ー１ 新見世 マルエツ 2003年1月29日 2003年9月30日 1,439

関東 さいたま市 南浦和飯田ビル さいたま市南区文蔵２丁目２２番外 飯田嘉翁 サトームセン 2003年3月20日 2003年11月21日 1,639

関東 さいたま市 ポレール武蔵浦和 さいたま市南区曲本４丁目２１４外
生活協同組合さ
いたまコープ

生活協同組合さ
いたまコープ 2003年3月20日 2003年11月21日 1,590

関東 千葉市
ミスターマックスおゆみ野ショッ
ピングセンター

千葉市緑区おゆみ野中央２丁目３
番１ ミスターマックス ミスターマックス 11 2002年6月21日 2003年3月15日 15,479

関東 千葉市 フレスポ稲毛
千葉市稲毛区長沼原町７３１番１７
外 大和リース セキチュー 5 2002年7月31日 2003年4月1日 25,257

関東 千葉市 Makuhari-BOX CHIBA NISSAN
千葉市花見川区幕張町４丁目５４４
番地 千葉日産自動車 千葉日産自動車 ○ 2003年3月19日 2003年11月20日 3,070

関東 横浜市 立場駅前ビル 泉区中田西一丁目１番15号 神奈川中央交通
神中興業,
杉山歌 イトーヨーカ堂 ○ 2002年6月7日 2003年10月22日 19,000

関東 横浜市 gooday place 港南区港南中央通１２番３１号 神奈川中央交通 神奈川中央交通 アイエー 2002年6月26日 2003年7月11日 2,350

関東 横浜市
ホームセンターコーナン保土ヶ
谷星川店 保土ケ谷区川辺町１番地の９外 コーナン商事 コーナン商事 ワットマン 2002年7月31日 2003年4月1日 13,730

関東 横浜市 Ｆｕｊｉ瀬谷店 瀬谷区橋戸二丁目36番地の１ほか 富士シティオ
小澤保、籾
山晴彦 富士シティオ ○ 2002年12月18日 2003年9月1日 3,159

関東 横浜市 ルームズ大正堂新横浜店 港北区大豆戸町６４８番地 家具の大正堂 家具の大正堂 2002年12月20日 2003年10月10日 6,008

関東 横浜市 （仮称）オートウェーブ新山下店 中区新山下一丁目２番２ほか イヌイ建物 オートウェーブ 2003年2月10日 2003年10月11日 3,518

関東 横浜市 東新ビルニトリ横浜鶴見店 鶴見区尻手二丁目１番２４号 東新産業 ニトリ 2003年2月17日 2003年10月24日 8,267

関東 横浜市 島忠ホームズ新山下店 中区新山下二丁目12番34号 島忠 島忠 2003年2月20日 2004年2月1日 25,820

関東 横浜市
戸塚駅西口第１地区第二種市
街地再開発事業・仮設店舗（仮 戸塚区戸塚町９４番４ほか 横浜市 斎藤牛肉店 2003年2月28日 2003年12月1日 4,358

関東 横浜市 ラオックス綱島樽町店 港北区樽町三丁目1471番6 ラオックス ラオックス 2003年3月20日 2003年11月21日 2,501

関東 横浜市
イオン横浜新吉田ショッピング
センター

港北区新吉田町字貝塚前2880番1
ほか 日本工営 イオン 2003年3月24日 2003年11月25日 7,810

関東 横浜市
（仮称）上大岡Ｂ地区再開発ビ
ル 港南区上大岡西一丁目300番

上大岡Ｂ地区市
街地再開発組合 京急ストア コーセツ 11 2003年3月31日 2003年12月1日 3,374

関東 川崎市 （仮称）きつき生田ビル
川崎市多摩区三田４丁目５５４８番
地１，８ きつき いなげや 2002年12月4日 2003年9月4日 1,691

関東 川崎市
マックスバリュ川崎津田山駅前
店

川崎市高津区下作延字西谷一１３５
８番１ イオン イオン 2002年12月18日 2003年8月19日 1,972

関東 川崎市 川崎駅西口ビル 川崎市幸区大宮町1310番地
都市基盤整備公
団 マルエツ 未定 2003年2月28日 2003年12月15日 5,526





関東 相模原市 カインズホーム城山店
相模原市緑区川尻向原区画整理事
業区域内４街区 カインズ カインズ 2002年4月9日 2002年12月10日 8,501

関東 相模原市 ミアクチーナ相模原中央店
相模原市中央区中央5-4,948の1ほ
か コープかながわ コープ神奈川 2002年12月18日 2003年8月31日 1,655

関東 相模原市 コジマNEW相模原店 相模原市中央区共和4-1,904ほか 福原求 コジマ 2003年3月20日 2003年11月23日 3,150

関東 新潟市 コメリパワー新津店
新潟市秋葉区程島字二反田2051－
1外 コメリ コメリ 2002年5月13日 2003年1月14日 11,164

関東 新潟市 アピタ新潟西店 新潟市西区小新白鳥474外 ユニー ユニー 外未定 2002年6月7日 2003年2月8日 29,436

関東 新潟市 カワチ薬品松崎店
新潟市松崎土地区画整理事業内3
街区1～19 カワチ薬品 カワチ薬品 2002年7月31日 2003年4月1日 1,988

関東 新潟市 東京インテリア家具新潟店 新潟市西区小新南1丁目101番外
東京インテリア家
具

東京インテリア家
具 2002年9月24日 2003年5月25日 10,265

関東 新潟市 カワチ薬品黒埼インター店
新潟市西区山田字堤付2307－373
外 カワチ薬品 カワチ薬品 2002年12月18日 2003年8月19日 2,898

関東 新潟市 ベイシア豊栄店
新潟市北区豊栄インター南土地区
画整理事業3-1街区外 ベイシア ベイシア 外１ 2003年1月23日 2003年9月24日 12,656

関東 新潟市 オートアールズ豊栄インター店
新潟市北区豊栄インター南土地区
画整理事業3-1街区外 オートアールズ オートアールズ 2003年1月23日 2003年9月24日 1,157

関東 新潟市 ひらせいホームセンター新崎店 新潟市北区新崎毘沙門６７０外 ソーゴ
ひらせいホームセ
ンター 2003年1月29日 2003年11月1日 3,651

関東 新潟市 イエストサービス 新潟市西蒲区津雲田550
スガイマネージメ
ントサービス イエストサービス 1 2003年3月7日 2003年11月8日 1,502

関東 新潟市 カワチ薬品豊栄店
新潟市北区豊栄インター南土地区
画整理事業地内2街区3～20 カワチ薬品 カワチ薬品 2003年3月14日 2003年11月15日 2,890

関東 静岡市 フィットハウス清水店 静岡市清水長崎南町100-1外 フィットハウス フィットハウス 2002年9月4日 2003年5月5日 3,260

関東 静岡市 クレッセ静岡 静岡市清水区鳥坂字大当734-1外 マルハン エンチョー 田子重
日本トイザ

らス外 2002年9月24日 2003年5月25日 8,950

関東 静岡市
ファッションセンターしまむら下
川原店 静岡市駿河区下川原南５番23号 しまむら しまむら 2003年1月31日 2003年10月1日 1,327

関東 静岡市 マックスバリュ丸子店 静岡市駿河区北丸子1丁目637-1外
マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2003年3月14日 2003年11月15日 3,138

関東 浜松市 杏林堂薬局引佐店 浜松市北区引佐町金指1038ｰ3 西遠製菓 杏林堂薬局 2002年4月19日 2002年12月20日 1,619

関東 浜松市
ジャンボスポーツシラトリ浜松
中央店・ジャンボＴＳＵＴＡＹＡ浜

浜松市東区上西町字木ノ神906-3
外 シラトリ シラトリ 2002年11月25日 2003年11月1日 5,542

関東 浜松市
ヤマダ電機テックランド浜松中
央店 浜松市中区常盤町276 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2002年12月11日 2003年8月12日 2,988

