
平成１６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。 2018/4/2

　　　　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。 経済産業省

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 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 亀田本町複合施設 函館市亀田本町６４－１外 魚長 魚長 大創産業 2004年4月14日 2004年12月15日 2,548

北海道 北海道
スーパーセンターベストム中富良
野店 中富良野町字中富良野8658外 ダイエー 西條 2004年4月21日 2004年12月22日 11,585

北海道 北海道 コープさっぽろるもい店 留萌市野本町１－１外
生活協同組合
コープさっぽろ

生活協同組合
コープさっぽろ 4 2004年4月23日 2004年12月24日 2,886

北海道 北海道 大東ショッピングセンター 苫小牧市新開町４丁目１－１ 大東開発 デンコードー
ファーストリテイリ
ング エコプラス 2004年4月26日 2004年12月27日 4,855

北海道 北海道 釧路川北ショッピングセンター 釧路市川北町１－１外
マックスバリュ北
海道

マックスバリュ北
海道 2004年5月31日 2005年2月1日 3,578

北海道 北海道 美唄東ショッピングセンター 美唄市東３条北５丁目1095番地４外 丸ワ渡邉商事
生活協同組合
コープさっぽろ しまむら 2004年5月31日 2005年2月1日 5,347

北海道 北海道 フレスポ中標津 中標津町東15条南11丁目3-1 大和商工リース ホーマック 福原 5 2004年6月7日 2005年2月8日 12,036

北海道 北海道 つくしヶ丘２丁目複合店舗
網走市つくしヶ丘２丁目88番９の内
外 オフィス田中

サッポロドラッグ
ストアー

ファーストリテイリ
ング ムラタ 2004年6月14日 2005年2月15日 1,862

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

サムソナイト・ジャ
パン 75 2004年6月23日 2005年4月29日 16,010

北海道 北海道 斜里ショッピングセンター 斜里町字豊倉50番８外 大成工業
ホーマック
ニコット 道東ラルズ ホーマックニコット 8 2004年7月1日 2005年3月2日 4,176

北海道 北海道 イオン三笠ショッピングセンター 三笠市岡山1059ー１外 イオン北海道 イオン北海道 20 2004年7月9日 2005年4月10日 22,049

北海道 北海道 二条通ショッピングセンター 旭川市２条通23丁目110番１外 ダイイチ 1 ダイイチ ツルハ 1 2004年8月6日 2005年4月7日 3,771

北海道 北海道 岩見沢大和タウンプラザ 岩見沢市大和１条８丁目３番地外
セントラルリーシ
ングシステム ホーマック アルペン 9 2004年8月19日 2005年4月20日 17,819

北海道 北海道 ホーマックスーパーデポ春光店 旭川市花咲町６丁目2272ｰ13外 第一砕石 ホーマック 2004年9月13日 2005年5月14日 7,392

北海道 北海道
DCMホーマック石川店・マックス
バリュ石川店 函館市石川町225－５外 東京センチュリー 東日本バス DCMホーマック

マックスバリュ北
海道 2004年9月24日 2005年5月25日 14,325

北海道 北海道 DCMホーマック手宮店 小樽市手宮１丁目114-1外 東京センチュリー DCMホーマック 2004年9月29日 2005年5月30日 6,671

北海道 北海道 ビックハウス東野幌店 江別市東野幌本町34番地外 ラルズ ラルズ ツルハ 1 2004年10月12日 2005年6月13日 5,902
北海道 北海道 ハートタウンはぼろ 羽幌町南３条２丁目３番地 羽幌町 コープさっぽろ 八幡屋 5 2004年11月4日 2005年7月5日 2,084

北海道 北海道
（仮称）イオン石狩緑苑台ショッピ
ングセンター 石狩市花川東１－1450外 イオン イオン 2004年11月24日 2005年7月25日 25,253

北海道 北海道
ヤマダ電機テックランド旭川大雪
通店 旭川市大雪通２丁目484番３号 第一砕石 ヤマダ電機 2004年12月2日 2005年8月3日 4,007 ×

北海道 北海道 コープさっぽろかしわ店 帯広市東７条南15丁目２－２外 合田観光商事 コープさっぽろ 3 2005年1月14日 2005年9月15日 2,928

北海道 北海道 東武サウスヒルズ 中標津町南町３番地10 東武 東武 15 2005年1月17日 2005年9月18日 16,687

北海道 北海道
ヤマダ電機テックランド旭川大雪
通店 旭川市大雪通２丁目484番３号 第一砕石 ヤマダ電機 2005年3月3日 2005年11月4日 4,933

北海道 北海道
シティわっかない・稚内新光複合
店舗 稚内市新光町1483-11外 三菱ＵＦＪリース 北雄ラッキー ホーマック 2005年3月8日 2005年11月9日 9,109

北海道 北海道 コープさっぽろほくと店 上磯町久根別２丁目341 グッダ
生活協同組合
コープさっぽろ 大創産業 2005年3月16日 2005年11月17日 2,813

北海道 北海道 ベイシック橋北店 網走市北２条西４丁目３－３外 丸田技研 篠原商店 2005年3月29日 2005年11月30日 1,272

建物設置者名 小売業者名



北海道 札幌市 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　札幌川沿店
札幌市南区川沿1条1丁目2067番地
外 藤川

ブックオフコーポ
レーション CCR 2004年5月19日 2005年1月20日 1,809

北海道 札幌市
ヤマダ電機テックランド札幌厚別
店

札幌市厚別区厚別東4条8丁目1970
番1外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年6月25日 2005年2月26日 3,331

北海道 札幌市
ヤマダ電機テックランド札幌屯田
店 札幌市北区屯田7条3丁目2番1外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年6月25日 2005年2月26日 2,914

北海道 札幌市 紀伊國屋書店札幌駅前本店
札幌市中央区北5条西5丁目4番地
及び7番地 竹中工務店 紀伊國屋書店 2004年8月9日 2005年4月8日 4,308

北海道 札幌市 （仮称）厚別東商業施設
札幌市厚別区厚別東5条7丁目13番
243 大和リース しまむら

セブン-イレブン・
ジャパン 1 2004年10月5日 2005年6月6日 2,348

北海道 札幌市
サッポロドラッグストアー南11条
店

札幌市中央区南11条西10丁目
1260-1ほか

サッポロドラッグ
ストアー

サッポロドラッグ
ストアー 大創産業 2004年10月15日 2005年6月16日 2,330

北海道 札幌市 ステージ・スリー
札幌市清田区美しが丘3条4丁目
392-14 ステージ

サンドラッグプラ
ス 2004年10月20日 2005年6月21日 1,650

北海道 札幌市 アリオ札幌 札幌市東区北7条東9丁目384-13他 イトーヨーカ堂 イトーヨーカ堂 74 2004年11月5日 2005年11月1日 40,450

北海道 札幌市 サッポロドラッグストアー川下店
札幌市白石区川下3条5丁目1番8ほ
か 水口ビル 2

サッポロドラッグ
ストアー システム九六 2004年11月15日 2005年7月16日 1,057

北海道 札幌市 鉄東ショッピングセンター 札幌市東区北9条東4丁目19番地
北海道ジェイ・
アール都市開発 アルペン 2004年12月10日 2005年8月11日 4,296

北海道 札幌市

サッポロドラッグストアー西岡店・
ファッションセンターしまむら西岡
店

札幌市豊平区西岡4条11丁目369-
223,369-226 ニシオカ

サッポロドラッグ
ストアー しまむら 2004年12月21日 2005年8月22日 1,765

北海道 札幌市 ビッグハウス平和通店
札幌市白石区平和通３丁目北１番
地 ラルズ ラルズ 2005年1月11日 2005年9月12日 3,195

東北 青森県
イオンタウン板柳ショッピングセン
ター 板柳町大字灰沼字東２６５－１外

マックスバリュ東
北

マックスバリュ東
北 2004年4月6日 2004年12月7日 3,666

東北 青森県 三沢堀口ショッピングセンター
三沢市大字三沢字堀口９４番４５９
外 ホーマック 1 ホーマック ユニバース 2004年7月20日 2005年3月21日 7,884

東北 青森県 よこまちストア五戸店 三戸郡五戸町字下モ沢向２３－３外 よこまち よこまち 2004年7月26日 2005年3月27日 1,645

東北 青森県 ファッションモール城東高田 弘前市大字高田四丁目３－５ しまむら しまむら 2004年11月17日 2005年7月18日 2,034

東北 青森県
薬王堂七戸店・スーパーカケモ七
戸店 七戸町字笊田川久保１７番地１外 薬王堂 1 薬王堂 スーパーカケモ 2005年1月31日 2005年9月30日 2,516

東北 青森県 イオン十和田ショッピングセンター
十和田市大字相坂字六日町山１６９
外 イオンリテール

イオンスーパーセ
ンター ○ 2005年2月2日 2005年10月5日 25,333

東北 青森県 マックスバリュ幸畑店 青森市幸畑 マックバリュ マックバリュ 2005年2月14日 2005年9月15日 1,400

東北 青森県 マックスバリュ三沢大町店 三沢市大町２丁目１２－１ マックバリュ マックバリュ 2005年3月8日 2005年9月29日 1,886

東北 青森県 ＭＡＸデンコードー青森店 青森市東大野２丁目１０番地１号外
三井住友信託銀
行 デンコードー 2005年3月31日 2005年12月1日 3,811

東北 青森県 ツタヤ・エコプラス青森中央店 青森市東大野２丁目８番地１号外
三井住友信託銀
行 デンコードー エコプラス 2005年3月31日 2005年12月1日 2,666

東北 岩手県 イオン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 イオンリテール
イオンスーパーセ
ンター 9 2004年6月30日 2005年3月1日 14,060

東北 岩手県 スーパーオセン北上店 北上市流通センター610 小専商店 小専商店 2004年6月28日 2005年2月28日 1,714

東北 岩手県 スーパーデンコードー宮古店 宮古市宮町四丁目2-15
ケーワイケープラ
ンニング デンコードー 2004年10月29日 2005年6月30日 1,815 ×

東北 岩手県 ファッションモール青山 盛岡市青山四丁目38-3 しまむら
しまむら（シャンブ
ルに変更） アベイル 2004年11月9日 2005年7月10日 2,236

東北 岩手県 ケーズデンキ宮古パワフル館 宮古市宮町四丁目2-15
ケーワイケープラ
ンニング デンコードー 2005年1月31日 2005年10月1日 1,815

東北 宮城県 ウジエスーパー田尻店 遠田郡田尻町字町尻17番1　外 ウジエスーパー ウジエスーパー ツルハ 2004年9月30日 2005年6月15日 1,804

東北 宮城県
（仮称）イオン石巻東ショッピング
センター 石巻市流留七勺１－１　外 イオンリテール イオン 非物販3 2004年10月6日 2005年6月7日 16,917

東北 宮城県
（仮称）イオン加美ショッピングセ
ンター 加美郡加美町字赤塚67-1　外 イオンリテール

イオンスーパーセ
ンター 9 2004年11月17日 2005年7月18日 15,620



東北 宮城県 ファミーナ上桜木店
黒川郡富谷町上桜木二丁目3番10
外 ファミーナ ファミーナ 2004年11月24日 2005年8月20日 1,448

東北 宮城県
（仮称）イオン涌谷ショッピングセ
ンター

遠田郡涌谷町涌谷字洞ヶ先１－１
及び字鮫川１０－１　外 イオンリテール

イオンスーパーセ
ンター 9 2005年1月13日 2005年9月14日 15,647

東北 宮城県
（仮称）マルホンカウボーイ角田
店 角田市梶賀字高畑南１２１番１　外 カウボーイ 本間物産 ドリームハウス ダルマ薬局 2005年2月7日 2005年10月8日 2,409

東北 宮城県 ウジエスーパー梅ノ木店
登米郡迫町佐沼字八幡三丁目２－
５　外 氏家商店 ウジエスーパー 2005年2月25日 2005年11月1日 1,169

東北 宮城県 薬王堂村田店
柴田郡村田町大字村田字反町９４
－１外 薬王堂 薬王堂 2005年3月4日 2005年11月5日 1,515

東北 宮城県 薬王堂丸森店 伊具郡丸森町字花田３番外 薬王堂 薬王堂 2005年3月4日 2005年11月5日 1,515

東北 宮城県 （仮称）ヨークタウン利府野中
宮城郡利府町野中南土地区画整理
事業地内 ヨークベニマル 2 ヨークベニマル 2 2005年3月10日 2005年11月11日 4,330

東北 秋田県 薬王堂大曲飯田店 大仙市飯田字屋敷通７５番地１外 薬王堂 薬王堂 2004年4月7日 2004年12月15日 1,498

東北 秋田県 フレスポ本荘 本荘市石脇字田中７番地１外 大和工商リース 大和工商リース 4 2004年5月26日 2004年10月29日 5,047

東北 秋田県 スーパードラッグアサヒ八橋店 秋田市寺内蛭根１丁目３８１番１ 横浜ファーマシー 横浜ファーマシー 4 2004年8月11日 2005年4月12日 1,305

東北 秋田県 仁賀保ショッピングセンター
由利郡仁賀保町平沢字上町田１９
の５外

大和情報サービ
ス 1 ツルハ 1 2004年11月8日 2005年4月15日 1,894

東北 秋田県 グランマート飯田店 大曲市飯田字堰東百７６番１ タカヤナギ タカヤナギ 1 2005年2月7日 2005年9月30日 1,940

東北 秋田県 いとく樹海ショッピングセンター 大館市字大田面１１番外 伊徳 伊徳 ホーマック 3 2005年2月10日 2005年10月11日 10,759
東北 秋田県 イオン大館ショッピングセンター 大館市字大田面２４６外 イオン イオン 2005年2月14日 2005年10月15日 15,905

東北 秋田県 大曲飯田ショッピングセンター 大仙市飯田字屋舗通８１－１外
マックスバリュ東
北

マックスバリュ東
北 2005年3月28日 2005年11月24日 4,786

東北 山形県 ヤマザワ山居町店 酒田市山居町二丁目５番１外 ヤマザワ ヤマザワ ○ 2004年4月28日 2004年12月29日 1,919

東北 山形県 ダイユーエイト山形花楯店 山形市花楯二丁目１１番２号外 ダイユーエイト ダイユーエイト 2004年9月24日 2005年5月25日 3,847

東北 山形県 ゴルフ５山形店 山形市馬見ヶ崎四丁目５番８号外 アルペン アルペン 2004年9月30日 2005年5月31日 1,142

東北 山形県 マックスバリュ山形駅西店
山形市山形駅西土地区画整理事業
地内９街区１画地

マックスバリュ東
北

マックスバリュ東
北 ○ 2004年11月16日 2005年7月17日 2,677

東北 山形県 スーパーデンコードー新庄店 新庄市金沢字南沢１８１４番１外 デンコードー デンコードー 2004年12月17日 2005年8月18日 1,967

東北 山形県 郷野目ストア泉田店 新庄市大字泉田字往還東３９外 郷野目ストア 郷野目ストア 2005年1月7日 2005年9月8日 2,353

東北 山形県 マックスバリュ青田店 山形市青田四丁目６３４番１外
マックスバリュ東
北

マックスバリュ東
北 ○ 2005年2月28日 2005年11月1日 2,145

東北 山形県 ヤマザワ鶴岡宝田店 鶴岡市宝田二丁目１０番５０外 ヤマザワ ヤマザワ ○ 2005年3月9日 2005年11月10日 2,292

東北 山形県 アクロスプラザ三川
東田川郡三川町大字猪子字大堰端
３４５外

大和情報サービ
ス

東北ケーズデン
キ 13 2005年3月16日 2005年11月17日 13,577

東北 山形県
ル･パークみかわショッピングスク
エア（第１ブロック）

東田川郡三川町大字猪子字大堰端
３２６番１外 ロック 3 ニトリ 4 2005年3月17日 2005年11月18日 13,737

東北 山形県
ル･パークみかわショッピングスク
エア（第２ブロック）

東田川郡三川町大字猪子字大堰端
２９１番４外 ロック 1 高崎戸田書店 1 2005年3月17日 2005年11月18日 2,922

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 アベイル 2004年7月15日 2005年3月16日 3,226

東北 福島県 ザ・ダイソーいわき湯本店
いわき市常磐水野谷町諏訪ヶ崎１０
－１外 大創産業 大創産業 2004年7月20日 2005年3月21日 1,667

東北 福島県 エイトタウン川俣
伊達郡川俣町大字鶴沢字社前２－
１ほか ダイユーエイト ダイユーエイト いちい 2004年8月31日 2005年5月1日 6,376

東北 福島県 マックスバリュ福島大森店 福島市大森字城ノ内２７外
マックスバリュ南
東北

マックスバリュ南
東北 2004年9月1日 2005年5月2日 2,758



東北 福島県 リオン・ドールガーデン本宮
安達郡本宮町大字高木字平内６５
ほか

リオン・ドールビ
ズ

リオンドールコー
ポレーション 大創産業

レオクラブ
インターナ
ショナルほ
か１ 2004年9月28日 2005年7月14日 5,297

東北 福島県 門田西ファッションモール
会津若松市門田町飯寺字村西７２４
－１ほか しまむら しまむら 2004年9月28日 2005年5月29日 2,240 ×

東北 福島県 イオン鏡石ショッピングセンター 岩瀬郡鏡石町桜岡３７５番９ほか イオンリテール
イオンスーパーセ
ンター 5 2004年11月5日 2005年7月6日 16,178

東北 福島県 カワチ薬品会津アピオ店
会津若松市町北町大字始字宮前１
０－１外 カワチ薬品 カワチ薬品 2004年11月15日 2005年7月15日 2,374

東北 福島県 メガステージ石川　北棟 石川郡石川町字長久保１３８ほか アクティブワン ヨークベニマル
マツモトキヨ
シ 2004年12月22日 2005年10月22日 3,217

