
平成１５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
ツルハドラッグ上富良野旭町店・
ホーマックニコット上富良野店

上富良野町旭町４丁目２１２－９０、
１０８

ふらの農業協同組
合

ホーマック
ニコット ツルハ ホーマックニコット 2 2003年4月21日 2003年12月19日 2,330

北海道 北海道
スーパーアークス七飯サウス

七飯町大川２丁目７０－２
道南ラルズ 道南ラルズ サッポロドラッグ

ストアー 2003年4月22日 2003年12月23日 2,523

北海道 北海道 登別ショッピングセンター 登別市富岸町１丁目１番外 オリックス サンワドー
マックスバリュ北
海道 2 2003年5月8日 2004年1月9日 8,952

北海道 北海道
ファッションセンターしまむら伊達
店 伊達市松ヶ枝町３１番１外 しまむら しまむら 2003年5月12日 2004年1月31日 1,320

北海道 北海道
ファッションセンターしまむら昭和
店 釧路市昭和中央４丁目１０番７号 恒川商事 しまむら 2003年5月12日 2004年1月13日 1,309

北海道 北海道 滝川東町複合店 滝川市東町２丁目４４番８外 中道リース 道北アークス
ファーストリテイリ
ング 1 2003年5月20日 2004年1月21日 4,246

北海道 北海道 千歳ステーションプラザ
千歳市千代田町７丁目１３８５－１０
外 北海道空港 北海道空港 2003年5月30日 2004年4月1日 3,250

北海道 北海道
イオンモール旭川西(イオン旭川
西ショッピングセンター) 旭川市緑町２０丁目外 イオン北海道 イオン北海道 63 2003年6月2日 2004年4月3日 39,486

北海道 北海道 中園タウンショッピングセンター 釧路市中園町１０番１号外 福原 福原 2 2003年6月6日 2004年2月7日 1,674

北海道 北海道 フレスポ稚内 稚内市朝日２丁目２１８３－１９外 共栄グラベラーズ ゲオイエス ヤマダ電機 2 2003年6月9日 2004年2月10日 2,242

北海道 北海道 留辺蘂ショッピングセンター 留辺蘂町字旭９７－１外 道東ラルズ
ホーマック
ニコット 道東ラルズ ホーマックニコット 2003年6月26日 2004年2月27日 2,499

北海道 北海道 第２マルカツビル 函館市本町９番地１０、１１ 魚長食品 魚長食品 2003年6月27日 2004年2月28日 2,818

北海道 北海道 100満ボルト北見本店 北見市三輪３７１番９外 サンキュー サンキュー 2 2003年7月14日 2004年3月14日 3,518

北海道 北海道
ファッションセンターしまむら札内
店 幕別町札内新北町４２番１５ しまむら しまむら 2003年7月14日 2004年3月15日 1,301

北海道 北海道 シティ紋別ショッピングセンター 紋別市落石町２丁目４－５外 北雄ラッキー 3 北雄ラッキー ツルハ
DCMホー
マック外4 2003年7月31日 2004年4月1日 9,622

北海道 北海道 ホーマックニコット羅臼店 羅臼町知昭町２２１－１ノ内 ホーマックニコット ホーマックニコット 2003年7月31日 2004年4月1日 1,399

北海道 北海道 ヤマダ電機テックランド苫小牧店 苫小牧市永福町１－２－１ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年8月13日 2004年4月14日 2,330

北海道 北海道 根室マルシェ・デ・キッチン 根室市大正町１丁目３２番ほか マルコシ・シーガル あべ商会
マルコシ・シーガ
ル

サッポロドラッグ
ストアー 2003年9月3日 2004年5月4日 2,537

北海道 北海道
ファッションセンターしまむら名寄
店 名寄市豊栄１０８番２ しまむら しまむら 2003年9月22日 2004年5月23日 1,318

北海道 北海道 愛国東ショッピングセンター 釧路市愛国東１丁目10番１号外 福原 福原 2003年10月6日 2004年6月7日 2,302

北海道 北海道 宮前ショッピングセンター
旭川市宮前１条３丁目４番地、５番
地

北海道ジェイ・アー
ル都市開発

マックスバリュ北
海道 ツルハ 1 2003年10月6日 2004年6月7日 6,330

北海道 北海道 室蘭ビル
室蘭市入江町街区番号１２番符号１
号 太陽流通

志賀綜合食料品
店 2003年11月26日 2004年7月27日 1,728

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 栗山ショッピングセンター 栗山町朝日４丁目３１－１外
マックスバリュ北海
道

マックスバリュ北
海道 2 2003年12月2日 2004年8月6日 3,596

北海道 北海道 イエローグローブ森店 森町字森川町２２８－４５外 テーオー小笠原 テーオー小笠原 ホクレン商事 2003年12月5日 2004年8月6日 5,333

北海道 北海道 ホーマックニコット天塩店
天塩町新地通１０丁目１４６６－１９
６ ホーマックニコット ホーマックニコット 2004年1月16日 2004年9月17日 1,416

北海道 北海道 ヤマダ電機テックランド帯広店 帯広市西１３条北１丁目１番３２外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年1月16日 2004年9月17日 2,736

北海道 北海道 ヤマダ電機テックランド釧路店
釧路市昭和中央３丁目４１番１４８
外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年2月6日 2004年10月7日 2,653

北海道 北海道 BUBU北見店 北見市三輪8丁目2番地10 ヤマダ電機 MID北海道 2004年2月12日 2004年10月13日 2,489

北海道 北海道 パルウｵーク 北見市光西町１８２番１外 パルウｵーク パルウｵーク 1 2004年2月27日 2004年10月28日 2,010

北海道 北海道 イオンモール苫小牧 苫小牧市柳町３丁目８番182外 三菱ＵＦＪ信託銀行 イオン北海道 64 2004年3月8日 2005年3月1日 42,585

北海道 北海道 イオン岩見沢店 岩見沢市大和４条８丁目１５番１外 イオン北海道 イオン北海道 23 2004年3月30日 2004年12月1日 18,500

北海道 札幌市 新琴似1-13ショッピングセンター
札幌市北区新琴似1条13丁目128番
1外 中道リース 1 西松屋チェーン つり具天狗屋 1 2003年4月18日 2003年12月18日 1,301

北海道 札幌市 東光ストア豊平店別館
札幌市豊平区豊平7条8丁目70番12
号外 東光ストア 東光ストア 2003年5月15日 2004年1月16日 2,919

北海道 札幌市 平岡ショッピングセンター 札幌市清田区平岡7条3丁目121-1 笛園 横浜ファーマシー
ドラックコーポ
レーション 2 2003年8月15日 2004年4月16日 3,120

北海道 札幌市 マックスバリュ北３２条店
札幌市北区北32条西13丁目157番
１ 日建通商

マックスバリュ北
海道 5 2003年10月31日 2004年7月1日 3,193

北海道 札幌市 ダイイチ八軒店
札幌市西区八軒10条東5丁目766番
2他 ダイイチ ダイイチ 2003年11月5日 2004年7月6日 2,196

北海道 札幌市 コーチャンフォーミュンヘン大橋店
札幌市豊平区中の島1条13丁目414
番1号外 リライアブル リライアブル 2003年12月19日 2004年8月20日 6,293

北海道 札幌市 （仮称）北野複合店舗
札幌市清田区北野6条2丁目241-3
外 ノースヒート

サッポロドラッグ
ストアー 西松屋チェーン 2004年2月12日 2004年10月13日 1,471

北海道 札幌市 札幌シャンテ 札幌市中央区南1条西1丁目 東宝
ブルックスブラ
ザーズジャパン 2 2004年2月12日 2004年12月1日 2,858

北海道 札幌市
スーパースポーツゼビオ札幌太
平店 札幌市北区太平6条2丁目 ゼビオ ゼビオ 2004年2月13日 2004年10月14日 3,979

東北 青森県 ジョイス三戸店
三戸郡三戸町大字川守田字沖中７
４－２外 ジョイス ジョイス 2003年4月1日 2003年12月2日 1,628

東北 青森県 薬王堂十和田元町店 十和田市元町西５丁目９７－１外 薬王堂 薬王堂 2003年4月7日 2003年12月8日 1,283

東北 青森県 マックスバリュむつ新町店 むつ市新町１２－１０外 マックスバリュ東北
マックスバリュ東
北 2003年4月17日 2003年12月18日 1,500

東北 青森県 マエダストア大湊バイパス店 むつ市文京町３２０－１外 マエダ マエダ 2003年5月20日 2004年1月20日 1,679

東北 青森県
洋服の青山　ダイソー＆アオヤマ
１００円プラザ弘前店

弘前市城東第５土地区画整理６３街
区９ー１０

大和情報サービス
株式会社

青山商事株式会
社 株式会社青五 2003年6月23日 2004年2月24日 1,475

東北 青森県 カブセンター神田店 弘前市大字神田３丁目２－８外 紅屋商事 紅屋商事 2003年8月5日 2004年4月6日 3,154

東北 青森県 マエダストア大間店
下北郡大間町大字大間字奥戸上町
１９－１外 マエダ マエダ 2003年8月22日 2004年4月23日 1,593

東北 青森県 マックスバリュおおわに店
南津軽郡大鰐町大字大鰐字前田２
７外 マックスバリュ東北

マックスバリュ東
北 2003年11月21日 2004年7月22日 1,850

東北 青森県 ユニバース三戸八日町店 三戸郡三戸町大字八日町１２番２外 金五合資会社 ユニバース 2004年1月15日 2004年9月16日 1,193

東北 青森県 県庁生協つくだ店 青森市中佃２丁目１９番２３
青森県民生活協同
組合

青森県庁消費生
活協同組合 5 2004年1月27日 2004年9月28日 1,799





東北 青森県 ＭＡＸデンコードー弘前店 弘前市大字高田２丁目１番１号 電功堂 電功堂 2004年3月4日 2004年11月5日 4,463

東北 青森県 ニトリ弘前店 弘前市大字末広２丁目１－４外 ニトリ ニトリ 2004年3月4日 2004年11月11日 6,943

東北 青森県 ホーマックニコット大畑店 むつ市大畑町中島８０－２ ホーマックニコット ホーマックニコット 2004年3月8日 2004年11月9日 1,336

東北 青森県 ケーズデンキ十和田パワフル館 十和田市元町東３－６０－１４外 東北ケーズデンキ
東北ケーズデン
キ 2004年3月19日 2004年9月28日 1,799

東北 青森県 アクロスプラザ十和田南 十和田市東五番町１３９－１ 三菱ＵＦＪリース ユニバース 3 2004年3月24日 2004年11月25日 2,400

東北 青森県 ケーズデンキ五所川原
五所川原市大字唐笠柳字藤巻５４６
－１他 ダイワロイヤル ダイワロイヤル 2004年3月24日 2004年11月25日 2,640

東北 岩手県 ケーズデンキ釜石パワフル館 釜石市鈴子町35-1外 デンコードー デンコードー 2003年4月16日 2003年10月25日 2,310

東北 岩手県 ケーズデンキ奥州水沢本店
奥州市水沢区佐倉河字川原田120
番地ほか デンコードー デンコードー 2003年5月14日 2004年4月1日 4,281

東北 岩手県 上盛岡ショッピングプラザ 盛岡市北山1丁目212番地1 金田一キミ 1
スーパーマーケッ
トマルイチ 2003年6月12日 2004年4月1日 2,654

東北 岩手県 ゲーム倉庫盛岡店
盛岡市南新都市土地区画整理事業
地内83-9 ヤマダ電機 ドラゴンキューブ 2003年7月30日 2004年4月9日 3,322

東北 岩手県 ユニバース盛南店 盛岡市下太田字杉田47番地ほか ユニバース ユニバース 2003年9月8日 2004年6月25日 1,829 ×

東北 岩手県 雫石ショッピングモール 岩手郡雫石町千刈田94番2ほか ジョイス 2 ジョイス ツルハ コメリ 2003年11月12日 2004年7月13日 3,081

東北 岩手県 イオン金ヶ崎ショッピングセンター
胆沢郡金ケ崎町三ヶ尻字上渋川65
番地1ほか イオンリテール

イオンスーパーセ
ンター 5 2003年11月28日 2004年7月29日 16,454

東北 岩手県 AQUTE MARKETPLACE
遠野市松崎町白岩字地森6番地3ほ
か みずかみ みずかみ 2003年12月1日 2004年8月1日 3,161

東北 岩手県 マックスバリュ盛岡津志田店 盛岡市津志田南一丁目12番50号 東芝不動産 イオンリテール 2004年1月16日 2004年9月17日 2,045

東北 岩手県 一戸ショッピングセンター 二戸郡一戸町一戸字砂森105-4外

協同組合一戸
ショッピングセン
ター 2 ジョイス 菅文 11 2004年1月28日 2004年11月5日 4,649

東北 岩手県 ジョイス東安庭店 盛岡市東安庭1-17-1外 ジョイス ジョイス 2004年1月29日 2004年9月30日 2,100

東北 岩手県 薬王堂盛岡青山店 盛岡市青山一丁目153-1外 イワベニ 薬王堂 2004年2月18日 2004年10月20日 1,329

東北 岩手県 ロックタウン北上 北上市里分4地割17-2外 マックスバリュ東北 2
マックスバリュ東
北 サンデー 5 2004年2月20日 2004年10月21日 9,596

東北 岩手県 スーパードラッグアサヒ久慈店 久慈市長内町30地割59外 横浜ファーマシー 横浜ファーマシー 2004年2月20日 2004年10月21日 1,780

東北 岩手県 (仮称）一関ショッピングセンター 一関市狐禅寺字石ノ瀬95-1ほか イオン イオン 2004年3月25日 2004年11月26日 13,364 ×

東北 岩手県 盛南ショッピングプラザ
盛岡市盛岡南新都市土地区画整理
事業施行地区内8街区5ほか ベルプラス ベルプラス 2004年3月29日 2004年12月3日 3,184

東北 宮城県 ヤマザワ愛島店
名取市愛島東部第一土地区画整理
事業地内66街区 鶴見屋商店 ヤマザワ ヤマザワ薬品 2003年6月5日 2004年2月6日 2,809

東北 宮城県 株式会社カワチ薬品大河原店
柴田郡大河原町金ヶ瀬字広表35
外 カワチ薬品 カワチ薬品 2003年6月27日 2004年2月28日 2,838

東北 宮城県 デイリーポート新鮮館佐沼店 登米郡迫町佐沼字大網1番　外 マルニ マルニ 2003年9月19日 2004年5月20日 2,273

東北 宮城県 みやぎ生活協同組合名取西店 名取市手倉田字八幡６１３番３　外 みやぎ生協 みやぎ生協 2 2003年10月23日 2004年6月24日 2,100

東北 宮城県 ヤマダ電機テックランド古川店 古川市古川字青塚71-2　外 菅原精米工業 ヤマダ電機 1 2003年11月13日 2004年7月13日 2,019

東北 宮城県 さくらショッピングセンター(Ａ棟) 柴田郡大河原町金ヶ瀬新町尻77番 福重企画 みやぎ生協 2 2003年12月5日 2004年8月6日 2,119





東北 宮城県 さくらショッピングセンター(Ｂ棟他)
柴田郡大河原町広表土地区画整理
事業地内21街区2　外 福重企画 ケーヨー

ファーストリテイリ
ング おおつか 2003年12月5日 2004年8月6日 6,590

東北 宮城県 マックスバリュ多賀城鶴ヶ谷店 多賀城市鶴ヶ谷一丁目20-1 イオンリテール イオンリテール 2003年12月19日 2004年8月25日 2,612

東北 宮城県 (仮称)ファッションモール名取 名取市飯野坂字南沖5番1号 松井建設 しまむら アベイル 2004年1月23日 2004年9月24日 2,033

東北 宮城県 薬王堂岩出山店
玉造郡岩出山町下野目字新雨沼21
外 薬王堂 薬王堂 2004年1月27日 2004年9月28日 1,455

東北 宮城県 Ｎ１
黒川郡富谷町成田一丁目6番1号、
6番8号 ヤマザワ

佐藤園芸、
アスク
ウォーク ヤマザワ 佐藤園芸

ヤマザワ薬
品、アスク
ウォーク 2004年2月6日 2004年10月7日 4,617

東北 宮城県 白石片倉館 白石市大手町1番8号 片倉工業 ヨークベニマル ツルハ 2004年2月19日 2004年10月29日 2,875

東北 宮城県 ダイユーエイト白石店 白石市福岡深谷字青木72番　外 ダイユーエイト ダイユーエイト 2004年2月27日 2004年10月28日 4,694

東北 秋田県 マックスバリュ港北店 秋田市土崎港北１丁目６番２５号 マックスバリュ東北 大和リース
マックスバリュ東
北 2 2003年6月17日 2004年2月18日 2,278

東北 秋田県 ＭＡＸデンコードー秋田店 秋田市八橋南１丁目５２番１５号外 デンコードー デンコードー 2003年6月17日 2003年12月5日 6,942

東北 秋田県 茨島ショッピングプラザ 秋田市茨島１丁目１２番１号外 秋田林産 ゼビオ 1 2003年9月26日 2004年5月27日 4,827

東北 秋田県 ビックフレック横手店 横手市横手町字大関越１２５番地外 中央市場 中央市場 2003年10月7日 2004年6月8日 2,262

東北 秋田県 いとく花輪駅前店 鹿角市花輪字上中島９２番地外 伊徳 伊徳 2003年12月25日 2004年8月25日 1,573

東北 秋田県 イオン本荘ショッピングセンター 由利本荘市石脇字田尻１外 イオン イオン 2004年1月9日 2004年9月10日 14,288

東北 秋田県
ホームセンターヤマキ秋田卸町
店資材館 秋田市卸町１丁目９３番１号 ヤマキ ヤマキ 2004年1月20日 2004年9月21日 2,446

東北 秋田県 グランマート手形店 秋田市手形休下町１０２番地３外 オリックス タカヤナギ 1 2004年1月23日 2004年9月30日 1,944

東北 秋田県 マックスバリュ矢島店 由利郡矢島町元町字間木１２３番地 マックスバリュ東北
マックスバリュ東
北 2004年3月12日 2004年11月13日 1,894

東北 秋田県 マックスバリュ河辺店
河辺郡河辺町和田字北条ヶ崎１４
番地８ マックスバリュ東北

マックスバリュ東
北 2004年3月12日 2004年11月13日 1,489

東北 山形県 ヤマザワ相生町店 米沢市相生町１７７３番３外 ヤマザワ
エイアンド
シー ヤマザワ エイアンドシー ○ 2003年4月21日 2003年12月22日 2,328

東北 山形県
ヤマダ電機テックランド山形酒田
店 酒田市日の出町一丁目１番地１ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年6月6日 2004年2月7日 1,711