中部 愛知県 ギガス尾張旭店
愛知県尾張旭市北本地ヶ原４丁目
３３番　他９筆 伸和興産 ギガスカンサイ 2002年4月18日 2002年12月19日 3,388

中部 愛知県
（仮称）名鉄ホームセンター瀬
戸店

愛知県瀬戸市本郷町３２２番地、３
２４番地、３２９－１番地 国富耐火煉瓦

名鉄ホームセン
ター 2002年4月25日 2003年3月1日 2,498

中部 愛知県 株式会社フィットハウス小牧店
愛知県小牧市大字二重堀字上池
189-1外15筆 フィットハウス フィットハウス 2002年5月9日 2003年3月1日 1,972

中部 愛知県
(仮称）コジマＮＥＷ清洲東イン
ター店

愛知県西春日井郡西春町大字中之
郷字神明４５番３の一部他２筆 コジマ コジマ 2002年6月6日 2003年7月20日 4,054

中部 愛知県 ユーストア黒笹店
愛知県西加茂郡三好町大字黒笹字
縄手上30 京楽産業 ユーストア 4 2002年8月16日 2003年4月18日 2,091

中部 愛知県 トップモール稲沢
愛知県稲沢市大塚南５丁目１，２，
５，６番地 カネマツトップ ケーヨー 4 2002年9月13日 2003年9月30日 11,250

中部 愛知県 （仮）ヤマナカ知多フランテ館
愛知県知多市にしの台二丁目100-
1 ヤマナカ ヤマナカ 2002年9月13日 2003年5月15日 1,925

中部 愛知県 スーパー三心尾西店
愛知県尾西市三条字田畑12　外17
筆 三心 三心 7 2002年10月17日 2003年7月17日 2,999

中部 愛知県 （仮称）ケーヨーデイツー扶桑店
愛知県扶桑町大字南山名字高塚1
番、2番、3番 ケーヨー ケーヨー 2002年11月21日 2003年7月21日 6,410

中部 愛知県 フジヤホームセンター桃花台店 愛知県小牧市古雅一丁目２番
中央三井信託銀
行 バロー 2002年12月13日 2003年9月11日 4,833





中部 愛知県 (仮称）幸田パワーパーク
愛知県額田郡幸田町幸田相見特定
土地区画整理70街区1番　他43筆 ダイワロイヤル ケーヨー 4 2002年12月18日 2003年10月1日 8,989

中部 愛知県 トリイスクエア 春日井店 愛知県春日井市春見町２番１  トリイ  トリイ 2003年2月18日 2003年10月18日 1,730

中部 愛知県
ヤマダ電機テックランド瀬戸店
（仮称）

愛知県瀬戸市共栄通３丁目20番地
外 博雲陶器 ヤマダ電機 2003年3月19日 2003年11月20日 2,436

中部 岐阜県
バロー大垣南ショッピングセン
ター 大垣市本今町字西ノ側1639番1　外 ブレイブジャパン バロー ○ 2002年5月23日 2003年3月6日 8,994

中部 岐阜県
ファッションセンターしまむら安
八店 安八郡安八町氷取字金沼１８０－１ しまむら しまむら 2002年7月18日 2003年5月19日 1,341

中部 岐阜県 スリーワイ岐南店（仮称）
羽島郡岐南町上印食６丁目６６番
外 スリーワイ スリーワイ 2002年7月30日 2003年12月1日 1,831

中部 岐阜県 ビーワン可児店 可児市坂戸字石田３９８　外 鈴茂商事 鈴茂商事 2002年10月9日 2003年9月30日 3,296

中部 岐阜県 バロー粟野店 岐阜市粟野東１丁目１０４番１　外 バロー バロー ○ 2002年10月25日 2003年6月26日 1,862

中部 岐阜県 カネスエ岐大前店 岐阜市折立字北浦３１１ カネスエ カネスエ 2002年11月28日 2003年7月29日 1,877

中部 岐阜県 ス－パー三心芥見ショップ 岐阜市芥見東山２番９号 三心 1 三心 2 2003年1月16日 2003年9月17日 2,936

中部 岐阜県 トミダヤ岐南店
羽島郡岐南町徳田３丁目１９１－１
外

フードセンター富
田屋

フードセンター富
田屋 ○ 2003年2月4日 2003年10月5日 2,755

中部 岐阜県
真正リオワールドショッピングセ
ンターⅡ（遊館）

本巣郡真正町政田字上市場1404番
地の１　外 リオ横山 大創産業 ○ 2003年2月28日 2003年11月1日 3,060

中部 岐阜県 バロー神岡店
吉城郡神岡町大字東町字池ノ上７５
４－１　外 バロー バロー 2003年3月24日 2003年11月25日 1,606

中部 岐阜県 ギガス高山店 高山市下岡本町３１２９－１　外 ギガスカンサイ ギガスカンサイ 2003年3月31日 2003年12月1日 2,365

中部 三重県 オークワ松阪長月店
松阪市長月町字下石川８８番地の３
０外 オークワ オークワ 2002年4月5日 2002年12月6日 1,860

中部 三重県 アドバンスモール松阪 松阪市小黒田町字池田外 アドバンス 2 ケーヨー オークワ 11 2002年6月7日 2003年3月12日 19,065

中部 三重県 ミスタージョン尾鷲店 尾鷲市古戸野町954-2外 ミスタージョン ミスタージョン 2002年10月28日 2003年6月29日 5,841

中部 三重県 Ｆ１マートサーキット通り店 鈴鹿市稲生４丁目4411-1外 一号舘 一号舘 7 2002年11月8日 2003年10月10日 14,640

中部 三重県
イオンララパークショッピングセ
ンター 伊勢市小木町曽祢538番地外79 伊勢商業開発

マックスバリュ中
部 59 2002年12月4日 2003年9月1日 17,431

中部 三重県 オークワ伊勢二見店
度会郡二見町大字山田原字荘114
番地外14 オークワ オークワ 2002年12月12日 2003年8月13日 1,492

中部 三重県 ギガス上野店
上野市北部土地区画整理事業地29
街区１画地 ギガスカンサイ ギガスカンサイ 2002年12月27日 2003年8月28日 2,056

中部 三重県 桑名パワーセンター
桑名市大字大仲新田字屋敷355番
地2外256 スーパーサンシ カインズ スーパーサンシ カインズ 2003年2月5日 2003年11月1日 21,512

中部 三重県
カーマホームセンター四日市泊
店 四日市市泊小柳町2-17 カーマ カーマ 2003年2月5日 2003年10月6日 5,447

中部 三重県 ヤマダ電機テックランド津店 津市大字藤方字南八木田1060番1 三重交通 ヤマダ電機 2003年2月27日 2003年10月28日 2,834

中部 富山県
大阪屋ショップ呉羽ショッピング
センター

富山市北二ツ屋字万田割143番地
外

大阪屋ショップ しまむら、
中部薬品 大阪屋ショップ 2 2002年4月11日 2002年12月12日 4,078

中部 富山県
（仮称）小杉町下条赤田ショッピ
ングセンター 射水郡小杉町下条、三ヶ地内

北陸マーケット開
発 アルビス 2 2002年9月24日 2003年5月24日 5,387

中部 富山県 アップルガーデン 富山市栄町三丁目１番14号外 サンショウ サンショウ 1 2003年1月21日 2003年8月21日 1,946

中部 石川県
ﾏﾙｴｰ松任店、ｸｽﾘのｱｵｷ成町
店 石川県松任市成町２１５番地１ほか マルエー

クスリのア
オキ マルエー クスリのアオキ 2002年4月1日 2002年12月1日 2,230

中部 石川県
ヤマダ電機テックランド野々市
店

石川県石川郡野々市町北西部土地
区画整理事業施行地区７２街区１番 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2002年4月5日 2002年12月6日 5,000