東北 福島県 メガステージ石川　南棟 石川郡石川町字長久保１０２ほか アクティブワン ダイユーエイト 大創産業 しまむら 2004年12月22日 2005年10月22日 6,668

東北 福島県 ロックタウン須賀川 須賀川市古河１０５番ほか
中央三井信託銀
行

マックスバリュ南
東北 16 2004年12月28日 2005年8月29日 13,480

東北 仙台市 （仮称）ダルマ薬局加茂店 仙台市泉区加茂4丁目1‐2 外 ダルマ薬局
マツモトキヨシ東
日本販売 2004年7月15日 2005年3月16日 1,337

東北 仙台市 （仮称）ダイシン遠見塚店
仙台市若林区遠見塚二丁目12番6
号 高橋清商事 ダイシン 2004年7月20日 2005年3月21日 1,704

東北 仙台市 みやぎ生活協同組合南光台店 仙台市泉区南光台7丁目4番 外 ＪＡ三井リース みやぎ生協 2 2004年12月6日 2005年8月10日 2,500

東北 仙台市 ヨークベニマル福田町店
仙台市宮城野区福田町南1丁目
1011－4 外 菅原精米工業 ヨークベニマル 2005年2月9日 2005年10月14日 2,143

東北 仙台市 みやぎ生活協同組合岩切店
仙台市宮城野区岩切分台一丁目1
番1外27筆 みやぎ生協

三菱UFJ
リース みやぎ生協 3 2005年3月18日 2005年11月17日 3,820

関東 茨城県 エコス猿島沓掛店
猿島郡猿島町大字沓掛字西郷１５６
６　外 エコス エコス 未定 2004年4月9日 2004年12月10日 1,906

関東 茨城県 ワンダーグー江戸崎店
稲敷郡江戸崎町佐倉字佐倉原３３２
６番１　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4月28日 2004年12月29日 1,536

関東 茨城県 フレスポ赤塚
水戸市赤塚駅南口地区地区計画地
域内 大和工商リース カスミ マツモトキヨシ 2 2004年5月14日 2005年3月1日 4,223

関東 茨城県 （仮称）ヤオコー取手青柳店 取手市青柳１丁目１５０　外 大豊不動産 ヤオコー 未定 2004年5月26日 2005年2月20日 2,862

関東 茨城県 ニトリ結城店
結城市大字結城字公達９７８１－７
外 ニトリ ニトリ 2004年6月4日 2005年2月7日 5,171

関東 茨城県 （仮称）ベルナ千代川店 結城郡千代川村田下９１８番地　外 ベルナ ベルナ マツモトキヨシ 未定 2004年6月29日 2005年4月1日 2,566

関東 茨城県 ヨークタウン赤塚東
水戸市赤塚駅南口土地区画整理事
業施行地内４街区の一部 ヨークベニマル 1 ヨークベニマル 4 2004年7月27日 2005年4月1日 7,359

関東 茨城県 Paseos神栖店 鹿島郡神栖町大字平泉２－４３ 田原屋 田原屋 2004年8月25日 2005年4月26日 1,380

関東 茨城県 ヨークタウン岩井
岩井市大字辺田字原新１１０４－１
外 ヨークベニマル 2 ヨークベニマル ホーマック カワチ薬品 2004年10月15日 2005年7月1日 18,500

関東 茨城県 （仮称）ジョイフル山新渡里店 水戸市渡里町字江川４０８６　外 山新 山新 2004年10月22日 2005年6月23日 3,352

関東 茨城県 エコス新山方店 常陸大宮市山方下湯沢５８２－２ エコス エコス 2004年11月26日 2005年7月27日 2,401

関東 茨城県 ヨークタウン中郷店
北茨城市中郷町上桜井字細谷２８２
１　外 日榮産業 ヨークベニマル ツルハ 3 2004年12月17日 2005年8月25日 5,010

関東 茨城県
イオン水戸内原ショッピングセン
ター 水戸市中原町字西１３５番地 イオンモール イオン イオンモール 2004年12月24日 2005年9月29日 52,000

関東 茨城県 サンユーストアー手綱店 高萩市下手綱字鍋田１４８７ サンユーストアー サンユーストアー 2004年12月22日 2005年9月1日 2,554

関東 茨城県 （仮称）西松屋チヨダ取手店 取手市東六丁目３４７番１　外 大豊不動産 西松屋チェーン チヨダ 2005年1月17日 2005年9月1日 1,255

関東 茨城県 カスミみどりの駅店 つくば市下萱丸４－１２１番地 カスミ カスミ 2005年1月27日 2005年9月28日 2,312

関東 茨城県 エコス常北ショッピングセンター
東茨城郡城里町大字那珂西字大堀
１４２６ エコス エコス 2005年1月27日 2005年9月28日 6,174



関東 茨城県 万代書店結城店 結城市結城８６２２番地２３ セキチュー トレーダー 2005年1月24日 2005年9月25日 1,775

関東 茨城県 カスミ岩間店
西茨城郡岩間町大字下郷字宿４１０
０－３　外 カスミ カスミ 2005年1月31日 2005年10月1日 1,280

関東 茨城県 とりせん下妻店 下妻市大字下妻字寺後丙６７２－３ とりせん とりせん 2005年2月10日 2005年10月11日 2,975

関東 茨城県 ショッピングパークFiss 2nd 猿島郡境町１１５６番地１ サカイモール ホーマック
ギガスケーズデン
キ 1 2005年2月25日 2005年10月26日 14,216

関東 茨城県 ＣＯＭＢＯＸ　３１０ 水戸市宮町１丁目６－１４０外 ダイワロイヤル 2005年3月10日 2006年3月25日 1,908

関東 栃木県 カトレアガーデン宇都宮南店
宇都宮市インターパーク四丁目1番
地2

三井住友ファイナ
ンス＆リース  日本トイザらス 外１０ 2004年4月2日 2004年12月3日 12,662

関東 栃木県  Ｐａｓｅｏｓ　　鶴田店
宇都宮市鶴田町字滝ノ原３３９７番
地１７外 テーエス企画  田原屋 　 2004年4月16日 2004年12月17日 1,366

関東 栃木県 ジョイフル本田宇都宮店
宇都宮市東谷中島土地区画整理事
業施行地６６街区１画地外 ジョイフル本田  ジョイフル本田 外３ 2004年4月27日 2004年12月28日 39,887

関東 栃木県
ケーズデンキインターパーク宇都
宮南店 宇都宮市インターパーク宇都宮

ケーズホールディ
ングス  

ケーズホールディ
ングス 　 2004年4月28日 2004年12月29日 7,780

関東 栃木県  カワチ薬品自治医大店 河内郡南河内町祇園１丁目８　外 カワチ薬品  カワチ薬品 　 2004年6月14日 2005年2月15日 1,617

関東 栃木県 たいらや犬塚店
小山市大字犬塚字谷向８４６－３
（Ｂ）外 豊光製作所  たいらや 　 2004年7月2日 2005年3月3日 1,380

関東 栃木県 コジマＮＥＷ小山店 小山市駅南町６－１３－４ コジマ  コジマ 　 2004年7月29日 2005年3月30日 3,371

関東 栃木県
 ケーズデンキ　那須塩原パワフ
ル館  那須塩原市阿波町99番２

ケーズホールディ
ングス  

ケーズホールディ
ングス 　 2004年12月3日 2005年8月4日 2,820

関東 栃木県
ファッションセンターしまむら足利
五十部店 足利市五十部町字町田２４９　外 鶴貝平吉  しまむら 　 2004年12月8日 2005年8月9日 1,332

関東 栃木県  ワンダーグー大田原店 大田原市若松町１６５０番１０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 　 2005年1月27日 2005年9月28日 2,019

関東 栃木県 かましん清原テクノ店

宇都宮市宇都宮都市計画事業宇都
宮テクノポリスセンター土地区画整
理事業地内１４６街区５画地 かましん  かましん 外６ 2005年1月28日 2005年10月1日 4,205

関東 栃木県 佐野ファッションモール 佐野市赤坂町９６１－１外 しまむら 1 しまむら アベイル 　 2005年2月18日 2005年10月19日 3,105

関東 栃木県 イオンスーパーセンター真岡店 真岡市台町字丸山２６６８番地２外 イオン 　 イオン 　 　 2005年2月25日 2005年10月26日 16,527

関東 栃木県  コジマＮＥＷ佐野店

佐野市佐野新都市土地区画整理事
業区内１００街区ー１、－１１、－１
２、－１３外 コジマ  コジマ 　 2005年3月7日 2005年11月8日 3,001

関東 栃木県 カワチ薬品大田原西店 那須塩原市緑１丁目８番地４４外 カワチ  カワチ 2005年3月23日 2005年11月24日 3,020

関東 栃木県 大田原複合計画 大田原市若松町１６３８番地１外 芙蓉総合リース 1 たいらや 3 2005年3月25日 2005年11月26日 1,991

関東 栃木県 マルシェ山川店 足利市山川町７６６番地１外
フジタコーポレー
ション 　

フジタコーポレー
ション 　 　 2005年3月29日 2005年11月30日 1,931

関東 群馬県 ワンダーグー高崎店 高崎市緑町４－９－１　外 メーモン
ワンダーコーポ
レーション 2004年4月30日 2005年1月1日 2,500

関東 群馬県 とりせん下田島店

太田市都市計画宝泉南部土地区画
整理事業地内仮換地第１００－２街
区　外 とりせん とりせん 1 2004年5月11日 2005年1月12日 2,127

関東 群馬県 ＴＢＳプラザ
北群馬郡吉岡町大久保１０１１－１
外

ティー・ビー・エ
ス・ラジオ・アン
ド・コミュニケー
ションズ

ギガスケーズデン
キ 2004年7月7日 2005年3月8日 5,727

関東 群馬県 天川大島ＳＣ
前橋都市計画事業松並木土地区画
整理事業４１街区１１８－２外 飯塚薬品 飯塚薬品 しまむら 1 2004年7月12日 2005年5月10日 3,484

関東 群馬県
とりせん下田島ショッピングモー
ル

太田都市計画事業宝泉南部土地区
画整理事業地内仮換地第１００－４
街区外 とりせん しまむら マツモトキヨシ 2004年7月16日 2005年3月17日 1,973



関東 群馬県 パワーセンターＵｏｋａⅡ吉井店 多野郡吉井町大字池５２番地１外 カルチャー カルチャー 飯塚薬品 2004年7月26日 2005年3月27日 4,431

関東 群馬県 カインズ前橋吉岡モール　資材館
北群馬郡吉岡町大字大久保字見柳
８６１－１　外 カインズ カインズ 2004年8月20日 2005年4月21日 3,503

関東 群馬県 カインズ前橋吉岡モール　専門店
北群馬郡吉岡町大字大久保字見柳
８５７　外 カインズ 未確定 2 2004年8月20日 2005年4月21日 2,749

関東 群馬県 リバティー前橋店 前橋市日吉町２－３３－１　外 とりせん クオーク 2004年8月23日 2005年4月24日 1,312

関東 群馬県 ワンダーグー伊勢崎店 伊勢崎市韮塚町１１８５－１　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8月27日 2005年4月28日 1,962

関東 群馬県 蔦屋書店伊勢崎茂呂店 伊勢崎市南千木町2437　外 トップカルチャー トップカルチャー 2004年9月1日 2005年5月2日 1,200

関東 群馬県 ヤマダ電機前橋リングス店 前橋市日吉町4-14-13　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年9月22日 2005年5月23日 4,625

関東 群馬県 渋川有馬ショッピングセンター 渋川市有馬字芦田１４１－１　外 ダイワロワイヤル
ファーストリテイリ
ング

ワンダーコーポ
レーション 2004年9月29日 2005年6月1日 2,434

関東 群馬県 株式会社カワチ薬品吉岡店
北群馬郡吉岡町大久保字金竹西１
４７３－１ カワチ薬品 カワチ薬品 2005年2月25日 2005年10月26日 2,777

関東 群馬県
アイ・シー・エス太田店舗ピット１０
０ 太田市西矢島１６２－２ アイ・シー･エス アイ・シー・エス 山崎屋 2005年2月28日 2005年11月1日 5,093

関東 群馬県 とりせん茂呂店 伊勢崎市茂呂町２－２７９３－３　外 とりせん とりせん 2005年3月3日 2005年11月4日 2,370

関東 群馬県 ヤオコーマーケットシティ桐生 桐生市相生町１－１２４－１　外 ヤオコー ヤオコー ○ 2005年3月28日 2005年11月29日 8,439

関東 埼玉県 いなげや三郷戸ヶ崎店
三郷市戸ヶ崎二丁目２４３－５及び
２４３－４ いなげや いなげや 2004年4月8日 2004年12月9日 3,407

関東 埼玉県 コジマＮＥＷ熊谷店 熊谷市大字石原504 コジマ コジマ 2004年4月9日 2004年12月10日 2,944

関東 埼玉県
久喜パークタウンショッピングセン
ターＡ棟 久喜市大字古久喜香取414 田口ビル管財 エコス 2004年4月9日 2004年12月10日 2,010

関東 埼玉県
久喜パークタウンショッピングセン
ターＢ・Ｃ棟 久喜市大字古久喜香取414 田口ビル管財

ファーストリテイリ
ング 大創産業 2 2004年4月9日 2004年12月10日 3,406

関東 埼玉県 エコス川越霞ヶ関店 川越市霞ヶ関北二丁目２番３号
角栄霞商業協同
組合 エコス 2004年4月30日 2004年12月31日 1,738

関東 埼玉県 マルエツ草加八幡店 草加市八幡町１３３２－１番地　外 マルエツ マルエツ 2004年5月13日 2005年1月17日 1,335

関東 埼玉県 東武ストア谷塚店
草加市谷塚町字西総田耕地９１８番
１　外 東武ストア 東武ストア 2004年5月24日 2005年1月25日 1,900

関東 埼玉県 三郷インター複合商業施設 三郷市上口２丁目１２８番　外 LIXILビバ
イトーヨーカ
堂 LIXILビバ イトーヨーカ堂 20 2004年5月28日 2005年6月1日 47,208

関東 埼玉県 ベルク鴻巣宮前店
鴻巣市大字宮前字本田１６７ー１
外 フジケンホーム ベルク 2004年6月21日 2005年2月22日 1,995

関東 埼玉県 カワチ薬品幸手店
幸手市大字上高野字菩薩前１４００
番地　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2004年6月23日 2005年2月24日 2,791

関東 埼玉県 ベルク毛呂山店
毛呂山町大字毛呂本郷字橋場２９３
番１　外 ベルク ベルク 2004年6月24日 2005年4月1日 2,630

関東 埼玉県 ベルク戸田中町店 戸田市中町一丁目２８番２４　外 ベルク ベルク 2004年7月16日 2005年3月17日 2,388

関東 埼玉県 ヤマダ電機テックランド東松山店 東松山市山崎町１番６　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年7月16日 2005年3月18日 2,877

関東 埼玉県 いなげや新座野寺店 新座市野寺二丁目８５４番１
エースプランニン
グ いなげや 2004年7月20日 2005年3月21日 1,848

関東 埼玉県
ファッションセンターしまむら吹上
店 吹上町鎌塚５丁目２３６８－１　外 関東綿業 しまむら 2004年7月29日 2005年3月30日 1,233

関東 埼玉県 ベルク川越東田町店 川越市東田町４番７　外 ベルク ベルク 2004年8月12日 2005年4月13日 2,140

関東 埼玉県 Ｐａｓｅｏｓ越谷東大沢店 越谷市東大沢３丁目１２－３　外 田原屋 田原屋 2004年8月12日 2005年4月13日 1,146

関東 埼玉県 ベイシア寄居北店 寄居町大字桜沢字南田島2916外 ベイシア ベイシア 2004年8月31日 2005年5月1日 9,140



関東 埼玉県 アリオ川口 川口市並木元町１番１７ イトーヨーカ堂 イトーヨーカ堂 42 2004年9月14日 2005年11月1日 26,000

関東 埼玉県 ベルク秩父影森店 秩父市下影森７０４ー１外 ベルク ベルク 2004年9月22日 2005年5月23日 4,041

関東 埼玉県 グリーンガーデン武蔵藤沢 入間市東藤沢３丁目５７外 芙蓉総合リース
生活協同組合
コープさいたま 10 2004年10月4日 2005年6月5日 7,400

関東 埼玉県 キャスティ 川口市栄町３丁目６００番地

川口鋳物工業協
同組合代表理事
児玉洋介 9

アインファーマ
シーズ オンリー 3 2004年10月5日 2005年7月1日 5,766

関東 埼玉県 コジマＮＥＷ新座店 新座市野火止６丁目１番１２号 コジマ コジマ 2004年10月22日 2005年6月23日 2,800

関東 埼玉県 コジマＮＥＷ上尾春日店 上尾市春日二丁目５－３ コジマ コジマ 2004年11月16日 2005年7月17日 1,820

関東 埼玉県 (仮称）コジマＮＥＷ春日部店 春日部市梅田二丁目９番２０号 コジマ コジマ 2004年11月30日 2005年7月31日 2,750

関東 埼玉県 ベイシア鶴ヶ島店
鶴ヶ島市南西部第一期土地区画整
理事業地内７街区２－１　外 ベイシア ベイシア 2004年11月30日 2005年8月1日 7,090