東北 山形県 徳町ショッピングセンター 米沢市徳町４４０番１外 福田道路 ヤマダ電機 しまむら 2 2003年9月4日 2004年5月5日 4,918

東北 山形県 村山ショッピングプラザ
村山市大字楯岡字渋田５３８１番１
外 ヤマザワ

ダイユーエ
イト ヤマザワ ダイユーエイト ○ 2003年9月29日 2004年5月30日 5,823

東北 山形県 ラパス鶴岡中央店 鶴岡市大塚町１０番１０号 エスロード エスロード 2003年10月8日 2004年6月9日 1,276

東北 山形県 ヤマダ電機テックランド新庄店
新庄市五日町字上小月野１４００番
４外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年10月31日 2004年7月1日 1,656

東北 山形県 ヨークタウン河北
西村山郡河北町谷地ひな市通り東
26街区外 ヨークベニマル

ダイユーエ
イト ヨークベニマル ダイユーエイト ツルハ 2003年11月17日 2004年7月18日 6,661

東北 山形県 鶴岡ファッションモール 鶴岡市大字文下字広野３２番１号外 豊栄商事 しまむら アベイル 2003年11月28日 2004年7月29日 1,997

東北 山形県 こまつ書店寿町本店 山形市寿町１１０番５外 中野誠一 中野浩一 こまつ書店 2004年2月20日 2004年11月11日 1,405

東北 山形県 マックスバリュ高松店 寒河江市大字高松字西覚寺２７４外 マックスバリュ東北
マックスバリュ東
北 2004年3月29日 2004年11月30日 1,743

東北 福島県 ケーヨーデーツー郡山安積店 郡山市安積町笹川２丁目６－１外 ケーヨー ケーヨー 2003年4月22日 2003年12月23日 9,566





東北 福島県
浪江ショッピングセンター
ダイソー・ツルハ棟

双葉郡浪江町大字幾世橋字斎藤屋
敷５４番地外 ジャスト

白石ショッピング
センター 外１ 2003年7月28日 2004年3月29日 1,849

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 外２（未定） 2003年8月8日 2004年4月9日 6,750

東北 福島県 小原田ファッションモール 郡山市小原田２丁目４９４番外 しまむら しまむら 外１ 2003年9月19日 2004年5月20日 2,253

東北 福島県 原町ファッションモール 原町市北原字中谷地140外 しまむら しまむら 外１ 2003年10月29日 2004年6月30日 3,227 ×

東北 福島県
ヤマダ電機テックランド会津若松
店

会津若松市町北町大字荒久田字村
北110番１外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年10月29日 2004年6月30日 3,311

東北 福島県 ビバホーム棚倉店
東白川郡棚倉町大字棚倉字宮前26
番地外 トステムビバ トステムビバ 2003年10月31日 2004年6月30日 4,930 ×

東北 福島県 リオン･ドール門田店 会津若松市東年貢一丁目４４外 リオン・ドールビズ
リオン・ドールコー
ポレーション 2 2003年11月4日 2004年7月5日 2,061

東北 福島県 株式会社カワチ薬品須賀川東店 須賀川市南上町238番1外 カワチ薬品 カワチ薬品 2003年12月1日 2004年8月2日 2,486

東北 福島県 マルトＳＣ君ヶ塚
いわき市小名浜大原字北君ヶ塚165
番地外 マルト マルト 1 2003年12月26日 2004年9月8日 3,198

東北 福島県 ヨークタウン勿来 いわき市錦町江栗大町１８番地外 ヨークベニマル 中道リース ヨークベニマル ツルハ 2004年2月6日 2004年10月7日 3,686

東北 福島県 ダルマドラッグ福島笹谷店 福島市笹谷字出水上２外 芙蓉総合リース
マツモトキヨシ東
日本販売 セリア 2004年2月16日 2004年10月17日 1,334

東北 福島県 ヴィアフレスコ 原町市大字北原字本屋敷１８６外 キクチ キクチ デンコードー 4 2004年2月24日 2004年11月1日 8,604

東北 福島県 ヨークタウン野田 福島市野田町4丁目337番2外 三菱UFJリース 2 ヨークベニマル こんの
ツルハ　ほ
か２ 2004年3月22日 2004年11月23日 7,143

東北 福島県 いちい鏡石店 岩瀬郡鏡石町本町184 いちい いちい 2004年3月26日 2004年11月27日 1,880

東北 仙台市 みやぎ生活協同組合高森店 仙台市泉区野村字筒袖屋敷4-１ みやぎ生協 みやぎ生協 桜ヶ丘フラワー 2003年4月9日 2003年12月10日 1,840

東北 仙台市 泉松森ショッピングセンター 仙台市泉区松森字関場23-1　外 ＳＮＫ ニトリ 4 2003年6月13日 2004年2月15日 12,156

東北 仙台市 イオンタウン仙台郡山
仙台市太白区郡山八丁目604番
外 イオンタウン

マックスバリュ南
東北 ダルマ薬局 2003年6月30日 2004年3月1日 2,853

東北 仙台市 みやぎ生活協同組合新田東店 仙台市宮城野区新田東5-13-19
みやぎ生活協同組
合

みやぎ生活協同
組合 4 2003年8月8日 2004年4月22日 2,672

東北 仙台市 荒巻本沢複合商業施設
仙台市青葉区荒巻本沢一丁目303
番 エステート協栄 サトー商会 ツルハ 2003年8月27日 2004年4月28日 1,364

東北 仙台市 （仮称）ヨークベニマル遠見塚店 仙台市若林区遠見塚２－３－５ イーアイ ヨークベニマル 2003年9月25日 2004年7月20日 1,990

東北 仙台市 仙台ゆめタウン
仙台市宮城野区中野字曲田132
外 サン・プラニング カワチ薬品 3 2003年11月27日 2004年7月28日 6,935

東北 仙台市 鈎取ショッピングセンター
番1、203番2、203番3、203番4、203
番5、203番6、54番2、57番3、60番2 三菱ＵＦＪ信託銀行

イオンスーパーセ
ンター 10 2003年12月26日 2004年8月27日 18,322

東北 仙台市 kurax(クラックス） 仙台市青葉区一番町三丁目3番１ 三菱地所 ギャップジャパン 藤崎 5 2004年3月5日 2005年2月1日 3,000

東北 仙台市 カワチ薬品岩切店 仙台市宮城野区岩切分台 外 カワチ薬品 カワチ薬品 2004年3月24日 2004年11月25日 2,873

東北 仙台市 ヨークタウン新田東
仙台市宮城野区小鶴字羽黒32 番
地１ みずほ信託銀行 ヨークベニマル ツルハ 2 2004年3月25日 2004年11月26日 9,900

関東 茨城県 カスミ平須店 水戸市平須１８２８－２４４番地　外 カスミ カスミ 2003年4月28日 2003年12月29日 2,128

関東 茨城県 千代田ショッピングモール
新治郡千代田町大字下稲吉２６３３
－１　外

千代田エンジニア
リング 4 ケーヨー スーパーカドヤ 3 2003年5月13日 2004年1月13日 15,754

関東 茨城県 （仮称）カワチ薬品鮎川店 日立市鮎川町４丁目１　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2003年5月19日 2004年1月19日 2,886





関東 茨城県 （仮称）カスミひたち野牛久店
牛久市下根町字本郷道１５００番地
の２　外 カスミ カスミ ○ 2003年5月20日 2004年1月31日 3,147

関東 茨城県 ヤマダ電機テックランド下館店
下館市大字布川字田河内１２４９番
２１　他 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年6月19日 2004年2月20日 2,705

関東 茨城県
（仮称）つくばクレオスクエア
キュート つくば市吾妻1丁目６－１，４ 筑波新都市開発

未定（１０
４） 2003年6月25日 2005年4月1日 14,921

関東 茨城県 ワンダーグー友部店
西茨城郡友部町旭町字旭平３９４－
１　外 ブックランドカスミ ブックランドカスミ 2003年6月30日 2004年3月1日 1,781

関東 茨城県 姫子ファッションモール
水戸市姫子２丁目７０２－５　外

小林　淳 2 しまむら 2003年7月9日 2004年3月10日 2,053

関東 茨城県 ヤオコー藤代店
北相馬郡藤代町藤代駅南口土地区
画整理事業地内（３９街区） ヤオコー ヤオコー 未定（３） 2003年7月30日 2004年3月31日 5,302

関東 茨城県 ワンダーグー守谷店 守谷市松ヶ丘６丁目６－１
ワンダーコーポ
レーション

ワンダーコーポ
レーション 2003年7月31日 2004年4月1日 6,901

関東 茨城県 いばらきコープひたちなか店
ひたちなか市大字高場庚塚１６７３
番地１８　外 いばらきコープ いばらきコープ 3 未定（３） 2003年8月7日 2004年4月8日 2,263

関東 茨城県 （仮称）カワチ薬品藤代店
北相馬郡藤代町大字小浮気字本１
７５－１番地　他 カワチ薬品 カワチ薬品 2003年8月8日 2004年4月10日 2,578

関東 茨城県 サンキ小絹店インテリア館
筑波郡谷和原村大字小絹字茶畑１
４２９番　外 三喜 三喜 2003年9月12日 2004年6月1日 2,644

関東 茨城県 ワンダーグー那珂店 那珂郡那珂町字原前２４３１－１外 茨城交通
ワンダーコーポ
レーション 2003年9月16日 2004年5月17日 2,162

関東 茨城県 カスミ谷井田店
筑波郡伊奈町谷井田字南耕地１２４
４－１　他 つくば商業開発 カスミ 2003年9月22日 2004年7月1日 1,930

関東 茨城県 ヤマダ電機テックランド石岡店 石岡市東石岡１丁目３４６１番　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年10月14日 2004年6月15日 1,665

関東 茨城県
ヤマダ電機テックランドひたちな
か店 ひたちなか市稲田１４２６番１　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年10月15日 2004年6月16日 3,308

関東 茨城県 ワンダーグー常陸大宮店 那珂郡大宮町石沢１８０２　外 日榮産業
ワンダーコーポ
レーション 2003年10月17日 2004年6月18日 1,982

関東 茨城県 サンユーストアー中郷新店 北茨城市中郷町上桜井２８８４　他 サンユーストアー サンユーストアー 2003年11月19日 2004年7月20日 1,352

関東 茨城県 ヤマダ電機テックランド日立店 日立市滑川２丁目３２６番１　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年11月28日 2004年7月29日 2,650

関東 茨城県 （仮称）サンキ常陸大宮店 那珂郡大宮町上町９１９番地の５ 三喜 三喜 2003年12月3日 2004年8月4日 2,457

関東 茨城県
ファッションセンターしまむら岩井
店 岩井市大字岩井字諏訪前３４４５ しまむら しまむら 2003年12月17日 2004年8月18日 1,317

関東 茨城県 （仮称）コジマＮＥＷ日立南店 日立市森山町四丁目２４８　外 コジマ コジマ 2003年12月24日 2004年8月25日 3,101

関東 茨城県 （仮称）鉾田ショッピングセンター
鹿島郡鉾田町大字塔ヶ崎字古川１
０１７番地１　外

鉾田ショッピングセ
ンター カスミ 4 2004年1月26日 2004年9月30日 3,650

関東 茨城県
ファッションセンターしまむら若松
店 土浦市若松町３９６５－４　外

茨城三菱自動車販
売 しまむら 2004年1月28日 2004年9月29日 1,325

関東 茨城県 ワンダーグー総和店 猿島郡総和町東牛谷５０８－１他
ワンダーコーポ
レーション

ワンダーコーポ
レーション 2004年2月24日 2004年10月25日 2,025

関東 茨城県 ワンダーグー下館店 下館市大字菅谷１５１３番地　外
ワンダーコーポ
レーション

ワンダーコーポ
レーション 2004年3月5日 2004年11月6日 3,019

関東 茨城県 （仮称）谷田部ＳＣ つくば市上横場２３８０－２２　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 2004年3月8日 2004年11月9日 4,632

関東 栃木県 カルナかましん戸祭店 宇都宮市戸祭３丁目1113番地1 熊谷商事 かましん 外１ 2003年4月28日 2003年12月29日 1,168

関東 栃木県 カワチ薬品栃木インター店 栃木市箱森町920番地１外 カワチ薬品 カワチ薬品 2003年5月12日 2004年1月13日 2,589

栃木県 栃木県
カワチ薬品上三川インター店
仮称バースディインターパーク店

宇都宮市インターパーク六丁目五
番地３外 カワチ薬品 1 カワチ薬品 しまむら 2003年5月26日 2004年1月27日 3,327





関東 栃木県 ヤマダ電機テックランド小山店 小山市駅前東通り2丁目3番地1 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年6月2日 2004年2月3日 3,640

関東 栃木県 ニトリ宇都宮店 宇都宮市平出町字上野3562外 ニトリ ニトリ 2003年6月19日 2003年12月12日 6,687

関東 栃木県 ワンダーグー足利店 足利市朝倉町255番地1 住吉編繊
ワンダーコーポ
レーション 2003年6月26日 2004年2月27日 1,687

関東 栃木県 ベルモールSC 宇都宮市陽東６丁目２番１号外 ベルモール イトーヨーカ堂 86 2003年7月8日 2004年4月1日 42,000

関東 栃木県
ファッションセンターしまむら黒磯
店 黒磯市阿波町113-65 しまむら しまむら 2003年7月8日 2004年3月9日 1,333

関東 栃木県
スーパーセンターオータニ・ドラッ
グてらしま今市大沢店

今市市木和田島字小松原1567番4
号外 オータニ オータニ 寺島薬局 2003年7月24日 2004年3月25日 3,371

関東 栃木県 フジマート小山神鳥谷店 小山市神鳥谷1069番地外 渡辺　サヨ
フジタコーポレー
ション 2003年8月27日 2004年4月28日 1,213

関東 栃木県 ヨークベニマル簗瀬店
宇都宮市宇都宮城東土地区画整理
事業施行地区内８街区５画地外 東武運輸栃木 ヨークベニマル 1 2003年10月17日 2004年6月18日 3,099

関東 栃木県 ヤオコー足利大前店 足利市大前町字仲田665番地外 松島商事 ヤオコー 2 2003年10月23日 2004年6月24日 3,846

関東 栃木県 農家の店　カクヤス矢板店 矢板市乙畑字権現山1527-1外 カクヤス商販 カクヤス商販 2003年10月29日 2004年6月30日 1,891

関東 栃木県 カワチ薬品西川田店 宇都宮市西川田町字前田831番１ カワチ薬品 カワチ薬品 2003年10月31日 2004年7月1日 2,266

関東 栃木県 佐野ファッションモール 佐野市赤坂街９６１－１外 アベイル しまむら アベイル 2003年11月6日 2004年7月7日 2,081 ×

関東 栃木県 ヤマダ電機テックランド栃木店 栃木市箱森町689番外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年11月12日 2004年7月13日 2,376

関東 栃木県 カワチ薬品足利北店 足利市新参街２２３２番地外 カワチ薬品 カワチ薬品 2004年1月26日 2004年9月27日 2,791

関東 栃木県 小山羽川ショッピングモール
小山市大字喜沢字海道間647-10番
外 とりせん 1 とりせん 2 2004年2月20日 2004年10月21日 3,790

関東 栃木県

　
鹿沼店　（仮称）あぜみち鹿沼市
千渡店 鹿沼市千渡１７５４番地４外  カワチ薬品 2  カワチ薬品 5 2004年3月30日 2004年10月16日 2,134

関東 群馬県 ベルク美茂呂店 伊勢崎市字茂呂３７４６外 ベルク ベルク 2003年4月4日 2003年12月5日 2,589

関東 群馬県 ジョイ・マート　ユニー藤岡店 藤岡市藤岡４１６ ユニー ユニー 6 2003年6月23日 2004年2月24日 5,279

関東 群馬県 旭町ビル 高崎市旭町４４－２外 高崎倉庫 ギャップジャパン 1 2003年7月22日 2004年3月23日 1,296

関東 群馬県 安中ファッションモール 安中市岩井字五反田２４３１－１外 しまむら しまむら 1 2003年8月11日 2004年4月12日 2,245

関東 群馬県 ハイウェイオアシスららん藤岡 藤岡市中１０６０－５　外 藤岡市 1 藤岡商工会議所 4 2003年8月20日 2004年4月21日 1,274

関東 群馬県 サンキ安堀店 伊勢崎市安堀町２１８－１外 フレッセイ 三喜 2003年10月3日 2004年6月4日 2,303

関東 群馬県 ダイソー安堀店 伊勢崎市安堀町２１１－１外 フレッセイ 大創産業 2003年10月3日 2004年6月4日 1,374

関東 群馬県 フレッセイ若宮店 前橋市若宮町１－５－１外 上毛倉庫 1 フレッセイ 2003年11月14日 2004年7月16日 2,075

関東 群馬県 アイ・シー・エス藤岡店ピット１００ 藤岡市中３街区１６番地 アイ・シー･エス アイ・シー・エス 2003年12月12日 2004年8月13日 2,479

関東 群馬県 ベルク前橋大島店
前橋市都市計画事業松並木土地区
画整理事業３９街区外 ベルク ベルク 2003年12月12日 2004年8月13日 2,306

関東 群馬県 株式会社江原栄商店 太田市高林南町８２４－１外 江原栄商店 江原栄商店 2003年12月24日 2004年8月25日 1,263

関東 群馬県 ベルク高崎日光店 高崎市日光町９７番１号外 昭和高分子 ベルク 2003年12月24日 2004年8月25日 2,794





関東 群馬県
バースデイ安堀店・蔦屋書店安
堀店 伊勢崎市安堀町２０６－１外 フレッセイ しまむら 1 2003年12月25日 2004年8月26日 2,231

関東 群馬県 フレッセイ新保店 高崎市新保町３０８－１ フレッセイ フレッセイ 2003年12月25日 2004年8月26日 2,945

関東 群馬県 中之条ファッションモール 吾妻郡中之条町大字伊勢町１６－６ しまむら しまむら 1 2004年1月7日 2004年9月8日 2,221

関東 群馬県 Ｐａｓｅｏｓ高崎新保店 高崎市新保町６４街区３０－１外 田原屋 田原屋 2004年1月8日 2004年9月9日 1,421

関東 群馬県 Ｐａｓｅｏｓ高崎中居店 高崎市中居町１丁目７番地２外 田原屋 田原屋 2004年1月8日 2004年9月9日 1,475

関東 群馬県 コジマＮＥＷ伊勢崎店 伊勢崎市韮塚町１１８９－１外 コジマ コジマ 2004年2月13日 2004年10月14日 2,400

関東 群馬県 コジマＮＥＷ桐生店
新田郡笠懸町大字阿左美字上池内
１２９９外 コジマ コジマ 2004年2月13日 2004年10月14日 2,600

関東 群馬県 ベイシア電気吾妻店
吾妻郡吾妻町駅北土地区画整理事
業地内１８街区９５２番地外 プラグシティ プラグシティ 2004年2月23日 2004年10月24日 2,007