中部 石川県 パワーシティワジマ・ワイプラザ 石川県輪島市宅田町２４番地１ほか ヤスサキ ヤスサキ
ホームセンターヤ
スサキ ○ 2002年6月19日 2003年9月1日 12,287





中部 石川県 バロー金沢ゆいの里店 石川県金沢市三池新町１８番ほか バロー バロー 中部薬品 2002年9月2日 2003年5月3日 2,746

中部 石川県 マルエー小松店 石川県小松市土居原町５０９番地２ マルエー マルエー 2003年1月23日 2003年10月1日 1,500

中部 石川県 東京ストアー畝田店
石川県金沢市金沢西部第２土地区
画整理事業施行地区内１街区２号 東京ストアー 東京ストアー 2003年1月31日 2003年10月1日 1,581

中部 石川県 バロー金沢元町店 金沢市元町２丁目１７番地３０ バロー バロー 2003年2月28日 2003年11月6日 1,651

中部 石川県 どんたく鳥屋店
石川県鹿島郡鳥屋町字良川と６１
番地ほか 山成商事 山成商事 2003年3月6日 2003年11月6日 1,364

中部 石川県
バザール安原中央点、クスリの
アオキ安原店

石川県金沢市安原土地区画整理事
業施行地区内４２街区１ほか バザールフーズ 1 バザールフーズ クスリのアオキ 2003年3月27日 2003年11月27日 2,860

中部 名古屋市 アピタ千代田橋店 千種区千代田橋二丁目1番1号 ユニー ユニー 2002年6月12日 2004年9月1日 23,593

中部 名古屋市 シャンピアポート 昭和区白金三丁目601番
東レエンタープラ
イズ

フィールコーポ
レーション 3 2002年6月12日 2003年10月1日 12,784

中部 名古屋市 ナフコ香流２１ 名東区香流二丁目908番地　外 ナフコはせ川 ナフコはせ川 ○ 2002年7月29日 2003年3月30日 3,400

中部 名古屋市 覚王山フランテ 千種区丘上町一丁目39番地 中日本興業 ヤマナカ 2002年11月13日 2003年7月13日 1,690

中部 名古屋市 （仮称）京楽産業栄ビル 中区錦三丁目2403番地　外 京楽産業 ニミウスジャパン ○ 2002年12月5日 2005年3月1日 2,919

中部 名古屋市 フィール辻町店 北区辻町一丁目37番　外
フィールコーポ
レーション

フィールコーポ
レーション 2002年12月26日 2003年10月30日 1,577

中部 名古屋市 マックスバリュ篠原橋東店 中川区清川町ニ丁目1番1　外
マックスバリュ中
部

マックスバリュ中
部 ○ 2002年12月26日 2003年9月10日 3,130

近畿 福井県 県民せいきょうハーツつるが
敦賀市若葉町１丁目１６１０番地ほ
か 福井県民生協 福井県民生協 2002年6月11日 2003年3月1日 1,459

近畿 福井県
スーパーホームセンターヤマキ
シ 丹生郡朝日町乙坂２８字９番１　外 山岸 山岸 2002年9月20日 2003年5月21日 14,495

近畿 福井県 コメリﾎｰﾑｾﾝﾀｰ鯖江店
鯖江市下河端土地区画整理事業施
行 コメリ コメリ 2002年12月26日 2003年8月26日 5,471

近畿 福井県
ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ武生店（仮
称） 武生市横市町１１－１１　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年2月7日 2003年10月31日 2,511

近畿 福井県
ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ福井店（仮
称） 福井市大和田町33字1　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年2月7日 2003年10月31日 3,293

近畿 福井県 ハニー新鮮館　江守店
福井市江守中町7字43番1号　外3
筆 芦見屋 芦見屋 2003年2月7日 2003年10月8日 1,191

近畿 福井県 ハニー丸岡店
坂井郡丸岡町羽崎16番25号　外4
筆

松本フードセン
ター

松本フードセン
ター 2003年2月14日 2003年10月15日 1,400

近畿 福井県 ゲンキー新鯖江店
鯖江市下河端15字神子町1‐1外16
筆 ゲンキー ゲンキー 2003年2月21日 2003年10月22日 2,996

近畿 福井県 ARTWOOD&シュクレ福井店 武生市高木町55字墓抜町11番7 家具の松村 家具の松村 2003年2月28日 2003年11月1日 2,645

近畿 滋賀県 （仮称）クレッセ近江 彦根市松原町石持1836外 近江鉄道 ユーストア 2 2002年8月12日 2003年6月26日 8,260

近畿 滋賀県 ユーストア豊郷店
犬上郡豊郷町大字高野瀬字下池田
210番地外 戸田年夫 ユーストア ○ 2002年10月11日 2003年7月4日 5,899

近畿 滋賀県 平和堂秦荘店 愛知郡秦荘町大字東出490-2外 平和堂 平和堂 ○ 2002年11月7日 2003年7月8日 1,636

近畿 滋賀県 平和堂膳所店 大津市中庄二丁目字西田791外 平和堂 平和堂 ○ 2002年12月20日 2003年9月18日 1,550

近畿 滋賀県 アヤハディオ西大津店 大津市見世一丁目12番20号 アヤハディオ アヤハディオ 2003年1月20日 2003年9月21日 2,378

近畿 京都府
ファッションセンターしまむら亀
岡店

京都府亀岡市篠町篠杢殿林１２－２
他 吉田　稔 しまむら 2002年4月19日 2002年12月20日 1,224

近畿 京都府
ファッションセンターしまむら福
知山店

京都府福知山市字篠尾小字羽合ノ
下1227-2他 しまむら しまむら 2002年4月19日 2002年12月20日 1,211

近畿 京都府
ファッションセンターしまむら峰
山店

京都府中郡峰山町字新町小字永長
１９９２－１ほか 糸悦ビル しまむら 2002年6月11日 2003年1月12日 1,222





近畿 京都府
（仮称）ホームセンターコーナン
精華台店

京都府相楽郡精華町精華台６丁目
２番地 コーナン商事 コーナン商事 2002年9月25日 2003年5月26日 11,211

近畿 京都府 大島ショッピング 京都府綾部市大島町二反目１ほか 三ッ丸ストア しまむら ○ 2002年9月30日 2003年6月1日 1,868

近畿 京都府 １００満ボルト舞鶴店
舞鶴市字倉谷小字森安１０６４番１
ほか

サンキュー高島
屋 百満ボルト舞鶴 2002年11月13日 2003年7月18日 1,589

近畿 大阪府
ヤマダ電機テックランド大阪門
真店 門真市舟田町６８６－３外 上野製作所 ヤマダ電機 2002年4月10日 2002年12月10日 3,636

近畿 大阪府 高石駅東Ｂ地区再開発ビル 高石市綾園１－８－１３　外
高石駅東Ｂ地区
市街地再開発組

ショッピングセン
ター池忠 ○ 2002年4月25日 2003年2月1日 5,557

近畿 大阪府 枚方ファッションモール 枚方市上野３－１００－２ 栗本建設工業 しまむら ○ 2002年6月18日 2003年2月15日 2,058

近畿 大阪府 ユアサ城西ＳＣ 高槻市城西町６－６
ユアサコーポレー
ション コーナン商事 ○ 2002年6月28日 2003年3月1日 14,310

近畿 大阪府
(仮称)東急箕面ショッピングセ
ンター(10街区) 箕面市西宿１－２９５－１　外 東急不動産

カルフール・ジャ
パン 2002年6月28日 2003年10月1日 14,422

近畿 大阪府
(仮称)東急箕面ショッピングセ
ンター(12街区) 箕面市西宿１－２７７－１　外 東急不動産 未定 2002年6月28日 2003年10月1日 5,817

近畿 大阪府
(仮称)東急箕面ショッピングセ
ンター(13街区) 箕面市西宿１－２４５　外 東急不動産 未定 2002年6月28日 2003年10月1日 2,408

