
平成１８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】

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 滝川東ショッピングプラザ
滝川市東町1丁目32-1，31-8，2
丁目31-5他 ロジコム札幌 池田 2006年4月25日 2006年12月26日 3,048

北海道 北海道 厚岸ショッピングセンター 厚岸町字港町1番１ほか 福原 福原 ツルハ 2006年5月31日 2007年2月1日 2,744

北海道 北海道 ケーズデンキ中標津パワフル館
中標津町字中標津１３４９－１ほ
か

ケーズホール
ディングス デンコードー 2006年6月15日 2007年2月16日 2,199

北海道 北海道 ダイイチ啓北店
帯広市西１２条北４丁目１番３ほ
か みや ダイイチ 2006年7月3日 2007年3月4日 1,196

北海道 北海道 MORUE中島　Ａ棟 室蘭市中島本町1丁目14-3ほか
新日鉄都市開
発 ホームストアー 青山商事

ライトオンほ
か 2006年8月29日 2007年4月30日 7,932

北海道 北海道 MORUE中島　ＢＣＤEF棟 室蘭市中島本町1丁目14-1ほか
新日鉄都市開
発 デンコードー ゼビオ しまむら 2006年8月29日 2007年4月30日 11,711

北海道 北海道 稚内副港市場 稚内市港１丁目６番８号ほか 副港開発 稚内丸善 副港サービス
本間水産ほ
か 2006年9月5日 2007年5月6日 2,949

北海道 北海道 ポールスターショッピングセンター 函館市港町１丁目１－２ほか 道南ラルズ 道南ラルズ 24 2006年10月18日 2007年6月19日 12,706

北海道 北海道 コープさっぽろかじ店 函館市鍛治2丁目30番１ほか コープさっぽろ コープさっぽろ 2006年11月29日 2007年7月30日 1,974

北海道 北海道 フードＤ食彩館沼ノ端店
か(沼ノ端駅北地区地区計画23街
区） 豊月 豊月 2007年1月15日 2007年9月16日 2,421

北海道 北海道 コジマ×ビックカメラ函館店 函館市亀田本町５５番３ほか
ＮＴＴファイナン
ス コジマ 2007年1月25日 2007年9月26日 4,148

北海道 北海道
紋別市落石町２丁目複合商業施
設Ⅰ 紋別市落石町2丁目4-1の内 オホーツク運輸 大創産業 ムラタ 2007年1月29日 2007年9月30日 1,438

北海道 北海道 ドン・キホーテ函館七重浜店 北斗市七重浜７丁目１６４番地８ ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2007年1月31日 2007年10月1日 1,966

北海道 北海道 ヤマダ電機テックランド滝川店 滝川市東町3丁目92番8ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年3月26日 2007年11月27日 3541

北海道 北海道 ファッションモール稚内店 稚内市朝日4丁目2187番22ほか 大錦商事 しまむら アベイル 2007年3月27日 2007年11月28日 3,039

北海道 札幌市 ビッグハウス北２４条店
札幌市北区北２４条西９丁目２８
番地 ラルズ ラルズ 2006年4月3日 2006年12月5日 6,311

北海道 札幌市 （仮称）ニトリ厚別店
札幌市厚別区厚別中央３条４丁
目１－１ほか クロダ振興 ニトリ 2006年6月12日 2007年2月10日 6,784

北海道 札幌市 ヤマダ電機テックランド発寒店
札幌市西区発寒１０条１４丁目１０
６９－１外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年6月23日 2007年2月24日 5,359

北海道 札幌市 ヤマダ電機テックランド琴似店
札幌市西区二十四軒２条１丁目１
９－１外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年8月28日 2007年4月29日 4,940

北海道 札幌市 ヤマダ電機テックランド札幌東店
札幌市東区東雁来２条１丁目４７
４番３５外３筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年9月29日 2007年6月1日 4,471

北海道 札幌市 東雁来ショッピングセンター
札幌市東区東雁来町２１４番地ほ
か 三菱ＵＦＪリース DCMホーマック

マックスバリュ北
海道 3 2006年10月20日 2007年8月1日 14,302

北海道 札幌市 コジマＮＥＷ札幌琴似店
札幌市西区八軒１条東１丁目４７
０番１ほか 芙蓉総合リース コジマ ツルハ 2006年12月27日 2007年8月15日 4,000

北海道 札幌市 アクロスプラザ札幌南
札幌市南区石山２条９丁目５０５
－１３ほか

大和情報サー
ビス

マックスバリュ北
海道 ツルハ 5 2006年12月27日 2007年8月20日 5,788

建物設置者名 小売業者名

　　　　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。
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経済産業省