関東 群馬県 カワチ薬品伊勢崎西店
伊勢崎市連取町字中北河原１３０９
－１外 カワチ薬品 カワチ薬品 2004年3月8日 2004年11月9日 2,811

関東 群馬県 エキスポデジタルセンター太田店 太田市飯塚町１９３３－１外
ピーシーデポコー
ポレーション

ピーシーデポコー
ポレーション 2004年3月18日 2004年11月19日 3,985

関東 埼玉県 イオンタウン蕨 蕨市塚越５丁目１２０番地１　外 イオン イオン
イオンニューコム
事業部 7 2003年4月9日 2003年12月10日 5,723

関東 埼玉県 飯仲小前ファッションモール 川口市川口５丁目９６番ー１　外 いなげや しまむら 2003年4月11日 2003年12月12日 1,715

関東 埼玉県 サンドラッグ三芳店 入間郡三芳町大字藤久保２６３－３ みずほ信託銀行 サンドラッグ 2003年4月14日 2003年12月15日 1,200

関東 埼玉県 カインズホーム上里本庄店
児玉郡上里町大字神保原町字北稲
塚１８４５ カインズ カインズ 2003年4月25日 2003年12月26日 10,500

関東 埼玉県 ヤオコー川口朝日店
川口市朝日町２丁目１２８６番地１
外 山崎鋳鉄工業所 ヤオコー マツモトキヨシ 2003年4月28日 2003年12月29日 3,023

関東 埼玉県 Ｐａｓｅｏｓ上尾店 上尾市春日２丁目８３７－５ エイシン総業 田原屋 2003年5月6日 2004年1月7日 1,265

関東 埼玉県 ビバホーム東松山インター店 東松山市大字石橋１５８５ー１番　外 大田晃 トステムビバ 2003年5月30日 2004年1月31日 3,944

関東 埼玉県 サラトメビル 草加市瀬崎町１４１番地 第一石油 いなげや 未定 2003年6月23日 2004年2月24日 1,791

関東 埼玉県 テイワイビル 北本市中央３丁目４５番地 岡野哲夫 いなげや ウェルパーク 未定 2003年7月18日 2004年3月19日 3,205 ×

関東 埼玉県
ヤオコーつきのわ駅前店ケーヨー
デイツーつきのわ駅前店

比企郡滑川町東松山都市計画事業
月輪土地区画整理事業１３３街区
外 ヤオコー 1 ヤオコー ケーヨー しまむら 2003年7月30日 2004年3月31日 11,243

関東 埼玉県 テイワイビル 北本市中央３丁目４５　外 テイワイ いなげや ウェルパーク 未定 2003年8月15日 2004年4月16日 3,205

関東 埼玉県 若葉ウォーク 鶴ヶ島市富士見１丁目２番地　外 中央三井信託銀行 ヤオコー 未定 2003年9月18日 2004年6月30日 15,515

関東 埼玉県 ベルクス南越谷店
越谷市七左第一土地区画整理事業
地内七左２丁目４２街区２画地　外 アイ・ケイ企画 サンベルクス 2003年9月30日 2004年5月30日 1,611

関東 埼玉県 大川家具鶴ヶ島店
鶴ヶ島市南西部第一期土地区画整
理事業区域内１街区－１　外 大川 大川 2003年10月17日 2004年6月17日 6,894

関東 埼玉県 入間野田モール
入間市大字野田字山王塚８８９番地
外 ベルク ベルク 未定 2003年10月23日 2004年6月23日 5,474

関東 埼玉県 コピオ飯能新光店 飯能市新光１番１外 ロジコム スーパーアルプス マツモトキヨシ 2 2003年10月27日 2004年6月27日 5,552

関東 埼玉県 ケーヨーデイツー蓮田店 蓮田市蓮田８９番地１外 二新商事 ケーヨー 2003年10月27日 2004年6月28日 2,361

関東 埼玉県 カインズホーム蓮田店 蓮田市大字閏戸４１０６－１外 カインズ カインズ 2003年11月20日 2004年7月21日 5,355





関東 埼玉県 入間野田ファッションモール 入間市大字野田６３３－１ 横田広太郎 横田元子 しまむら アベイル 2003年11月25日 2004年7月26日 1,763

関東 埼玉県 マミーマート所沢店
所沢市大字山口字大六天８０８ー１
外 マミーマート マミーマート 2003年12月19日 2004年8月20日 6,636

関東 埼玉県 エルシーモール花園 深谷市荒川４４０
LCホールディング
ス ウエルシア関東 セリア 3 2004年1月6日 2004年9月7日 2,645

関東 埼玉県 ティアラ２１ 熊谷市筑波三丁目２０２番地
熊谷駅東地区市街
地再開発組合 澤田信三 未定 2004年2月6日 2004年10月7日 8,130

関東 埼玉県 日本フィルコン下藤沢ビル 入間市大字下藤沢東台１８８－１ 日本フィルコン スーパーアルプス ケーヨー 2004年2月24日 2004年10月25日 11,334
関東 埼玉県 ピアシティ南越谷 越谷市七左町二丁目144番地 カスミ カスミ 3 2004年2月24日 2004年10月25日 6,400

関東 埼玉県
（仮称）大井町ショッピングセン
ター

入間郡大井町鶴ヶ岡一丁目１７５番
地１　ほか トステムビバ トステムビバ 2004年3月15日 2004年11月15日 24,439

関東 埼玉県 コモディイイダ朝霞店 朝霞市本町１丁目１７８７番地１ 金子照雄 コモディイイダ 2004年3月29日 2004年12月1日 1,984

関東 埼玉県 ヤオコー所沢椿峰店
所沢市第二椿峰土地区画整理事業
区域内5-1街区(16)、ほか ヤオコー ヤオコー 2004年3月30日 2004年11月30日 1,767

関東 千葉県 イオン鎌ヶ谷ショッピングセンター
鎌ヶ谷市初富字林跡９２８番地１８０
５ほか イオン イオン 23 2003年4月7日 2003年12月8日 23,358

関東 千葉県
ランドロームフードマーケット東吉
田店 八街市東吉田字荒老818番12 外

ランドロームジャパ
ン

ランドロームジャ
パン 1 2003年5月1日 2004年1月8日 3,397

関東 千葉県 （仮称）コジマNEW船橋店 船橋市二和東216番42号 外 コジマ コジマ 2003年5月7日 2004年1月8日 2,600

関東 千葉県 イオンタウン野田七光台 野田市七光台４番２　ほか イオンタウン 3
ロイヤルホームセ
ンター 10 2003年6月10日 2004年4月23日 17,980

関東 千葉県
（仮称）八日市場ファッションモー
ル

匝瑳市八日市場イ字四反町６９５番
２　ほか しまむら しまむら 1 2003年6月17日 2004年2月18日 2,045

関東 千葉県 （仮称）館山マーケットプレイス 館山市湊竹ノ下188-1-24　ほか 尾張屋 尾張屋 3 2003年7月7日 2004年4月20日 4,688

関東 千葉県 フードプラザハヤシ片貝店
山武郡九十九里町片貝西５１１６番
地 ハヤシ ハヤシ 1 2003年7月7日 2004年3月10日 1,955

関東 千葉県 モラージュ柏 柏市大山台２丁目３番外 三菱UFJ信託銀行 ○
ロイヤルホームセ
ンター 53 2003年7月10日 2004年3月11日 25,243

関東 千葉県
ファッションセンターしまむら豊四
季店

柏市豊四季字富士見台６１－１２３
外 福住　幸助 しまむら 2003年8月1日 2004年6月2日 1,266

関東 千葉県 ニトリ松戸店 松戸市松戸字七畝割２３０１－１ 外 オリックス銀行 ニトリ 2003年8月6日 2004年4月9日 5,004

関東 千葉県
（仮称）カワチ薬品牧の原店・サン
キ千葉ニュータウン店 印西市草深字原１９９９－１ 外 カワチ薬品 1 三喜 1 2003年8月6日 2004年4月8日 5,919 ×

関東 千葉県 睦沢マーケットプレイス 長生郡睦沢町字上之郷２０３１ 外 ハヤシ ハヤシ 2 2003年8月7日 2004年4月8日 5,972

関東 千葉県 Paseos新茂原店 茂原市高師字高柳２２１８－１ 外 田原屋 田原屋 2003年8月8日 2004年4月9日 1,740

関東 千葉県 マックスバリュ習志野台店 船橋市習志野台５－３９ 外 イオン イオン 2003年8月11日 2004年4月12日 2,195

関東 千葉県 ミサキショッピングガーデン
いすみ市岬町井沢字台島１８５８－
１ 外 冨美 せんどう 4 2003年9月9日 2004年5月10日 4,394

関東 千葉県 UNICUS野田 野田市つつみ野一丁目1番地3ほか みずほ信託銀行 1 ヤオコー 6 2003年10月1日 2004年6月2日 6,029

関東 千葉県 ケーズデンキ成田本店
成田市土屋土地区画整理事業区域
内11街区2 外2

ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2003年10月7日 2004年6月8日 4,061

関東 千葉県 （仮称）マルエツ市川菅野店 市川市菅野4-1230-1 マルエツ マルエツ 2003年10月8日 2004年6月10日 1,216

関東 千葉県 四街道ショッピングプラザ 四街道市中央5番地 三井住友信託銀行 イトーヨーカ堂 21 2003年10月8日 2004年11月17日 21,000

関東 千葉県 三洋堂書店牛久店 市原市中字栗崎214番地 三洋堂書店 三洋堂書店 2003年11月7日 2004年7月10日 1,712





関東 千葉県
ワンダーグー茂原店・ホーマック
茂原店 茂原市木崎字小池2272番 外

ワンダーコーポ
レーション

ワンダーコーポ
レーション ホーマック 2003年11月7日 2004年7月8日 3,154

関東 千葉県 （仮称）せんどう東金プラザ 東金市家徳字油免251番1 外 せんどう せんどう 3 2003年11月7日 2004年7月8日 4,866

関東 千葉県 トウズ成東店 山武市本須加字留戸4576 外 トウズ トウズ 2003年11月7日 2004年7月8日 1,558

関東 千葉県 ビビット南船橋 船橋市浜町2-4-712 外 三井住友信託銀行 スーパーバリュー ○ 2003年11月7日 2004年12月1日 37,199

関東 千葉県

スポーツデポ・ゴルフ５千葉
ニュータウン店、カワチ薬品牧の
原店、サンキ千葉ニュータウン店 印西市草深字原1986番1 外 アルペン ほか アルペン ほか 2003年11月10日 2004年7月11日 5,802

関東 千葉県 （仮称）マミーマート柏・若葉町店 柏市若葉町728-4 外 大久保　明彦 マミーマート 2003年12月8日 2004年8月9日 2,118

関東 千葉県 （仮称）館山ファッションモール 館山市北条字釜沼374番外 しまむら 1 しまむら 1 2004年1月30日 2004年12月1日 4,310

関東 千葉県
ファッションセンターしまむら辰巳
台店 市原市辰巳台東1-3-3 しまむら しまむら 2004年2月4日 2004年12月5日 1,316

関東 千葉県 （仮称）ベイシア茂原店 茂原市腰当字東部田７番ほか ベイシア ベイシア 1 2004年2月4日 2004年10月7日 5,600

関東 千葉県 おどや丸山店 南房総市加茂字山詰2690-1ほか おどや おどや 2004年2月5日 2004年10月10日 1,178

関東 千葉県 おどや羽鳥野店
木更津市烏田特定土地区画整理事
業施行区域内70街区1画地 おどや おどや 2004年2月5日 2004年10月10日 2,549

関東 千葉県 システムランドビル 柏市柏１丁目822-13外 アエル タワーレコード 3 2004年2月9日 2004年10月30日 1,881

関東 千葉県 カインズホーム館山店 館山市高井字上畑作1771番ほか カインズ カインズ 2004年3月8日 2004年11月20日 10,400 ×

関東 千葉県 イオンタウン東習志野 習志野市東習志野６－２２１３－６ イオンタウン 12 イオン 12 2004年3月11日 2004年11月19日 6,970

関東 東京都 オーケー小茂根店
板橋区小茂根１丁目188番地1外1
筆 春栄商事 オーケー 2003年4月10日 2003年12月11日 1,310

関東 東京都 ベビーザらス瑞穂店
西多摩郡瑞穂町大字殿ヶ谷字榎向
中原729番2ほか4筆 裕コーポレーション 日本トイザらス 2003年4月18日 2003年12月19日 2,620

関東 東京都 カインズホーム青梅インター店 青梅市新町6丁目9番4ほか4筆 カインズ カインズ 2003年4月28日 2003年12月29日 12,629

関東 東京都 ベルク臨海店 江戸川区臨海町二丁目3番4ほか トーヨー･ソシエテ ベルク 2003年4月28日 2003年12月29日 1,878

関東 東京都 マミーマート青梅新町店 青梅市新町三丁目15番地 松永　明子 マミーマート ハックキミサワ 2003年5月2日 2004年1月3日 1,826

関東 東京都 いなげや練馬関町南ビル 練馬区関町南一丁目9番41号 いなげや いなげや ウェルパーク 2003年5月7日 2004年1月8日 2,383

関東 東京都 ＬａＬａテラス南千住
荒川区南千住四丁目346番49ほか1
筆 三井不動産 京成ストア ○ 2003年5月20日 2004年4月1日 7,435

関東 東京都 ベルク足立新田店 足立区新田三丁目19番21ほか ベルク ベルク 2003年5月21日 2004年1月22日 2,035

関東 東京都 ノジマＮＥＷ青梅店 青梅市今寺五丁目1番１外1筆 ノジマ ノジマ 2003年5月26日 2004年1月27日 2,157

関東 東京都 国領アーバンビル 調布市国領町八丁目2番64 ＩＹリアルエステート イトーヨーカ堂 17 2003年5月28日 2004年9月1日 10,360

関東 東京都 アトレ品川 港区港南２丁目10番28外3筆 東日本旅客鉄道
東京圏駅ビ
ル開発 未定 2003年5月30日 2004年3月1日 3,991

関東 東京都 京王北野西店舗 八王子市打越町２２７甲外14筆 京王電鉄
オートバックス武
蔵 2003年6月11日 2004年3月1日 1,875

関東 東京都 ビバホーム奥戸街道店 葛飾区奥戸二丁目1308番2ほか 米山鉄工 トステムビバ 2003年8月5日 2004年4月6日 1,980

関東 東京都 サミットストア西小岩店
江戸川区西小岩三丁目982番、983
番3 サミット サミット 2003年8月6日 2004年4月7日 1,921





関東 東京都 オートウェーブ町田店
町田市小山町字十八号2215外6
筆、十九号2223外4筆 ティーエス萩原 オートウェーブ 2003年8月26日 2004年4月27日 2,883

関東 東京都 いなげや板橋小豆沢店 板橋区小豆沢四丁目2番1ほか 東和エスエイ いなげや 2003年8月27日 2004年4月28日 1,800

関東 東京都 丸の内オアゾ 千代田区丸の内一丁目6番4号ほか 三菱地所 2 丸善 未定 2003年9月12日 2004年8月31日 9,752

関東 東京都 明治安田生命ビル街区 千代田区丸の内二丁目1番1号
明治生命保険相互
会社 ワールド 12 2003年9月12日 2004年5月12日 6,102

関東 東京都 ドン･キホーテ中野駅前店 中野区中野五丁目68番5号 ドン･キホーテ ドン・キホーテ 2003年9月26日 2004年5月27日 1,334

関東 東京都 二トリ府中店 府中市若松町二丁目24番1号外 ヤマジョウ ニトリ 2003年9月29日 2004年5月30日 5,884

関東 東京都 西東京バス日野旭が丘店舗 日野市旭ヶ丘三丁目6番地4外34筆 西東京バス ケーヨー 2003年10月16日 2004年6月17日 2,573

関東 東京都 ケーヨーデイツーあきる野店 あきる野市下代継48番地外9筆 パーク商事 ケーヨー 2003年10月22日 2004年6月23日 3,464

関東 東京都
調布市下石原3丁目土地利用計
画 調布市下石原三丁目11番地1 京王電鉄 京王ストア 2003年10月28日 2004年6月29日 2,119

関東 東京都 交詢ビルヂング 中央区銀座六丁目8番7号 交詢社
バーニーズジャパ
ン 4 2003年10月30日 2004年9月1日 5,590

関東 東京都 ＴＴＳ表参道ビル 渋谷区神宮前四丁目25番地22 ティティーエス開発 未定 2003年11月12日 2005年3月1日 2,800

関東 東京都 アサヒレインボースクエア 足立区小台一丁目6417番1外2筆 旭倉庫 ケーズデンキ 2003年11月13日 2004年7月14日 3,800

関東 東京都 コープとうきょう稲城若葉台店 稲城市若葉台三丁目10番 三井リース事業
生活協同組合
コープとうきょう 未定 2003年11月13日 2004年7月14日 2,100

関東 東京都 国領駅北地区市街地再開発 調布市国領町二丁目5番地15
国領駅北地区市街
地再開発組合 西友 8 2003年11月14日 2004年10月1日 2,186

関東 東京都 オーケー成城店
世田谷区成城三丁目1159番32外12
筆 オーケー オーケー 2003年12月4日 2004年8月6日 1,150

関東 東京都 グリーン・マルシェ 江東区青海二丁目C1街区 ヒューマン･エコ 未定 2003年12月9日 2004年8月10日 2,624

関東 東京都
府中駅南口第三地区第一種市街
地再開発事業施設建築物 府中市宮町一丁目50番地

府中駅南口第三地
区市街地再開発組
合 日本トイザらス 未定 2003年12月15日 2005年3月17日 5,830

関東 東京都 イトーヨーカドー大森店 大田区大森北二丁目13番2外6筆 イトーヨーカ堂 イトーヨーカ堂 未定 2003年12月25日 2004年11月17日 14,980

関東 東京都 エコス昭島中神店 昭島市中神町1380番地 エコス エコス 未定 2004年2月6日 2004年10月7日 2,506

関東 東京都 コープとうきょう新ひばりが丘店 西東京市谷戸町二丁目2938番12
生活協同組合コー
プとうきょう

生活協同組合
コープとうきょう 大創産業 1 2004年2月9日 2004年10月10日 3,527

関東 東京都 ヨドバシカメラ新宿東口 新宿区新宿三丁目26番7号 聚楽 ヨドバシカメラ 2004年2月10日 2004年10月11日 2,325

関東 東京都 クイーンズ伊勢丹杉並桃井店 杉並区桃井三丁目17番20 三井不動産 クイーンズ伊勢丹 2004年2月23日 2004年12月1日 2,249

関東 東京都 ＰＩＣＡＳＳＯ３４７ 渋谷区渋谷一丁目23番１ ビットファースト トゥモローランド 10 2004年3月8日 2004年11月1日 4,692

関東 東京都 コジマ池上店 大田区池上三丁目76番 コジマ コジマ 2004年3月11日 2004年11月12日 1,820

関東 東京都
(仮称）ベビーザらス町田多摩境
店 町田市小山町1617番地外4筆 ハギワラ総業 日本トイザらス 2004年3月16日 2004年11月17日 2,502