近畿 大阪府
(仮称)東急箕面ショッピングセ
ンター(14街区) 箕面市西宿１－２６３－１　外 東急不動産 アルペン ○ 2002年6月28日 2003年10月1日 6,242

近畿 大阪府 （仮称）イズミヤ八尾店 八尾市沼１－１－１　外 イズミヤ イズミヤ 2002年7月25日 2003年7月29日 13,713

近畿 大阪府 （仮称）ミドリ電化八尾南店 八尾市沼４－８６　外 ミドリ電化 ミドリ電化 2002年7月25日 2003年3月25日 3,185

近畿 大阪府
蛍池西地区第１種市街地再開
発事業 豊中市蛍池中町３－１３３

蛍池西地区市街
地再開発組合 大阪北生協 ○ 2002年9月13日 2003年4月3日 5,357

近畿 大阪府 (仮称)コジマNEW高槻店 高槻市松川町１６６　外 コジマ コジマ 2002年9月18日 2003年5月18日 3,800

近畿 大阪府 貝塚ファッションモール 貝塚市麻生中１０７１－１　外 しまむら しまむら ○ 2002年9月20日 2003年5月21日 2,265

近畿 大阪府 (仮称)山田西阪急ビル 吹田市山田西４－２０－１　外 阪急電鉄 メガスポーツ ○ 2002年10月25日 2003年10月1日 13,700

近畿 大阪府 カルフール東大阪店 東大阪市荒本北３３－１の一部
カルフール・ジャ
パン

カルフール・ジャ
パン ○ 2002年11月8日 2003年10月1日 20,000

近畿 大阪府
(仮称)くずはモール街南駐車場
店舗 枚方市楠葉花園町２９２０－９ 京阪電気鉄道 ダイエー ○ 2002年11月15日 2004年1月16日 5,400

近畿 大阪府
（仮称）大東・諸福ショッピング
センター 大東市諸福５－４２３－１　外 ニトリ 1 ニトリ ○ 2002年12月26日 2003年8月27日 9,203

近畿 大阪府 万代河南店
南河内郡河南町大字山城482-1の
一部 万代 万代 ○ 2003年2月18日 2003年10月18日 1,561

近畿 大阪府 山陽マルナカ貝塚店 貝塚市加神２－６６　外 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2003年2月20日 2003年11月1日 1,905

近畿 兵庫県 スーパーオートバックス姫路店 姫路市花田町一本松字高野 オートセブン オートセブン 2002年4月8日 2002年12月9日 1,487

近畿 兵庫県
コストコホールセール尼崎倉庫
店 尼崎市次屋3丁目13番

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 2002年5月15日 2003年3月1日 9,762

近畿 兵庫県 イオンタウン加古川西店 加古川市米田町船頭100-1ほか
マックスバリュ西
日本 3

マックスバリュ西
日本 3 2002年5月17日 2003年1月18日 9,065

近畿 兵庫県 宝塚東急ＳＣ 宝塚市中筋5丁目1番地 東急不動産 アルペン 3 2002年5月21日 2003年4月1日 11,715

近畿 兵庫県 カルフール尼崎 尼崎市次屋3丁目13番
カルフール・ジャ
パン

カルフール・ジャ
パン 2002年5月24日 2003年10月1日 18,300

近畿 兵庫県
ファッションセンターしまむら篠
山店 篠山市杉八反田ノ坪193ほか しまむら しまむら 2002年5月29日 2003年1月30日 1,237

近畿 兵庫県 Begin誠心堂店 姫路市東辻井3丁目159番7 サムシング日栄 サムシング日栄 2002年5月31日 2003年2月1日 1,216

近畿 兵庫県 アスティアかさい 加西市北条町北条字溝川28-1 コープこうべ 17 コープこうべ 6 2002年6月18日 2003年3月27日 6,200





近畿 兵庫県 しもさかべShopping Ｃｅｎｔｅｒ 尼崎市下坂部3-8,9,10 セントラルリース アルペン 1 2002年6月21日 2003年8月1日 9,309

近畿 兵庫県 さらら仁川
宝塚市仁川北2丁目5番1号、7番1
号

都市整備基盤公
団関西支社 コープこうべ 8 2002年7月4日 2003年3月5日 2,975

近畿 兵庫県 ゴルフ５姫路中地店 姫路市中地南町57番地外 アルペン アルペン 2002年7月12日 2003年9月1日 1,501

近畿 兵庫県
スポーツデポ・ゴルフ５明石大
蔵海岸店

明石市大蔵海岸通二丁目1番の一
部 アルペン アルペン 2002年8月9日 2003年7月17日 5,815

近畿 兵庫県
ファッションセンターしまむら和
田山店 朝来郡和田山町桑原字中川原83外 しまむら しまむら 2002年8月14日 2003年4月15日 1,223

近畿 兵庫県 ドン・キホーテ西宮店 西宮市六湛寺町6-4,6-5,11-3,11-5 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2002年9月27日 2003年10月18日 3,465 ×

近畿 兵庫県 （仮称）ミドリ電化西宮本店 尼崎市南塚口町１丁目７番20 ミドリ電化 ミドリ電化 2002年10月28日 2003年7月1日 5,178

近畿 兵庫県 マックスバリュ北在家
加古川市加古川町北在家760番地1
号

マックスバリュ西
日本

マックスバリュ北
在家 2002年11月15日 2003年7月16日 1,981

近畿 兵庫県 エイヴィスプラザ 西宮市田中町3番地
阪神西宮駅南第
1地区市街地再 サカエ 2002年12月25日 2003年11月28日 2,876

近畿 兵庫県 ドン・キホーテ西宮店 西宮市六湛寺町6-4,6-5,11-3,11-5 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2003年1月24日 2003年12月10日 3,465

近畿 兵庫県 (仮称）さとう西脇店
西脇市高井町字清水田２８０の一部
ほか19筆 藤屋 さとう 2003年1月24日 2003年9月24日 3,667

近畿 兵庫県 ｾﾝﾁｭﾘｰｶﾞｰﾃﾞﾝｸﾗｯｾ 三田市武庫が丘7丁目1番地 大和工商ﾘｰｽ ダイキ ○ 2003年2月4日 2003年10月20日 8,970

近畿 兵庫県 尼崎モリビル 尼崎市西大物町12番41号 森木材工業 未定 2003年2月25日 2003年12月13日 4,604

近畿 兵庫県 ディック宝塚 宝塚市安倉４丁目４８１ー１ ダイキ㈱ ダイキ 2003年3月17日 2003年11月27日 4,245

近畿 兵庫県 甲子園SC 西宮市甲子園八番地１ほか 三井不動産㈱ イトーヨーカ堂 未定 2003年3月18日 2004年11月1日 38,953

近畿 兵庫県 竹田家具株式会社本店
朝来郡和田山町枚田字ジョウノコシ
754番地 武田家具㈱ 武田家具店 2003年3月20日 2004年12月6日 3,663

近畿 奈良県 （仮）オークワ高田市場店 大和高田市市場６３８－１外 オークワ オークワ 2002年5月20日 2003年1月21日 4,077 ×

近畿 奈良県 オークワ筒井店 大和郡山市筒井１２４１外 オークワ オークワ 2002年5月20日 2003年1月21日 2,144

近畿 奈良県 （仮）ミドリ電化桜井店 桜井市大字上之庄２４０ ミドリ電化 ミドリ電化 2002年5月31日 2003年2月1日 3,302

近畿 奈良県
（仮称）ホームセンターコーナン
吉野大淀店 吉野郡大淀町土田２３６－１外 コーナン商事 コーナン商事 2002年8月30日 2003年5月1日 2,314