関東 埼玉県 ザ・ダイソー狭山店 狭山市広瀬東２ー１０－４　外 タジマヤ 大創産業 2004年12月20日 2005年8月21日 1,518

関東 埼玉県 (仮称）ヤオコー秩父大野原店 秩父市大字大野原６８２　外 ヤオコー ヤオコー 2 2004年12月20日 2005年8月21日 4,265

関東 埼玉県 ベイシア栗橋店 久喜市栗橋東6丁目１５－１ ベイシア ベイシア 2004年12月21日 2005年8月22日 10,050

関東 埼玉県 エムズタウン三郷中央 三郷市谷中２６８　外 マルエツ開発 マルエツ 2004年12月24日 2005年9月28日 2,250

関東 埼玉県 (仮称）コジマＮＥＷ加須店 加須市浜町１６ー１　外 コジマ コジマ 2005年1月27日 2005年9月28日 2,087

関東 埼玉県
ファッションセンターしまむら宮寺
店

入間市宮寺字北笠原２７９３番３
外 しまむら しまむら 2005年1月31日 2005年10月1日 1,309

関東 埼玉県 エムズタウン幸手（東館）
幸手市大字上高野字本村前784番
地　外 マルエツ開発 マルエツ サンドラッグ 1 2005年2月18日 2005年11月24日 3,114

関東 埼玉県 エムズタウン幸手（西館）
幸手市大字上高野字本村前745番
地　外 マルエツ開発 大創産業 西松屋チェーン 2 2005年2月18日 2005年11月24日 3,174

関東 埼玉県 マイネッツ杉戸高野台店 幸手市大字上高野2079　外
ネッツトヨタ東埼
玉

ネッツトヨタ東埼
玉 2005年2月18日 2005年10月19日 1,023

関東 埼玉県 カインズホーム嵐山店 嵐山町大字平沢字遠道８００ー１外 カインズ カインズ ベイシア 2005年3月10日 2005年11月11日 9,655

関東 埼玉県 ワンダーグー入間店 入間市上藤沢３８７番地の１ 三河解体
ワンダーコーポ
レーション 2005年3月22日 2005年11月23日 2,567

関東 埼玉県
おがわや小鹿野店　ウエルシア
小鹿野店

小鹿野町大字小鹿野字中林１９８１
番地外 小川商店 小川商店

グリーンクロス・コ
ア 2005年3月23日 2005年11月24日 1,935

関東 埼玉県 カワチ薬品入間店 入間市大字下藤沢３６０番地１外 カワチ薬品 カワチ薬品 2005年3月25日 2005年11月26日 1,701

関東 千葉県
（仮称）クリエイト　エス・ディー富
津青木店 富津市青木字曽根新田1673番ほか 三浦信夫 ○

クリエイト　エス・
ディー 2004年4月1日 2004年12月2日 1,436

関東 千葉県 メガマックス 印西市草深字弁天前１０２３ほか インテリア計画 インテリア計画 2004年4月2日 2004年12月4日 9,000

関東 千葉県 コーナン湾岸市川モール 市川市原木２５２６番６ほか
三菱UFJ信託銀
行 コーナン商事 3 2004年4月5日 2004年12月6日 20,787

関東 千葉県 ビッグハウス横芝店 横芝光町栗山字稔台4572番　外 タイヨー タイヨー 2 2004年4月8日 2005年1月27日 4,450

関東 千葉県 ワンダーグー旭店 旭市二字五郎作5888番1 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5月7日 2005年1月8日 2,150 ×

関東 千葉県
イオン八千代緑が丘ショッピング
センター 八千代市緑が丘２丁目１番６ 外

三井住友信託銀
行 イオンリテール 56 2004年5月14日 2005年1月15日 56,871

関東 千葉県 鎌ヶ谷フラミンゴテナント棟
鎌ヶ谷市東道野辺5丁目504番地5
外 大日商事 アベール 1 2004年6月2日 2005年2月3日 1,778

関東 千葉県 牧の原モア 印西市牧の原一丁目３番地
千葉ニュータウン
センター ヤマダ電機 11 2004年6月10日 2005年2月11日 4,014

関東 千葉県 アクロスプラザ千葉ＮＴ南 印西市武西字馬橋台1373番1ほか 三菱ＵＦＪリース すばる 2 2004年7月6日 2005年3月20日 2,719



関東 千葉県 フィールズ南柏 柏市南柏中央六番７ほか
アイエス・フィール
ズ マミーマート 15 2004年7月16日 2005年3月17日 9,498

関東 千葉県 コモディイイダ松戸新田店
松戸市松戸新田字平治郎屋舗62番
1　外 エムエヌケー コモディイイダ 2004年8月6日 2005年4月23日 1,717

関東 千葉県 （仮称）ゴルフ５成田公津の杜店 成田市飯田町字西向野129-175 岡部美代子 3 アルペン 2004年8月17日 2005年4月22日 1,092

関東 千葉県 スポーツデポ成田美郷台店 成田市美郷台１丁目17番5ほか あやね アルペン 2004年8月17日 2005年4月22日 3,044

関東 千葉県 （仮称）茂原ファッションモール
茂原市西町第２土地区画整理地８
街区１ほか （株）しまむら しまむら 2004年9月2日 2005年7月3日 1,999

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番外 （株）カインズ カインズ 1 2004年9月7日 2005年5月8日 9,700

関東 千葉県 ワンダーグー旭店 旭市二字五郎作５８８８番地１ほか
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10月7日 2005年6月8日 1,651

関東 千葉県
カインズホームス-パーセンター
旭飯岡店 旭市三川字犬林セ４３３４番１ほか カインズ カインズ 1 2004年10月7日 2005年6月8日 10,200

関東 千葉県 カインズホーム茂原店資材館 茂原市腰当字深田５２３番１ほか カインズ カインズ 2004年11月8日 2005年7月9日 3,397

関東 千葉県 カワチ薬品佐倉そめい野店 佐倉市染井野４丁目８番地１ カワチ薬品 カワチ薬品 2004年12月10日 2005年8月11日 2,576

関東 千葉県 カスミ茂原谷本店 茂原市谷本字本台２１２２番 外 カスミ カスミ 2004年12月10日 2005年8月11日 4,016

関東 千葉県 フードプラザハヤシ銚子店 銚子市明神町2-268 ハヤシ ハヤシ 2005年1月6日 2005年9月7日 1,478

関東 千葉県
（仮称）ファッションセンターしまむ
らつつみ野店

野田市堤台土地区画整理組合保留
地3街区3画地 しまむら しまむら 2005年1月7日 2005年11月8日 1,269

関東 千葉県
（仮称）つつみ野ファッションモー
ル

野田市堤台土地区画整理組合保留
地２街区２画地 しまむら しまむら 1 2005年1月7日 2005年11月8日 2,041

関東 千葉県 東京インテリア家具幕張店 習志野市芝園１丁目１－３４ほか
東京インテリア家
具

東京インテリア家
具 2005年3月11日 2005年11月12日 20,130

関東 千葉県
（仮称）カワチ薬品銚子店・カスミ
銚子南小川店 銚子市南小川町６０１－１ほか カワチ薬品 1 カワチ薬品 1 2005年3月11日 2005年11月12日 5,186

関東 千葉県 ベイシア富里店
富里市七栄北新木戸土地区画整理
事業１街区１画地ほか ベイシア ベイシア 4 2005年3月17日 2005年11月18日 11,630

関東 千葉県 ケーズデンキ富里インター店
富里市七栄北新木戸土地区画整理
事業５－１街区１画地 ベイシア電器

ケーズホールディ
ングス 2005年3月17日 2005年11月18日 3,600

関東 東京都 （仮称）ドン･キホーテ湯島店 文京区湯島三丁目19番4ほか ドン･キホーテ ドン･キホーテ 2004年4月1日 2004年12月1日 1,501

関東 東京都 カインズホーム　昭島店 昭島市つつじが丘二丁目8番55号 昭和飛行機工業 カインズ 2004年4月5日 2004年12月6日 9,418

関東 東京都 立川みなみルネッサンス 立川市柴崎町三丁目40番3ほか
立川みなみル
ネッサンス 東急ストア ツタヤ ○ 2004年4月12日 2005年3月31日 2,052

関東 東京都
（仮称）スーパーオートバックス羽
村店 羽村市神明台四丁目1番1号ほか

オートバックスセ
ブン オートピア 2004年4月21日 2004年12月22日 1,591

関東 東京都 東京汐留ビルディング 港区東新橋一丁目9番1号 森トラスト 1 パルコ 未定 2004年5月17日 2005年2月1日 3,283

関東 東京都 いなげや葛飾白鳥店 葛飾区白鳥一丁目1785番６ほか 大澤興産 いなげや 2004年5月20日 2005年1月21日 1,922

関東 東京都 サミットストア氷川台店 練馬区桜台三丁目45番1号 寶新商事 サミット 1 2004年6月1日 2004年11月30日 2,802

関東 東京都
イトーヨーカドー新亀有店ショッピ
ングセンター

葛飾区亀有三丁目786番3及び
足立区中川一丁目292番3　ほか イトーヨーカ堂 イトーヨーカ堂 未定 2004年6月16日 2006年2月1日 42,120

関東 東京都 三桂製作所下丸子SCビル 大田区下丸子四丁目84番16ほか 三桂製作所 オリンピック 2004年6月30日 2005年3月1日 6,460

関東 東京都 (仮称）西友竹の塚店 足立区西竹の塚一丁目2100番１

竹ノ塚駅西口南
地区市街地再開
発組合 西友 1 2004年6月30日 2005年3月30日 1,533

関東 東京都
(仮称）ホームセンターコーナン江
東区潮見店 江東区潮見二丁目2番2 コーナン商事 コーナン商事 2004年7月29日 2005年3月30日 6,014

関東 東京都 （仮称）花小金井北口駅前店計画
小平市花小金井一丁目764番7の一
部 いなげや いなげや 2 2004年7月29日 2005年3月30日 3,039



関東 東京都 （仮称）多摩東寺方ＳＣ 多摩市東寺方字5号660番1ほか サミット サミット 2 2004年8月2日 2005年4月2日 6,851

関東 東京都 大川ホームセンター下高井戸店 杉並区下高井戸五丁目365番
大川ホームセン
ター

大川ホームセン
ター 2004年8月20日 2005年4月21日 3,441

関東 東京都
（仮称）スーパーアルプス多摩境
２号店 町田市小山ヶ丘四丁目5-2ほか

スーパーアルプ
ス スーパーアルプス 2004年9月10日 2005年5月11日 4,426

関東 東京都 （仮称）コモディイイダ小菅店 葛飾区小菅三丁目121番１ほか 玉の肌石鹸 コモディイイダ 2004年9月24日 2005年5月25日 2,523 ×

関東 東京都 (仮称）ヨドバシAKIBAビル 千代田区神田花岡町1番6外12筆 ヨドバシカメラ ヨドバシカメラ 2004年9月30日 2005年5月31日 32,000

関東 東京都 オーケーDC用賀店 世田谷区用賀四丁目308番１ オーケー オーケー 2004年9月30日 2005年6月16日 3,062

関東 東京都 （仮称）コモディイイダ亀戸店 江東区亀戸二丁目1番地1ほか ルネッサンス コモディイイダ 2004年10月25日 2005年6月26日 2,139

関東 東京都
スーパースポーツゼビオ多摩境
店 町田市小山ヶ丘三丁目5番1ほか 萩原惟央 ゼビオ 2004年11月8日 2005年7月9日 3,293

関東 東京都 渋谷全線座ビル 渋谷区渋谷一丁目24番地7ほか 全線座 文教堂 1 2004年11月30日 2005年8月1日 1,183

関東 東京都 （仮称）コモディイイダ小菅店 葛飾区小菅三丁目121番１ほか 玉の肌石鹸 コモディイイダ 2004年12月7日 2005年8月8日 2,523

関東 東京都
株式会社カワチ薬品多摩ニュー
タウン店 多摩市唐木田一丁目22番2ほか カワチ薬品 カワチ薬品 2004年12月17日 2005年8月17日 2,784

関東 東京都 ライオンズプラザ多摩センター 多摩市落合一丁目35番 大京 未定 2004年12月20日 2005年8月21日 2,328

関東 東京都 成城学園前駅ビル 世田谷区成城六丁目291番地ほか 小田急電鉄 未定 2004年12月22日 2006年9月1日 4,195

関東 東京都 トルナーレ日本橋浜町 中央区浜町三丁目5番30

日本橋浜町三丁
目西部地区市街
地再開発組合 大丸ピーコック 5 2004年12月24日 2005年9月1日 1,487

関東 東京都 (仮称)ビバホーム板橋前野町店 板橋区前野町三丁目37番1
大内新興化学工
業 トステムビバ 2004年12月27日 2005年8月28日 4,322

関東 東京都 サミットストア芦花公園店 世田谷区南烏山二丁目605 日鉄鉱業 サミット サミット 2004年12月28日 2006年2月1日 2,195

関東 東京都 （仮称）フレスポ八王子みなみ野 八王子市みなみ野一丁目7 大和工商リース ローソン 未定 2005年1月13日 2005年9月14日 1,874

関東 東京都 （仮称）豊洲ショッピングセンター 江東区豊洲三丁目9番地ほか トステムビバ トステムビバ 未定 2005年1月13日 2005年9月14日 23,377

関東 東京都 パシオス多摩境店 町田市小山町3010番3
ダイヤモンドリー
ス 田原屋 2005年1月21日 2005年9月22日 1,252

関東 東京都 (仮称）丘の上パティオ新館 多摩市落合一丁目45番地
新都市センター
開発㈱ メガスポーツ 2 2005年1月31日 2005年10月1日 3,413

関東 東京都 （仮称）白金プラザ 港区白金一丁目341

白金一丁目東地
区市街地再開発
組合 クイーンズ伊勢丹 10 2005年1月31日 2005年11月30日 1,872

関東 東京都 中目黒プラザ 目黒区中目黒一丁目10番21号
東亜パッキング
工業 バルス 2005年2月3日 2005年10月4日 1,879

関東 東京都 (仮称）板橋区前野町２丁目計画 板橋区前野町二丁目17番7 三井不動産 三徳 2005年2月21日 2006年3月31日 2,130

関東 東京都 オーケー南砂尾高橋店 江東区南砂一丁目974番2ほか 東京地下鉄 オーケー 2005年2月25日 2005年10月26日 1,341

関東 東京都 ホームセンターコーナン深川店 江東区深川一丁目19番1ほか
ダイヤモンドリー
ス コーナン商事 2005年2月28日 2005年11月1日 6,760

関東 東京都 くろがねや稲城押立店
稲城市大字押立字稲荷島1744番18
ほか くろがねや くろがねや 2005年3月16日 2005年11月17日 6,350

関東 東京都 表参道ヒルズ 渋谷区神宮前四丁目12番4

神宮前四丁目地
区市街地再開発
組合 未定 2005年3月16日 2006年1月18日 10,595

関東 東京都
新宿三丁目東地区第一種市街地
再開発事業施設建築物 新宿区新宿三丁目49番１ほか 伊勢丹 5 丸井 2005年3月18日 2007年2月1日 9,002

関東 東京都 フィットハウス東京八王子店 八王子市鑓水二丁目175番2 フィットハウス フィットハウス 2005年3月25日 2005年11月26日 4,462



関東 東京都 ケーズデンキ多摩ニュータウン店 八王子市別所二丁目717番ほか
ギガスケーズデ
ンキ

ギガｽケーズデン
キ 2005年3月29日 2005年11月30日 5,037

関東 神奈川県
綾瀬タウンヒルズショッピングｾﾝ
ﾀｰ 綾瀬市深谷字大久保3,734の1ほか 日立キャピタル サミット トステムビバ 大創産業 2004年4月21日 2005年3月1日 19,207

関東 神奈川県
ファッションセンターしまむら矢畑
店 茅ヶ崎市矢畑68の1ほか 熊澤秀雄 しまむら 2004年6月30日 2005年3月1日 1,278

関東 神奈川県 （仮称）コルモピアかしわ台店 海老名市柏ヶ谷669の１ほか 渋谷久 サミットコルモ 2004年7月15日 2005年4月6日 1,213

関東 神奈川県 ラスカ小田原 小田原市栄町1-560ほか 東日本旅客鉄道 魚力 72 2004年10月19日 2005年6月20日 7,669

関東 神奈川県 古木ビル 大和市下鶴間1,598の1ほか 古木苑 ロピア 5 2004年10月28日 2005年7月1日 4,120

関東 神奈川県 フレスポ茅ヶ崎 茅ヶ崎市矢畑字肥地力620の1ほか 大和工商リース エイヴイ 2005年1月25日 2005年9月26日 4,455

関東 神奈川県 ＫＳＣビル
大和市渋谷（南部地区）土地区画整
理地区内40街区3区画地ほか

高座渋谷ショッピ
ングセンター いなげや 2005年1月28日 2005年11月3日 2,166

関東 神奈川県 マルエツさがみ野店 海老名市東柏ヶ谷1,409の14 マルエツ マルエツ 2005年2月18日 2005年11月30日 4,180

関東 神奈川県 ザ・ダイソー三浦店
三浦市南下浦町上宮田字木ノ間
1,434の3 大創産業 大創産業 2005年2月28日 2005年10月29日 1,400

関東 神奈川県 マックスバリュ平塚河内店 平塚市河内字竹ノ花127の1ほか
魚沼中央自動車
学校

マックスバリュ東
海 2005年2月28日 2005年10月29日 2,180

関東 神奈川県 明産平塚ショッピングセンター 平塚市四之宮2-360ほか 明産
マックスバリュ東
海 2005年2月28日 2005年11月1日 2,927

関東 神奈川県 株式会社ルミネ　藤沢店 藤沢市438の1 ㈱ルミネ － 22 2005年3月9日 2005年11月9日 1,099

関東 神奈川県 ハンディホームセンター綾瀬店
綾瀬市都市計画事業深谷中央特定
土地区画整理事業区域内５６街区 ㈱マキバ ㈱マキバ 2005年3月30日 2005年11月30日 8,266