関東 東京都 新井ビル
西東京市芝久保町五丁目2242番外
9筆 新井商事 ニトリ 2004年3月18日 2004年11月19日 6,631

関東 東京都 五丁目開発ビル 大田区蒲田五丁目28番地の2 五丁目開発 オリンピック 2004年3月18日 2004年11月19日 1,400

関東 東京都 渋谷神南一丁目ビル 渋谷区神南一丁目36番1号ほか エヌエル神南開発 未定 2004年3月22日 2005年3月31日 3,329





関東 東京都 ホームズ葛西店 江戸川区東葛西九丁目947番地 島忠 島忠 2004年3月24日 2004年12月6日 29,764

関東 東京都 （仮称）ＧⅢプロジェクト 中央区銀座三丁目103番１外3筆 中埜産業 未定 2004年3月25日 2004年12月1日 2,049

関東 東京都 杉並善福寺土地利用計画 杉並区善福寺一丁目274番地 東京新宿青果 サミット コジマ 2004年3月29日 2004年11月30日 4,827

関東 東京都 イオン西東京田無店 西東京市芝久保町一丁目1450番外 三井不動産 イオン ○ 2004年3月31日 2004年11月26日 4,676

関東 神奈川県 ユニディ平塚店 平塚市久領堤1-2外 ユニリビング ユニリビング 2003年4月18日 2004年4月1日 9,953 ×

関東 神奈川県 ビーバープロ厚木店 厚木市戸田字沖61の1外 大貫寛蔵 ○ ビーバートザン 2003年6月12日 2004年2月13日 2,331

関東 神奈川県
スーパーオートバックス平塚田村
店 平塚市田村字七反地5,289の1

オートバックスセブ
ン

ＭＹコミュニケー
ションズ 2003年6月26日 2004年2月27日 1,397

関東 神奈川県 ザ・ダイソーつきみ野店 大和市つきみ野2-6の1 高下令明 大創産業 2003年7月9日 2004年3月10日 1,309

関東 神奈川県 ユニディ平塚店 平塚市久領堤1の2ほか ユニリビング ユニリビング 2003年7月30日 2004年4月1日 9,712

関東 神奈川県 コジマＮＥＷ座間店 座間市相模が丘1-37の1 コジマ コジマ 2003年10月23日 2004年6月24日 1,957

関東 神奈川県
クリエイトエス･ディー横須賀鴨居
店 横須賀市鴨居2－2,706の1 ほか

クリエイトエス・
ディー

クリエイトエス・
ディー 2004年1月21日 2004年9月30日 1,291

関東 神奈川県 ママの広場鴨居店 横須賀市鴨居2－2,704の6 ほか 浦賀生活協同組合
浦賀生活協同組
合 2004年1月22日 2004年9月23日 1,509

関東 神奈川県
ファッションセンターしまむら　湘
南台店 藤沢市石川6－18の55ほか しまむら しまむら 2004年2月17日 2004年10月18日 1,300

関東 神奈川県 ヨークマート大和中央店 大和市中央2－480の1 小島量為 ヨークマート 2004年2月18日 2004年10月27日 1,446

関東 神奈川県 西友平塚店 平塚市東中原1－114の2ほか 西友 西友 2004年2月19日 2005年3月31日 8,745

関東 神奈川県 コーナン鎌倉大船モール 鎌倉市岡本字耕地1,238の1ほか コーナン商事 コーナン商事
ライフコーポレー
ション 5 2004年3月22日 2004年12月1日 18,309

関東 神奈川県 京急ストア横須賀池上店 横須賀市池上7－4,134の4ほか 京急ストア 京急ストア 2 2004年3月26日 2004年11月30日 1,551

関東 新潟県

（仮称）朝日町中央地区第一種市
街地再開発事業第１街区  施設
建築物 新井市朝日町1丁目323番ー1外

朝日町中央地区市
街地再開発組合 さんらいず 11 2003年4月30日 2003年12月31日 2,209

関東 新潟県 ヤマヨタウン
村上市大字仲間町字菖蒲田252番
地外 ヤマヨ 真電 ラオックス真電 1 2003年6月25日 2004年2月26日 2,388

関東 新潟県 原信土橋店
上越市大字土橋字栗林1616番2
外 日成商事 原信 フジフォート 2003年8月11日 2004年4月12日 2,134

関東 新潟県
（仮称）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他 北越ケーズ 北越ケーズ 2003年10月10日 2004年6月11日 1,811

関東 新潟県
SUPER CENTER PLANT-5刈羽
店

刈羽郡刈羽村大字刈羽字大谷地
3889外 プラント プラント 2003年10月30日 2004年7月1日 16,945

関東 新潟県
（仮称）フレッシュマートツチダ三
条興野店 三条市興野１丁目115番1外 スーパーツチダ スーパーツチダ 2003年12月22日 2004年9月1日 1,915

関東 新潟県 ヤマダ電機テックランド新発田店
新発田市中曽根町一丁目2008番地
外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年12月26日 2004年8月27日 2,318

関東 新潟県 栃尾ショッピングセンター 栃尾市滝の下町82外 原信 原信 しまむら 2003年12月26日 2004年8月26日 2,717

関東 新潟県 リオン・ドール燕北店 燕市大字杣木字舘ノ越524外 小池
リオン・ドールコー
ポレーション 星光堂薬局 2004年2月20日 2004年10月21日 2,989

関東 長野県 アグリしののいＡ区画 長野市篠ノ井布施五明587ほか グリーン長野農協 グリーン長野農協 4 2003年5月21日 2004年3月1日 2,817

関東 長野県 アグリしののいＢ区画 長野市篠ノ井布施五明628ほか グリーン長野農協 モリキ 2003年5月21日 2004年3月1日 2,267





関東 長野県 株式会社カワチ薬品上田北店 上田市秋和姥石310-5ほか カワチ薬品 カワチ薬品 2003年5月23日 2004年1月24日 2,891

関東 長野県
ファッションセンターしまむら上郷
店 飯田市上郷飯沼3406-1ほか まるやま しまむら 2003年7月2日 2004年3月3日 1,250

関東 長野県 綿半ホームエイド檀田店
長野市檀田土地区画整理事業区域
内32-2-2ほか 綿半ホームエイド 綿半ホームエイド 2003年7月7日 2004年3月10日 2,769

関東 長野県 ケーヨーデイツー駒ヶ根店
駒ヶ根市南田市場土地区画整理事
業区域内40-6ほか ケーヨー ケーヨー 2003年8月15日 2004年4月16日 5,200

関東 長野県 アップルランドデリシア駒ヶ根店
駒ヶ根市南田市場土地区画整理事
業区域内43-7ほか アップルランド アップルランド 2003年8月15日 2004年4月16日 1,743

関東 長野県 ニシザワショッパーズ福岡食彩館 駒ヶ根市赤穂9276ほか ニシザワ ニシザワ 2003年8月18日 2004年4月18日 1,160

関東 長野県
ツルヤなぎさ店　エイデン松本店
ツタヤ北松本店 松本市渚1-30-2ほか エイデン 2 エイデン ツルヤ 1 2003年10月16日 2004年6月17日 6,606

関東 長野県
ファッションセンターしまむら箕輪
店 上伊那郡箕輪町897-2ほか しまむら しまむら 2004年1月22日 2004年9月23日 1,240

関東 長野県
ファッションセンターしまむら稲葉
店 長野市稲葉日詰沖1382ほか ツルガ しまむら 2004年2月3日 2004年10月4日 1,326

関東 長野県 ケーヨーデイツー松本寿店 松本市寿中1-1633ほか ケーヨー ケーヨー 2004年2月23日 2004年10月24日 4,488

関東 長野県 川中島御厨プラザ
長野市川中島町御厨堂町946-3ほ
か 太平堂 1 平安堂 3 2004年3月26日 2004年11月30日 1,889

関東 山梨県 BOOKS KATOH 富士吉田市上吉田３５１７－７ 加藤書店 加藤書店 2003年4月14日 2003年12月15日 1,251

関東 山梨県 ベイシア電器富士吉田店
富士吉田市上吉田字城山南１７５０
番 プラグシティ ベイシア 2003年6月13日 2004年2月14日 3,065

関東 山梨県 御坂マーケットタウン
笛吹市御坂町夏目原字カウド１１１
６番 セルバ セルバ 3 2003年7月16日 2004年3月17日 3,115

関東 山梨県 南アルプスビッグステージ 南アルプス市在家塚４７１番３ くろがねや くろがねや
マックスバリュ東
海 2 2003年7月31日 2004年4月1日 13,080

関東 山梨県 南アルプスガーデン
南アルプス市十五所字西原１４２３
番４ ダイワロイヤル

マックスバ
リュ東海

マックスバリュ東
海 大創産業 4 2003年8月5日 2004年4月20日 6,663

関東 山梨県 いちやまマート塩山店 塩山市下於曽字栗原田1620 いちやまマート いちやまマート 2003年8月20日 2004年4月21日 2,191

関東 山梨県 Ｊマート河口湖店

南都留郡富士河口湖町船津字南八
津４９１０番
及び富士吉田市新倉字流２７２９番 Ｊマート Ｊマート 2003年9月3日 2004年5月23日 7,748

関東 山梨県 フレスポ甲府東 甲府市和戸町字奈良原８１４番１ 大和工商リース アマノ 4 2003年9月19日 2004年5月20日 3,794

関東 山梨県 ニトリ甲府店 甲府市中小河原町３７番４号 ニトリ ニトリ 2003年12月26日 2004年8月27日 6,787

関東 山梨県 ウエルゾーン 甲府市徳行二丁目２８６－３番 山梨県家具工業 ノジマ
山梨イエローハッ
ト 2004年1月14日 2004年9月15日 4,149

関東 山梨県 プラスバリュー和戸店 甲府市和戸町字芝原５３９番 深澤商事 深澤商事 2004年2月9日 2004年10月11日 1,321

関東 山梨県 オギノ笛吹店Ａゾーン 笛吹市石和町広瀬字前田225番 オギノ オギノ 2004年3月9日 2004年11月10日 2,862

関東 山梨県 オギノ笛吹店Ｂゾーン 笛吹市石和町広瀬字前田235番 オギノ オギノ 2004年3月9日 2004年11月10日 1,137

関東 山梨県 ノジマ都留店 都留市田野倉字政所４６６番 ノジマ ノジマ 2004年3月10日 2004年11月11日 1,160

関東 山梨県 ケーヨーデイツー塩山店
塩山市大字下塩後字天神平９０８番
地 ケーヨー ケーヨー 2004年3月10日 2004年11月11日 5,915

関東 山梨県 オギノ都留店 都留市田原二丁目８７６番 オギノ オギノ 2004年3月18日 2004年11月19日 2,996

関東 静岡県 １００満ボルト新御殿場店 御殿場市川島田885-2外 芹沢良延 三石電化センター 2003年5月13日 2004年1月14日 3,193





関東 静岡県 キミサワ修善寺店 伊豆市修善寺66外 伊豆木器
CFSコーポレー
ション 2003年5月28日 2004年2月10日 1,255

関東 静岡県 マックスバリュ下田店 下田市西本郷1-6-26 マックスバリュ東海
マックスバリュ東
海 2003年6月11日 2004年2月12日 1,840

関東 静岡県 西友沼津店 沼津市大岡字原田1330-1外 西友 西友 2003年6月27日 2004年2月29日 7,899

関東 静岡県 ヤマダ電機テックランド富士宮店 富士宮市万野原新田字境松3278外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年12月22日 2004年9月1日 2,655 ×

関東 静岡県
しずてつストア岡部店･ウインダー
ランド岡部店

志太郡岡部町内谷字榎木田925-1
外 静岡鉄道 静鉄ストア 高田薬局 2004年3月31日 2004年12月1日 1,571

関東 静岡県 ザ・ダイソー藤枝緑町商業施設 藤枝市緑町1丁目2-8外 大創産業 アサヒ物産 大創産業 エーツー 2004年3月31日 2004年12月1日 2,860

関東 さいたま市 マミーマート岩槻店
さいたま市岩槻区本丸３丁目２６５
－９　外 マミーマート マミーマート 5 2003年4月15日 2003年12月16日 5,248

関東 さいたま市 ヤオコー大宮島町店
さいたま市見沼区島町東部土地区
画整理組合９街区１番、９街区９番

ピーアンドディコン
サルティング ヤオコー 2003年5月29日 2004年1月30日 1,531

関東 さいたま市 ベルク櫛引店 さいたま市北区櫛引２丁目８８　外 渋谷興産 ベルク 2003年5月30日 2004年1月31日 1,994

関東 さいたま市
ファッションセンターしまむら宮原
店

さいたま市北区宮原町１丁目２００
外 大谷幾代 しまむら 2003年6月27日 2004年2月28日 1,250

関東 さいたま市 ロヂャース大成店
さいたま市北区大成町４丁目２９８
番２ 北辰商事 北辰商事 2003年6月30日 2004年3月1日 4,883

関東 さいたま市 フードガーデン大宮佐知川店
さいたま市西区佐知川字粕田１－１
外 神田工務店

与野フードセン
ター 2003年7月24日 2004年3月25日 2,153

関東 さいたま市 ゴルフ５浦和店
さいたま市南区曲本１丁目１６番１
号 リョウコウ アルペン 2003年7月30日 2004年3月31日 1,243

関東 さいたま市 オザムバリュー吉野店
さいたま市北区吉野町１丁目３３６
番地３ スカイオフィス オザム 2003年12月26日 2004年8月27日 1,598

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１７０－１外 オリンピック オリンピック 2003年12月18日 2004年8月19日 5,252

関東 千葉市 (仮称）パウまくはり店
千葉市花見川区幕張町１丁目７７８
２－１ ケーアイシー ドン・キホーテ 2004年3月30日 2004年11月15日 1,632

関東 横浜市 コルモピア市ケ尾店 青葉区市ヶ尾町491番地1 シェルガーデン サミット・コルモ 2003年6月30日 2004年3月1日 1,132

関東 横浜市
（仮称）ホームセンターコーナン港
北ニュータウン店 都筑区北山田五丁目13番 コーナン商事 コーナン商事 2003年8月22日 2004年4月28日 7,132

関東 横浜市
コストコホールセール金沢シーサ
イド倉庫店 金沢区幸浦二丁目６番地

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 2003年11月25日 2004年10月1日 10,052

関東 横浜市 （仮称）ヨークマート北山田店 都筑区北山田五丁目17番5号 ヨークマート ヨークマート 2003年11月25日 2004年7月28日 1,554

関東 横浜市 らびすた新杉田 磯子区杉田一丁目2500番ほか 新杉田都市開発 スズキヤ ○ 2004年1月28日 2004年9月29日 3,980

関東 横浜市
（仮称）ケーヨーデイツー和泉町
店 泉区和泉町7315番８ 大和工商リース ケーヨー 2004年2月5日 2004年10月5日 2,358

関東 横浜市 （仮称）ＫＲＣ日向山ＳＣ計画 泉区上飯田町4702番1ほか 小島量為 相鉄ローゼン 日本トイザらス

ＣＦＳコーポ
レーション
ほか 2004年2月13日 2004年10月14日 8,655

関東 横浜市
（仮称）長島地区１街区店舗新築
工事 港北区新羽町南上町408番ほか マキヤ マキヤ 2004年2月27日 2004年11月1日 10,091

関東 横浜市 ヨコハマポートサイドＦ－１街区 神奈川区栄町10番地35

ヨコハマポートサイ
ドＦ－１街区市街地
再開発組合 栄光 7 2004年3月31日 2004年12月1日 1,900

関東 川崎市
（仮称）鹿島田駅東部地区市街地
再開発ビル 川崎市幸区新塚越２０１番地

神奈川県住宅供給
公社

角鹿、岸正
久 マルエツ 未定 2003年7月16日 2004年4月1日 3,351

関東 川崎市 いなげや川崎南加瀬店 川崎市幸区南加瀬4-1940-1 いなげや いなげや 2003年12月12日 2004年8月13日 1,656





関東 相模原市 サンデーマート三ヶ木店 相模原市緑区三ヶ木363-1ほか サンデーマート ○ サンデーマート 2003年4月11日 2003年12月12日 2,739

関東 相模原市 （仮称）ヨコヤマＫＡＤＯＫＵＲＡ 相模原市中央区横山台2-4,863-1 門倉國政 相鉄ローゼン 2003年6月18日 2004年10月1日 1,610

関東 相模原市
ファッションセンターしまむら星が
丘店

相模原市中央区星が丘4-5,172-5
ほか 金子清隆 しまむら 2003年10月28日 2004年6月28日 1,296

関東 新潟市 ひらせいホームセンター松崎店 新潟市東区松崎490番地外 細野製作所
ひらせいホームセ
ンター 2003年4月23日 2003年12月24日 2,051

関東 新潟市 紫竹山ショッピングセンター
新潟市中央区紫竹山1丁目276番1
外 野沢 正信 1 原信 コジマ 1 2003年5月23日 2004年2月1日 6,336

関東 新潟市
ひらせいホームセンター豊栄イン
ター店

新潟市北区豊栄インター南土地区
画整理事業地内5街区

ひらせいホームセ
ンター

ひらせいホームセ
ンター 2003年6月25日 2004年3月10日 4,373

関東 新潟市 ひもろぎビル
新潟市中央区南笹口一丁目679番
１ 外 ひもろぎ企画 ドン・キホーテ 1 2003年6月30日 2004年3月1日 4,987

関東 新潟市
ファッションセンターしまむら松崎
店

新潟市松崎土地区画整理事業60街
区(3)外 しまむら しまむら 2003年9月10日 2004年5月11日 1,260

関東 新潟市
ヤマダ電機テックランド新潟亀田
店

新潟市江南区東早通一丁目2322-1
外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年12月12日 2004年8月13日 3,317 ×

関東 新潟市 松崎ガーデンＣ街区 新潟市東区松崎字東530番地外 ダイワロイヤル マツヤ
ハードオフコーポ
レーション 2004年1月23日 2004年9月24日 2,938

関東 新潟市
ヤマダ電機テックランド新潟亀田
店

新潟市江南区亀田東早通一丁目
2322-1外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年2月13日 2004年10月14日 4,969