近畿 奈良県
ダイヤモンドシティ奈良橿原
ショッピングセンター 橿原市曲川町７丁目

ダイヤモンドシ
ティ イオン ○ 2002年11月26日 2003年11月1日 39,000

近畿 奈良県 （仮）オークワ高田市場店 大和高田市市場６３６－１外 オークワ オークワ 2002年12月2日 2003年8月3日 4,077

近畿 奈良県 オーストリート北妙法寺 橿原市北妙法寺町５５５番地の１外 オークワ オークワ ○ 2002年12月13日 2003年8月14日 6,446

近畿 奈良県 コメリＨＣ北妙法寺 橿原市北妙法寺町６３０番地外 コメリ コメリ 2002年12月13日 2003年8月14日 5,864

近畿 和歌山県 オーマート串本店 西牟婁郡串本町串本2001　外7筆 オークワ オーマート 2002年6月27日 2003年3月1日 1,687

近畿 和歌山県 八千代ムセン和歌山店 和歌山市新生町302－2　他4筆
八千代ムセン電
機

八千代ムセン電
機 2002年10月7日 2003年6月8日 2,604

近畿 和歌山県
（仮称）ホームセンターコーナン
御坊店 御坊市野口字堤557－3他 コーナン商事 コーナン商事 2002年10月21日 2003年7月1日 5,257

近畿 和歌山県 ニノミヤ紀三井寺店 和歌山市小雑賀750－1　他9筆 ニノミヤ ニノミヤ 2002年10月24日 2003年6月28日 2,300

近畿 和歌山県 スーパーエバグリーン宮前店 和歌山市新中島字下の覚１３４番６ 廣甚 廣甚 2002年12月3日 2003年8月3日 2,569

近畿 和歌山県 ケーズデンキ御坊パワフル館 御坊市野口590番地3 アリデン アリデン 2002年12月18日 2003年8月19日 1,438





近畿 和歌山県 オークワ海南幡川店
海南市幡川下九条105番地　外14
筆 オークワ オークワ 2003年1月30日 2003年10月1日 1,604

近畿 和歌山県
ホームセンターオージョイフル
海南店

海南市幡川上九条76番地の1　外
12筆 オージョイフル オージョイフル 2003年1月30日 2003年10月1日 4,650

近畿 和歌山県 ミスタージョン田辺店 田辺市文里1丁目736番55　他12筆 ミスタージョン ミスタージョン 2003年2月10日 2003年10月10日 6,732

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
他４筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年3月28日 2003年11月29日 2,165

近畿 和歌山県 ヤマダ電機テックランド岩出店
那賀郡岩出町大字中島７８０番地１
他７筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年3月28日 2003年11月29日 3,329

近畿 京都市 ダイヤモンドシティ・ハナ
右京区西院追分町２５－１番地，２
５－２番地 島津製作所 イオン ○ 2002年4月10日 2003年10月1日 22,000

近畿 京都市
(仮称）スーパーオートバックス
京都 右京区西院安塚町1番地

オートバックスセ
ブン

オートバックスセ
ブン 2002年6月27日 2003年7月1日 4,017

近畿 京都市
（仮称）ケイアイ興産四条烏丸
ビル 下京区水銀屋町６２０番地外 ケイアイ興産 未定 2003年3月28日 2004年4月1日 5,582 ×

近畿 大阪市 梅田DTタワー 北区梅田1丁目5番､6番 竹中リアルティ 阪神電気鉄道 2002年5月8日 2003年3月1日 2,600

近畿 大阪市 ベネトン心斎橋ビル 中央区南船場4丁目15番1　ほか 住野公一 ベネトンジャパン 2002年5月30日 2003年2月1日 1,302

近畿 大阪市 (仮称)加美ショッピングプラザ 平野区加美北5丁目39番10 コーナン商事 コーナン商事 2002年6月12日 2003年4月1日 7,427 ×

近畿 大阪市 エコーアクロスビル 阿倍野区阿倍野筋1-67-1ほか キリンエコー
エービーシークラ
フト 2 2002年9月19日 2003年11月1日 4,191

近畿 大阪市 山陽マルナカ住之江店 住之江区西加賀屋１－３－２７ほか 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2002年10月30日 2003年7月1日 3,112

近畿 大阪市 パウ住之江公園 住之江区新北島1丁目1－２ ドン・キホーテ ドン・キホーテ ○ 2002年11月26日 2003年9月1日 2,648

近畿 大阪市 加美ショッピングプラザ 平野区加美北5丁目39－10 コーナン商事 コーナン商事 上新電機 2002年11月27日 2003年6月1日 6,650

近畿 大阪市 (仮称)ドン・キホーテ道頓堀店 中央区宗右衛門町46－4 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2002年12月3日 2005年3月31日 1,944

近畿 大阪市
ホームセンターコーナンＪＲ今
宮駅前店 浪速区浪速東３丁目１ コーナン商事 コーナン商事 2003年3月10日 2003年12月1日 5,728

近畿 神戸市 マックスバリュ伊川谷店
西区白水特定土地区画整理地内２
５街区１号地他６筆

マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 2002年6月18日 2003年2月19日 1,707

近畿 神戸市 山陽マルナカ神戸小山店 西区小山３－６－１ 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2002年7月10日 2003年3月11日 3,087

近畿 神戸市 ロイヤルホームセンター伊川谷 西区前開南町１－１ ダイワラクダ工業 大和ハウス工業 2002年10月11日 2003年6月11日 3,735

近畿 神戸市 ウエルブ六甲道１番街 灘区備後町５－１３外 神戸市 ミツトミ 外未定 2002年10月22日 2003年10月1日 4,100

近畿 神戸市 島文本社ビル 灘区岩屋中町４－２－７ 島文 未定 2002年11月26日 2003年10月20日 1,705

近畿 神戸市
（仮）ケーズデンキ北神戸鹿の
子台パワフル館 北区鹿の子台北町８－２－６ ビッグ・エス ビッグ・エス 2002年12月16日 2003年8月16日 5,415

近畿 神戸市 （仮）ディック神戸北町店 北区日の峰２－１２－６外５筆 ダイキ ダイキ 2002年12月26日 2003年9月1日 4,994

近畿 神戸市
ヤマダ電機テックランド神戸兵
庫店・ニトリ神戸兵庫店 兵庫区吉田町１丁目３２－１他 ヤマダ電機 ニトリ ヤマダ電機 ニトリ 2003年1月10日 2003年9月11日 10,755

近畿 神戸市 （仮）ニトリ神戸市御影本町店 東灘区御影本町２－７２６－１，２ 白鶴酒造 ニトリ 2003年1月14日 2003年9月15日 7,000

近畿 神戸市 （仮）三宮１丁目商業ビル 中央区三宮町１－７－５他 竹中リアルティ 丸井 2003年1月22日 2003年9月22日 6,940

近畿 神戸市
（仮）グリーンガーデン北神戸
ショッピングセンターＡ地区 北区八多町中１３０－１他 北神戸エスシー

関西スーパー
マーケット 6 2003年2月25日 2003年11月1日 4,720

近畿 神戸市
（仮）グリーンガーデン北神戸
ショッピングセンターＢ地区 北区八多町中１４７－１他 北神戸エスシー

ホームセンターア
グロ 2003年2月25日 2003年11月1日 7,900

近畿 神戸市 アスタくにづか３番館 長田区久保町５ 神戸市 ダイエー 55 2003年2月28日 2003年11月15日 8,676





近畿 神戸市 アスタくにづか４番館 長田区久保町６ 神戸市 吉田 11 2003年2月28日 2003年12月1日 1,423

近畿 神戸市 アスタくにづか５番館 長田区二葉町５ 神戸市 今井政雄 36 2003年2月28日 2003年12月1日 2,506

近畿 堺市 （仮称）オークワ美原店 堺市美原町黒山１４１－１外 オークワ オークワ 2003年3月26日 2003年11月26日 1,634

近畿 堺市
（仮称）ダイヤモンドシティ北花
田ショッピングセンター 堺市東浅香山町４ー１

ダイヤモンドシ
ティ イオン 阪急百貨店 ○ 2003年3月28日 2004年10月1日 55,000

中国 鳥取県 紳士服はるやま・ＡＸＡ米子店 米子市米原５丁目６－３５ はるやま商事 はるやま商事 2002年7月22日 2003年3月23日 1,255

中国 鳥取県
ファッションセンターしまむら境
港店 境港市浜ノ町５６番１号 しまむら しまむら 2002年7月25日 2003年3月26日 1,317

中国 鳥取県
米子西ショッピングセンター（仮
称） 米子市久米町１８８番外 ジュンテンドー いしかわ ジュンテンドー いしかわ

土井、白洗
舎 2002年8月30日 2003年5月1日 4,616

中国 鳥取県
ホームセンターコーナン米子店
（仮称） 米子市河崎３２９２－１ コーナン商事 コーナン商事 2002年12月13日 2003年8月14日 9,226