関東 神奈川県
スーパーオートバックス厚木船子
店 厚木市船子字仲田５４の１

㈱オートバックス
セブン

㈱トキワオート
サービス 2005年3月31日 2006年1月15日 1,497

関東 新潟県
（仮称）イオン新発田ショッピング
センター

西新発田駅前土地区画整理事業区
域内44街区 イオン イオン 外未定 2004年7月2日 2005年3月3日 30,633

関東 新潟県 ホームセンタームサシ十日町店 十日町市丑900番地2　外 宮元屋ムサシ 宮元屋ムサシ 2004年7月30日 2005年4月1日 14,023

関東 新潟県 （仮称）マルイ本成寺店 三条市西本成寺1丁目3008番地1外 マルイ マルイ 2004年8月19日 2005年4月20日 1,295

関東 新潟県 （仮称）原信西城町店
上越市西城町2丁目字新中殿48-7
外 原信 原信 外未定 2004年8月20日 2005年4月21日 1,536

関東 新潟県 （仮称）いとう屋 三条市荒町2丁目470番1外 ケイアイ商事 ケイアイ商事 2004年8月20日 2005年4月21日 1,738

関東 新潟県 原信新美守店 新井市美守2丁目621番1外 原信 原信 外未定 2004年9月1日 2005年5月2日 1,507

関東 新潟県
（仮称）オフィスアルカディアショッ
ピングセンター（Ａ街区）

上越市大字藤野新田字上長池246-
1 日生不動産 イエローハット 高崎戸田書店 外2者 2004年10月4日 2005年6月6日 5,067

関東 新潟県
（仮称）オフィスアルカディアショッ
ピングセンター（Ｂ街区） 上越市大字福田字中小割168-1 コジマ コジマ 2004年10月4日 2005年6月6日 2,731

関東 新潟県 原信川崎ショッピングセンター 長岡市堀金1-20-1 原信 原信 星光堂薬局 外未定1者 2004年12月24日 2005年8月25日 3,331

関東 新潟県 塩沢ファッションモール
南魚沼郡塩沢町大字塩沢字樋渡
708-1外 しまむら しまむら アベイル 2005年2月23日 2005年10月24日 3,217

関東 新潟県 （仮称）ピットワン柏崎店 柏崎市幸町822-1外
関柳コンクリート
工業 新潟ジョーシン 2005年3月10日 2005年11月11日 1,817

関東 長野県
高木酒店篠ノ井店　アップルラン
ドデリシア篠ノ井店 長野市篠ノ井御幣川松島672ほか 高木酒店 高木酒店 アップルランド 2004年4月15日 2004年12月16日 2,832

関東 長野県
ＪＡファームみなみちゃん　天龍
社　ファーマーズマーケット 飯田市鼎東鼎281ほか みなみ信州農協 みなみ信州農協 天龍社 2004年5月11日 2005年4月15日 1,224

関東 長野県 ノジマ松本平田店　ツルヤ平田店 松本市平田区画整理16街区ほか ノジマ 1 ノジマ ツルヤ 2004年6月11日 2005年2月12日 5,054

関東 長野県 スポーツデポ・ゴルフ５南松本店 松本市南松本2-139-1ほか アルペン アルペン 2004年6月11日 2005年2月12日 5,430



関東 長野県 上田築地ファッションモール
上田市大字築地字堀ノ内150-1ほ
か しまむら しまむら アベイル 2004年7月22日 2005年3月23日 4,248

関東 長野県 ファーストプラザ
須坂市大字井上字砂田1830番地9
ほか 村山 チヨダ マックハウス 2004年9月16日 2005年5月17日 1,866

関東 長野県 ヤマダ電機テックランド岡谷店 岡谷市長池源2-3234-1 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年11月4日 2005年7月5日 2,665

関東 長野県 ベイシア長野東店 長野市大字小島字布野裏193ほか ベイシア ベイシア 2004年12月14日 2005年8月15日 4,300

関東 長野県
西源須坂・長野東インター店・
エースワン須坂店 須坂市大字井上1700-13ほか 西源 1 西源 1 2005年1月13日 2005年9月14日 2,927

関東 長野県 OKAYA LIFE PARK 岡谷市塚間町2-6696ほか ダイワロイヤル イエローハット 2 2005年1月21日 2005年9月22日 2,197

関東 長野県 とをしや薬局平田店
松本市平田土地区画整理事業9街
区4画地ほか とをしや薬局 とをしや薬局 2005年3月18日 2005年11月19日 1,653

関東 長野県 パウ長野
長野市川中島御厨字寺沢973-2ほ
か ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2005年3月30日 2005年11月30日 3,603

関東 山梨県 オギノ甲州店 塩山市下於曽１４７０番 オギノ オギノ ナカヤ 3 2004年6月22日 2005年2月23日 4,675

関東 山梨県 コジマＮＥＷ甲府バイパス店 甲府市中小河原一丁目１４番１２号 コジマ コジマ 2004年8月12日 2005年4月13日 2,600

関東 山梨県 ドラッグナカヤ井戸店 笛吹市石和町井戸７２番１ ナカヤ ナカヤ 2004年9月2日 2005年5月3日 1,599

関東 山梨県 アピタ石和店
笛吹市石和町窪中島字新開町１５４
番 ユニー ユニー 2004年10月15日 2005年8月26日 12,992

関東 山梨県 フレスポみのぶ
南巨摩郡身延町飯富字宮の外２３０
９番２１０ 大和工商リース セルバ 3 2004年12月28日 2005年8月29日 3,080

関東 山梨県 笛吹南マーケットタウン 笛吹市境川町石橋字堰添５７５番１ セルバ セルバ 2005年3月23日 2005年11月24日 2,279

関東 静岡県 Paseos御殿場店 御殿場市萩原字カリヤツカ79-1外 田原屋 田原屋 2004年5月18日 2005年1月19日 1,213

関東 静岡県 マックスバリュ御殿場新橋店 御殿場市新橋986ｰ1外
マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2004年6月9日 2005年2月10日 1,652

関東 静岡県 マックスバリュ御殿場原里店
御殿場市川島田字一ノ沢1698-11
外

マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2004年6月25日 2005年2月26日 2,564

関東 静岡県 ビッグ富士富士店 富士市原田字反り田200-1外 ビッグ富士 ビッグ富士 2004年7月23日 2005年4月1日 2,042

関東 静岡県 三島本町タワー 三島市本町1757-1 小林機械工業 ○
マックスバリュ東
海 ○ 2004年8月2日 2005年4月1日 2,667

関東 静岡県 カインズモール磐田豊岡店 磐田市下神増字寺前56外 カインズ カインズ ベイシア 2004年8月11日 2005年4月12日 12,000

関東 静岡県 島田道悦ショッピングセンター 島田市道悦1-13-38 東陽不動産 ○ 高田薬局 セリア 2004年9月8日 2005年5月9日 1,964

関東 静岡県
ファッションセンターしまむら大塚
店 沼津市大塚1030-1外 加藤治郎 ○ しまむら 2004年10月15日 2005年6月16日 1,166

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3728外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年10月29日 2005年6月30日 2,655

関東 静岡県 シーズンセレクト袋井店 袋井市豊沢字高山下1142外 シーズンセレクト 松菱商事 セイジョー 2004年11月17日 2005年7月18日 2,471

関東 静岡県 ベイシア電器榛原店 牧之原市細江字中ヤリ207外 ベイシア電器 ベイシア電器 2004年11月24日 2005年7月25日 1,482

関東 静岡県 (仮称）コジマＮＥＷ富士店 富士市蓼原字袋町55-4外 コジマ コジマ 2004年11月29日 2005年7月30日 2,900

関東 静岡県 ケーズデンキ菊川パワフル館
菊川市宮の西土地区画整理事業地
内35街区1ブロック外 ギガス ギガス 2004年12月27日 2005年8月28日 2,471

関東 静岡県 河村電気菊川店 菊川市加茂2047-2 河村電気 河村電気 2005年2月24日 2005年10月25日 2,325

関東 静岡県 ヤマダ電機テックランド沼津店 沼津市岡宮字寺林1250-2外
フジ・スペース・テ
クニカ ヤマダ電機 2005年2月28日 2005年11月1日 3,647

関東 静岡県 マックスバリュ磐田中泉店 磐田市中泉字東御殿685-1外
マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2005年3月22日 2006年11月23日 1,901



関東 静岡県 ユーストア大覚寺店 焼津市大覚寺字中ノ島709外 ユーストア ユーストア 2005年3月24日 2006年11月25日 5,816

関東 さいたま市 フードガーデン大宮日進店
さいたま市北区日進町二丁目１０５
９番地１外

与野フードセン
ター

与野フードセン
ター 2004年6月15日 2005年2月15日 2,086

関東 さいたま市 コジマＮＥＷ与野店
さいたま市中央区本町西４丁目１５
番７号 松本商事 コジマ 2004年10月14日 2005年6月15日 1,842

関東 さいたま市
（仮称）武蔵浦和駅再開発商業ビ
ル

さいたま市南区別所７丁目１５４６番
地（武蔵浦和駅第８－１街区）

武蔵浦和駅第８
－１街区市街地
再開発組合 オリンピック ニトリ 2005年2月28日 2005年11月1日 14,502

関東 千葉市 ハーバーシティ蘇我 千葉市中央区川崎町６番地９外 イトーヨーカ堂 2 イトーヨーカ堂 島忠ホームズ ○ 2004年4月30日 2005年1月20日 72,376

関東 千葉市
ROOM DECO かねたや幕張新都
心店 千葉市美浜区ひび野１－７ かねたや家具店 かねたや家具店 2004年6月8日 2004年12月11日 13,882

関東 千葉市 マルエツ宮野木店
千葉市花見川区朝日ヶ丘一丁目
607-1　外 マルエツ マルエツ 2004年11月26日 2005年6月30日 1,660

関東 千葉市 オートウェーブ浜野店
千葉市中央区浜野町１０２５番地５
９ オートウェーブ オートウェーブ 2004年12月17日 2005年8月17日 2,018

関東 横浜市 （仮称）十日市場SB 緑区十日市場町807番地1,2,3,4,5 佐藤和美

田中滿之
進、佐藤文
雄 相鉄ローゼン 大創産業 2004年4月1日 2004年12月1日 3,007

関東 横浜市
横浜四季の森ショッピングセン
ター 旭区上白根三丁目679番地２ほか 大和ハウス工業

ロイヤルホームセ
ンター マルエツ 18 2004年5月10日 2005年3月10日 10,591

関東 横浜市 下倉田吉原ビル 戸塚区下倉田町1944番地１ほか
下倉田ゴルフ練
習場 サミット 2004年6月30日 2005年8月1日 3,684

関東 横浜市 ＪＲ東海新横浜ビル（仮称）
港北区新横浜二丁目100番地45ほ
か

新横浜ステーショ
ン開発

新横浜ステーショ
ン開発 2004年9月27日 2008年9月1日 18,752

関東 横浜市 （仮称）港北ＮＴセンター北ＳＣ 都筑区中川中央一丁目25番 ㈲港北エスシー ドイト 日本トイザらス 1 2004年9月30日 2007年3月1日 41,515

関東 横浜市
ファッションセンターしまむら本郷
台店 栄区小菅ヶ谷四丁目14番67号 オフィス郷 しまむら 2004年10月12日 2005年6月13日 1,231

関東 横浜市 アピタ長津田店 緑区十日市場町2466番地４ほか ユニー ユニー 2004年12月27日 2005年11月1日 23,442

関東 横浜市
（仮称）スーパービバホーム長津
田店 緑区十日市場町2466番地９ほか ユニー トステムビバ 2004年12月27日 2005年8月28日 15,000

関東 横浜市 （仮）ニトリ新横浜店 港北区新横浜一丁目15番１ほか ニトリ ニトリ 2005年2月23日 2005年10月24日 6,767 ×

関東 川崎市 オーケー川崎本町店 川崎市川崎区本町2-12-4他 三菱ＵＦＪリース オーケー 2004年5月17日 2004年12月10日 1,354

関東 川崎市 ノジマ川崎中原店
川崎市中原区宮内2丁目27番１他7
筆 ヨシツカ精機 ノジマ 2004年9月3日 2005年6月1日 1,703

関東 川崎市 （仮称）ライフ川崎京町店 川崎市川崎区京町３丁目27番１号 東電不動産
ライフコーポレー
ション 2005年3月15日 2005年11月16日 1,653

関東 相模原市
（仮称）ホームセンターコーナン西
橋本店 相模原市西橋本5-4の4 コーナン商事 コーナン商事 2004年7月26日 2005年3月27日 15,875 ×

関東 相模原市
（仮称）スーパーアルプス陽光台
店 相模原市陽光台2-5,176の3 佐藤錦策 スーパーアルプス 2004年8月6日 2005年4月7日 1,619

関東 相模原市 島忠相模原店 相模原市古淵2-2,209の56 島忠 島忠 2004年8月27日 2005年4月28日 12,929

関東 相模原市
（仮称）ホームセンターコーナン西
橋本店 相模原市西橋本5-4の4 コーナン商事 コーナン商事 メガスポーツ トイザらス 2004年10月29日 2005年7月1日 16,015

関東 相模原市 オーケー相模原中央店 相模原市中央2-229の2
ユニヴアーサル
ファーム オーケー 2005年1月26日 2005年9月27日 1,881

関東 新潟市 スーパーセンターウオロク新津店
新潟市秋葉区善道字潟端563番外
89筆 ウオロク ウオロク

外1その他
未定 2004年7月14日 2005年3月15日 14,537

関東 新潟市 （仮称）白根商業集積
新潟市南区上下諏訪木字論地874
番地1

ひらせいホーム
センター 三喜

ひらせいホームセ
ンター 三喜 外4者 2004年9月29日 2005年5月30日 9,926

関東 新潟市 亀田三條岡ショッピングセンター
新潟市江南区袋津三條岡（三條岡
土地区画整理組合地内）

ムラキ不動産商
会 キューピッド 外未定3者 2004年10月28日 2005年6月30日 3,556

関東 新潟市
SUPER CENTER PLANT-5横越
店

新潟市江南区横越字上郷931番地
外 ＰＬＡＮＴ ＰＬＡＮＴ 2005年1月17日 2005年9月18日 18,293



関東 静岡市
ヤマダ電機テックランド静岡国吉
田店 静岡市駿河区国吉田1-1-53外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年7月29日 2005年3月30日 4,319

関東 静岡市 マックスバリュ清水興津店
静岡市清水区興津本町字勝間113-
1外

マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 高橋薬局 2004年10月29日 2005年6月30日 2,020

関東 静岡市 ジーンズショップオサダ東静岡店
静岡市東静岡駅周辺土地区画整理
事業17街区2

ジーンズショップ
オサダ

ジーンズショップ
オサダ 長田商事 2004年12月20日 2005年8月22日 1,166

関東 浜松市 カインズホーム浜松雄踏店 浜松市西区雄踏町宇布見地内 カインズ カインズ ベイシア 2004年4月23日 2004年12月24日 17,853

関東 浜松市 マックスバリュ細江店 浜松市北区細江町中川5819-1
マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2004年4月28日 2004年12月29日 1,882

関東 浜松市 桜台ショッピングセンター 浜松市西区桜台3丁目128 スズキビジネス 遠鉄ストア 2004年5月21日 2005年1月22日 4,439

関東 浜松市 イオン浜松東ショッピングセンター 浜松市東区天王町字諏訪1981-3外 近藤紡績所 イオン 2004年10月8日 2005年6月9日 35,541

関東 浜松市 マックスバリュ浜北店 浜松市浜北区沼字道上175-1外 千晃
マックスバリュ東
海 2004年11月22日 2005年7月23日 1,722

関東 浜松市 (仮称）マックスバリュ浜松和田店 浜松市東区和田町字東前203-1外
マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2004年11月22日 2005年7月23日 3,291

関東 浜松市 杏林堂薬局志都呂店
浜松市中区志都呂町95街区3画地
外 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2004年12月3日 2005年8月4日 2,140

中部 愛知県 (仮称)日進竹の山SC
日進竹の山南部特定区画整理地内
３１街区6番地ほか３筆 カーマ カーマ 2004年4月9日 2004年12月10日 11,065

中部 愛知県 エイデン蒲郡店
蒲郡市宝飯都市計画蒲郡駅南土地
区画整理事業27街区1番 エイデン エイデン 2004年4月28日 2004年11月23日 2,887

中部 愛知県
2005年日本国際博覧会物品販売
店舗

愛知郡長久手町大字熊張字茨ヶ廻
間乙1533-1

2005年日本国際
博覧会協会 未定 2004年5月24日 2005年3月25日 12,292

中部 愛知県
（仮称）ハイウェイオアシス中央
棟・地域物産棟 刈谷市東境町吉野55

刈谷ハイウェイオ
アシス

刈谷ハイウェイオ
アシス 丸万水産 ○ 2004年5月28日 2004年11月23日 1,862

中部 愛知県
ザ・スポーツモールアルペン長久
手(仮称） 愛知郡長久手町東狭間1002 アルペン アルペン 2004年6月7日 2005年2月8日 2,393

中部 愛知県
(仮称）スポーツデポ・ゴルフ５小
牧店 小牧市堀の内5-144ほか アルペン アルペン カルコス 2004年6月9日 2004年11月25日 7,373

中部 愛知県 アオキスーパー大治店
海部郡大治町大字堀之内字元苗代
234-1ほか53筆 アオキスーパー アオキスーパー 2004年6月10日 2005年2月11日 1,356

中部 愛知県 スーパー三心一宮浅井店
一宮市浅井町大日比野字如来堂
172ほか4筆 三心 三心 2004年6月11日 2005年3月1日 1,204 ×

中部 愛知県 中部薬品豊川店 豊川市諏訪4-179 中部薬品 中部薬品 2004年6月15日 2005年2月16日 1,984

中部 愛知県 長久手ショッピングセンター
愛知郡長久手町長湫南部土地区画
整理地53街区 ユーストア ユーストア スギヤマ薬品 ユニー 2004年6月21日 2005年2月22日 7,112