関東 新潟市 サンキ黒埼店
新潟市山田土地区画整理事業4街
区1画地外 三喜 三喜 2004年3月1日 2004年11月2日 2,615

関東 静岡市 コジマNEW静岡有明店 静岡市駿河区有明町94-1外 コジマ コジマ 2003年6月2日 2004年2月2日 1,676

関東 静岡市 ペガサート 静岡市葵区御幸町3-21外

御幸町伝馬町第一
地区市街地再開発
組合 スタージョイナス ○ 2003年11月6日 2004年8月1日 1,935

関東 静岡市 セントラルスクエア静岡 静岡市駿河区石田1丁目118-1外
ジェイアール東海
不動産 ユニー アルペン 23 2004年1月20日 2005年10月1日 25,250

関東 静岡市 マックスバリュ清水三保店 静岡市清水区三保133-8外 マックスバリュ東海
マックスバリュ東
海 2004年3月10日 2004年11月11日 2,178

関東 浜松市
スーパーオートバックス浜松小豆
餅店 浜松市中区小豆餅4丁目1601-1外 丸信建設 キノシタ

オートバックスセ
ブン 2003年7月4日 2004年3月5日 2,773

関東 浜松市
しずおか国際園芸博覧会物品販
売店舗 浜松市西区村櫛町5257-1外

静岡国際園芸博覧
会協会 ○

静岡国際園芸博
覧会協会 ○ 2003年7月16日 2004年4月8日 3,482

関東 浜松市 遠鉄ストア立野店 浜松市南区立野町字向537-1 遠鉄ストア 遠鉄ストア 2003年7月25日 2004年3月26日 1,535

関東 浜松市 浜北ファッションモール 浜松市浜北区新原3165外 しまむら しまむら アベイル 2003年8月8日 2004年4月10日 2,289

関東 浜松市
イオン浜松志都呂ショッピングセ
ンター 浜松市西区志都呂町35街区1画地 イオンモール イオン 2003年9月19日 2004年5月20日 56,000

関東 浜松市 マックスバリュ浜松助信店 浜松市中区助信町字南区266-1外 マックスバリュ東海
マックスバリュ東
海 2003年11月28日 2004年7月29日 1,420

関東 浜松市 カインズモール浜松都田テクノ店 浜松市北区新都田3丁目101-1外 カインズ カインズ ベイシア
プラグシ
ティ外 2004年1月20日 2004年9月21日 24,151

中部 愛知県 フィール春日井店

愛知県春日井市篠木町春日井篠木
四ツ谷土地区画整理事業地内第17
街区3-1ほか22筆 西松建設

フィールコーポ
レーション 7 2003年4月3日 2004年4月7日 7,201

中部 愛知県 （仮称）ケーヨーデイツー一宮店 愛知県一宮市八幡5丁目１－１ ケーヨー ケーヨー 2003年4月17日 2003年12月18日 7,184

中部 愛知県 田原中央地区市街地再開発地区
愛知県渥美郡田原町大字田原字萱
町1-1外51筆 田原町 渥美フーズ 5 2003年5月6日 2004年7月1日 2,293

中部 愛知県 ドミー美合店
愛知県岡崎市美合町字入込8-2ほ
か1字19筆 ドミー ドミー 1 2003年5月29日 2004年2月1日 4,542





中部 愛知県 楽市街道名古屋店
愛知県西春日井郡西春町大字中之
郷神明45-2 ワイドレジャー ドン・キホーテ 2003年7月3日 2004年3月4日 2,817

中部 愛知県 バロー安城店
愛知県安城市安城作野土地整理事
業第153街区第13号ほか3筆 バロー バロー 2003年7月8日 2004年3月10日 3,128

中部 愛知県 メンズファッショントリイ西尾店 愛知県西尾市伊藤町村西2-1 トリイ トリイ 2003年7月15日 2004年3月15日 1,236

中部 愛知県
（仮称）ダイアモンドシティ木曽川
ショッピングセンター

愛知県葉栗郡木曽川町大字黒田字
南八ツヶ池25-1ほか5筆

2005年日本国際博
覧会協会 イオン 未定 2003年8月11日 2004年4月12日 48,500

中部 愛知県
スギ薬局今川店・三洋堂書店西
尾店 愛知県西尾市今川町馬捨場31 大和工商リース 1 スギ薬局 1 2003年8月12日 2004年3月20日 1,472

中部 愛知県 ユーストア伝法寺店

愛知県一宮市丹陽町一宮伝法寺土
地区画整理組合103街区1番ほか47
筆 ㈱ユーストア ㈱ユーストア 未定 2003年10月24日 2004年6月25日 4,758

中部 愛知県 アピタ江南西店 江南市前飛保町栄377ほか3筆 ユニー㈱ ユニー㈱ 未定 2003年11月27日 2005年3月1日 29,100

中部 愛知県 （仮称）パウ新安城店 安城市東栄町1-50-5ほか7筆 東洋産業（株）
（株）ドン・キホー
テ 3 2003年11月28日 2004年7月29日 3,060

中部 愛知県 マックスバリュ豊橋橋良店（仮称） 豊橋市橋良町字向山20-1ほか1筆 イオン㈱ イオン㈱ 未定 2003年11月28日 2004年6月21日 3,937

中部 愛知県 ヤマダ電機テックランド半田店 愛知県半田市本町1-1 ㈱ヤマダ電機 ㈱ヤマダ電機 2003年12月5日 2004年8月6日 3,951 ×

中部 愛知県 （仮称）カインズホーム蒲郡店
愛知県蒲郡市鹿島町浅井新田1-3
ほか7筆 ㈱カインズ ㈱カインズ 1 2003年12月16日 2004年8月17日 14,374

中部 愛知県 サンヨネ蒲郡店
愛知県蒲郡市八百富町7-34ほか25
筆 ㈱サンヨネ ㈱サンヨネ 2003年12月19日 2004年8月20日 2,796

中部 愛知県 バロー新城店
愛知県新城市野田字西町屋敷75ほ
か18筆 ㈱バロー ㈱バロー 2003年12月22日 2004年8月23日 2,068

中部 愛知県 （仮称）ギガス春日井店 愛知県春日井市東野町9-20ほか ㈱ギガス ㈱ギガス 2003年12月26日 2004年8月27日 2,951

中部 愛知県 （仮）カーマホームセンター大府店
愛知県大府市大府深廻間区画整理
地内11-2街区 ㈱カーマ ㈱カーマ 2004年1月13日 2004年10月28日 5,148

中部 愛知県 アオキスーパー甚目寺店
愛知県海部郡甚目寺町大字新居屋
字岩屋99 ㈱アオキスーパー

㈱アオキスー
パー 2004年1月30日 2004年9月22日 1,798

中部 愛知県 ヤマダ電機テックランド半田店 愛知県半田市本町１－１ ㈱ヤマダ電機 ㈱ヤマダ電機 2004年2月9日 2004年10月10日 5,034

中部 愛知県 精文館書店汐田橋店 愛知県豊橋市牟呂町字扇田８５ ㈱精文館書店 ㈱精文館書店 2004年2月9日 2004年10月9日 1,300

中部 愛知県 ラ　フーズコア豊川店 愛知県豊川市幸町１０５ほか１３筆 ユニー㈱ ユニー㈱ 2004年2月18日 2004年10月19日 2,394

中部 愛知県 ケーズデンキ新城パワフル館
愛知県新城市字宮ノ後19-1ほか４
筆 ㈱浜松ケーズ ㈱浜松ケーズ 2004年2月26日 2004年10月27日 1,405

中部 愛知県
（仮）ジップドラッグ　シーズ桜木
店 愛知県豊川市佐土町６８－１

㈱ジップ・ホール
ディングス

㈱ジップホール
ディングス 2004年3月5日 2004年11月10日 1,451

中部 愛知県 ドミー大府店
愛知県大府市桃山町1-168ほか17
筆 テクノワシノ ドミー 2004年3月24日 2004年11月25日 1,707

中部 愛知県 ユーストア東栄店
安城市東栄町高根２１－１ほか２２
筆 タキソウ ユーストア 2004年3月25日 2004年11月26日 2,662

中部 愛知県 スーパー三心一宮常顧通店 スーパー三心尾張一宮常願通店 三心 三心 2004年3月31日 2004年12月1日 2,519

中部 岐阜県 バロー岩田店 岐阜市岩田東３丁目１７６番１ バロー バロー 2003年4月4日 2003年12月5日 1,855

中部 岐阜県 バロー大垣赤坂店 大垣市赤坂町字河原１７８８番　外 バロー バロー 2003年4月15日 2003年12月18日 2,838

中部 岐阜県
タナカふとん店・スーパー三心蘇
原店 各務原市蘇原花園三丁目１－１　外 タナカ産業

たなかふとんサー
ビス 三心 1 2003年5月23日 2004年1月16日 4,234

中部 岐阜県
バローフジヤホームセンター岩村
店

恵那郡岩村町飯羽間字松割２３１１
番１　外 バロー バロー 2003年6月17日 2004年2月19日 4,133





中部 岐阜県 （仮称）ケーヨーデイツー芥見店 岐阜市芥見大船２丁目９６番１　外 ケーヨー ケーヨー 2003年7月3日 2004年3月3日 4,729

中部 岐阜県 スーパー三心池田店
揖斐郡池田町八幡字西宮神２５９４
外 三心 三心 3 2003年7月25日 2004年3月25日 2,348

中部 岐阜県 マツオカ池田店
揖斐郡池田町八幡字西宮神２５８２
外 三心 コスモマツオカ リカーパンチ 2003年7月25日 2004年3月25日 1,650

中部 岐阜県 バロー岐阜三輪店 岐阜市春近古市場南５７　外 バロー バロー 中部薬品 2003年8月7日 2004年4月8日 2,877

中部 岐阜県 ジョイマートユニー各務原店
各務原市那加桜町1丁目７２番の１
外 ユニー ユニー 他 2003年9月17日 2004年5月18日 3,968

中部 岐阜県 （仮称）二トリ岐阜正木店
岐阜市正木土地区画整理２８街区１
外 ニトリ ニトリ 2003年9月30日 2004年6月1日 5,196

中部 岐阜県 バロー中津川東店
中津川市中津川字上金1155番地
外 バロー バロー 2003年10月31日 2004年9月1日 2,213

中部 岐阜県 ホームセンターコーナン資材館
美濃加茂市御門町一丁目字上畑１
２９７番地外 コーナン商事 コーナン商事 2003年12月11日 2004年8月12日 2,075

中部 岐阜県
ホームセンターコーナン美濃加茂
店

美濃加茂市御門町一丁目字上畑１
２９７－１番地外 コーナン商事 コーナン商事 2003年12月11日 2004年8月12日 4,753

中部 岐阜県 アピタ飛騨高山店 吉城郡国府町金桶地内 ミリオネア ユニー ユニー 他 2004年2月25日 2004年10月26日 15,702

中部 岐阜県 ユタカファーマシー旭ヶ丘店 多治見市旭ヶ丘十丁目６－２３ ユタカファーマシー
ユタカファーマ
シー 2004年3月23日 2004年11月24日 1,624

中部 三重県 マックスバリュ亀山みずほ台店 亀山市田村町字西谷2外14筆 マックスバリュ中部
マックスバリュ中
部 2003年4月10日 2003年12月11日 3,635

中部 三重県 エイデン四日市北店 四日市市富州原町221-1 エイデン エイデン
ユタカファーマ
シー 2003年5月29日 2004年1月30日 2,861

中部 三重県 マックスバリュ大矢知店
四日市市大矢知町字下沢979外15
筆 マックスバリュ中部

マックスバリュ中
部 2 2003年8月11日 2004年4月21日 3,460 ×

中部 三重県 マックスバリュ生桑店
四日市市生桑町字桑花154-1外20
筆 マックスバリュ中部

マックスバリュ中
部 3 2003年8月11日 2004年4月12日 6,149

中部 三重県 マックスバリュ一志店 一志郡一志町田尻99-1外8筆 マックスバリュ中部
マックスバリュ中
部 1 2003年8月21日 2004年4月22日 2,722

中部 三重県 ヤマダ電機テックランド桑名店
桑名市大字大仲新田字新井水上
123番地外22筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年8月28日 2004年4月29日 3,330

中部 三重県 しまむら御薗店
度会郡御薗村大字新開字沖田842
外3筆 しまむら しまむら 2003年9月5日 2004年5月6日 1,268

中部 三重県 ダイソー桑名店
桑名市大字大仲新田字新井水上83
番地外20筆 大創産業 大創産業 2003年9月12日 2004年5月13日 2,351

中部 三重県 桑名パワーセンター（Bゾーン）
桑名市大字大仲新田字屋敷152番
地外53筆 ダイワロイヤル 青山商事

ファーストリテイリ
ング 3 2003年10月24日 2004年6月25日 4,471

中部 三重県
久居インター東部複合店舗（Aブ
ロック） 久居市神町字風早2370外38筆 ダイワロイヤル 未定 田中ふとん店 3 2003年12月5日 2004年8月6日 5,705

中部 三重県
久居インター東部複合店舗（Bブ
ロック） 久居市神町字風早2381-2外30筆 ダイワロイヤル ケーヨー 青山商事 2 2003年12月5日 2004年8月6日 9,844

中部 三重県
久居インター東部複合店舗（Cブ
ロック） 久居市神町字風早2488-1外38筆 ダイワロイヤル 未定 エルウィッシュ 3 2003年12月5日 2004年8月6日 1,433

中部 三重県 マックスバリュサンフラワー店
松阪市大黒田町城の前522番地外
20筆 マックスバリュ中部

マックスバリュ中
部 3 2004年1月23日 2004年9月24日 3,341

中部 三重県 ヤマダ電機テックランド松阪店
松阪市鎌田町字西沖　　　　　　　松
阪市久保田町字南沖 三重交通 ヤマダ電機 2004年1月29日 2004年9月30日 2,707

中部 三重県 オークワ亀山店
亀山市栄町字萩野1488-154　外14
筆 オークワ オークワ 2004年2月16日 2004年10月17日 2,457

中部 三重県 オークワ伊賀店
阿山郡伊賀町大字新堂字中出214
番地1外10筆 オークワ オークワ 1 2004年2月20日 2004年10月21日 2,884

中部 三重県
ぎゅーとらラブリー明和店・ジップ
ドラッグ東洋明和店 多気郡明和村蓑村207番地外 ダイワロイヤル ぎゅーとら

ジップホールディ
ングス 2004年3月23日 2004年11月24日 2,196 ×





中部 三重県 生鮮市場ベリー小俣店 度会郡小俣町相合431番地外7筆 とよはた とよはた 3 2004年3月26日 2004年11月27日 3,279

中部 富山県 バロー窪新町店 富山市窪新町小橋詰割1番2号外 関電ウェルビー バロー 2003年4月11日 2003年12月12日 2,769

中部 富山県
（仮称）戸出中之宮ショッピングセ
ンター

高岡市戸出町四丁目481番地外48
筆

北陸マーケット開
発 ココウエスト 2003年10月30日 2004年4月28日 2,075

中部 富山県 昭和町ショッピングセンター 高岡市昭和町１丁目506-1 三幸
クスリのア
オキ 三幸 クスリのアオキ 1 2003年12月4日 2004年8月4日 1,999

中部 富山県
(仮称)イータウンＯＨＳＨＩＭＡ商業
施設１

射水郡大島町本開発字代官免100
番地外 カーマ

アルビス、
イータウン カーマ アルビス 1 2003年12月18日 2004年8月18日 14,761

中部 富山県
（仮称）イータウンＯＨＳＨＩＭＡ商
業施設２

射水郡大島町本開発字代官免300
番地外 イータウン ヤマダ電機 大創産業 ヤマダ電機 2003年12月18日 2004年8月18日 3,167

中部 富山県
西町・総曲輪地区再開発ビル
（仮）

富山市西町2-1、総曲輪3-6-1外計
57筆

西町・総曲輪地区
市街地再開発組合 13 スギマサ洋装店 マツヤ 3 2004年1月30日 2004年8月1日 1,899

中部 石川県
クスリのアオキ白江店、イエロー
ハット小松店 石川県小松市白江町ハ１番１号 クスリのアオキ 1 クスリのアオキ イエローハット 2003年4月25日 2003年12月25日 1,293

中部 石川県 食品スーパー　マルエー元菊店 石川県金沢市 マルエー マルエー 2003年5月23日 2004年1月23日 1,390

中部 石川県
イエローハット金沢田上店、セカ
ンドストリート金沢田上店

石川県金沢市田上第５土地区画整
理事業施行地内１６街区１ほか 大和情報サービス

石川イエローハッ
ト ウエイズ 2003年7月29日 2004年3月30日 1,593

中部 石川県
バロー小松東ショッピングセン
ター（Aゾーン）

石川県小松市打越若杉地区土地区
画整理事業地内 バロー バロー 2003年10月10日 2004年6月11日 2,616

中部 石川県
バロー小松東ショッピングセン
ター（Ｂゾーン）

石川県小松市打越若杉地区土地区
画整理事業地内 中部薬品 中部薬品 2003年10月10日 2004年6月11日 1,651

中部 石川県
１００満ボルト小松店、Jack小松
打越店

石川県小松市打越若杉地区土地区
画整理事業地内 サンキュー

ジャックコー
ポレーショ
ン サンキュー

ジャックコーポ
レーション 2003年10月10日 2004年6月11日 4,137

中部 石川県
食品スーパー　ナルックスとうりき
店

石川県金沢市東力４丁目４５番地ほ
か ナルックス ナルックス 2003年10月24日 2004年6月24日 1,330

中部 石川県 松任北安田ショッピングセンター
石川県松任市北安田中央地区土地
区画整理事業施行地区内５街区 グリーンモール 2

ジャコム石川（A
コープ） クスリのアオキ 2 2004年2月27日 2004年10月27日 3,720

中部 名古屋市
（仮称）千種台センター地区商業
施設 千種区自由ヶ丘三丁目11番11号

名古屋市住宅供給
公社

マックスバリュ中
部 9 2003年4月14日 2003年12月15日 2,017

中部 名古屋市 カーマホームセンター守山吉根店 守山区大字吉根字上島３７５番１ カーマ カーマ 2003年4月21日 2004年3月4日 4,689

中部 名古屋市 マックスバリュ稲永店 港区稲永二丁目1303番 マックスバリュ中部
マックスバリュ中
部 ○ 2003年4月30日 2003年11月18日 3,412

中部 名古屋市 バロー港栄店 港区港栄二丁目814番外 バロー バロー 2003年5月7日 2004年1月8日 1,660

中部 名古屋市 ビッグリブ港店 港区中川本町四丁目1番4外 三河屋 三河屋 2003年5月21日 2004年12月15日 1,882

中部 名古屋市
（仮称）名駅四丁目7番地区共同
ビル 中村区名駅四丁目701番外 東和不動産 1 未定 2003年6月16日 2006年10月1日 8,050

中部 名古屋市 カーマホームセンター元塩店 南区元塩四丁目20番地１ カーマ カーマ 2003年7月3日 2004年3月4日 6,746

中部 名古屋市
（仮称）千種駅南第一種市街地再
開発事業商業施設 中区新栄三丁目2019番地 鈴木産業 1 フィットハウス 2003年7月15日 2004年10月31日 4,093