中国 島根県 ジュンテンドー横田店 横田町下横田 ジュンテンドー ジュンテンドー 2002年4月18日 2002年12月19日 2,056

中国 島根県 生鮮食品おだ出雲店 出雲市矢野町８６４－１外 小田商店 小田商店 2002年4月25日 2002年12月25日 1,707

中国 島根県 ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰしまむら平田店 平田市平田町中ノ島 しまむら しまむら 2002年6月27日 2003年2月28日 1,232

中国 島根県 今井書店乃木福富店 松江市乃木福富 松江今井書店 松江今井書店 2002年6月27日 2003年2月27日 2,650

中国 島根県
ﾗﾋﾟﾀひらた店・ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀｰひら
た 平田市平田町中ノ島 いずも農協 いずも農協 2002年7月10日 2003年5月29日 1,806

中国 島根県
ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰしまむら益田店、
ｳｵﾝﾂ益田高津店 益田市高津町イ１１２８番６０号ほか

益田市製材木工
事業協同組合 しまむら ○ 2002年9月4日 2003年4月30日 2,316

中国 島根県 ヤマダヤショッピングセンター 西郷町大字平４３１番地１ ヤマダヤ ヤマダヤ 2002年9月24日 2003年5月25日 1,381

中国 島根県 デオデオ出雲店 出雲市渡橋町７９６番地１号 デオデオ デオデオ 2002年11月29日 2003年7月30日 2,729

中国 島根県
スーパーホームセンターいない
松江南店 松江市乃木福富１２街区 いない いない 1 2003年3月3日 2003年11月2日 6,000

中国 島根県 みしまや田和山店 松江市乃木福富１９街区 みしまや みしまや 8 2003年3月20日 2003年11月21日 2,410

中国 岡山県 ハローズ連島店 倉敷市連島町２丁目１０番３ ハローズ ハローズ 他２ 2002年5月21日 2003年1月22日 1,938

中国 岡山県
ホームセンターコーナン倉敷チ
ボリ公園前店 倉敷市北浜町76の1外 コーナン商事 コーナン商事 2002年5月31日 2003年4月1日 5,686

中国 岡山県 コープ山陽  デオデオ山陽店 山陽町下市277-1外 おかやまコープ デオデオ おかやまコープ デオデオ 2002年8月1日 2003年4月2日 2,620

中国 岡山県 わたなべ生鮮館玉野店 玉野市田井３丁目１１８８－１ わたなべ生鮮館 わたなべ生鮮館 5 2003年1月16日 2003年9月17日 2,860

中国 岡山県 ハローズ井原店 井原市井原町２５６番外 ハローズ ハローズ 2 2003年1月21日 2003年9月22日 1,707

中国 広島県 ハローズ大門店テナント棟 福山市大門町二丁目224外 ハローズ ハローズ ザクザク 2002年10月18日 2003年6月19日 1,304

中国 広島県 ハローズ府中店 府中市元町608-1 ハローズ ハローズ 2 2002年10月18日 2003年7月1日 1,668

中国 広島県 新市ショッピングタウン 福山市新市町戸手６６２
マックスバリュ西
日本 ナフコ

マックスバリュ西
日本 ナフコ 2002年11月18日 2003年7月19日 6,328

中国 広島県 青山王子ショッピングタウン 福山市王子町一丁目３番外 青山商事 王子建物 青山商事 青五 2002年12月3日 2003年8月4日 2,749

中国 広島県 ハローズ沼南店 沼隈町大字草深字金堀1979－1外 ハローズ ハローズ ザクザク 外未定 2002年12月18日 2003年8月19日 3,676

中国 広島県 ホームプラザナフコ世羅店 世羅町大字寺町字新京1536番1外 ナフコ ナフコ 2003年2月5日 2003年10月6日 4,736

中国 広島県 ナフコ２１スタイル廿日市店 廿日市市新宮1316番25　外 マルニ ナフコ 2003年2月17日 2003年10月18日 5,167





中国 広島県 パルディ西町店 三原市西町1016-1外 三原スーパー 三原スーパー 2 2003年2月27日 2003年10月28日 1,294

中国 広島県 ベスト電器尾道店 尾道市東尾道14番１４ ベスト電器 ベスト電器 2003年3月28日 2003年11月29日 1,996

中国 山口県
パルティ・フジ西宇部ショッピン
グセンター 宇部市大字際波１３１２－１ グンゼ開発 フジ 4 2002年6月20日 2003年3月1日 4,663

中国 山口県 マックスバリュ吉敷店 山口市大字吉敷２５７５－１
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 2002年7月10日 2003年3月11日 1,852

中国 山口県 ホームプラザナフコ美祢店 美祢市大嶺町東分３７８－１ ナフコ ナフコ 2002年7月19日 2003年3月20日 3,713

中国 山口県 アルク琴芝店 宇部市西琴芝１－９１０ 丸久 丸久 1 2002年8月2日 2003年4月3日 3,257

中国 山口県 ヤマダ電機テックランド下関店 下関市武久町２－４７８－１ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2002年8月23日 2003年4月24日 4,180

中国 山口県 グッデイ小野田店 小野田市大字西高泊８２９－１ 嘉穂無線 嘉穂無線 2002年8月23日 2003年5月1日 5,959 ×

中国 山口県 ロックタウン小郡 小郡町大字下郷３５２９－１ ロック開発
マックスバリュ西
日本 6 2002年10月8日 2003年6月9日 3,978

中国 山口県 グッデイ小野田店 小野田市大字西高泊８２９－１ 嘉穂無線 嘉穂無線 2002年12月9日 2003年8月10日 6,007

中国 山口県 ウエスタまるき大内店 山口市大字大内御堀１８３８－１ 丸喜 丸喜 2003年1月14日 2003年9月15日 1,714

中国 山口県 デオデオ宇部店 宇部市神原町２－６－４ デオデオ デオデオ 2003年1月30日 2003年10月3日 2,039

中国 山口県 マルショク彦島店 下関市彦島迫町３－３０５４ サンリブ サンリブ 1 2003年2月14日 2003年10月15日 3,076

中国 山口県 ホームワイド長府店 下関市長府才川１－６１６ ホームワイド ホームワイド 2003年3月20日 2003年11月25日 7,521

中国 山口県 ベスト電器周南店 新南陽市道源町４８７５－１ ベスト電器 ベスト電器 2003年3月27日 2003年12月1日 3,300

中国 広島市 ゴルフ５広島八木店
広島市安佐南区八木一丁目1018番
7外 アルペン アルペン 2002年4月11日 2003年4月1日 1,537

中国 広島市 （仮称）Ｓビル 広島市中区本通３番９外 サザン 未定 2002年4月24日 2003年3月1日 2,102

中国 広島市
（仮称）ホームセンターコーナン
広島宇品店

広島市南区宇品西六丁目１３２０番
１外 コーナン商事 コーナン商事 2002年8月23日 2003年4月24日 9,510

中国 広島市
(仮称)イオン宇品ショッピングセ
ンター 広島市南区宇品東六丁目752番1外 イオン イオン ○ 2002年10月24日 2004年1月31日 20,421