中部 愛知県
(仮称）JAあいち三河幸田憩いの
農園

額田郡甲田町大字大草字上六條
22-1

あいち三河農業
協同組合

あいち三河農業
協同組合 2004年6月29日 2005年3月1日 2,005

中部 愛知県 フィール豊橋店 豊橋市菰口町3-25ほか11筆
フィールコーポ
レーション

フィールコーポ
レーション 未定 ○ 2004年6月30日 2005年3月1日 2,414

中部 愛知県
中部薬品春日井宮町店・しまむら
春日井西店・いまじん春日井西店 春日井市宮町字中島1-1 バロー 中部薬品 しまむら ○ 2004年7月29日 2005年3月30日 3,636

中部 愛知県 ヤマダ電機テックランド江南店 江南市高屋町清水39 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年7月30日 2005年3月31日 5,061

中部 愛知県 （仮称）アオキスーパー蟹江店
海部郡蟹江町大字蟹江新田字勝田
場10-3 アオキスーパー アオキスーパー しまむら 2004年9月27日 2005年5月28日 2,132

中部 愛知県 ラフーズコア安城店
安城市安城新幹線駅周辺土地区画
整理事業第176街区第１ほか8筆 ユニー ユニー ○ 2004年12月17日 2005年8月26日 4,350

中部 愛知県 エイデン豊川店・ニトリ豊川店
豊川市正岡町西深田348-1ほか22
筆 エイデン エイデン ニトリ 2005年1月14日 2005年9月15日 8,992

中部 愛知県 （仮称）ユニクロ春日井六軒屋店 春日井市六軒屋町西3-3-1ほか4筆
ユーエフジェイセ
ントラルリース

ファーストリテイリ
ング 2005年1月20日 2005年9月21日 1,533

中部 愛知県
（仮称）コロナドンキワールド半田
店 半田市旭町3-36-1ほか34筆 コロナ ドン･キホーテ 2005年1月28日 2005年9月1日 2,350

中部 愛知県 フィール豊橋柱五番町店 豊橋市柱五番町116-1ほか2筆
フィールコーポ
レーション

フィールコーポ
レーション ヤマダ電機 3 2005年2月25日 2005年10月31日 6,480



中部 愛知県 ヤマナカ南安城店 安城市南町15-18 ヤマナカ ヤマナカ 2005年2月28日 2005年11月1日 1,656

中部 愛知県 ホームセンターコーナン小牧店 小牧市堀の内4-136-1ほか7筆 コーナン商事 コーナン商事 2005年3月22日 2005年9月15日 15,823

中部 愛知県 （仮称）ゴルフ５豊橋向山店 豊橋市つつじか丘2-2-1ほか アルペン アルペン 2005年3月23日 2005年10月7日 1,890

中部 愛知県 （仮称）ニトリ日進店 日進市浅田町美濃輪1-1ほか ニトリ ニトリ 2005年3月25日 2005年10月20日 7,272

中部 愛知県 アオキスーパー武豊店 知多郡武豊町祠峰1-97 アオキスーパー アオキスーパー 2005年3月29日 2005年11月1日 1,339

中部 岐阜県 土岐プレミアム・アウトレット

土岐市土岐プラズマリサーチパーク
第一土地区画整理事業４街区１画
地

チェルシージャパ
ン 未定 2004年5月28日 2005年3月1日 15,154

中部 岐阜県 （仮称）ケーヨーデイツー真正店 本巣市宗慶字大塚前４５６　外 ケーヨー ケーヨー 2004年6月1日 2005年2月1日 6,933 ×

中部 岐阜県
ファッションセンターしまむら高山
店 高山市岡本町４丁目１７９－２　外 しまむら しまむら 2004年6月2日 2005年2月3日 1,295

中部 岐阜県 ヤマダ電機テックランド大垣店 大垣市築捨町２丁目１０４　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年7月23日 2005年3月24日 3,384 ×

中部 岐阜県
SUPER　CENTER　PLANT-6　瑞
穂店

瑞穂市犀川堤外地土地区画整理事
業地　外 PLANT PLANT 2004年7月28日 2005年3月29日 20,294

中部 岐阜県 あかのれん　美濃加茂店
美濃加茂市山手町一丁目２６番１
外 あかのれん あかのれん 2004年9月8日 2005年5月9日 1,589

中部 岐阜県 ゲンキー多治見店 多治見市宝町九丁目20番地　外 ゲンキー ゲンキー 2004年10月1日 2005年6月2日 2,996

中部 岐阜県 （仮称）ロックタウン大垣 大垣市三塚町丹瀬４６３－１　外 ロック開発 コロナ イオン 〇 2004年10月28日 2005年6月29日 26,263

中部 岐阜県 ゲンキー美濃加茂店 美濃加茂市島町２丁目１３８８　外 ゲンキー ゲンキー 2004年10月29日 2005年6月30日 2,996

中部 岐阜県 スーパーマルキ稲口店 関市稲口字壱町田６２３番　外
ファミリースー
パーマルキ

ファミリースー
パーマルキ 2004年11月4日 2005年7月7日 2,515

中部 岐阜県 スーパー三心那加店
各務原市那加野畑町二丁目１０番
外 三心 三心 2004年11月8日 2005年7月10日 2,050

中部 岐阜県 ヤマダ電機テックランド大垣店 大垣市築捨町２丁目１０４　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年11月30日 2005年7月31日 3,384

中部 岐阜県 スーパー三心　北方店
本巣市上真桑字堤合２２０６番２
外 三心 三心 2005年1月25日 2005年9月26日 3,214 ×

中部 岐阜県 ゲンキー大野町店
揖斐郡大野町大字黒野字小田町２
５番３　外 ゲンキー ゲンキー 2005年2月25日 2005年10月25日 2,995

中部 岐阜県 （仮称）ニトリ岐阜大垣店 大垣市築捨４丁目１番　外 ニトリ ニトリ 2005年3月16日 2005年11月16日 4,921

中部 岐阜県
(仮称）バロー本巣文殊店（Aゾー
ン） 本巣市文殊字天辺1041番地１　外 バロー バロー 中部薬品 ○ 2005年3月29日 2005年11月30日 4,386

中部 岐阜県
（仮称）バローイズムホームセン
ター本巣文殊店（Ｂゾーン） 本巣市文殊字天辺1020番　外 バロー バロー 2005年3月29日 2005年11月30日 5,114

中部 岐阜県
（仮称）いまじん本巣文殊店（Ｃ
ゾーン） 本巣市文殊字天辺1006番1　外 バロー いまじん 2005年3月28日 2005年11月30日 1,389

中部 三重県 ケーヨーデイツー津島崎店 津市島崎町22番地1外41筆 ケーヨー ケーヨー 2004年6月22日 2005年2月23日 8,792

中部 三重県
（仮称）なばなの里ガーデンセン
ター

桑名郡長島町大字駒江字中間田
168番地外15筆 長島観光開発 長島観光開発 2004年6月30日 2005年3月1日 6,230

中部 三重県 岡田ウイングショッピングセンター 鈴鹿市岡田3丁目332番地4 葛西商事
マックスバリュ中
部 3 2004年10月15日 2005年5月20日 3,087

中部 三重県 オークワ下村店 松阪市下村町字頓デ788-1 ぎゅーとら ぎゅーとら 2004年11月2日 2005年7月3日 1,431

中部 三重県
バロー桑名東ショッピングセン
ター

桑名市大字桑名字太一丸687番1外
18筆 バロー バロー 4 2004年12月10日 2005年8月11日 9,273

中部 三重県 （仮称）桑名駅前再開発ビル 桑名市桑栄町地内1-1 三交不動産 未定 12 2004年12月21日 2006年3月1日 2,203



中部 三重県 オークワ鈴鹿木田店
鈴鹿市木田町字石ヶ広1059番3の
一部外12筆 オークワ オークワ 2005年2月14日 2005年10月15日 2,015

中部 富山県 サンコー砺波店 砺波市苗加388-1外９筆 三幸 示野薬局 三幸 示野薬局 2004年4月22日 2004年12月16日 3,950

中部 富山県 ブック・オフ黒瀬北店
富山市黒瀬北町２丁目2番地の9外
9筆 宮田商事 電陽社 2004年6月16日 2004年12月1日 1,672

中部 富山県 バロー高岡木津店 高岡市木津458番地135 バロー バロー あかのれん 2004年7月29日 2005年3月30日 3,982

中部 富山県
（仮称）コメリホームセンター魚津
店 魚津市慶野135番地1外21筆 コメリ コメリ 2004年10月22日 2005年6月23日 7,922

中部 富山県 新鮮市場羽根店 富山市羽根1286-1外 サンピュア― サンピュア― 2004年11月10日 2005年7月1日 1,357 ×

中部 石川県
スーパーセンターロッキー志賀の
郷店

石川県羽咋郡志賀町字末吉鵜島２
－１ほか ロッキー 　 ロッキー 　 2 2004年4月28日 2004年12月28日 9,805

中部 石川県 Ａコープ蝶屋店
石川県石川郡美川町字西米光町チ
１００番地 蝶屋農業 　 ジャコム石川 　 　 2004年6月15日 2005年2月16日 1,430

中部 石川県 フィットハウス金沢西店
石川県石川郡野々市町横宮町１０３
番１ほか フィットハウス 　 フィットハウス 　 　 2004年7月20日 2005年3月21日 2,473

中部 石川県 ヤマダ電機テックランド小松店 石川県小松市長田町ロ１番１ほか ヤマダ電機 　 ヤマダ電機 　 　 2004年11月16日 2005年7月17日 2,985

中部 石川県 ゲンキー金石店
石川県金沢市畝田西２丁目５－１ほ
か ゲンキー 　 ゲンキー 　 　 2005年1月20日 2005年9月22日 2,749

中部 石川県 食品スーパーマルエー三納店
石川県石川郡野々市町中南地区整
理事業施行地区内 マルエー 　 マルエー 　 　 2005年1月26日 2005年10月1日 1,900

中部 石川県 キリン堂額新保店
石川県金沢市額新保２丁目２７５番
地ほか キリン堂 　 キリン堂 　 　 2005年1月26日 2005年9月27日 1,500

中部 石川県
バローショッピングセンター金沢
大桑（Ａゾーン）

石川県金沢市大桑第三地区土地区
画整理事業地内 バロー 　 バロー あかのれん 4 2005年2月25日 2005年10月27日 4,784

中部 石川県
バローショッピングセンター金沢
大桑（Ｂゾーン）

石川県金沢市大桑第三地区土地区
画整理事業地内 バロー 　 中部薬品 いまじん  2005年2月25日 2005年10月27日 3,915

中部 石川県
ヤマダ電機テックランド金沢大桑
店（Ｃゾーン）

石川県金沢市大桑第三地区土地区
画整理事業地内 ヤマダ電機 　 ヤマダ電機 　  2005年2月25日 2005年10月26日 4,917

中部 石川県

西松屋金沢大桑店、シュープラザ
金沢大桑店、マックハウス金沢大
桑店

石川県金沢市大桑第三地区土地区
画整理事業地内

大和情報サービ
ス 　 西松屋チェーン 　 2 2005年3月30日 2005年11月30日 1,994

中部 名古屋市 フィール志賀公園店 北区中丸町2丁目1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 ○ 2004年6月9日 2005年2月9日 3,014

中部 名古屋市 金山北施設・地下鉄金山駅ビル 中区金山一丁目31番地　外
名古屋都市整備
公社 1 ヴィ・ド・フランス ○ 2004年6月30日 2005年3月1日 8,529

中部 名古屋市 名古屋港ショッピングモール 港区一州町1番の3 カインズ 1 カインズ ○ 2004年7月6日 2005年3月7日 28,697

中部 名古屋市 カーマホームセンター名北店 北区尾上町1丁目1番　外 カーマ カーマ 2004年7月7日 2005年3月8日 2,332

中部 名古屋市
有松駅前第1種市街地再開発事
業商業施設 緑区鳴海町字有松裏200番地 名古屋市 14 イオン 2004年8月25日 2005年4月25日 15,985

中部 名古屋市 名古屋港イタリア村 港区港明102番地　外
名古屋港管理組
合　外 1 セラヴィリゾート 2004年10月4日 2005年6月4日 10,744

中部 名古屋市 イオン千種ショッピングセンター 千種区千種二丁目1601番2 イオン イオン 2004年11月5日 2005年5月10日 13,689

中部 名古屋市 マックスバリュ南堀越店 西区南堀越二丁目405番
マックスバリュ中
部

マックスバリュ中
部 2004年11月8日 2005年4月28日 3,380 ×

中部 名古屋市 ナフコ川原21ショッピングセンター 昭和区川原通6丁目2番1号 ナフコはせ川 ナヒコはせ川 ○ 2004年12月10日 2005年8月10日 4,400

中部 名古屋市 レクサス高岳 東区東桜二丁目1番1 名古屋トヨペット 名古屋トヨペット 2004年12月14日 2005年8月1日 1,526

中部 名古屋市 レクサス昭和 昭和区高辻町2番40号 愛知トヨタ自動車 愛知トヨタ自動車 2004年12月15日 2005年8月1日 2,044

中部 名古屋市 バロー中川戸田店
中川区富田町大字戸田字上柳瀬6
番　外 バロー バロー ○ 2005年2月18日 2005年10月19日 11,795



中部 名古屋市
あかのれん内田橋ショッピングセ
ンター 南区明治一丁目18番9号 あかのれん あかのれん ○ 2005年2月21日 2005年10月22日 3,838

中部 名古屋市 林物産栄五丁目店舗 中区栄五丁目215番地　外 林物産 林物産 2005年3月18日 2005年11月19日 1,244

中部 名古屋市 マックスバリュ昭和橋通店 中川区法蔵町2丁目20番　外
マックスバリュ中
部

マックスバリュ中
部 ○ 2005年3月31日 2005年12月1日 3,820

近畿 福井県
ＪＲ福井駅高架下開発ビル（仮
称） 福井市中央１丁目２６０１－１

金沢ターミナル開
発

金沢ターミナル開
発 2004年4月27日 2005年3月15日 1,146

近畿 福井県 ゲンキー大野店 大野市鍬掛第２０字９－４　外７筆 ゲンキー㈱ ゲンキー㈱ 2004年7月28日 2005年4月14日 2,996

近畿 福井県
カーセブンＭＥＧＡ福井店
フォード福井㈱ショールーム 福井市新保町２７字５２から５５ あおい商事㈱ フォード福井㈱

ＡＯＩインターナ
ショナル㈱ 2004年7月30日 2005年3月31日 3,389

近畿 福井県 若杉ファッションモール 福井市若杉町４丁目1601　外１０筆 ㈱しまむら ㈱アベイル ㈱しまむら ㈱アベイル 2004年8月6日 2005年4月7日 2,109

近畿 福井県 ハニー新鮮館こぶし通店 大野市神明町1110～1115 芦見屋 芦見屋 2004年8月25日 2005年4月25日 1,528

近畿 福井県 クスリのアオキ敦賀南店 敦賀市若葉町2丁目705 クスリのアオキ クスリのアオキ 2004年10月22日 2005年6月23日 1,659

近畿 福井県 ダイソー福井開発店 福井市開発町2-3 ヤスサキ ヤスサキ 2004年10月22日 2005年6月25日 2,170

近畿 福井県 （仮称）アルビス福井高木店
福井都市計画事業市場周辺土地区
画整理事業１４街区 アルビス アルビス 2004年11月2日 2005年7月15日 2,197

近畿 福井県 ゲンキー春江店 春江町随応寺23字19-1他27筆 ゲンキー ゲンキー 2004年11月15日 2005年7月22日 5,051

近畿 滋賀県 (仮称)レイクサイドガーデン 大津市萱野浦3304-19　他10筆 ダイワロイヤル アルペン
ユタカファーマ
シー ○ 2004年4月5日 2004年12月6日 7,421

近畿 滋賀県 ホームプラザナフコ滋賀大津店 大津市玉野浦2394番4号 ナフコ ナフコ 2004年4月23日 2004年12月24日 9,190

近畿 滋賀県 カーマホームセンター能登川店
神崎郡能登川町大字林字見土91
他1筆 カーマ カーマ 2004年4月26日 2004年12月27日 5,185

近畿 滋賀県
サンミュージックハイパーブックス
草津 草津市木川町72番地 三王都市開発 サンミュージック 2004年5月17日 2005年1月18日 2,646

近畿 滋賀県 ㈱丸善守山駅前店 守山市梅田町字八ノ坪28-1ほか 丸善 丸善 ○ 2004年6月7日 2005年3月1日 1,711 ×

近畿 滋賀県 （仮称）スーパーモール彦根店
彦根市馬場二丁目字松原馬場104
番地ほか カインズ カインズ ベイシア ○ 2004年6月14日 2005年2月15日 26,628

近畿 滋賀県 （仮称）近江八幡駅前南部店舗
近江八幡市鷹飼町字一本木223番3
ほか

三菱UFJ信託銀
行 ユーストア カーマ 2004年7月28日 2005年4月1日 10,506

近畿 滋賀県 ㈱丸善守山駅前店 守山市梅田町字八ノ坪28-1ほか 丸善 丸善 ○ 2004年12月3日 2005年8月4日 1,711

近畿 滋賀県 （仮称）大津真野複合商業施設 大津市真野五丁目22-2ほか 和晃商事
ハイバレー
㈱ 和晃商事 スギ薬局 1 2005年1月28日 2005年9月29日 2,185

近畿 滋賀県 平和堂老上店 草津市野路字鳥ヶ辻472番地の1 平和堂 平和堂 1 2005年1月31日 2005年10月1日 1,750

近畿 滋賀県 キリン堂彦根高宮店 彦根市高宮町字遊行塚横田1613-3 キリン堂 キリン堂 2005年2月24日 2005年10月25日 1,375

近畿 滋賀県
(仮称)イズミヤスーパーセンター
堅田店

大津市今堅田二丁目字古家929-1
ほか イズミヤ イズミヤ ○ 2005年2月28日 2005年11月1日 13,300

近畿 京都府 ケーズデンキ野田川パワフル館
京都府与謝郡野田川町字石川４５１
－１ほか ヒダカ電器商会 ヒダカ電器商会 2004年4月22日 2004年12月23日 2,833