中部 名古屋市 栄パークサイドプレイス 中区錦三丁目16番27号 有楽土地 アクタス 2003年8月7日 2004年3月1日 1,499

中部 名古屋市 （仮称）マックスバリュ鳩岡店 北区鳩岡町1丁目7番17外 マックスバリュ中部
マックスバリュ中
部 2003年9月3日 2004年3月21日 2,293

中部 名古屋市 ギガス一社店 名東区高社二丁目129番外 ギガス ギガス 2003年9月26日 2004年5月27日 3,719

中部 名古屋市 （仮称）アオキスーパー戸田店 中川区戸田西三丁目201番1外 アオキスーパー アオキスーパー 2003年10月21日 2004年6月22日 1,438 ×

中部 名古屋市 八田ショッピングセンター 中村区岩塚町字西枝1番地の1 ヤマナカ ヤマナカ 2003年10月24日 2004年6月24日 2,727





中部 名古屋市 アピタ鳴海店 緑区鳴海町字伝治山3番1外 ユニー ユニー 2003年11月20日 2004年11月11日 19,500

中部 名古屋市 アオキスーパー戸田店 中川区戸田西三丁目201番1外 アオキスーパー アオキスーパー 2004年1月28日 2004年9月29日 1,438

中部 名古屋市 アオキスーパー八田店 中村区川前町500番地　外 アオキスーパー アオキスーパー 2004年3月30日 2004年12月1日 1,428

中部 名古屋市 エイデン港店・バロー品川店 港区築盛町１３２番　外 エイデン 1 エイデン ○ 2004年3月31日 2004年12月1日 5,412

近畿 福井県 ゲンキー新三国店 坂井郡三国町楽円８－１外４筆 ゲンキー ゲンキー 2003年4月14日 2003年12月15日 2,549

近畿 福井県 パワーシティ・サバエ 鯖江市有定町3丁目101番外47筆 ヤスサキ ヤスサキ 2003年6月11日 2004年4月20日 8,840

近畿 福井県 ゲンキーNEW西武生店 武生市新保町3字東成川１番外 ゲンキー ゲンキー 2003年8月11日 2004年4月12日 2,996 ×

近畿 福井県 ゲンキーNEW西武生店 武生市新保町3字東成川１番外 ゲンキー ゲンキー 2003年9月5日 2004年5月6日 2,996

近畿 福井県 ゲンキー西鯖江店 鯖江市小黒町３丁目１０８外 ゲンキー ゲンキー 2003年9月25日 2004年5月26日 1,484

近畿 福井県 鯖江ファッションモール 鯖江市小黒町１丁目1106－1外 しまむら 2 しまむら アイベル 2003年10月2日 2004年6月3日 2,140

近畿 福井県 ゲンキー若杉店 福井市若杉町34字51‐1 ゲンキー ゲンキー 2004年1月15日 2004年9月23日 2,591

近畿 福井県
スポーツデポ・ゴルフ５福井大和
田店

福井都市計画事業市場周辺土地区
画整理事業153街区6外 松尾工務店 アルペン 2004年3月19日 2004年11月20日 4,415

近畿 福井県
Serio Garden 三国店・三国ハ
ロータウン

坂井郡三国町滝谷１字東北縄１番１
外18筆 ユース 1 ユース 1 2004年3月19日 2004年11月20日 1,603

近畿 福井県 ワイプラザ福井南店（仮称） 福井市羽水２丁目802番　外９筆 ヤスサキ ヤスサキ 2004年3月29日 2004年11月29日 3,041

近畿 滋賀県 サンミュージック夢工場長浜店 長浜市八幡中山町681番 山内商事 サンミュージック 2003年11月4日 2004年7月5日 2,342

近畿 滋賀県 彦根ファッションモール
彦根市高宮町字一丁地2052ほか6
筆 しまむら しまむら アベイル 2004年3月17日 2004年11月18日 1,985

近畿 滋賀県 スター草津グリーンヒル店 草津市若草一丁目2番地1 スター スター 2004年3月24日 2004年12月22日 1,607

近畿 滋賀県 ケーヨーデイツー豊郷店 犬上郡豊郷町高野瀬584番地の3 戸田年夫 ケーヨー ○ 2004年3月29日 2004年11月30日 5,600 ×

近畿 大阪府
（仮称）ホームセンターコーナン寝
屋川打上店 寝屋川市打上１７４９外 コーナン商事 コーナン商事 平和堂 2003年4月18日 2003年12月19日 5,353

近畿 大阪府 （仮称）ＣＯＭ　ＢＯＸ　イズミ 和泉市室堂町８２４－３４外 ダイワロイヤル メガスポーツ 上新電機 ○ 2003年4月22日 2004年4月1日 10,523

近畿 大阪府 株式会社国華園貝塚店 貝塚市二色南町１５－３ 国華園 国華園 2003年4月30日 2003年11月10日 7,831

近畿 大阪府
（仮称）ＪＲ高槻駅北地区第一種
市街地再開発商業施設 高槻市芥川町１－

ＪＲ高槻駅北地区
第一種市街地再開
発組合 平和堂 ○ 2003年4月30日 2004年2月1日 13,820

近畿 大阪府 （仮称）包東大阪石切店 東大阪市西石切町7-192-21外 ドン・キホーテ ドン・キホーテ ○ 2003年6月10日 2004年2月11日 3,282

近畿 大阪府 （仮称）コジマＮＥＷ寝屋川店 寝屋川市秦町３４０－１外 コジマ コジマ 2003年6月13日 2004年2月14日 3,000

近畿 大阪府 （仮称）ミドリ電化高槻店 高槻市緑町１５２－２外 ミドリ電化 ミドリ電化 2003年6月23日 2004年2月24日 4,347

近畿 大阪府 （仮称）くずはモール新店舗 枚方市楠葉花園町2920-105 京阪電気鉄道 京阪百貨店 イズミヤ ○ 2003年7月7日 2005年3月20日 35,000

近畿 大阪府
（仮称）ヤマダ電機高槻本店・ニト
リ高槻店 高槻市大塚町5-84-3 ヤマダ電機 ○ ヤマダ電機 ニトリ 2003年7月22日 2004年3月23日 10,800

近畿 大阪府 （仮称）マックスバリュ田尻 泉南郡田尻町嘉祥寺3388-5外 イオン イオン ○ 2003年11月7日 2004年6月25日 3,700





近畿 大阪府
（仮称）スーパーオートバックス高
井田店 東大阪市高井田本通4-7-1

オートバックスセブ
ン

オートバックスセ
ブン 上新電機 2003年11月7日 2004年7月7日 4,369

近畿 大阪府 オークワ貝塚三ツ松店 貝塚市三ツ松1476外 オークワ オークワ ○ 2003年12月17日 2004年8月1日 4,132

近畿 大阪府 （仮称）ニトリ茨木店 茨木市西豊川町181-1外 ニトリ ニトリ 2003年12月18日 2004年8月18日 6,840

近畿 大阪府
三日市町駅前西地区第二種市街
地再開発事業に伴う施設建築物 河内長野市三日市町222-2外 河内長野市 サンプラザ ○ 2003年12月25日 2005年4月22日 3,776

近畿 大阪府 （仮称）万代美原店 南河内郡美原町大饗145-1外 万代 万代 ○ 2004年1月29日 2004年10月1日 1,975

近畿 大阪府 ヤマダ電機テックランド東大阪店 東大阪市元町1-6-53 日研工作所 ヤマダ電機 2004年2月4日 2004年10月5日 3,909

近畿 大阪府 阪南ファッションモール 阪南市鳥取中394外 しまむら しまむら 2004年2月13日 2004年10月14日 2,242

近畿 大阪府 イオン泉南ショッピングセンター 泉南市りんくう南浜3-1 イオンモール イオン イオンモール ○ 2004年3月5日 2004年11月6日 51,000

近畿 大阪府
（仮称）ヤマダ電機テックランドり
んくうタウン店 泉佐野市りんくう往来南１１

りんくうタウン共同
店舗 ヤマダ電機 2004年3月17日 2004年11月18日 3,273

近畿 兵庫県
イオン西宮ショッピングセンター
（Ａ街区） 姫路市宮西町４丁目28番地

マックスバリュ西日
本

マックスバリュ西
日本 2003年5月2日 2004年1月3日 2,608

近畿 兵庫県
イオン西宮ショッピングセンター
（Ｂ街区） 姫路市宮西町４丁目37番地

マックスバリュ西日
本 タキヤ 2 2003年5月2日 2004年1月3日 1,750

近畿 兵庫県 (仮称）ｲﾄｰﾖｶﾄﾞｰ西二見店
明石市二見町西二見字大池ノ下
1462ほか 山陽電気鉄道 イトーヨーカ堂 2003年6月2日 2004年6月1日 31,000

近畿 兵庫県
（仮称）加古川南ショッピングセン
ター

加古川市尾上町池田字美サシ850-
23の一部ほか ナフコ ナフコ 2003年6月9日 2003年12月5日 23,825

近畿 兵庫県 ミドリ三木店 三木市大村字高柳1090番地 ミドリ電化 ミドリ電化 2003年6月5日 2004年2月5日 2,503

近畿 兵庫県 ゴダイドラッグ市川店 市川町西川辺字的場499ほか ゴダイ 1 ゴダイ ブックバーン 2003年6月20日 2004年2月21日 1,337

近畿 兵庫県 南甲子園ガーデンプラザ 西宮市南甲子園１丁目６－１ ㈱ミキシング ㈱阪急オアシス 2003年7月30日 2004年3月30日 1,722 ×

近畿 兵庫県 マルナカ西淡店 西淡町志知字辻ノ内109ほか マルナカ マルナカ 2003年8月22日 2004年4月23日 4,534 ×

近畿 兵庫県 アグロガーデン姫路北店 姫路市砥堀字下谷田３４１－３
ホームセンターア
グロ

ホームセンターア
グロ 2003年9月18日 2004年6月20日 5,475 ×

近畿 兵庫県 南甲子園ガーデンプラザ 西宮市南甲子園１丁目６－９ ㈱ミキシング ㈱阪急オアシス 2003年10月23日 2004年6月24日 1,722 ×

近畿 兵庫県 オートバックス伊丹店 伊丹市北伊丹5丁目96番1ほか
独立行政法人空港
周辺整備機構 オートセブン 2003年10月29日 2004年6月30日 2,913

近畿 兵庫県 ニトリ伊丹店 伊丹市伊丹1丁目 ニトリ ニトリ 2003年10月30日 2004年6月30日 6,661

近畿 兵庫県 山陽マルナカ加古川店
加古川市平岡町一色字上池649-1
ほか 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2003年10月30日 2004年7月1日 4,782

近畿 兵庫県
(仮称)イオン姫路大津ショッピン
グセンター 姫路市大津区大津町2丁目5番ほか 新日鉄都市開発 イオン 2003年11月28日 2004年7月28日 33,298

近畿 兵庫県 ミドリライフ尼崎水堂店 尼崎市水堂町４丁目２１ほか ㈱ミドリ電化 ㈱ミドリ電化 2003年12月4日 2004年9月1日 5,041 ×

近畿 兵庫県
(仮称)ラ・ムー姫路市飾磨区中島
店 姫路市飾磨区中島1194ほか 大黒天物産 大黒天物産 1 2004年1月20日 2004年9月20日 3,786

近畿 兵庫県 コーナン西宮今津港町店 今津港町13-1ほか コーナン商事 コーナン商事 2004年2月13日 2004年10月14日 18,103

近畿 兵庫県
（仮称）ホームセンタームサシ姫
路店

姫路市広畑区夢前町３丁目１－７ほ
か１筆

アークランドサカモ
ト

アークランドサカ
モト 2004年2月23日 2004年10月23日 25,375

近畿 兵庫県 （仮称）ニトリ姫路店
姫路市広畑区夢前町１丁目２－３ほ
か ニトリ ニトリ 2004年2月23日 2004年10月23日 9,776





近畿 兵庫県 （仮称）ビエラ加古川 加古川市加古川町篠原町３０－１
ジェイアール西日
本不動産開発 マルハチほか 2004年2月25日 2005年3月1日 2,162

近畿 兵庫県 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ浜町店 西宮市浜町３－２６ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭｰ西日本
ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭｰ西日
本 2004年3月25日 2004年11月26日 1,954

近畿 奈良県 エイデン橿原店 橿原市葛本町７８１－１ エイデン エイデン 2003年5月9日 2004年1月10日 2,543

近畿 奈良県 リーベル王寺 北葛城郡王寺町久度２丁目２番１号

王寺駅前久度地区
中央街区市街地再
開発組合 西友 ○ 2003年5月15日 2004年3月20日 12,496

近畿 奈良県
(仮)イオン奈良南京終ショッピン
グセンター 奈良市南京終町１丁目１１３番地外 イオン イオン 2003年7月25日 2004年3月25日 12,510

近畿 奈良県 クレッセ橿原 橿原市葛本町７６６ 大和工商リース サンディ 東洋薬局 1 2003年7月25日 2004年4月1日 2,005

近畿 奈良県 (仮)オークワ生駒菜畑店 生駒市中菜畑２丁目１０７４番地外 オークワ オークワ 2003年8月1日 2004年4月2日 1,942

近畿 奈良県 コメリＨＣ桜井店 桜井市大字上之庄１７０番１号 コメリ コメリ 2003年8月1日 2004年4月1日 5,087

近畿 奈良県 （仮）エイデン奈良三条店
奈良市三条大路４丁目１３４－２の
一部 エイデン エイデン 2003年8月11日 2004年4月12日 2,660

近畿 奈良県 （仮）三条大路複合店舗 奈良市三条大路４丁目１００－６外 パーティハウス 1 パーティハウス
ジップ・ホールディ
ングス 2003年8月11日 2004年4月12日 1,701

近畿 奈良県 （仮）オークワ田原本店 磯城郡田原本町小阪４４－１他 早川 オークワ 2004年1月23日 2004年9月28日 1,987

近畿 奈良県
（仮）ニトリ奈良西九条ショッピン
グセンター 奈良市西九条町５丁目３－１３ ニトリ 2 ニトリ ゼビオ 1 2004年1月23日 2004年9月23日 14,114

近畿 和歌山県 （仮称）和歌山S.Cプロジェクト 和歌山市元寺町5－88
延田エンタープライ
ズ 松源 ○ 2003年8月22日 2004年4月21日 9,960

近畿 和歌山県 （仮称）エバグリーン岩出店
那賀郡岩出町大字中迫字水通118
番3　他 廣甚 廣甚 2003年10月3日 2004年6月10日 2,215

近畿 和歌山県
（仮称）ホームセンターコーナン海
南臨港店 海南市干潟字新島１２９４-１１　他 コーナン商事 コーナン商事 2003年10月31日 2004年6月30日 4,329

近畿 和歌山県 ロイネットホテル和歌山 和歌山市七番丁２６-１他９筆 ダイワロイヤル ダイワロイヤル ○ 2003年11月10日 2005年10月1日 4,269

近畿 和歌山県
デリシャス広岡吉備店、エバグ
リーン吉備店

有田郡吉備町大字天満563番地
他 廣岡 廣甚 廣岡 廣甚 2003年12月3日 2004年8月3日 2,888

近畿 和歌山県
（仮称）オークワ上富田店、オー
ジョイフル上富田店 西牟婁郡上富田町朝来154－1他 オークワ

オージョイ
フル オークワ オージョイフル 2004年2月27日 2004年10月28日 3,647

近畿 和歌山県 ミスタージョン和歌山インター店
和歌山市小豆島字院田53番地の１
他 ミスタージョン ミスタージョン 2004年3月22日 2004年11月23日 12,713

近畿 和歌山県 （仮称）オークワ和歌山北島店
和歌山市松江字向鵜ノ島1469-1
他 オークワ

オー・エン
ターテイメン
ト オークワ

オー・エンターテ
イメント 2004年3月26日 2004年11月20日 5,682

近畿 京都市 デイリーカナート イズミヤ桂坂店 西京区御陵大枝山5丁目27－5 イズミヤ イズミヤ ○ 2003年5月30日 2004年2月1日 2,750

近畿 京都市
(仮称）ヤマダ電機テックランド京
都吉祥院店 南区吉祥院大河原町28番地外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年6月30日 2004年3月1日 3,321

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11月27日 2004年12月1日 2,292

近畿 大阪市 (仮称)そごう心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目８－３ そごう そごう 2003年4月1日 2005年8月28日 38,793

近畿 大阪市 三国店舗 淀川区三国本町２丁目13－1ほか 関電産業 イオン 2003年4月28日 2003年11月21日 1,800

近畿 大阪市 (仮称)パラダイス・プロジェクト 中央区心斎橋筋１丁目２－２ほか
大阪不動産有限会
社 未定 2003年4月30日 2004年11月1日 1,644

近畿 大阪市
（仮称)イオン湊町ショッピングセ
ンター 浪速区湊町2丁目５－５ イオン イオン 未定 2003年5月28日 2003年11月21日 2,349





近畿 大阪市 マックスバリュ平野駅前店 平野区平野北1丁目８－２ イオン イオン 8 2003年5月28日 2003年12月1日 7,234

近畿 大阪市
大阪駅前西地区ビル（ウエスト
棟・イースト棟） 北区梅田２－２００１ほか 阪神電鉄

第ニ吉本ビ
ルディング ルシアン 61 2003年8月6日 2004年10月1日 27,624

近畿 大阪市 阪急インテリアスタジオ館 淀川区野中南２－１０－１ 阪急百貨店 阪急百貨店 2003年8月27日 2004年4月28日 1,642

近畿 大阪市 (仮称）㈱万代新森店 旭区新森６－２０ほか 城田鉄工 万代 2003年9月2日 2004年4月20日 1,417

近畿 大阪市 (仮称）ライフ鷺洲店 福島区鷺洲３－１－１
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2003年10月29日 2004年10月1日 1,831 ×

近畿 大阪市 梅田第一ビル 北区曾根崎２－１２－７ 清和興業 三城 ○ 2004年2月4日 2004年10月1日 1,478

近畿 大阪市 ㈱万代加美店 平野区加美東１－１３－３３ 日興製罐 万代 2004年2月10日 2004年9月1日 1,125

近畿 大阪市
ヤマダ電機テックランド大阪住之
江店 住之江区平林南２－７－２ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年2月27日 2004年10月27日 3,334

近畿 大阪市 （仮称）弁天１丁目複合施設 港区弁天１－３－１ほか
オリックス・リアル
エステート 未定 2004年2月27日 2006年9月1日 2,685

近畿 神戸市
イオン鹿の子台ショッピングセン
ター

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 　 2003年6月6日 2004年2月10日 10,751