中国 広島市 ディック可部店
広島市安佐北区亀山二丁目940番
外 大和重工 ダイキ 2002年12月10日 2003年9月1日 3,169

中国 広島市 ホームプラザナフコ西風新都店
広島市安佐南区大塚西三丁目7006
番 ナフコ ナフコ 2002年12月16日 2003年8月17日 14,549

中国 広島市 安佐北ショッピングセンター
広島市安佐北区亀山九丁目213番1
外

マックスバリュ西
日本 1

マックスバリュ西
日本 ナフコ 2003年3月5日 2003年11月6日 6,087

中国 岡山市 ディック豊浜店 岡山市豊浜町１３－６８ ダイキ
ウッディ
ワールドの ダイキ 2002年4月1日 2002年12月22日 4,201

中国 岡山市 ハピーズ泉田店 岡山市泉田281-1外 天満屋ストア 天満屋ストア 2002年5月27日 2003年2月20日 1,932

中国 岡山市 ハピーズ卸センター店 岡山市問屋町2-101外 ハピーマート ハピーマート 2002年5月27日 2003年2月20日 1,863

中国 岡山市 ディオ西大寺店
岡山市久保７７番１外及び岡山市河
本町１２０番１外 大黒天物産 大黒天物産 1 2002年9月9日 2003年5月20日 1,759

中国 岡山市 コジマＮＥＷ岡山店 岡山市新保１１０１－２外 岡山紙業 コジマ 2002年11月29日 2003年7月30日 3,500

中国 岡山市 ディック津高店 岡山市横井上６９－１外 ダイキ ダイキ 2002年12月20日 2003年8月20日 3,788

中国 岡山市 マックスバリュ奥田南店 岡山市奥田南町301-1外
マックスバリュ西
日本 1

マックスバリュ西
日本 1 2003年3月18日 2003年11月19日 1,989

中国 岡山市 ディオ岡山北店 岡山市津高898-1外 大黒天物産 大黒天物産 1 2003年3月31日 2003年12月1日 1,876





中国 岡山市 ディオ岡山東店 岡山市高屋45-1 大黒天物産 大黒天物産 1 2003年3月31日 2003年12月1日 1,418

四国 徳島県
ファッションセンターしまむら阿
南店 阿南市向原町天羽畭112外 しまむら しまむら 2002年4月3日 2002年12月4日 1,232

四国 徳島県 サンシャイン海南 海南町大里松ノ本28-1
室戸ショッピング
センター

室戸ショッピング
センター 2002年9月2日 2003年5月15日 1,240

四国 徳島県 マルナカ西新浜店 徳島市西新浜１丁目４５番１外 マルナカ マルナカ 2002年11月27日 2003年7月28日 16,433

四国 香川県 コジマＮＥＷ高松店 高松市上福岡町2021-1外 コジマ コジマ 2002年12月25日 2003年8月26日 2,500

四国 愛媛県
ファッションセンターしまむら新
居浜店 新居浜市江口町18番地28外 しまむら しまむら 2002年6月13日 2003年2月14日 1,207

四国 愛媛県 ヴェスタ川之江店 川之江市川之江町1920番地1 フジ フジ 2002年8月29日 2003年3月1日 1,431

四国 愛媛県 パルティ・フジ北斎院 松山市北斎院町698番１ フジ フジ 2002年9月19日 2003年4月1日 3,035

四国 愛媛県 マルナカ今治駅前店 今治市大正町1丁目2-3 マルナカ マルナカ 2002年10月8日 2003年6月9日 1,702

四国 愛媛県 フレッシュバリュー大洲店 大洲市若宮字ソウサン504番地 ママイ ママイ 2002年11月8日 2003年7月9日 1,433

四国 愛媛県 フレッシュバリュー今治本町店 今治市本町６－782－１ ママイ ママイ 2002年12月13日 2003年8月17日 1,351

四国 愛媛県
洋服の青山　ダイソー＆アオヤ
マ100円プラザ松山衣山店 松山市美沢1-676-1 青山商事 青山商事 青五 2003年2月27日 2003年10月28日 1,452

四国 高知県
ファッションセンターしまむら中
村店 中村市具同字八反田３１９０－１外 しまむら しまむら 2002年8月13日 2003年4月14日 1,219

四国 高知県 マルナカ室戸店 室戸市室津字ハサマロ2230番１外 マルナカ マルナカ 2002年12月27日 2003年8月28日 5,187

四国 高知県 マルナカ中土佐店 高岡郡中土佐町久礼６６１９－３外 マルナカ マルナカ 2003年3月31日 2003年12月1日 1,248

九州 福岡県 アスタラビスタ八女インター店 筑後市長浜字土居の内７５－１ ビッグ ビッグ 4 2002年4月12日 2002年12月12日 1,782

九州 福岡県 グッデイ八女店 八女市大字納楚６８８番　外 嘉穂無線 嘉穂無線 2002年6月17日 2003年2月18日 2,972

九州 福岡県
ナフコＴＷＯ-ＯＮＥ　ＳＴＹＬＥ　ト
リアス久山店

粕屋郡久山町大字山田１２０１－１
外

中央三井信託銀
行 ナフコ 2002年6月26日 2003年2月27日 7,305

九州 福岡県 久留米ファッションモール 久留米市東櫛原町５１２－１　外 しまむら しまむら 1 2002年8月21日 2003年6月20日 4,315

九州 福岡県
ヤマダ電機テックランド大牟田
店 大牟田市大字手鎌字新川１００４ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年1月24日 2003年9月25日 2,352

九州 福岡県
（仮称）マックスバリュー筑紫野
店 筑紫野市塔原東５－１１－５

ダイヤモンドリー
ス

西九州ウェル
マート 2003年1月30日 2003年10月1日 1,220 ×

九州 福岡県
（仮称）ダイヤモンドシティ福岡
かすやショッピングセンター

糟屋郡粕屋町大字酒殿字老の木１
９２－１　外

ダイヤモンドシ
ティ 九州ジャスコ 2003年2月24日 2004年6月1日 66,569 ×

九州 福岡県
スーパードラッグコスモス福間
店 福津市手光南１－２０９２－２ コスモス薬品 コスモス薬品 2003年2月28日 2003年7月1日 1,989

九州 福岡県
吉原町地区第一種市街地再開
発事業 飯塚市吉原町６－５５５ 丸和 7 丸和 1 2003年3月26日 2003年11月28日 8,423

九州 福岡県
洋服の青山新福岡新宮店・青
五福岡新宮店 糟屋郡新宮町大字原上１５９７－１ 井上駿三 青山商事 1 2003年3月31日 2003年12月1日 1,608

九州 佐賀県 まいづる９ＦＣ西唐津店 唐津市藤崎通り６８８０－１　外 まいづる百貨店 三親 2002年8月6日 2003年4月6日 1,163

九州 佐賀県 グッデイ唐津店 唐津市二夕子３－１５５－１ 嘉穂無線 嘉穂無線 2002年11月26日 2003年7月27日 4,651

九州 長崎県 ホームプラザナフコ東諌早店 諫早市宗方町２０５－１　外 ナフコ ナフコ 2002年7月1日 2003年3月2日 7,123

九州 長崎県 エレナ相浦店 佐世保市川下町１９４－１　外１６筆 中村ストアー
ながさき西
海農協 中村ストアー 3 2002年7月18日 2003年4月15日 2,188

九州 長崎県 ザ．フレッシュ六鳴館本店 南高来郡布津町乙１９９５　外 丸栄商事 丸栄商事 2002年10月17日 2003年6月18日 1,292





九州 長崎県 コジマＮＥＷ長崎店
西彼杵郡時津町元村郷字１１９１－
１　外 コジマ コジマ 2002年10月24日 2003年6月25日 3,000

九州 長崎県
ライフベース美津島店・ミドリ薬
品対馬店 対馬市美津島町鷄知乙５２０－１５ 対馬住宅設備 対馬住宅設備 1 2002年10月31日 2003年7月1日 2,486