北海道 札幌市 コストコホールセール札幌倉庫店
札幌市清田区美しが丘１条９丁目
３番１号 大成建設

コストコホール
セールジャパン 2007年3月19日 2007年11月15日 10,527

北海道 札幌市 （仮称）ニトリ宮の沢店
札幌市手稲区西宮の沢４条２丁
目５０５－１３ほか ニトリ ニトリ アルペン 2007年3月30日 2007年11月15日 9,880

東北 青森県 （仮称）カブ・大野店 青森市大野字前田７３－４外 紅屋商事 紅屋商事 2006年4月17日 2006年12月18日 2,841

東北 青森県 （仮称）メガ弘前城東北店 弘前市大字城東北四丁目４－１０ 紅屋商事 紅屋商事 2006年5月17日 2007年1月18日 1,714

東北 青森県
（仮称）樋の口ショッピングセン
ター

弘前市大字樋の口二丁目８－１
外

マックスバリュ
東北 2

マックスバリュ東
北 サンワドー ○ 2006年5月30日 2007年1月31日 12,300

東北 青森県 （仮称）平内複合商業施設
東津軽郡平内町大字小湊字外ノ
沢地内

マックスバリュ
東北

マックスバリュ東
北 サンデー ○ 2006年7月20日 2007年3月21日 3,765

東北 青森県
ファッションセンターしまむら下長
店 八戸市下長七丁目３－６外 しまむら しまむら 2006年7月20日 2007年3月21日 1,261

東北 青森県 ドリームタウンAli 青森市浜田三丁目１－１外 ドリームタウン 青山商事 ○ 2006年7月21日 2007年4月1日 7,956

東北 青森県 マエダモール大畑 むつ市大畑町中島３９－２６ 前田商事 マエダ
丸大サクラヰ薬
局 2006年10月13日 2007年6月14日 2,292

東北 青森県 ファッションモール浜田 青森市東大野二丁目９－３外 しまむら しまむら アベイル 2006年11月6日 2007年7月7日 2,224

東北 青森県
ファッションセンターしまむら田向
店

八戸市八戸都市計画事業田向土
地区画整理事業３１街区１画地外 しまむら しまむら 2006年11月6日 2007年7月7日 1,115

東北 青森県 鶴田フッドリバーモール
北津軽郡鶴田町大字鶴田字中泉
２４５－１外 スーパーストア スーパーストア 2006年11月6日 2007年7月7日 19,241

東北 青森県 スーパードラッグアサヒ野辺地店
上北郡野辺地町字二本木４６－１
先

横浜ファーマ
シー 横浜ファーマシー 2006年12月22日 2007年8月23日 2,157

東北 青森県 （仮称）アクロスプラザ黒石 黒石市富士見１０９－１外 芙蓉総合リース ホーマック ユニバース ○ 2006年12月25日 2007年8月26日 12,500

東北 青森県 薬王堂弘前安原店 弘前市泉野５丁目５－１外 太閤木下建設 薬王堂 2006年12月28日 2007年8月29日 1,516

東北 青森県 薬王堂弘前若葉町店 弘前市大字清水１丁目２－１外 あさひほうむ 薬王堂 2006年12月28日 2007年8月29日 1,536

東北 青森県 薬王堂黒石富士見店 黒石市富士見町１１８外 薬王堂 薬王堂 2007年1月10日 2007年9月11日 1,549

東北 青森県 （仮称）イオンタウン平賀 平川市小和森上松岡２１６外 イオンタウン
マックスバリュ東
北 サンワドー ○ 2007年1月24日 2007年10月25日 19,871

東北 青森県 メガ黒石店 黒石市ちとせ三丁目２ 紅屋商事 紅屋商事 2007年1月25日 2007年9月26日 1,864

東北 青森県 薬王堂つがる柏店 つがる市柏下古川花崎１４２外 薬王堂 薬王堂 2007年1月26日 2007年9月27日 1,549

東北 青森県 薬王堂八戸田向店
八戸市田向土地区画整理事業地
内３２街区３外 薬王堂 薬王堂 2007年2月9日 2007年10月10日 1,309

東北 青森県
スーパードラッグアサヒ弘前堅田
店 弘前市大字宮川一丁目２－１３外

横浜ファーマ
シー 横浜ファーマシー 2007年2月26日 2007年10月27日 2,012

東北 青森県
佐藤長新宮店・薬王堂五所川原
店

五所川原市字幾世森１７１－１９
外 薬王堂 1 佐藤長 薬王堂 2007年3月1日 2007年11月2日 2,487

東北 岩手県 ヤマダ電機テックランド北上店 北上市黒沢尻西部22街区5ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年4月14日 2006年12月15日 2,459