近畿 神戸市 マルハチ鷹取店 須磨区大池町５－１－３２ マルハチ マルハチ 2003年7月18日 2004年6月1日 1,508

近畿 神戸市
（仮）ホームセンターコーナン神戸
市名谷店 垂水区名谷町字向井畑３４９０他 コーナン商事 コーナン商事

関西スーパー
マーケット 2003年8月20日 2004年4月21日 8,644

近畿 神戸市
（仮）山陽西代ショッピングセン
ター 長田区御屋敷通３－２－６－２他 山陽電気鉄道

ライフコーポレー
ション ナガタ薬品 1 2003年9月10日 2004年5月11日 5,870

近畿 神戸市
ヤマダ電機テックランド神戸垂水
店 垂水区名谷町字小川２５６９－６他 ヤマダ電機 ヤマダ電機 　 　 2003年9月16日 2004年4月23日 3,317

近畿 神戸市 ホームプラザナフコ垂水店 垂水区下畑町字岩原１４２３－１他 ナフコ ナフコ 　 　 2003年9月16日 2004年5月17日 7,837

近畿 神戸市
(仮)マルハチ名谷店(仮)アルカ桃
山台店 垂水区名谷町字小川２５６９－７他 マルハチ

入圓コーポ
レーション マルハチ ナガタ薬品 　 2003年9月16日 2004年6月1日 2,373

近畿 神戸市 (仮)ネストガーデン長田 長田区南駒栄町１－３
ホームセンターア
グロ

ホームセンターア
グロ 　 2003年10月9日 2004年6月10日 12,222

近畿 神戸市 (仮)神戸三宮一丁目ビル 中央区三宮町１－４－５１ 安田不動産 昭栄 　 　 2003年12月25日 2004年9月17日 5,511

近畿 神戸市 山陽マルナカ新在家店 灘区新在家北町１－２２－１ 山陽マルナカ 　 山陽マルナカ 　 2003年12月25日 2004年8月25日 2,925

近畿 神戸市 (仮)大橋６再開発ビル 長田区大橋町６ 神戸市 平和観光 マルハチ ナガタ薬品 31 2004年1月30日 2004年11月14日 9,561

近畿 神戸市
(仮)神戸市藤原台ショッピングセ
ンター 北区藤原台中町１－４ ダイワロイヤル 　 大和ハウス工業 上新電機 7 2004年1月30日 2004年10月1日 12,284

近畿 神戸市 コープ六甲 灘区森後町２３，２４，２５ コープこうべ 　 コープこうべ 　 　 2004年3月22日 2004年10月21日 1,578

近畿 堺市 イトーヨーカドー堺津久野店 堺市下田町２６－３ イトーヨーカ堂 イトーヨーカ堂 2003年4月25日 2004年4月15日 19,500

近畿 堺市 （仮称）ミドリ電化中百舌鳥店 堺市長曽根町366-1外 ミドリ電化 ミドリ電化 2003年11月19日 2004年7月20日 3,322

近畿 堺市
（仮称）ケーヨーデイツー堺原山
台店 堺市原山台5-456-58外 ケーヨー ケーヨー 2004年2月20日 2004年10月20日 5,050

中国 鳥取県 （仮称）ＰＬＡＮＴ－５境港店 境港市竹内団地２７６ ＰＬＡＮＴ ＰＬＡＮＴ 2003年7月24日 2004年3月23日 16,698

中国 鳥取県 １００満ボルト倉吉店 倉吉市山根５９０－３他 いとう電器本店 いとう電器本店 2003年9月12日 2004年5月12日 1,590

中国 鳥取県 Ｓ－ｍａｒｔ吉成店 鳥取市吉成７９９－１ シバタ シバタ 2003年9月12日 2004年5月16日 1,528





中国 鳥取県 （仮称）Ｖｒｅｘ21米原店 米子市米原２丁目１－２ 塩谷林業 アクシス 2003年12月2日 2004年8月1日 2,271

中国 鳥取県 ファッションモール羽合 羽合町田後４６０－１ しまむら アベイル しまむら アベイル 2004年2月2日 2004年10月3日 1,988

中国 島根県 グッディーウシオ北部店 出雲市大津朝倉１丁目 ウシオ ウシオ 2003年5月23日 2004年1月23日 1,456

中国 島根県 ジュンテンドー新川本店 益田市下本郷町２０６番地５ ジュンテンドー ジュンテンドー 1 2003年5月30日 2004年1月31日 2,676

中国 島根県 ジュンテンドー新六日市店 六日市町大字六日市９５１外 ジュンテンドー サンマート ジュンテンドー サンマート 2003年11月14日 2004年7月15日 3,135

中国 島根県 いない新三刀屋店（仮称） 三刀屋町下熊谷１７５８－１ いない いない 2003年12月18日 2004年9月1日 3,710

中国 島根県 （仮称）平田市中ノ島３街区
平田市平田町中ノ島土地区画整理
事業地内３工区２１街区４－１

中ノ島ニューシティ
プラザ シェルパ 2003年12月26日 2004年8月27日 1,412

中国 島根県 （仮称）平田市中ノ島4街区
平田市平田町中ノ島土地区画整理
事業地内３工区２０街区８－１ シェルパ シェルパ マナ・ティー 1 2004年1月6日 2004年9月7日 2,049

中国 岡山県 ファッションモール児島店 倉敷市児島赤崎１丁目２９０２ しまむら しまむら アベイル 2003年7月29日 2004年3月30日 2,000

中国 岡山県 ハローズ中庄店 倉敷市松島字堤中９７１番地１外 ハローズ ハローズ 2 2003年9月4日 2004年5月5日 4,024

中国 岡山県 ディオ井原店 井原市笹賀町５６－２外 大黒天物産 大黒天物産 1 2004年1月7日 2004年9月8日 1,977

中国 岡山県
ホームセンタージュンテンドー新
真備店（仮称） 真備町有井１６１０－１外 倉敷地所 ジュンテンドー 2004年1月15日 2004年9月16日 2,602

中国 岡山県 山陽マルナカ金光店 金光町大字占見新田５２１番１外 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2004年3月19日 2004年11月19日 2,201

中国 岡山県 山陽マルナカ倉敷駅前店 倉敷市昭和一丁目５０５番地１外 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2004年3月22日 2004年11月22日 2,960

中国 広島県 イオンタウン本郷 本郷町大字下北方字家光49‐１外
マックスバリュ西日
本 3

マックスバリュ西
日本 ナフコ 2 2003年4月8日 2003年12月9日 8,251

中国 広島県 パルティ・フジ坂 坂町平成ヶ浜三丁目13053番地　外 フジ ヤマダ電機 フジ ヤマダ電機 2003年8月20日 2004年4月21日 6,393

中国 広島県 ラ・ムー松永店 福山市今津町７丁目541-1　外 大黒天物産 大黒天物産 2 2003年8月29日 2004年4月30日 3,176

中国 広島県 ゆめタウン呉 呉市宝町５番１０　外 イズミ イズミ 45 2003年12月26日 2004年9月1日 22,500

中国 広島県 ハローズ新涯店テナント棟 福山市新涯町三丁目92－２　外 ハローズ 倉田　耕治 アージュ ワッツ 1 2004年1月19日 2004年9月20日 1,875

中国 広島県 ハローズ府中高木店 府中市高木町字下樋掛414－１　外 佐々木木工 ハローズ 青五 1 2004年1月30日 2004年10月1日 4,889

中国 広島県 フレスタ広店・ユーホー広店 呉市広白石一丁目11407－１　外 フレスタ 2 フレスタ ユーホー 2004年2月20日 2004年10月21日 4,417

中国 広島県 DCMダイキ焼山店 呉市焼山北一丁目546　外18筆 DCMダイキ DCMダイキ 2004年2月3日 2004年10月3日 2,967

中国 山口県 ウエスタまるき小月店 下関市王喜本町４－１０２２－１ 丸喜 丸喜 4 2003年5月20日 2004年1月20日 1,267

中国 山口県 ウエスタまるき宮野店 山口市大字宮野上１８０４－１ 丸喜 丸喜 4 2003年5月20日 2004年1月20日 1,404

中国 山口県 椿東ショッピングパーク 萩市大字椿東２８８０ー１ 土原開発 丸和 2 2003年6月12日 2004年2月13日 3,840

中国 山口県 アルク今宿店 周南市新宿通５ー２４ 丸久 丸久 2003年6月20日 2004年2月21日 1,399 ×

中国 山口県 パルティ・フジ南岩国(Ａ敷地) 岩国市南岩国町３－７２９－１ フジ フジ 2003年7月15日 2004年3月16日 1,721

中国 山口県 パルティ･フジ南岩国(Ｂ敷地) 岩国市南岩国町３－８０３－１ フジ 1 フジ 2 2003年7月15日 2004年3月16日 3,051





中国 山口県 アルク徳山東店 周南市松保町１７０４－５ 中央産業 丸久 2003年7月25日 2004年3月26日 1,402

中国 山口県 グッデイ宇部西店 宇部市大字妻崎開作１４３５－１ 嘉穂無線 嘉穂無線 2003年7月29日 2004年4月1日 5,494

中国 山口県 アルク今宿店 周南市新宿通５－２４ 丸久 1 丸久 2003年8月4日 2004年4月5日 1,753 ×

中国 山口県
スーパードラッグコスモス山口大
内店 山口市大字大内矢田３４５－１ コスモス薬品 コスモス薬品 2003年8月5日 2004年4月5日 1,843

中国 山口県 スーパードラッグコスモス萩店 萩市大字椿東２６３８－２ ダイワロイヤル コスモス薬品 2003年9月3日 2004年5月20日 1,264

中国 山口県 ベスト電器Ｎｅｗ山の田店 下関市武久町１－４４５－４ ベスト電器 ベスト電器 2003年10月3日 2004年6月4日 2,376

中国 山口県 アルク今宿店 周南市新宿通５－２４ 丸久 丸久 2003年10月29日 2004年6月30日 1,410

中国 山口県 イオンタウン小野田店 小野田市大字東高泊１２５６
マックスバリュ西日
本 1

マックスバリュ西
日本 コーナン商事 1 2003年10月23日 2004年6月24日 9,948

中国 山口県
ヤマダ電機テックランド小野田宇
部店 小野田市大字丸河内９７４－１ 長門製作所 ヤマダ電機 2004年1月23日 2004年9月24日 3,334

中国 山口県
スーパードラッグコスモス山口吉
敷店 山口市大字吉敷４１８０ 田中眞治 コスモス薬品 2004年1月26日 2004年9月27日 2,084

中国 山口県 イオン柳井ショッピングセンター 柳井市大字柳井１７４０－１
マックスバリュ西日
本 2

マックスバリュ西
日本 ナフコ 1 2004年2月16日 2004年10月17日 5,934

中国 山口県 ヒマラヤ小郡店
小郡町大字下郷区画整理地５街区
１号 ヒマラヤ ヒマラヤ 2004年2月20日 2004年10月21日 2,461

中国 山口県 ぼっくり屋本店 周南市新宿通４－５ 瀬來興産 上昇 2004年2月23日 2004年10月25日 1,711

中国 山口県
（仮称）ハローデイ海峡タワー前
店 下関市豊前田町３－２０－２ ハローデイ ハローデイ 2004年3月4日 2004年11月5日 1,739

中国 広島市 ベスト電器五日市店 広島市佐伯区八幡一丁目843番外 ベスト電器 　 ベスト電器 　 2003年5月1日 2004年1月2日 3,342

中国 広島市
株式会社広島ゴルフショップ吉島
店 広島市中区吉島東一丁目494番1外 中国塗料 　

広島ゴルフショッ
プ 　 2003年8月25日 2004年6月25日 1,662

中国 広島市 ダイキ舟入南店 広島市中区舟入南一丁目676番5外 ハセガワ科成 ダイキ 2003年12月19日 2004年9月1日 2,084

中国 広島市 ラポール 広島市南区京橋町1番5 アスティ アスティ 2003年12月19日 2004年8月20日 4,278

中国 広島市 ヴェスタ庚午（仮称） 広島市西区庚午南一丁目町14番1 広島菱重興産 フジ 2004年1月29日 2004年9月30日 1,834

中国 広島市 （仮称）フレスタ上天満店 広島市西区上天満町10番30外 フレスタ フレスタ 2004年1月30日 2004年10月1日 1,488

中国 広島市 コジマＮＥＷ広島南店 広島市南区宇品東五丁目990番8外 コジマ コジマ 2004年2月4日 2004年10月5日 3,400

中国 広島市 （仮称）コープ船越
広島市安芸区船越南三丁目2348番
20 中国ジェイアール 生協ひろしま 2004年2月12日 2004年10月13日 1,194

中国 広島市 （仮称）フレスポ宇品 広島市南区宇品西六丁目1372番外 フレスタ フレスタ 3 2004年3月15日 2004年11月16日 3,514

中国 広島市 （仮称）山陽マルナカ可部店
広島市安佐北区可部七丁目100番1
外 山陽マルナカ 山陽マルナカ ○ 2004年3月31日 2004年12月1日 8,678

中国 岡山市 ハローズ円山店 岡山市円山字内開６８番１外 ハローズ ハローズ 1 2003年9月12日 2004年5月13日 1,521

中国 岡山市 ハローズ東岡山店 岡山市長岡４５４番１外 ハローズ ハローズ 1 2004年1月9日 2004年9月10日 2,601

中国 岡山市
ハローズ当新田店　ホームセン
ターコーナン岡山当新田店 岡山市当新田１２１－２外 ハローズ

コーナン商
事 ハローズ コーナン商事 2 2004年3月29日 2004年11月30日 5,350

四国 徳島県 キリン堂北島店 板野郡北島町江尻字松ノ本5-1外 キリン堂 キリン堂 2003年9月10日 2004年5月11日 1,744





四国 香川県
洋服の青山ﾀﾞｲｿｰ＆ｱｵﾔﾏ
100YENPLAZA高松十川店 高松市十川西町字露尾671番4外 神内豁 青山商事 青五 2003年7月17日 2004年3月18日 1,424

四国 香川県
コープ牟礼・パルサンコー牟礼店
別館 木田郡牟礼町牟礼994番外 武田建設 サンコー コープかがわ サンコー 2003年8月28日 2004年4月29日 3,098

四国 香川県 マルナカ栗熊店 綾歌郡綾歌町栗熊字下河西45外 マルナカ マルナカ 2004年2月10日 2004年10月11日 1,605

四国 愛媛県 マルナカ中央店 松山市中央1－876－1 マルナカ マルナカ 2003年4月30日 2004年1月11日 1,741

四国 愛媛県 セブンスター三津店 松山市会津町７－１ セブンスター セブンスター 2003年6月24日 2004年3月1日 4,578

四国 愛媛県 ニトリ松山店 松山市中央一丁目86番地 ニトリ ニトリ 2003年7月24日 2004年3月26日 6,744

四国 愛媛県
ホームセンターコーナン松山三津
浜店 松山市大可賀３－670－11外 コスモ松山石油 コーナン 2003年8月8日 2004年4月9日 8,568

四国 愛媛県 パルティ・フジ松江 松山市松江町５－３ フジ フジ 1 2003年8月29日 2004年3月1日 3,916

四国 愛媛県 今治くすのきガーデン 今治市旭町３－２－４外 ダイワロイヤル
ファーストリテイリ
ング レデイ薬局 2003年9月8日 2004年5月1日 1,460

四国 愛媛県 バリュー市場新居浜 新居浜市西原３甲1410－1 ママイ ママイ 2003年9月24日 2004年5月24日 2,089

四国 愛媛県 マルナカ大洲店 大洲市若宮1116－1外 マルナカ マルナカ 2003年9月26日 2004年5月27日 4,233

四国 愛媛県 コジマＮＥＷ松山店 松山市東石井町489－1 コジマ コジマ 2003年10月20日 2004年6月21日 3,500

四国 愛媛県
デオデオ川之江店・ユニクロ川之
江店 川之江市妻鳥町1646-1

デオデオ、セントラ
ルリース デオデオ

ファーストリテイリ
ング 2003年12月12日 2004年8月13日 2,376

四国 愛媛県 フジグラン北宇和島別棟 宇和島市伊吹町字上井関甲1517-1 フジ フジ メディコ・二十一 1 2003年12月16日 2004年6月1日 1,090

四国 愛媛県
ﾌﾞｯｸｵﾌ･ﾊｰﾄﾞｵﾌ･ｵﾌﾊｳｽ今治片
山店 今治市旭町1-4-11 今治デパート 今治デパート 2004年2月23日 2004年10月15日 1,610

四国 愛媛県
ホームセンターコーナン愛媛北条
店 北条市中須賀309-1 コーナン商事 コーナン商事 2004年3月9日 2004年11月10日 2,103

四国 愛媛県 コーナン広見ショッピングセンター
北宇和郡広見町大字近永新町370
番地1 コーナン商事 コーナン商事 しまむら 2004年3月15日 2004年11月16日 1,998

四国 高知県
洋服の青山新・中村店　ダイソー
＆アオヤマ１００円プラザ中村店

中村市具同字北ミソデン２９１５－１
外１２筆 青山商事 青山商事 青五 2003年4月8日 2003年11月1日 1,661

四国 高知県 サニータウンⅡ
中村市古津賀字西大場１２９６番地
１ほか ウイル ウイル 四国家電 2004年2月24日 2004年10月25日 2,058

四国 高知県
洋服の青山高知薊野店＆ブック
オフ高知インター店 高知市薊野西町３丁目１３４７－３ グッド・クラップ 青山商事

四国文教サービ
ス 2004年3月10日 2004年11月11日 1,672

九州 福岡県
ファッションセンターしまむら行橋
店

行橋市西宮市１丁目１２７番１号
外 中野穣一 しまむら 2003年4月30日 2003年10月1日 1,233

九州 福岡県 スーパードラッグコスモス宗像店 宗像市光岡７７－１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2003年7月30日 2004年3月1日 1,728

九州 福岡県
ヤマダ電機テックランド福岡田川
店

田川市大字川宮字向野１７５７番６
外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2003年8月29日 2004年4月30日 1,658

九州 福岡県
イオンモール福岡ルクル（旧：ダイ
ヤモンドシティ・ルクル）

糟屋郡粕屋町大字酒殿字老の木１
９２－１番地　外

住友信託銀行株式
会社（前：コンパニ
ア･アルコ） イオン九州 ○ 2003年9月2日 2004年6月1日 55,446

九州 福岡県 ホームプラザナフコ南久留米店 久留米市荒木町白口９０番　外 ナフコ ナフコ 2003年9月29日 2004年6月1日 5,601

九州 福岡県 （仮称）サンキ八女店
八女市大字室岡字南行原１８番１
外 三喜 三喜 2003年10月15日 2004年6月16日 1,946

九州 福岡県 アスタラビスタ大和町店 柳川市大和町鷹ノ尾１３７番地　外 ビッグ ビッグ 4 2003年10月21日 2004年6月22日 2,118





九州 福岡県

スーパードラッグコスモス田川松
原店（旧：ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｺｽﾓｽ田川
店）