近畿 京都府 マツヤスーパー久津川店 城陽市平川山道1番地１ほか ヤマトボウ マツヤスーパー 2004年5月21日 2005年4月1日 1,747

近畿 京都府

長岡京駅西口地区第一種市街地
再開発事業施設建築物（商業棟・
公共公益棟） 長岡京市神足2丁目1500番ほか

長岡京駅西口地
区市街地再開発
組合 平和堂 未定 2004年6月28日 2005年4月1日 4,513

近畿 京都府 ホームセンターコーナン宇治店 宇治市宇治樋ノ尻76番ほか コーナン商事 コーナン商事
八千代ムセン電
機 平和堂 2004年8月13日 2005年4月14日 13,892

近畿 京都府 Ｊｏｓｈｉｎ pit ＯＮＥ 福知山店
京都府福知山市字岩井小字秋道８
１－１ほか 上新電機 上新電機 2004年10月21日 2005年6月22日 2,317



近畿 京都府 ホームセンタームサシ八幡店 八幡市欽明台北3番地１ほか
アークランドサカ
モト

アークランドサカ
モト ランドジャパン なし 2004年12月21日 2005年8月22日 29,970

近畿 京都府 (仮称）ベルタウン向日店 向日市森本町高田5番１ほか マツモト マツモト 未定 2005年1月14日 2005年9月15日 2,617

近畿 京都府 (仮称)けいはんなユータウン
相楽郡精華町精華台9丁目２-４ほ
か ユーストア ユーストア ベスト電器

そのほか５
業者、ほか
未定 2005年2月16日 2005年10月17日 21,762

近畿 京都府 イズミヤ八幡店 八幡市八幡一ﾉ坪23-1ほか イズミヤ イズミヤ 未定 2005年3月16日 2005年11月17日 13,000

近畿 京都府 フレンドマート宇治下居店 宇治市宇治下居46番地１ 平和堂 平和堂 2005年3月29日 2005年11月30日 2,214

近畿 大阪府
（仮称）千里南地区商業棟再整備
事業 吹田市津雲台１丁目20-22外 ミキシング 阪急オアシス ○ 2004年5月6日 2004年11月20日 4,500

近畿 大阪府 ヤマダ電機テックランド寝屋川店 寝屋川市大成町３３０　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年6月24日 2005年2月24日 4,978

近畿 大阪府 モリヤマスポーツ東大阪店 東大阪市菱江２丁目１－４・１－５ ニシムラ モリヤマスポーツ 2004年6月25日 2005年2月25日 1,371

近畿 大阪府
（仮称）ホームセンターコーナン泉
大津なぎさ店 泉大津市なぎさ町３９　外 コーナン商事 コーナン商事 2004年7月14日 2005年3月1日 6,776

近畿 大阪府
（仮称）ホームセンターコーナン
PRO泉大津なぎさ店 泉大津市なぎさ町３７　外 コーナン商事 コーナン商事 2004年7月14日 2005年3月1日 4,132

近畿 大阪府 （仮称）泉佐野松風台物販店 泉佐野市松風台１丁目1138-1外 オークワ ○ オークワ ケーヨー 2004年7月30日 2005年3月30日 11,047

近畿 大阪府 （仮称）ケーヨーデイツー貝塚店 貝塚市小瀬６２－１他 ケーヨー ケーヨー 2004年8月12日 2005年4月12日 11,080

近畿 大阪府 （仮称）マックスバリュ千里丘店 吹田市千里丘北２番 イオン イオン ○ 2004年8月18日 2005年3月23日 2,600

近畿 大阪府 エバグリーン貝塚店 貝塚市脇浜１丁目２番１０号 廣甚 廣甚 2004年8月30日 2005年4月20日 1,639

近畿 大阪府 （仮称）泉佐野パレード 泉佐野市上町３丁目700番

泉佐野駅上東地
区市街地再開発
組合 松源 ○ 2004年8月31日 2005年5月1日 1,843

近畿 大阪府 フレスポ東大阪
東大阪市稲田新町３丁目９４４－１
外 大和工商リース コーナン商事

八千代ムセン電
機 ○ 2004年9月15日 2005年5月16日 16,529

近畿 大阪府 （仮称）株式会社万代高野道店 枚方市高野道一丁目３１９７－１ 万代 万代 ○ 2004年9月30日 2005年5月31日 2,100

近畿 大阪府 （仮称）ホームズ寝屋川店 寝屋川市日新町１９７－１ 島忠 島忠 2004年10月20日 2005年7月1日 26,159

近畿 大阪府
(仮称）ヤマダ電機テックランド泉
大津店 泉大津市松之浜町二丁目５１１他 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年11月15日 2005年7月16日 3,352

近畿 大阪府 (仮称）ライフ香里園店 寝屋川市香里新町３６８－５ほか 伊藤ショウ
ライフコーポレー
ション ○ 2005年2月21日 2005年9月15日 2,856

近畿 大阪府 (仮称）平和堂吹田店 吹田市岸部南一丁目２２２番１ほか 平和堂 平和堂 2005年3月18日 2005年11月18日 2,253

近畿 大阪府
（仮称）ニトリ大阪りんくうショッピ
ングセンター 泉佐野市りんくう往来南３－２７ ニトリ ニトリ アルペン 2005年3月31日 2005年11月30日 8,828

近畿 大阪府 コノミヤ高槻店 高槻市栄町一丁目1235－４外 コノミヤ コノミヤ 2005年3月31日 2005年12月1日 1,951

近畿 大阪府 （仮称）ミドリ東大阪本店 東大阪市稲田三島町3－88外 ミドリ電化 ミドリ電化 ミドリ 2005年3月31日 2005年11月30日 21,688

近畿 大阪府
（仮称）スーパーエバグリーン泉
南店 泉南市樽井八丁目1240－1外 廣甚 廣甚 2005年3月31日 2005年11月30日 2,518

近畿 兵庫県
イオン西脇寺内ショピングセン
ター 西脇市寺内字天神ノ芝５１５番６

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭｰ西日
本他

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭｰ西日
本 2 2004年4月30日 2004年12月31日 5,565

近畿 兵庫県 カワベ相生本店 相生市大島町１番１２号 ㈱カワベ ㈱カワベ 2004年5月6日 2005年1月14日 1,522

近畿 兵庫県 ホームプラザナフコ姫路店 姫路市市之郷町三丁目４８番地２他 ㈱ナフコ ㈱ナフコ 2004年5月28日 2005年1月29日 7,474

近畿 兵庫県 ケーヨーデイツ明石大久保店
明石市大久保町西脇字塚本６４番１
他 ㈱ケーヨー ㈱ケーヨー 2004年7月2日 2005年3月3日 7,337



近畿 兵庫県 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰｺｰﾅﾝ篠山店 篠山市池上字ｿｳﾗﾉ坪４０３番地 ｺｰﾅﾝ商事㈱ ｺｰﾅﾝ商事㈱ 2004年8月25日 2005年4月26日 10,506

近畿 兵庫県
(仮称)三田駅前Ａブロック地区市
街地再開発施設建築物 三田市三田市駅前町地内 三田市長 ㈱阪急オアシス 2004年8月23日 2005年9月5日 9,822

近畿 兵庫県 (仮称）ディオ明石店
明石市魚住町清水字水田１６１３－
１外 大黒天物産 大黒天物産 2004年9月1日 2005年7月2日 1,678

近畿 兵庫県
(仮称）阪急宝塚商業ゾーン商業
棟 宝塚市栄町１丁目150-1　外56筆 阪急電鉄㈱ 日本トイザらス㈱ 2004年9月29日 2005年6月1日 2,517

近畿 兵庫県
(仮称）ﾎｰﾑｾﾝﾀｰｼﾞｭﾝﾃﾝﾄﾞｰ新西
脇店

西脇市小坂町字横溝１２９番１外
７筆 ジュンテンドー ジュンテンドー 2004年10月5日 2005年6月6日 3,277

近畿 兵庫県 ダイキＥＸ明石店 明石市茶園場町１６０９番１外 ダイキ ダイキ 2004年10月5日 2005年6月6日 12,000

近畿 兵庫県 テックランド姫路白浜店(仮称） 姫路市白浜町字沖新浜571-58外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年10月25日 2005年6月26日 4,009

近畿 兵庫県 (仮称）ウッディショップ 三田市すずかけ台３番２
ｵﾘｯｸｽ･ﾘｱﾙｴｽ
ﾃｰﾄ キリン堂 7 2004年11月19日 2005年7月20日 4,529

近畿 兵庫県 主婦の店赤穂店 赤穂市加里屋中州三丁目57番３外 主婦の店 2004年12月14日 2005年8月15日 1,847

近畿 兵庫県 （仮称）アビックス複合店舗 豊岡市九日市中町１３２番地外 さとう 西松屋チェーン 2004年12月15日 2005年8月16日 1,531

近畿 兵庫県 （仮称）コープ伊丹行基 伊丹市行基町一丁目１３ほか１１筆
生活協同組合
コープこうべ

生活協同組合
コープこうべ 2004年12月21日 2005年10月1日 1,562

近畿 兵庫県 （仮称）万代逆瀬川店 宝塚市伊孑志三丁目２０８番１ 万代 万代 2 2005年2月7日 2005年10月8日 2,025

近畿 兵庫県 ヤマダ電機テックランド伊丹店 伊丹市北伊丹三丁目８丁目１０番５ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2005年2月28日 2005年10月29日 3,861

近畿 兵庫県 (仮称)高砂北ショッピングセンター 高砂市米田町島字才田４２番地他
マックスバリュ西
日本 モリス

マックスバリュ西
日本 モリス 1 2005年3月11日 2005年11月12日 5,764

近畿 兵庫県 ヤマダ電機テックランド宝塚店 宝塚市安倉西２丁目２９３－１ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2005年3月14日 2005年11月15日 4,390

近畿 兵庫県 (仮称）ロックタウン高砂 高砂市梅井５丁目５７－１４ ロック開発㈱
マックスバリュ西
日本㈱ ダイキ㈱ 4 2005年3月17日 2005年11月18日 9,471

近畿 兵庫県 マックスバリュ揖保川店 揖保郡揖保川町正條36－1
マックスバリュ西
日本（株）

マックスバリュ西
日本㈱ 2005年3月29日 2005年11月30日 1,542

近畿 奈良県 ハーベス白庭台店 生駒市白庭台３丁目２０００－２ 近商ストア 近商ストア 2004年8月31日 2005年3月31日 1,396

近畿 奈良県 奈良古市ファッションモール 奈良市出屋敷町１９８番１他 しまむら しまむｊら アベイル 2004年9月15日 2005年5月16日 3,291

近畿 奈良県 （仮）ジョーシンピットワン新庄店 葛城市北花内４０－１の一部他 上新電機 上新電機 2004年10月26日 2005年6月26日 2,027

近畿 奈良県 （仮）アクロスプラザ天理 天理市岩室町７３－１他
大和情報サービ
ス 青山商事

ファーストリテイリ
ング 5 2004年11月15日 2005年7月31日 2,964

近畿 奈良県 （仮）ジョーシンピットワン上牧店 北葛城郡上牧町大字上牧１８５９他 上新電機 上新電機 2004年12月17日 2005年8月18日 2,366

近畿 奈良県 （仮）万代中菜畑店 生駒市中菜畑１丁目１１８２－１他 万代 万代 3 2004年12月27日 2005年8月27日 1,580

近畿 奈良県 （仮）万代香芝穴虫店 香芝市穴虫１１８－４他 万代 万代 3 2005年3月22日 2005年11月20日 2,200

近畿 和歌山県 スーパードラッグキリン御坊本店
御坊市湯川町財部字東新田1053-
1,1054-1,1055

ドラッグストアキリ
ン

ドラッグストアキリ
ン 2004年4月30日 2004年12月31日 1,496

近畿 和歌山県
（仮称）スーパーセンターオークワ
南紀店 新宮市佐野三丁目５０７番３ オークワ オークワ

ギガスケーズデン
キ ○ 2004年6月4日 2005年2月5日 23,364

近畿 和歌山県 マツゲン岩出西店
那賀郡岩出町大字中黒字前島５４６
番外 松源 松源 イレブン ○ 2004年7月30日 2005年3月31日 2,336

近畿 和歌山県 （仮称）ｵｰｽﾄﾘｰﾄ橋本彩の台 橋本市あやの台一丁目50番他 オークワ ケーヨー オークワ ケーヨー ○ 2004年8月25日 2005年4月26日 12,814

近畿 和歌山県
（仮称）ホームセンターコーナン和
歌山中之島店 和歌山市納定字西芝１００－１他 コーナン商事 コーナン ○ 2004年9月16日 2005年4月14日 9,408

近畿 和歌山県
（仮称）ホームセンターコーナン箕
島店 有田市箕島字北廣瀬１０１－１他 コーナン商事 2005年1月26日 2005年9月27日 3,778



近畿 和歌山県 （仮称）ニトリ和歌山店
和歌山市北島字鵜ノ島344-1、和歌
山市狐島字南汐畑691-20 宮本興産 ニトリ アルペン 2005年3月23日 2005年11月23日 11,194

近畿 京都市 京都駅西ビル（仮称）
下京区烏丸通塩小路下る東塩小路
町926他

ジェイアール西日
本不動産開発 ビックカメラ 2004年10月29日 2006年11月1日 8,000

近畿 京都市
（仮称）ベルタウン丹波口駅前店
（A地） 下京区中堂寺坊城町60番,61番 日本たばこ産業 マツモト ○ 2004年10月29日 2005年7月1日 2,792

近畿 京都市
（仮称）ベルタウン丹波口駅前店
（B地） 下京区中堂寺北町70番 日本たばこ産業 シミズ薬品 ○ 2004年10月29日 2005年7月1日 1,612 ×

近畿 大阪市 ライフ西大橋店 西区新町２－９－２０
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2004年4月28日 2004年11月1日 2,413

近畿 大阪市
ヤマダ電機テックランド大阪淀川
店 淀川区加島4-1050-3ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年5月28日 2005年1月28日 2,301

近畿 大阪市
池田町地区第一種市街地再開発
事業施設建築物 北区池田町３番

池田町地区市街
地再開発組合 ダイサダ ○ 2004年6月1日 2005年4月1日 5,040

近畿 大阪市 コジマＮＥＷ旭店 旭区大宮４－１４－１１ コジマ コジマ 2004年8月10日 2005年4月10日 1,798

近畿 大阪市 コジマＮＥＷ生野店 生野区巽中１－２５－６ コジマ コジマ 2004年8月10日 2005年4月10日 1,850

近畿 大阪市
(仮称）茶屋町西地区市街地再開
発ビル 北区茶屋町１１－１ほか

茶屋町西地区市
街地再開発組合 阪急電鉄 2004年11月4日 2005年10月1日 10,940

近畿 大阪市
(仮称）ヤマダ電機テックランド今
福店 城東区今福東2-28-3ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年11月22日 2005年7月22日 2,637

近畿 大阪市
（仮称）株式会社ヤマダ電機難波
店 浪速区難波中2-8-10ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 ○ 2004年11月26日 2005年7月26日 20,989

近畿 大阪市 (仮称)東宝南街会館 中央区難波3-43-5ほか 東宝 丸井 2004年12月15日 2006年10月1日 17,000

近畿 大阪市
（仮称）イオン東住吉ショッピング
センター 平野区瓜破2-22-6ほか イオン イオン ○ 2005年2月24日 2005年10月24日 16,000

近畿 神戸市 （仮）ミドリ学園東町店 西区学園東町店６－１－１ ミドリ電化 　 ミドリ電化 　 1 2004年6月1日 2005年2月1日 10,125 ×

近畿 神戸市 （仮）阪急オアシス本山南店 東灘区本山南町３－６ 阪急オアシス 　 阪急オアシス 　 　 2004年8月2日 2005年4月2日 1,961

近畿 神戸市 （仮）神戸新聞会館ビル 中央区雲井通７－３０１ 神戸新聞会館 　 未定 　 20 2004年9月21日 2006年10月1日 8,300

近畿 神戸市
（仮）ホームセンターコーナン神戸
新在家店 灘区新在家南町３－１３５－１ コーナン商事 　 コーナン商事 大黒天物産 　 2004年10月7日 2005年4月1日 5,390

近畿 神戸市
カインズホーム神戸ひよどり台店
（北館） 北区ひよどり台南町１－１５－１３１ カインズ 　 カインズ 　 　 2004年10月21日 2005年5月10日 2,264

近畿 神戸市
カインズホーム神戸ひよどり台店
（南館） 北区ひよどり台南町１－１５－１４５ カインズ 　 カインズ 　 　 2004年10月21日 2005年5月10日 8,574

近畿 神戸市 （仮）ＨＡＴ神戸商業施設 中央区脇浜海岸通２－２－３他 大和システム 　
関西スーパー
マーケット 日本トイザらス 7 2004年10月21日 2005年11月1日 14,400

近畿 神戸市 業務スーパー布施畑インター店 須磨区弥栄台４－８－２ サンセブン 　 サンセブン 　 2004年11月24日 2005年7月25日 1,276

近畿 神戸市 （仮）オートバックス塩屋北店 垂水区下畑町字口唐戸３３４－１他 オートセブン 　 オートセブン サンセブン 2004年12月21日 2005年4月27日 1,729

中国 鳥取県 （仮称）マルイ車尾店 米子市車尾３丁目１１４０－１他 マルイ サンインマルイ しまむら アントレ 2004年9月15日 2005年5月16日 3,540