東北 岩手県 コジマNEW盛岡店
盛岡市盛岡駅西口区画整理地区
内29街区4ほか コジマ コジマ 2006年4月28日 2006年12月29日 4,000

東北 岩手県 薬王堂一戸店
二戸郡一戸町一戸字砂森56-2ほ
か 薬王堂 薬王堂 2006年4月28日 2006年12月29日 1,515

東北 岩手県 薬王堂二戸店 二戸市石切所字狼穴21-1ほか 薬王堂 薬王堂 2006年4月28日 2006年12月29日 1,342

東北 岩手県
ＪＡいわい東かわさき総合セン
ター

一関市川崎町薄衣字六反154ほ
か 薬王堂

いわい東農
協 薬王堂

Ａコープ・ライフ
サービスいわて

いわい東農
協 2006年6月30日 2007年3月1日 1,427



東北 岩手県
ヤマダ電機テックランド盛岡店２
号

盛岡市広域都市計画事業盛岡南
新都市土地区画整理事業施行地
区内209街区2画地ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年8月21日 2007年4月22日 6,648 ×

東北 岩手県 マイヤ滝沢店
岩手郡滝沢村鵜飼字狐洞7-1ほ
か マイヤ マイヤ 2006年10月16日 2007年7月1日 1,701

東北 岩手県 マーケットプレイス中ノ橋通店 盛岡市中ノ橋通二丁目33-1ほか
ランデック都市
開発

スーパーマーケッ
トマルイチ 2006年10月17日 2007年6月18日 1,748

東北 岩手県 （仮称）滝沢巣子複合店舗 岩手郡滝沢村滝沢字巣子95-1 ダイワロイヤル ツルハ 大創産業 2006年11月15日 2007年7月16日 1,899

東北 岩手県 ヤマダ電機テックランド久慈店 久慈市長内町第34地割48-1ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年12月15日 2007年8月16日 2,216

東北 岩手県 薬王堂盛岡厨川店 盛岡市厨川５丁目28-6ほか 小林德藏 薬王堂 2007年2月20日 2007年10月21日 2,068

東北 岩手県 カワチ薬品花巻店 花巻市上小舟渡351-1ほか カワチ薬品 カワチ薬品 2007年3月16日 2007年11月16日 2,400

東北 岩手県 生鮮＆業務スーパー本宮店 盛岡市本宮三丁目12-10 武藏農産
スパーマーケット
マルイチ 2007年3月19日 2007年11月20日 1,701

東北 宮城県 イオンモール名取エアリ
名取市杜せきのした五丁目３番地
の１　外 イオンモール イオンリテール ○ 2006年4月12日 2007年2月24日 55,000

東北 宮城県 ヤマザワ利府店
宮城郡利府町神谷沢土地区画整
理事業地内１３街区１画地　外 ㈱ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 未定 2006年5月2日 2007年1月3日 2,876

東北 宮城県 イオン石巻ショッピングｾﾝﾀｰ
石巻市蛇田西部土地区画整理事
業１５街区 イオンリテール イオンリテール 62 2006年5月15日 2007年1月16日 33,686

東北 宮城県 ヤマザワ吉岡店
黒川郡大和町吉岡南第二土地区
画整理事業地内93街区２０　外 ㈱ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 未定 2006年5月31日 2007年1月24日 5,813

東北 宮城県 コジマＮＥＷ大崎店 大崎市古川大宮三丁目３４９－１ コジマ 2006年7月21日 2007年3月22日 2,224

東北 宮城県 薬王堂登米中田店
登米市中田町石森字加賀野二丁
目４番１号　外 薬王堂 2006年8月1日 2007年4月2日 1,516

東北 宮城県 薬王堂宮城柴田店
柴田郡柴田町大字船岡字東原前
２３５－１

ケーワイケープ
ランニング 2006年8月1日 2007年4月2日 1,373

東北 宮城県
イオンタウン塩釜ショッピングセン
ター

土地区画整理事業」地内１－１
外 イオンリテール

マックスバリュ南
東北 19 2006年9月1日 2007年4月13日 8,637

東北 宮城県 ケーズデンキ石巻本店 石巻市蛇田太田切２６ デンコードー デンコードー 2006年10月30日 2007年7月1日 4,473

東北 宮城県 ヤマダ電機テックランド大河原店
柴田郡大河原町字新東26番地１
６　外 ヤマダ電機 2006年11月10日 2007年6月15日 2,797

東北 宮城県
イオン栗原志波姫ショッピングセ
ンター 栗原市志波姫新熊谷１－１　外 イオンリテール イオン 2006年11月29日 2007年7月30日 15,577