田川市大字伊田字長浦４９５３－３
外 サンヨー工機 コスモス薬品 2003年11月17日 2004年7月17日 2,099

九州 福岡県 スーパードラッグコスモス水巻店
遠賀郡水巻町吉田西４丁目１４５－
５　外 ダイワロイヤル コスモス薬品 2003年11月20日 2004年7月20日 1,324 ×

九州 福岡県 蔦屋書店筑紫野店 筑紫野市塔原東５丁目１１番５号 綜合商事 ニューコ・ワン 2003年11月28日 2004年8月1日 1,920

九州 福岡県
ファッションセンターしまむら飯塚
店

嘉穂郡庄内町大字有井３５５－１
外 しまむら しまむら 2004年1月16日 2004年11月10日 1,284

九州 福岡県 ダイソー甘木店
甘木市大字甘木字ミノケ３０８番１
外 大創産業 大創産業 2004年2月6日 2004年10月7日 1,510

九州 福岡県 サニー小郡店

小郡市美鈴の杜一丁目1番地３（小
郡市県種畜場跡地土地区画整理事
業地内２－１街区） サニー サニー 2004年2月6日 2004年10月7日 2,168

九州 福岡県 マルショク空港東店
糟屋郡志免町大字別府字角石８１０
番１６　外 ニシカ サンリブ 2004年2月13日 2004年10月14日 1,725

九州 福岡県 ファッションモール小郡
小郡市三沢県種畜場跡地土地区画
整理事業地内 しまむら しまむら 2004年2月20日 2004年12月22日 2,223

九州 福岡県
柳川ショッピングモール（旧：柳川
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ） 柳川市三橋町藤吉５１３番１　外 ダン観光 西鉄ストア 5 2004年3月5日 2004年11月6日 4,903

九州 福岡県 ホームプラザナフコ粕屋店
糟屋郡志免町大字志免字石井手６
９８番地１２　外 ナフコ ナフコ 2004年3月31日 2004年11月30日 4,668

九州 佐賀県 マックスバリュ伊万里駅前店 伊万里市新天町字中島４８０番１外 黒木建設 ３名
西九州ウェル
マート ○ 2003年5月13日 2004年1月14日 2,538

九州 佐賀県 鳥栖プレミアム・アウトレット 鳥栖市弥生が丘８丁目１番地
チェルシージャパ
ン 2003年5月21日 2004年3月1日 16,309

九州 佐賀県 スーパーモリナガ空港通り店
佐賀郡川副町大字南里字五本谷八
角７６１外 ビッグエム スーパーモリナガ ○ 2003年9月19日 2004年6月1日 2,082

九州 佐賀県
スーパードラッグコスモス佐賀川
副店 佐賀郡川副町南里３０４－１外 ﾀﾞｲﾜﾛｲﾔﾙ ｺｽﾓｽ薬品 2003年10月21日 2004年7月1日 1,821

九州 佐賀県 ドラッグストアモリ菜畑店 唐津市菜畑八丁3287-1外 ナチュラル ナチュラル 2003年11月21日 2004年7月21日 1,397

九州 佐賀県 三日月久本集合店舗 小城市三日月町樋口１４３３番 ヨコオ ヨコオ 2 2004年1月7日 2004年9月8日 1,595

九州 佐賀県 ヤマダ電機テックランド唐津店
唐津市大字和多田西山４４７５番地
１ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年1月29日 2004年9月29日 2,702

九州 佐賀県
スーパードラッグコスモス佐賀伊
万里店 伊万里市大坪町字稗田乙３番地６ ダイワロイヤル コスモス薬品 2004年2月20日 2004年10月20日 1,442

九州 長崎県
スーパードラッグコスモス東諌早
店 諫早市小豆崎町１８６番地　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2003年4月18日 2003年12月19日 1,606

九州 長崎県 まるたか生鮮市場幸町店 諫早市幸町３０８－１外 丸商事 丸商事 4 2003年5月20日 2004年1月20日 1,276

九州 長崎県 峰町共同集合店舗 対馬市峰町佐賀７９１－１外 峰町長 タケスエ 6 2003年6月3日 2004年2月3日 1,444

九州 長崎県
スーパードラッグコスモス大村古
賀島店 大村市古賀島町１７７０－１外５筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2003年7月29日 2004年3月29日 1,932

九州 長崎県 ホームプラザナフコ波佐見店
東彼杵郡波佐見町大字田頭郷字３
７２－２ ナフコ ナフコ 2003年10月31日 2004年7月1日 3,033

九州 長崎県
スーパードラッグコスモス波佐見
店

東彼杵郡波佐見町宿郷字下フルコ
４００－１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2003年11月13日 2004年7月14日 2,176

九州 長崎県 スーパードラッグコスモス愛野店
雲仙市愛野町乙城尾原２２９４－１
外４筆 大和情報サービス コスモス薬品 2004年3月8日 2004年11月9日 2,427

九州 長崎県 マックスバリュ大村溝陸店 大村市溝陸町８００番地１外１２筆 マックスバリュ九州
マックスバリュ九
州 2004年3月30日 2004年12月1日 2,241

九州 熊本県
スーパーセンターニシムタ熊本人
吉店 人吉市下林町字佐ブ川30-1ほか ニシムタ ニシムタ 2003年4月2日 2003年12月3日 5,938





九州 熊本県
ファッションセンターしまむら大津
店 菊池郡大津町引水字前鶴200 しまむら しまむら 2003年5月2日 2004年1月3日 1,283

九州 熊本県 イオン八代ショッピングセンター 八代市沖町五番割3705番ほか 九州ジャスコ 九州ジャスコ ○ 2003年7月28日 2004年4月15日 23,750 ×

九州 熊本県
スーパードラッグコスモス八代竜
北店

八代郡氷川町網道字弐弐番割274-
2ほか ダイワロイヤル コスモス薬品 2003年8月12日 2004年4月13日 1,987

九州 熊本県 ゆめタウン光の森

菊池郡菊陽町津久礼武蔵ヶ丘東
ニュータウン土地区画整理地内街
区番号51画地番号1ほか イズミ イズミ エクセル ○ 2003年9月12日 2004年5月13日 36,065

九州 熊本県 ファッションモール八代 八代市横手町字操ノ内1501-1 しまむら しまむら 2003年10月10日 2004年6月11日 1,980

九州 熊本県
ダイレックス松橋店・エルバリュー
松橋店

宇城市松橋町松橋字浜田29番地ほ
か

ジャパントライサー
ビス サンクスジャパン ○ 2003年11月10日 2004年7月11日 1,624

九州 熊本県 スギボーの店「ゆめおぐに」 阿蘇郡小国町宮原1864-1 原田興産 原田興産 マルミヤストア ○ 2003年12月16日 2004年8月17日 3,232

九州 熊本県
イオン八代ショッピングセンタ-本
棟 八代市沖町五番割3705番ほか イオン九州 イオン九州 ○ 2004年2月26日 2004年10月26日 20,820

九州 熊本県
イオン八代ショッピングセンタ-別
棟

熊本県八代市沖町六番割3987番3
ほか イオン九州 デオデオ 2004年2月26日 2004年10月26日 2,500

九州 熊本県 フィッシングＪＪ・ペットショップＪＪ 熊本県玉名市下字池田830番地1 城北自工 城北自工 2004年3月10日 2004年10月18日 2,001

九州 大分県
サンリブわさだ・ベスト電器わさだ
店 大分市大字木上字鉾手１２番１　外 マルショク

ベスト電器
アルペン マルショク ベスト電器 ○ 2003年5月7日 2004年1月8日 8,966

九州 大分県 Ｄ－ｐｌａｚａ 大分市大字勢家１１３７番地　外 大分交通 ドン・キホーテ 大分交通 2003年5月21日 2004年1月21日 3,099

九州 大分県 洋服の青山日田本庄店 日田市本庄町７１－１　外 ウェブ 青山商事 雑貨屋ブルドッグ 2003年8月27日 2004年4月28日 1,470

九州 大分県
洋服の青山大分わさだ店・明屋
書店フリーモールわさだ店 大分市大字木上５１－１　外 青山商事

九州明屋書
店 青山商事 九州明屋書店 2003年10月6日 2004年6月7日 1,383

九州 大分県
スーパードラッグコスモス佐伯女
島店 佐伯市字八町田８９０２番地３　外 ダイワロイヤル コスモス薬品 2003年10月10日 2004年6月11日 2,249

九州 大分県 スーパードラッグコスモス賀来店
大分市大字賀来字新川１２７７番地
１　外 佐伯不動産開発 コスモス薬品 2003年11月12日 2004年7月13日 1,359

九州 大分県 イオンモール三光B棟
中津市三光大字佐知１０１１番地
外 イオンモール 正一電気 ビッグウッド杉木 2003年12月15日 2004年9月17日 4,185

九州 大分県 スーパードラッグコスモス杵築店
杵築市大字大内字塩浜４５３１番地
１ほか ダイワロイヤル コスモス薬品 2004年3月1日 2004年11月2日 1,539 ×

九州 宮崎県 都城大丸センターモール 都城市中町２２１１番地外 大浦 大浦 2003年4月18日 2004年3月1日 6,700

九州 宮崎県
西都農業協同組合Aコープさいと
店 西都市大字右松２１０８番地外 西都農業協同組合

エーコープみやざ
き 2 2003年7月14日 2004年5月26日 2,122

九州 宮崎県 くらし館大和店 宮崎市大和町９番１号 中村ビル
マックスバリュ九
州 2003年8月6日 2004年4月7日 1,559

九州 宮崎県 パントリーけいすけ川南店
児湯郡川南町大字川南字垂門　　１
３７０８２－２外 慶助 慶助 2003年8月21日 2004年4月22日 2,002

九州 宮崎県
マックスバリュ南延岡店・ダイソー
南延岡店 延岡市構口町２ー２０４ー１ ニュース

マックスバリュ九
州 大創産業 2003年9月1日 2004年5月1日 3,670

九州 宮崎県 スーパードラッグコスモス郡元店 都城市郡元町３０３１外 ダイワロイヤル コスモス薬品 2003年10月3日 2004年4月23日 2,064

九州 宮崎県
スーパードラッグコスモス川原崎
店 延岡市川原崎町257外 ダイワロイヤル コスモス薬品 2003年10月15日 2004年5月31日 2,364

九州 宮崎県 スーパードラッグコスモス沖水店 都城市太郎坊町１８９０番外 ダイワロイヤル コスモス薬品 2003年11月7日 2004年7月8日 1,531

九州 宮崎県 ホームプラザナフコ高鍋店 高鍋町北高鍋４７１９番地外 ナフコ ナフコ 2003年11月10日 2004年7月1日 4,961





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

協同組合　　　財光
寺ショッピングセン
ター マルイチ 小田電機 2004年1月7日 2004年8月13日 2,486

九州 宮崎県 スーパードラッグコスモス蓑原店 都城市蓑原町８５５５外 ダイワロイヤル コスモス薬品 2004年2月5日 2004年9月30日 1,956

九州 宮崎県 カンナガーデン 延岡市愛宕町３丁目４５８８番１外 ダイワロイヤル コスモス薬品 2004年2月10日 2004年10月10日 1,392 ×

九州 宮崎県 スーパードラッグコスモス清武店
宮崎郡清武町大字木原字尾ノ下５８
番２７ ダイワロイヤル コスモス薬品 2004年2月20日 2004年10月20日 1,917

九州 宮崎県 スーパードラッグコスモス新富店
児湯郡新富町大字三納代字辻　２４
９０－１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2004年3月29日 2004年11月30日 1,832

九州 鹿児島県 デオデオ鹿屋店
肝属郡高山町富山字上牧１００８－
１　外 デオデオ デオデオ 2003年4月25日 2003年12月26日 1,982

九州 鹿児島県
ヤマダ電機テックランド鹿児島鹿
屋店 鹿屋市札元２－３６５６－１ 南九州ヤマダ電機

南九州ヤマダ電
機 2003年6月10日 2004年2月11日 1,683

九州 鹿児島県 タイヨー重富店 姶良郡姶良町平松３６８１－１外 タイヨー タイヨー 2003年7月31日 2004年4月1日 5,149

九州 鹿児島県 ケーズデンキ川内パワフル館
川内市山之口町字田中平４５１５－
１　外 正一電気 正一電気 2003年10月31日 2004年7月1日 3,376

九州 鹿児島県
アミュプラザ鹿児島
フレスタかごしま 鹿児島市中央町１－１　外 九州旅客鉄道

鹿児島ﾀｰﾐ
ﾅﾙビル 紀伊國屋書店 西紅 ○ 2003年10月31日 2004年9月1日 20,753

九州 鹿児島県
スーパードラッグコスモス川内平
佐店 川内市平佐町２０７３－１　外 ダイワロイヤル コスモス薬品 2003年12月5日 2004年8月6日 1,313

九州 鹿児島県 スーパードラッグコスモス枕崎店 枕崎市寿町１　外 ダイワロイヤル コスモス薬品 2003年12月25日 2004年8月26日 1,720

九州 鹿児島県 スーパーセンターニシムタ大口店
大口市大島字次郎兵衛１２８７－１
外 ニシムタ ニシムタ 2004年2月27日 2004年11月1日 10,551

九州 福岡市 マックスバリュ周船寺西店
福岡市西区周船寺１－５４５－３ほ
か 九星飲料工業

マックスバリュ九
州 2 2003年5月16日 2004年1月17日 2,052

九州 福岡市 アピアリ八田 福岡市東区八田１－４－４５ほか 大倉工業 西友 3 2003年6月16日 2004年2月17日 4,104

九州 福岡市 BiVi福岡 福岡市中央区渡辺通４－１－３６ 大和リース 石村萬盛堂 11 2003年6月27日 2004年2月28日 9,886

九州 福岡市
ミスターマックス橋本ショッピング
センター 福岡市西区橋本１－１０－７２ほか ミスターマックス ミスターマックス 6 2003年6月30日 2004年3月1日 8,221

九州 福岡市 ホームプラザナフコ博多店
福岡市博多区相生町１－１－１ほか
２筆 ナフコ ナフコ 2003年12月9日 2004年8月10日 6,610

九州 福岡市 デオデオ福岡東店
福岡市東区香椎浜二丁目７－５５ほ
か 福岡地所 デオデオ 2004年2月17日 2004年10月18日 5,414

九州 北九州市 デオデオ小倉本店
北九州市小倉北区馬借一丁目１８６
番地１　外２筆 デオデオ デオデオ 2003年5月22日 2004年1月24日 2,919

九州 北九州市 ヤマダ電機テックランド小倉店
北九州市小倉北区室町三丁目１番
１１号 九州旅客鉄道 ヤマダ電機 2003年6月2日 2004年2月3日 2,707

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9月25日 2004年5月26日 2,721 ×

九州 北九州市
チェリーヒルズ（フレスポ黒崎）西
側敷地

北九州市八幡西区桜ヶ丘町４番３
号、４番４号 大和リース ニトリ しまむら 2004年2月24日 2004年10月25日 8,272

九州 北九州市
（仮称）チェリーヒルズ（フレスポ
黒崎）中央敷地

北九州市八幡西区桜ヶ丘町２番１
号、２番４号 大和工商リース 未定 2004年2月24日 2004年10月25日 1,805 ×

九州 北九州市
チェリーヒルズ（フレスポ黒崎）東
側敷地 北九州市八幡西区桜ヶ丘町１番 大和リース ドン・キホーテ ○ 2004年2月24日 2004年10月25日 5,200

九州 北九州市 ハローデイ横代店
北九州市小倉南区横代東一丁目２
番１０号 ハローデイ ハローデイ 3 2004年3月10日 2004年11月11日 2,077

九州 熊本市 サンロードシティ熊本 熊本市東区東町3-3-3 三菱UFJ信託銀行 4
マックスバリュ九
州 ○ 2003年5月12日 2004年1月16日 6,208

九州 熊本市
ホームセンターダイキ東バイパス
店

熊本市東区御領2丁目439番4号ほ
か

ホームセンターサ
ンコー ○

ホームセンターサ
ンコー ○ 2003年8月4日 2004年4月5日 6,766





九州 熊本市 みやはら東バイパス店
熊本市東区御領2丁目477番1号ほ
か

ホームセンターサ
ンコー みやはら 2003年8月4日 2004年4月5日 1,500

九州 熊本市 グッデイ植木店
熊本市北区植木町大字投刀塚字迫
谷297番ほか 嘉穂無線 嘉穂無線 2003年8月22日 2004年4月23日 5,701

九州 熊本市 八反田ショッピングセンター
熊本市東区八反田2丁目3519番地4
ほか マヱダ開発

マックスバリュ九
州 ○ 2003年10月27日 2004年6月28日 1,764

九州 熊本市 ダイレックス萩原店 熊本市中央区萩原町169番地ほか サンクスジャパン サンクスジャパン ○ 2003年12月24日 2004年8月25日 1,195

沖縄 沖縄県 マルエーイオンタウン宮古店 平良市字西里東屋原919番 琉球ジャスコ マルエー 2003年6月18日 2004年2月18日 1,289

沖縄 沖縄県
（仮称）具志川ショッピングセン
ター 具志川市字前原167番１

アスカコーポレー
ション ヤマダ電機 2003年8月29日 2004年4月30日 6,325

沖縄 沖縄県 イオンタウン石川C 石川市字石川729番の１ オーエスディー しまむら 大城書店 2003年9月19日 2004年5月20日 1,359

沖縄 沖縄県 （仮称）マックスバリュ牧志店 那覇市牧志２丁目259番 東武開発 琉球ジャスコ 2003年10月6日 2004年6月6日 1,991

沖縄 沖縄県 ＤＦＳ　ＧＡＬＬＥＲＩＡ　ＯＫＩＮＡＷＡ 那覇市おもろまち４丁目１番 エヌ・ティ･ディ
沖縄ディーエフエ
ス 2003年10月31日 2005年1月1日 9,331

沖縄 沖縄県 メイクマン豊見城店 豊見城市字田頭田原187番 メイクマン メイクマン 2004年1月27日 2004年10月1日 8,956

沖縄 沖縄県 （仮称）イオンタウン豊見城Ａ 豊見城市字田頭田原155番４ 琉球ジャスコ 琉球ジャスコ 2004年1月27日 2004年10月1日 3,653

沖縄 沖縄県 （仮称）イオンタウン豊見城Ｂ 豊見城市字田頭田原259番14 琉球ジャスコ 琉球ジャスコ 2004年1月27日 2004年10月1日 1,710

沖縄 沖縄県 ニューズマーケット　エトワス 北谷町北谷１丁目12番１号 大豊
エトワス・コーポ
レーション 2004年2月20日 2004年10月21日 1,520
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