中国 鳥取県 丸合　西伯店 南部町阿賀２２６－１ 丸合不動産 サンマート和光 2005年1月20日 2005年9月21日 1,581

中国 鳥取県 フレスポ境港 境港市竹内団地２８０ 大和工商リース 松川商事 マナ・ティー 映クラ 2005年2月18日 2005年10月19日 6,333

中国 鳥取県 丸合　弓ヶ浜店
米子市夜見町字砂浜三３０７７－１
７ サンマート和光 サンマート和光 2005年3月10日 2005年11月11日 2,117

中国 鳥取県
（仮称）南隈ショッピングセンター
（Ａゾーン）

鳥取都市計画事業千代水第二土地
区画整理事業１５街区９画地 玉川商店 ライトオン 2 2005年3月18日 2005年11月19日 1,901

中国 鳥取県
（仮称）南隈ショッピングセンター
（Ｂゾーン）

鳥取都市計画事業千代水第二土地
区画整理事業１６街区６画地 玉川商店 日本トイザラス 4 2005年3月18日 2005年11月19日 6,074

中国 鳥取県
（仮称）南隈ショッピングセンター
（Ｃゾーン）

鳥取都市計画事業千代水第二土地
区画整理事業１７街区８画地 玉川商店 みどり商事 2 2005年3月18日 2005年11月19日 2,684



中国 鳥取県 １００満ボルト倉吉本店 倉吉市河北町１６２　外 いとう電器本店 いとう電器本店 2005年3月30日 2005年11月30日 2,150

中国 島根県 （仮称）ジュンテンドー新大東店 雲南市大東町大東900-1外 ジュンテンドー ジュンテンドー 2005年3月7日 2005年11月8日 2,519

中国 岡山県 ラ・ムー真備店 真備町川辺字糸田２０４３外 大黒天物産 大黒天物産 1 2004年4月13日 2004年12月14日 3,771

中国 岡山県
岡山ネオポリスショッピングセン
ター 熊山町桜が丘東五丁目５－２７９ 芙蓉総合リース

マックスバリュ西
日本 1 2004年4月14日 2004年12月15日 3,063

中国 岡山県 デオデオ笠岡店 笠岡市笠岡字大磯１０６－１３ デオデオ デオデオ 2004年4月14日 2004年12月15日 1,418

中国 岡山県 ハローズ広江店 倉敷市広江一丁目２７１３－１外 ハローズ ハローズ 2 2004年5月21日 2005年1月22日 1,265

中国 岡山県
ニシナフードバスケット倉敷福島
店 倉敷市福島２３４－１外 仁科百貨店 仁科百貨店 2004年8月31日 2005年5月1日 1,540

中国 岡山県 ザグザグ宇野店 玉野市宇野二丁目７９６番２外 岡崎共同 ザグザグ 2005年3月18日 2005年11月18日 1,136

中国 広島県 御薗宇複合商業施設
東広島市西条町大字御薗宇6507番
地外 大和リース 2 ププレひまわり 住田 2004年5月17日 2005年1月18日 2,071

中国 広島県 駅家モール 福山市駅家町大字近田258番１外 ハローズ

グリーンド
ラックスト
アー ハローズ

グリーンドラックス
トアー 3 2004年5月31日 2005年2月1日 6,571

中国 広島県
ホームセンタージュンテンドー東
城店

東城町大字川東字沖ノ深ヶ1184番1
外 ジュンテンドー ジュンテンドー 2004年7月30日 2005年3月31日 2,416

中国 広島県 ハローズ新水呑店

福山市備後圏都市計画事業水呑三
新田土地区画整理事業施行地区内
70ﾌﾞﾛｯｸ1ﾛｯﾄ外 ハローズ ハローズ 2004年7月30日 2005年3月31日 1,358

中国 広島県 ホームプラザナフコ三次店 三次市東酒屋町大東441番3　外 ナフコ ナフコ 2004年8月17日 2005年4月18日 9,125

中国 広島県 フジグラン神辺
福山市神辺町大字新道上字二丁目
10番 26外 フジ フジ メディコ・二十一 2004年8月10日 2005年4月11日 23,600

中国 広島県 ホームセンターコーナン神辺店
福山市神辺町大字新十九字二丁目
4-19外 コーナン商事 コーナン商事 2004年9月7日 2005年5月8日 8,944

中国 広島県 ディオ福山南店 福山市川口町4丁目11外 大黒天物産 大黒天物産 2004年12月13日 2005年8月14日 1,620

中国 広島県 マックスバリュ西条西店 東広島市西条町寺家3791番地1
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 ハーティウｫンツ 2004年12月24日 2005年8月25日 2,983

中国 広島県 ハローズ南駅家店
福山市駅家町大字万能倉1115番地
4外 ハローズ ハローズ ミナガワフォト 2005年1月4日 2005年9月5日 1,350

中国 広島県 レクレ 呉市宝町25番1　外 オリックス フタバ図書 ﾌｧｰｽﾄﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ 2 2005年1月31日 2005年10月1日 3,354

中国 広島県 万惣八本松店 東広島市八本松町米満118番14号 万惣 万惣 九州惣菜 2005年2月18日 2005年10月20日 1,720

中国 広島県 ﾔﾏﾀﾞ電機テックランド福山西店 福山市高西町3丁目552番1外 ﾔﾏﾀﾞ電機 ﾔﾏﾀﾞ電機 2005年2月10日 2005年10月11日 2,838

中国 広島県 ユーホー神辺店 神辺町大字川北１０６０―２外 ユーホー ユーホー 2005年3月3日 2005年11月4日 6,190

中国 山口県 ホームプラザナフコ宇部新館 宇部市居能町２－１４６１－２ ナフコ ナフコ 2004年4月20日 2004年12月21日 4,702

中国 山口県 イオン長府ショッピングセンター 下関市長府外浦町３５４７－１
マックスバリュ西
日本 1

マックスバリュ西
日本 ナフコ 2004年5月7日 2005年1月8日 15,668

中国 山口県
ホームプラザナフコ阿知須店資
材館 阿知須町５８７０－１４ ナフコ ナフコ 2004年6月8日 2005年2月9日 3,001

中国 山口県 スーパードラッグコスモス長門店 長門市仙崎８４６－１ コスモス薬品 コスモス薬品 2004年6月21日 2005年2月22日 2,232

中国 山口県
ファッションセンターしまむら新南
陽店 周南市古泉２－１０５１－６ しまむら しまむら 2004年9月1日 2005年5月2日 1,329

中国 山口県
スーパードラッグコスモス宇部厚
南店 宇部市大字妻崎開作５２０－１

大和情報サービ
ス コスモス薬品 2004年9月6日 2005年5月7日 1,280

中国 山口県
イオン下松山田ショッピングセン
ター 下松市大字山田１５６－１

マックスバリュ西
日本 1

マックスバリュ西
日本 ナフコ 2 2004年9月30日 2005年6月1日 10,957



中国 山口県 デオデオ下松店・アルク下松店 下松市西豊井１５５７ デオデオ 1 デオデオ 丸久 2004年10月15日 2005年6月16日 4,708

中国 山口県 コスパ防府 防府市大字植松１１４ ヤマダ電機 1 ヤマダ電機
マックスバリュ西
日本 2 2004年10月28日 2005年6月29日 5,578

中国 山口県
ベスト電器宇部店・ソフトタウンう
べ 宇部市小松原町２ー７－１２ ベスト電器 ベスト電器

ベストクレジット
サービス 2004年12月27日 2005年8月28日 3,211

中国 山口県
サンマート美祢店・クスリ岩崎
チェーン美祢店 美祢市大嶺町東分１２３１ サンマート 1 サンマート 岩崎宏健堂 2005年1月24日 2005年9月25日 1,942

中国 山口県 アルク新南陽店 周南市大字富田２７６３ 丸久 丸久 2005年2月21日 2005年10月22日 1,317

中国 広島市 （仮称）広島マリーナＨＯＰ
広島市西区観音新町四丁目2874番
94外 カミング 2004年4月5日 2004年12月6日 10,432

中国 広島市 （仮称）山陽マルナカ広島中央店 広島市中区西白島町22番6外 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2004年5月18日 2005年1月19日 2,750

中国 広島市 デオデオ祇園店 広島市安佐南区長束一丁目658番1
広島モータリ
ジェーション デオデオ 2004年8月12日 2005年4月13日 1,652

中国 広島市 ゴルフ５広島吉島店
広島市中区吉島西二丁目738番26
外 アルペン アルペン 2004年8月18日 2005年4月19日 1,606

中国 広島市 ウォンツ吉島店 広島市中区吉島西二丁目730番4外 岡貴美子 ハーティウォンツ 2004年12月24日 2005年8月25日 1,171

中国 広島市 ディオ広島南店
広島市南区宇品海岸三丁目328番
540外 大黒天物産 大黒天物産 2005年1月31日 2005年10月1日 1,540

中国 広島市
イオン西風新都ショッピングセン
ター

広島市安佐南区大塚西六丁目7044
番

マックスバリュ西
日本株式会社

マックスバリュ西
日本株式会社 2005年3月22日 2005年11月23日 6,008

中国 岡山市 わたなべ生鮮館泉田店 岡山市泉田字五ノ坪４８－４外 わたなべ生鮮館 わたなべ生鮮館 3 2004年4月27日 2005年1月4日 1,168

中国 岡山市 （仮称）ニトリ岡山店 岡山市奥田南町３５６番地
岡山木材相互市
場 ニトリ 2004年7月7日 2005年6月8日 6,117

中国 岡山市 （仮称）山陽マルナカ新小山店 岡山市小山字棚端９－１外 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2005年1月18日 2005年9月18日 2,062

中国 岡山市 ザグザグ津高店 岡山市津高９１３－１外
大和情報サービ
ス ザグザグ 2005年2月25日 2005年10月26日 1,367

中国 岡山市 ハローズ津高店 岡山市津高字戸井３８０番外 ハローズ 1 ハローズ 2005年3月15日 2005年11月16日 3,537

四国 徳島県 ドラッグストアチャーリー沖浜店 徳島市沖浜３丁目４番１ほか シンクス
ドラッグストア
チャーリー 2004年7月23日 2005年3月25日 1,815

四国 徳島県
ヤマダ電機テックランド徳島藍住
店

板野郡藍住町徳命字元村東100番
ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年11月22日 2005年7月23日 4,287

四国 徳島県 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰｺｰﾅﾝ小松島店
小松島市小松島町字若井崎３３番
ほか ｺｰﾅﾝ商事 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰｺｰﾅﾝ 2004年12月3日 2005年8月4日 9,730

四国 徳島県 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰｺｰﾅﾝ徳島脇町店 脇町字拝原１７８１－１ほか ｺｰﾅﾝ商事 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰｺｰﾅﾝ 2004年12月14日 2005年8月15日 4,969

四国 徳島県 キョーエイ松茂店 松茂町広島字中ハリ８番ほか キョーエイ キョーエイ 2005年2月22日 2005年10月29日 2,238

四国 香川県 パウ高松上天神
高松市上天神町字中の坪536番地
外

パウ・コーポレー
ション ドン・キホーテ 2004年4月1日 2004年12月5日 2,921

四国 香川県
ホームセンターコーナン香川白鳥
店 東かがわ市白鳥字城泉189番地外 コーナン商事 コーナン商事 2004年4月5日 2004年12月6日 6,586

四国 香川県 マルナカ新山本店 三豊郡山本町大字辻348番地外 マルナカ マルナカ 2004年6月10日 2005年2月11日 2,970

四国 香川県
くすりのレデイ善通寺店･コープ善
通寺 善通寺市上吉田町567番地1外 レディ薬局

コープかが
わ レディ薬局 コープかがわ 2004年6月23日 2005年2月24日 1,601

四国 香川県 マルナカ新香西店 高松市香西本町1番176外 マルナカ マルナカ 2004年8月18日 2005年4月19日 4,849

四国 香川県 パルティ・フジ志度西エリア さぬき市志度字花池尻2448番外 フジ フジ 2004年8月20日 2005年4月21日 5,344

四国 香川県 パルティ・フジ志度東エリア さぬき市志度渕田尻2425番1外 フジ フジ 2004年8月20日 2005年4月21日 3,310

四国 香川県 小豆島ショッピングセンター 小豆郡土庄町渕崎1447番1外 ダイキ 〇４ ダイキ 〇４ 2004年9月16日 2005年5月17日 9,053



四国 香川県 坂出ショッピングセンター 坂出市入船町2丁目320番地1外 コメリ ○２ コメリ ○２ 2004年10月15日 2005年6月16日 15,232

四国 香川県 フェレッシュバリュー高松屋島店 高松市新田町字松ノ内甲35番2外 ママイ ママイ 2004年10月25日 2005年6月26日 2,432

四国 香川県
コープ中央インター・手芸センター
ドリーム高松中央インター店 高松市木太町701番1外 コープかがわ 小野 コープかがわ 小野 2004年10月28日 2005年6月29日 2,086

四国 香川県
コープ扇町・ふとんとギフトのカネ
チ 高松市扇町二丁目360番2外 コープかがわ 筑前屋 コープかがわ 筑前屋 2004年12月27日 2005年8月28日 2,395

四国 香川県 フレッシュバリュー坂出店 坂出市昭和町一丁目995番1外 ママイ ママイ 2005年2月14日 2005年10月15日 2,162

四国 愛媛県 ダイキ北条店 北条市辻410番1外 ダイキ ○　１ ダイキ レディ薬局 1 2004年4月30日 2004年12月31日 3,338

四国 愛媛県 ヤマダ電機テックランド今治店 今治市東鳥生町四丁目1650番３外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年6月24日 2005年2月25日 3,184

四国 愛媛県 パルティ・フジ東予Ａ 東予市周布715番外 イースト開発 フジ 2004年7月29日 2005年3月30日 4,980

四国 愛媛県 パルティ・フジ東予Ｂ 東予市周布713番1外 イースト開発 フジ 2004年7月29日 2005年3月30日 2,250

四国 愛媛県 ケーズデンキ東予パワフル店 東予市周布697番1外 イースト開発 ビッグ・エス 2004年7月29日 2005年3月30日 2,700

四国 愛媛県 マルナカ空港通店 松山市空港通１丁目21-１外 マルナカ マルナカ 2004年8月4日 2005年4月5日 2,970

四国 愛媛県
レディ薬局＆ハードオフ・オフハウ
ス大洲店 大洲市若宮565 レディ薬局 レディ薬局 今治デパート 2004年8月24日 2005年4月25日 1,826

四国 愛媛県 パルティ・フジ北条Ａ 北条市夏目字横町甲82番外 フジ フジ 2004年9月17日 2005年5月18日 3,160

四国 愛媛県 パルティ・フジ北条Ｂ 北条市夏目字實松甲79番外 フジ フジ 2004年9月17日 2005年5月18日 2,380

四国 愛媛県 パルティ・フジ北条Ｃ 北条市夏目字塚田甲67番１外 フジ フジ 2004年9月17日 2005年5月18日 1,240

四国 愛媛県 マルナカ伊予三島店 四国中央市寒川町字神ノ木35-5 マルナカ マルナカ 2004年11月15日 2005年7月16日 2,651

四国 愛媛県 デオデオ大洲店 大洲市東若宮18-5 デオデオ デオデオ 2004年12月15日 2005年8月16日 1,275

四国 愛媛県 ディックミニ宮内店・スーパー田中 伊予郡砥部町宮内1031番地1外 ダイキ ○　１ ダイキ 田中青果 2004年12月24日 2005年8月23日 1,547

四国 愛媛県 ヤマダ電機テックランド新居浜店 新居浜市郷一丁目355番地1外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2005年1月20日 2005年9月21日 2,697

四国 愛媛県 マルヨシセンター新居浜東店
新居浜市田の上一丁目甲1096番1
外 マルヨシセンター マルヨシセンター 2005年3月14日 2005年11月15日 1,774

四国 愛媛県 明屋書店平田店 松山市平田町81番地1外 明屋書店 明屋書店
四国イエローハッ
ト 2005年3月31日 2005年12月1日 2,120

四国 高知県
（仮称）四万十ショッピングガーデ
ン

中村市具同字八反田３１８９番２ほ
か ダイワロイヤル かもめ ほか９社 2004年7月20日 2005年3月21日 4,679

四国 高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ高須店 高知市高須１丁目１７－１９ サニーマート ウイル ほか１社 2004年9月24日 2005年5月25日 1,577

四国 高知県 マルナカ赤岡店
香美郡赤岡町字川久保１９５４－１
ほか マルナカ マルナカ 2004年11月4日 2005年7月5日 2,697

四国 高知県 コジマＮＥＷ高知インター店
高知市薊野西町３丁目１３６９－１
ほか コジマ コジマ 2004年11月24日 2005年7月25日 2,740

四国 高知県 マルナカ長浜店 高知市長浜字横田野５７２２番１他 マルナカ マルナカ 2004年12月6日 2005年8月7日 2,147 ×

四国 高知県 マルナカ奈半利店
安芸郡奈半利町字水門乙１３０５－
９ほか マルナカ マルナカ 2005年1月18日 2005年9月19日 2,295

四国 高知県 マルナカ縄手店 高知市縄手町字黒原１８－１ マルナカ マルナカ 2005年3月28日 2005年11月29日 2,072

九州 福岡県
（仮称）スーパードラッグコスモス
岡垣店

遠賀郡岡垣町東松原2丁目39－1
外 コスモス薬局 コスモス薬局 2004年5月6日 2006年1月7日 1,415

九州 福岡県
（仮称）スーパードラッグコスモス
穂波店

嘉穂郡穂波町大字太郎丸字深町９
３７－１　外 コスモス薬局 コスモス薬局 2004年5月14日 2005年1月15日 2,828



九州 福岡県
イオンモール直方（旧：イオン直
方ショッピングセンター） 直方市湯野原2丁目1番1号

シング・システム
（前イオンモー
ル） イオン九州 2004年6月11日 2005年2月13日 42,000

九州 福岡県
スーパードラッグコスモス甘木堤
店 甘木市大字堤字土取１０３２　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2004年8月10日 2005年4月10日 2,226