九州 長崎県 ララ幸町店 諫早市幸町２３８　外 ララコープ ララコープ 2002年12月27日 2003年8月28日 1,673

九州 長崎県 ホームプラザナフコ南長崎店 長崎市竿浦町８９０－１　外 ナフコ ナフコ 2003年2月28日 2003年11月1日 6,798

九州 長崎県 デオデオ佐世保店 佐世保市日宇町２８８５ー７ デオデオ デオデオ 2003年3月28日 2003年12月5日 2,471

九州 熊本県
スーパードラッグコスモス人吉
店 人吉市中林町字広鶴1898-1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2002年11月11日 2003年7月12日 1,793

九州 熊本県
ファッションセンターしまむら長
洲店 玉名郡長洲町長洲2635-5 しまむら しまむら 2002年12月9日 2003年8月10日 1,332

九州 熊本県 九州テックランド天草店
本渡市亀場町大字食場宮ノ本722
ほか 正一電気 正一電気 2002年12月20日 2003年8月21日 2,302

九州 熊本県
スーパードラッグコスモス阿蘇
店 阿蘇市西町字西瀬戸口849-1 ダイワロイヤル コスモス薬品 2003年1月9日 2003年9月10日 1,698

九州 熊本県
スーパードラッグコスモス水俣
店 水俣市小津奈木町字大丸472-1 ダイワロイヤル コスモス薬品 2003年1月20日 2003年9月21日 1,680

九州 大分県 コジマNEW大分店 大分市高城西町４０９－１ コジマ コジマ 2002年5月23日 2003年1月23日 2,738

九州 大分県 ホームワイド新川店 大分市新川２－１２８１　外 イオン九州 イオン九州 2002年7月15日 2003年3月17日 4,397

九州 大分県 ハンズマンわさだ店 大分市大字市字池田３８６－１　外 ハンズマン ハンズマン 2002年9月3日 2003年9月1日 9,900

九州 大分県
ファッションセンターしまむら宇
佐店

宇佐市大字上田字寺ノ前１９２－２
外 しまむら しまむら 2003年2月26日 2003年12月26日 1,238

九州 大分県
スーパードラッグコスモス豊後
高田店

豊後高田市大字高田字古浜２２５２
－１　外 ダイワロイヤル コスモス薬品 2003年3月17日 2003年11月17日 1,718

九州 大分県 ウエストタウン大分店 大分市大字賀来字井ノ口６３７　外 イオン九州
マックスバ
リュ九州 イオン九州

マックスバリュ九
州 ○ 2003年3月25日 2003年11月26日 11,650

九州 宮崎県 ザ・ダイソー都城南店 都城市下長飯町２４７　外 大創産業 大創産業 2002年4月30日 2002年11月20日 1,552

九州 宮崎県 都城ショッピングセンター 都城市千町４３５１－２　外 イオン九州 トーア イオン九州 永野 3 2002年4月30日 2002年12月1日 11,345

九州 宮崎県 コープみやざき薫る坂店
宮崎市大字恒久字鳥ノ巣６１７３－
６４ コープみやざき コープみやざき 2002年7月19日 2003年3月20日 1,857

九州 宮崎県 ホームプラザナフコ小林店
小林市大字堤字亀尾原３０８９－１
外 ナフコ ナフコ 2002年11月26日 2003年7月27日 4,978

九州 宮崎県 タイヨー桜町店 宮崎市花ヶ島町桜町１４２９－１　外 タイヨー タイヨー 2003年1月29日 2003年11月1日 4,455

九州 宮崎県
フェニックスガーデンうきのじょ
う 宮崎市柳丸町１５０　外 東京リース ゲオ

マックスバリュ九
州 7 2003年3月19日 2003年12月1日 7,266

九州 宮崎県 デオデオ都城店 都城市上東町３４４０－１　外 デオデオ デオデオ 2003年3月31日 2003年12月5日 2,345

九州 鹿児島県 マイコープタウン出水 出水市上知識町８５０ コープかごしま コープかごしま 2 2002年11月12日 2003年7月13日 3,155

九州 鹿児島県
ファッションセンターしまむら枕
崎店 枕崎市寿町４４６ しまむら しまむら 2003年2月6日 2003年10月7日 1,297

九州 福岡市 コジマＮＥＷ福岡西店 福岡市西区橋本１－１２－３ コジマ コジマ 2002年6月4日 2003年4月18日 3,546

九州 福岡市 呉服町ビジネスセンター 福岡市博多区上呉服町１０－１０ 住友信託銀行 西友 セガミメディクス 2 2002年8月30日 2003年10月31日 3,612

九州 福岡市 サニー松崎店 福岡市東区舞松原２－６－１ 西友 西友 2002年11月20日 2003年7月21日 1,123

九州 福岡市
イオン香椎浜ショッピングセン
ター 福岡市東区香椎浜３－１２－１

三菱UFJ信託銀
行 イオン九州 64 2003年1月31日 2003年10月22日 34,460

九州 福岡市
薬院大通りセンタービル商業施
設 福岡市中央区薬院４－３３　外

独立行政法人都
市再生機構九州 イーマート 1 2003年2月26日 2005年3月25日 1,789





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

ダイエー
福岡地所 ダイエー 98 2002年4月26日 2003年4月10日 28,492

九州 北九州市 ホームプラザナフコ西若松店
北九州市若松区花野路一丁目１０
番１号 ナフコ ナフコ 2002年9月20日 2003年5月25日 5,293

九州 北九州市 コジマＮＥＷ小倉東インター店
北九州市小倉南区上葛原二丁目１
８番１号 コジマ コジマ 2002年12月25日 2003年8月26日 3,500

九州 北九州市 ベスト電器八幡本店
北九州市八幡東区東田二丁目１番
地１０６ ベスト電器 ベスト電器 2003年2月25日 2003年10月31日 4,123 ×

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3丁目69-1ほか 南星 ミスターマックス レッドキャベツ ○ 2002年8月27日 2003年4月28日 9,218

九州 熊本市
ファッションセンターしまむら野
中店 熊本市西区野中3丁目612ほか しまむら しまむら 2003年2月7日 2003年10月8日 1,195

沖縄 沖縄県 サンエー西原シティ 西原町字嘉手苅130番地 新中糖産業 サンエー 2002年4月4日 2003年10月1日 22,614

沖縄 沖縄県 タウンプラザかねひで宮古店 平良市字西里973番地１
宮古グリーンセン
ター 金秀商事 2002年5月10日 2003年1月10日 2,441

沖縄 沖縄県 （仮称）イオンタウン石川Ａ 石川市字石川732番 琉球ジャスコ 琉球ジャスコ 2002年8月30日 2003年4月30日 1,537

沖縄 沖縄県 （仮称）イオンタウン石川Ｂ 石川市字石川734番の１ オーエスディー チヨダ 2002年8月30日 2003年4月30日 2,037

沖縄 沖縄県
（仮称）イオン南風原ショッピン
グセンター 南風原町字宮平264番地 琉球ジャスコ 琉球ジャスコ 2002年11月29日 2003年11月1日 23,588

沖縄 沖縄県
（仮称）イオン南風原ショッピン
グセンター　別棟店舗 南風原町字宮平299番地の１ 琉球ジャスコ 琉球ジャスコ 2002年11月29日 2003年11月1日 3,510

沖縄 沖縄県
（仮称）国際ショッピングセン
ター再開発ビル 那覇市牧志３丁目117番 リュウビック沖縄 未定 2003年2月25日 2004年9月1日 1,679

沖縄 沖縄県 （仮称）コープ新都心 那覇市おもろまち３丁目３番 コープおきなわ 2 コープおきなわ 2003年2月28日 2003年11月1日 6,899
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