九州 福岡県 スーパードラッグコスモス小郡店 小郡市小郡字中築地408番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2004年8月30日 2005年5月1日 2,030

九州 福岡県 Ｏ－ＭＵＴＡ　ＲＥＸ 大牟田市大字唐船８７－１　外
みずほ信託銀行
（前：林商店） マルミヤストア ○ 2004年9月28日 2005年5月30日 3,378

九州 福岡県 サンキ中間店 中間市中鶴4丁目1605番地27 三喜 三喜 2004年11月26日 2005年7月27日 2,260

九州 福岡県
スーパードラッグコスモス太刀洗
店（旧　三輪店）

朝倉郡筑前町山隈字太刀洗１６０９
番９外 コスモス薬品 コスモス薬品 2004年12月3日 2005年8月4日 1,753

九州 福岡県
スーパードラッグコスモス田主丸
店

久留米市田主丸町志塚島字五ヶ辻
９４０番３　外 ダイワロワイヤル コスモス薬品 2005年1月17日 2005年9月18日 1,978

九州 福岡県 ハンズマン大野城店 大野城市大字上大利６１２－２外 ハンズマン ハンズマン 2005年1月24日 2005年10月1日 9,000

九州 福岡県
スーパーセンタートライアル飯塚
店

飯塚市大字徳前字一丁目田２番５
外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー ○ 2005年1月27日 2005年9月28日 5,400

九州 福岡県 （仮称）スーパーセンター大木 三潴郡大木町大字大角９６２　外 イオン九州 イオン九州 2005年3月9日 2005年11月10日 16,445

九州 佐賀県 ホームプラザナフコ鳥栖店
鳥栖市真木町１７１２番地、１７４７
番地１号 ナフコ ナフコ 2004年4月16日 2004年12月14日 9,918

九州 佐賀県 エレナ嬉野店
嬉野市嬉野町大字下宿字二本杉甲
４１４７番外８ 中村ストアー 中村ストアー 3 2004年4月27日 2004年12月20日 1,283

九州 佐賀県 スーパードラッグコスモス江北店 杵島郡江北町佐留志１９４１－１外
大和情報サービ
ス コスモス薬品 2004年6月11日 2005年2月12日 2,041

九州 佐賀県
スーパードラッグコスモス北茂安
店

三養基郡北茂安町大字白壁１０２９
－１　外９筆の一部

大和情報サービ
ス コスモス薬品 2004年7月5日 2005年3月6日 2,219

九州 佐賀県
イオンスーパーセンター東与賀
【本棟】

佐賀郡東与賀町大字下古賀字一本
杉８７番地１他４７筆 イオン九州 イオン九州 未定 2004年8月20日 2005年4月21日 17,400

九州 佐賀県
イオンスーパーセンター東与賀
【別棟】

佐賀郡東与賀町大字下古賀字一本
杉１５０番地１他５筆 イオン九州 イオン九州 未定 2004年8月20日 2005年4月21日 3,400

九州 佐賀県 マックスバリュ若楠店 佐賀市高木瀬三丁目１４８５番地２
マックスバリュ九
州

マックスバリュ九
州 2004年9月22日 2005年5月23日 1,437

九州 佐賀県 （仮称）メリーランド武雄
武雄市朝日町大字甘久字丁ノ坪１２
７６番地外２３筆

武雄ボウリングセ
ンター

マックスバリュ九
州 ○ 2004年10月29日 2005年6月30日 5,869

九州 佐賀県
ホームプラザナフコ南佐賀店家
具館

佐賀郡川副町大字南里７２３番地１
号外 ナフコ ナフコ 2004年11月12日 2005年7月13日 4,384

九州 佐賀県 （仮称）サンキ鳥栖店 鳥栖市弥生が丘一丁目９番 三喜 三喜 2004年11月29日 2005年7月30日 2,495

九州 佐賀県 マックスバリュ佐賀南店 佐賀市南佐賀一丁目２２番１号
マックスバリュ九
州

マックスバリュ九
州 ○ 2004年12月17日 2005年8月18日 3,779 ×

九州 佐賀県 スーパーモリナガ本庄店
佐賀市大字本庄字一本松１１６４番
地外 スーパーモリナガ スーパーモリナガ 2005年1月25日 2005年9月26日 1,608

九州 佐賀県 （仮称）アクロス武雄Ａ
武雄市武雄町大字富岡１２５２０番
外１筆

大和情報サービ
ス コスモス薬品 2005年3月1日 2005年11月2日 1,539

九州 佐賀県 （仮称）アクロス武雄Ｂ
武雄市武雄町大字富岡１２５０９番
１　外８筆

大和情報サービ
ス ライトオン 3 2005年3月1日 2005年11月2日 2,524

九州 佐賀県 （仮称）アクロス武雄Ｃ 武雄市武雄町大字富岡１２５０６番
大和情報サービ
ス 鮮ど市場 1 2005年3月1日 2005年11月2日 1,130

九州 長崎県 エレナ東長崎店 長崎市宿町３－１７外１筆 中村ストアー 中村ストアー ○ 2004年4月21日 2004年12月21日 2,463

九州 長崎県 ヤマダ電機テックランド大村店 大村市幸町２５－２２４ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年7月23日 2005年3月23日 1,989

九州 長崎県 フレスポ福田 長崎市大浜町１５９４番地６外５筆 大和工商リース 中村ストアー 4 2004年8月5日 2005年4月6日 2,961

九州 長崎県 スーパードラッグコスモス時津店
西彼杵郡時津町日並郷１３２３－１
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2004年8月24日 2005年4月25日 2,456



九州 長崎県
ザ・ダイソー佐世保矢峰店
㈱西松屋チェーン佐世保矢峰店 佐世保市矢峰町２２３ー１０　外 日鉄鉱業 大創産業 西松屋チェーン 2004年9月30日 2005年5月31日 2,007

九州 長崎県
コウズ　ホーム（ＫＯＵ’Ｚ　ＨＯＭ
Ｅ）

南松浦郡新上五島町青方郷５０５番
３　外６筆 こたさん こたさん 2004年12月1日 2005年8月2日 1,754 ×

九州 熊本県 スーパードラッグコスモス菊南店 合志市須屋上ノ原1910ほか
大和情報サービ
ス コスモス薬品 2004年5月14日 2006年1月15日 1,618

九州 熊本県 ヤマダ電機テックランド八代店 八代市建馬町4号28番1号ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2004年7月22日 2007年3月22日 2,660

九州 熊本県
サンキ八代店・フードプラザにし
だ 八代市海士江町字湫2899番地ほか 三喜 1 三喜 1 2004年7月30日 2005年6月1日 3,596

九州 熊本県
九州テックランド山鹿店・
WonderGoo山鹿店 山鹿市方保田字堤の下3148番28 正一電気 正一電気 2004年9月15日 2005年5月16日 3,317

九州 熊本県 九州テックランド人吉店 人吉市下林町字下川2101番 正一電気 正一電気 2004年9月22日 2005年5月23日 2,025

九州 熊本県 ゆめタウン八代 八代市建馬町参号6番 イズミ イズミ エクセル ○ 2004年10月29日 2005年6月30日 28,100

九州 熊本県 スーパードラッグコスモス鹿本店 山鹿市鹿本町御宇田661ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2004年11月2日 2005年7月3日 2,170

九州 熊本県 イオンモール熊本クレア
上益城郡嘉島町大字上島2146-1ほ
か イオンモール イオン九州 ○ 2004年12月10日 2005年10月1日 51,936

九州 熊本県
（仮称）スーパードラッグコスモス
荒尾宮内店

荒尾市宮内字下井手路1092番35ほ
か コスモス薬品 コスモス薬品 2004年12月27日 2005年8月28日 2,009

九州 熊本県 マルショク泗水店 菊池市泗水町豊水3359番1ほか マルショク マルショク ○ 2005年1月11日 2005年9月12日 4,100

九州 熊本県 ザ・ダイソー熊本八代店
八代市海士江町字下毛2927番1ほ
か 大創産業 大創産業 2005年2月18日 2005年10月19日 1,702

九州 大分県 スーパードラッグコスモス新貝店 大分市新貝１５９番地ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2004年4月21日 2004年12月22日 1,799

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4月21日 2004年12月22日 1,539

九州 大分県 スーパードラッグノザキ羽屋店
大分市大字羽屋字国政２９番地の４
ほか ノザキ薬品 ノザキ薬品 ゼロシステムズ 2004年5月19日 2005年1月20日 1,309

九州 大分県 ヤマダ電機テックランド別府店 別府市駅前本町１７９４番２号ほか 九州旅客鉄道 ヤマダ電機 2004年6月22日 2005年2月23日 2,641

九州 大分県 スーパースポーツゼビオ大分店 大分市大字光吉３７１番地１ほか
ゼビオ

ホームイン
プルーブメ
ントひろせ ゼビオ ヤノメガネ 2004年8月30日 2005年5月1日 4,486

九州 大分県
スーパードラッグコスモス西大在
店 大分市角子南１丁目１０１ほか ダイワロイヤル コスモス薬品 2004年9月15日 2005年5月16日 1,646

九州 大分県 明屋書店・マックハウス日田店
日田市大字十二町字岸高５８５番１
ほか 大和工商リース 明屋書店 マックハウス 2004年9月30日 2005年5月31日 1,511 ×

九州 大分県
マルショク羽屋店・サンドラッグ羽
屋店

大分市大字羽屋字浅見田１２９番１
ほか マルショク

サンドラッ
グ マルショク サンドラッグ 2004年12月22日 2005年8月23日 2,043

九州 大分県 ベスト電器中津店
中津市大字下池永字龍の坪１１４番
１ほか ベスト電器 ベスト電器 2005年1月31日 2005年10月1日 3,091

九州 大分県 明屋書店・マックハウス日田店
日田市大字十二町字岸高５８５番１
ほか 大和リース 明屋書店 マックハウス 2005年3月2日 2005年11月3日 1,516

九州 大分県 ホームセンターセブン玖珠店 玖珠郡玖珠町大字山田字豆田７５
ホームセンター・
セブン

ホームセンター・
セブン 2005年3月7日 2005年11月8日 2,937 ×

九州 宮崎県 イオン宮崎ショッピングセンター 宮崎市新別府町船戸７５０番１ イオンモール イオン九州 イオンモール 85 2004年5月14日 2005年3月1日 60,000

九州 宮崎県 ビッグマートユーホー 延岡市栄町２－１　外 ユーホー ユーホー 2004年6月17日 2005年2月1日 1,403

九州 宮崎県 スーパードラッグコスモス大門店 延岡市大門町２４６番地外 コスモス薬品 コスモス薬品 2004年6月25日 2005年2月26日 2,024

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8月18日 2005年4月19日 1,538

九州 宮崎県 マックスバリュ宮崎駅東店 宮崎市大和町９番２外 中村ビル
マックスバリュ九
州 2004年9月22日 2005年5月23日 2,267



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

生活協同組合
コープみやざき

生活協同組合
コープみやざき 2004年11月24日 2005年7月1日 1,670

九州 宮崎県 ケーズデンキ小林パワフル館 小林市大字堤３０２６－４外 セブンデンキ セブンデンキ 2004年11月30日 2005年8月1日 1,700

九州 宮崎県 丸誠電器日向店
日向市大字財光寺字長江211-1番
地外 丸誠電器 丸誠電器 2005年3月31日 2005年12月1日 4,300 ×

九州 鹿児島県 マックスバリュ鹿屋寿店 鹿屋市寿３丁目３１０６－１　外 ミズホ商会
マックスバリュ九
州 2004年4月12日 2004年12月13日 1,652

九州 鹿児島県
スーパードラッグコスモス鹿屋共
栄店 鹿屋市共栄町１５０　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2004年4月27日 2004年12月28日 2,057

九州 鹿児島県
スーパードラッグコスモス宮之城
店

薩摩郡宮之城町時吉字囿田２３９－
１　外 ダイワロイヤル コスモス薬品 2004年6月14日 2005年2月15日 1,748

九州 鹿児島県 コミュニティープラザあいら
姶良郡姶良町西餅田字森ノ下２９０
－１　外

鹿児島県くみあ
い開発 Ａコープ鹿児島 3 2004年6月30日 2005年2月28日 4,416

九州 鹿児島県
スーパードラッグコスモス国分松
木店 国分市松木字向川原５９９－２　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2004年7月22日 2005年3月23日 2,430

九州 鹿児島県 スーパードラッグコスモス川辺店
川辺郡川辺町田部田字井料前６５５
９　外 ダイワロイヤル コスモス薬品 2004年8月25日 2005年4月26日 2,059

九州 鹿児島県 国分山形屋 国分市中央３－５１５－１ 国分山形屋 国分山形屋 2004年9月3日 2005年10月1日 15,000

九州 鹿児島県 タイヨー大根占店
肝属郡大根占町馬場字檮山2096-1
外 タイヨー タイヨー 2004年10月7日 2005年6月8日 3,229

九州 鹿児島県 ヤマダ電機テックランド国分店 国分市松木字加治木畑722-1外
南九州ヤマダ電
機

南九州ヤマダ電
機 2004年10月15日 2005年6月15日 1,987

九州 鹿児島県 栗野リバーサイドモール 姶良郡栗野町木場街区６０ タイヨー 5 タイヨー 5 2004年12月27日 2005年8月28日 4,100

九州 鹿児島県 ヒマラヤ鹿屋店 鹿屋市笠之原町2066-1 外 ヒマラヤ ヒマラヤ 2005年2月24日 2005年10月25日 2,996

九州 鹿児島県 ＡＺスーパーセンター川辺店
川辺郡川辺町永田字田之頭1542
外 マキオ マキオ 2005年2月28日 2005年11月1日 14,308

九州 鹿児島県 サンキュー出水店 出水市黄金町３１７番１ ㈱タイヨー ㈱タイヨー 2005年3月11日 2005年11月12日 6,565

九州 福岡市 フタバ図書　GIGA福大前店 福岡市城南区片江５－５１－１６ フタバ図書 フタバ図書 2004年10月27日 2005年6月27日 2,102

九州 福岡市 マックスバリュ福岡空港南店
福岡市博多区板付１－１０－３６ほ
か ＭＩＤ都市開発

マックスバリュ九
州 セガミメディクス 2005年1月31日 2005年10月1日 2,937

九州 福岡市 （仮称）博多中洲３丁目開発計画 福岡市博多区中洲三丁目85番
三菱ＵＦＪ信託銀
行 未定 2005年3月31日 2005年11月20日 15,546

九州 北九州市
さわらびガーデンモール八幡一
番街

北九州市八幡東区西本町四丁目１
番１号 八幡駅前開発 5 レッド・キャベツ ○ 2004年4月1日 2004年12月2日 3,469

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
１５号 ベスト電器 ベスト電器 ベストゲオ 2004年4月14日 2004年12月15日 4,363

九州 北九州市 サンリブシティ小倉
北九州市小倉南区上葛原二丁目１
４番１号 住友信託銀行 サンリブ 84 2004年6月7日 2005年4月1日 26,472

九州 北九州市 マナベインテリアハーツ小倉北店
北九州市小倉北区西港町１５番地
１、１５番地２４、１５番地２７

マナベインテリア
ハーツ

マナベインテリア
ハーツ 2004年6月21日 2005年2月22日 8,862

九州 北九州市 マルショク一枝店
北九州市戸畑区一枝三丁目２番１
号 大和製罐 サンリブ 7 2004年9月13日 2005年5月14日 2,600

九州 北九州市
ホームプラザナフコ学研都市ひび
きの店

北九州市若松区ひびきの南一丁目
２番地１０２ ナフコ ナフコ 2004年10月21日 2005年6月22日 7,963

九州 北九州市 アクロスプラザ上曽根
北九州市小倉南区上曽根新町１０
番５号

大和情報サービ
ス コスモス薬品 西松屋チェーン 2004年12月20日 2005年8月21日 2,913

九州 北九州市 （仮称）ニトリ小倉南店
北九州市小倉南区上葛原二丁目１
６番地　外 サンリブ ニトリ 2005年3月9日 2005年11月10日 5,177

九州 北九州市 マックスバリュ上の原店
北九州市八幡西区上の原三丁目３
１番８号

マックスバリュ九
州

マックスバリュ九
州 ミドリ薬品 2005年3月14日 2005年11月15日 3,206

九州 熊本市 マンガ倉庫熊本店
熊本市南区南高江7丁目2676番地1
ほか ジャパン ジャパン 2004年12月17日 2005年8月18日 2,287

九州 熊本市
店、ファッションセンターしまむら
城南店

熊本市南区城南町大字阿高字穴町
312番1ほか コスモス薬品 1 コスモス薬品 しまむら 2005年2月2日 2005年10月3日 3,245



沖縄 沖縄県 タウンプラザかねひで安慶名店 具志川市字田場河門原1120番地１ 美善 金秀商事 アミカス 2004年5月31日 2005年2月1日 1,581

沖縄 沖縄県 ＪＯＩＮＴ1545ショッピングモール 名護市宮里７丁目1545番 青山商事 トーホー 青山商事 トーホー 2004年6月30日 2005年3月1日 2,119

沖縄 沖縄県 （仮称）サンエー大山シティ 宜野湾市字大山1400番地１ サンエー サンエー 2004年9月30日 2005年6月1日 8,285

沖縄 沖縄県
（仮称）ヤマダ電機テックランド豊
見城店 豊見城市字豊崎１番204

アスカコーポレー
ション ヤマダ電機 2005年2月25日 2005年10月25日 5,104

沖縄 沖縄県 （仮称）バークレーUSC 浦添市字西原2522番地１

バークレー・リア
リテイー沖縄リミ
テッド ベスト電器 リウボウストア 2005年2月28日 2005年11月1日 9,560
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