東北 宮城県 薬王堂宮城志波姫店
栗原市志波姫南八樟４６１－１
外 薬王堂 2006年12月25日 2007年8月26日 2,068

東北 宮城県 ロックシティ佐沼 登米市南方町新島前２７　外 ロック開発
イオンスーパーセ
ンター ○ 2007年1月22日 2007年9月23日 18,718

東北 宮城県 ライフガーデン利府（北エリア） 宮城郡利府町利府字堀切前３５－１　外

ダイワロイヤル
みやぎ生協 みやぎ生協

タナカふとんサー
ビス 3 2007年1月22日 2007年9月23日 3,991

東北 宮城県 ライフガーデン利府（南エリア）
宮城郡利府町利府字新大谷地５３－１
外 ダイワロイヤル 青山商事 ツルハ 2007年1月22日 2007年9月23日 1,635

東北 宮城県 薬王堂宮城角田店 角田市角田字緑町１－１２　外 薬王堂 2007年1月26日 2007年9月27日 1,519

東北 宮城県
ファッションセンターしまむら名取
店 名取市田高字南４７ しまむら 2007年1月26日 2007年9月27日 1,227

東北 宮城県 （仮称）ヨークタウン涌谷
遠田郡涌谷町字渋江１９４－１
外 ヨークベニマル ヨークベニマル 2007年2月8日 2007年10月9日 8,101

東北 宮城県 塩竈北ファッションモール 塩竈市新浜町二丁目３２番８ 小野清治 しまむら 2007年2月9日 2007年10月10日 2,041

東北 宮城県 みちのく・三陸だてもん市場
名取市下増田臨空土地区画整理
事業地内 だてもん市場 2007年2月14日 2007年11月20日 2,962



東北 宮城県 薬王堂宮城大和店 大和町吉田字北要害２３番　外 薬王堂 2007年3月1日 2007年11月2日 1,516

東北 宮城県
石巻蛇田中央ショッピングセン
ター

石巻市　石巻蛇田中央土地区画
整理事業地内１０街区、１１街区

ダイヤモンド
リース ゼビオ ヤマダ電機 2007年3月27日 2007年11月28日 6,821

東北 秋田県 フレスポ能代 能代市下野１３－２他 大和工商リース 大和工商リース 薬王堂 4 2006年5月30日 2007年2月1日 4,124

東北 秋田県 フレスポ御所野 秋田市御所野１－１－１ 大和工商リース 大和工商リース 8 2006年5月31日 2007年2月1日 9,246

東北 秋田県 ナイス土崎店 秋田市土崎港中央４－１－１　外 ナイス ナイス 2006年7月21日 2007年3月22日 3,020

東北 秋田県 ヤマダ電機テックランド大仙店 大仙市東川字屋敷後２２３番外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年9月4日 2007年5月5日 3,646

東北 秋田県 薬王堂横手平鹿店
横手市平鹿町浅舞字福田223-1
他 薬王堂 薬王堂 2006年9月8日 2007年5月9日 1,515

東北 秋田県 ヤマダ電機テックランド大館店 大館市下綱３２５番１外１９筆 文化産業 ヤマダ電機 2007年1月19日 2007年9月20日 3,342

東北 秋田県 薬王堂男鹿船越店 男鹿市船越字内子２５９－１ 薬王堂 薬王堂 2007年1月26日 2007年9月27日 1,342

東北 秋田県
（仮称）スーパーセンターアマノ御
所野店

秋田市御所野ニュータウン北第三
地区土地区画整理事業地内仮換
地５ブロック２ロット 天野金物 天野金物 2007年2月2日 2007年10月2日 12,186 ×

東北 山形県 イオンタウン南陽 南陽市赤湯字川尻地内
マックスバリュ
東北

マックスバリュ東
北 ○ 2006年4月19日 2006年12月20日 7,250

東北 山形県 嶋ファッションモール店
山形市嶋土地区画整理事業24街
区 しまむら しまむら アベイル 2006年6月23日 2007年2月24日 4,398

東北 山形県 おーばん山辺店 山辺町山辺中丸地内 おーばん おーばん ツルハ 2006年8月8日 2007年6月10日 2,864

東北 山形県 フレスポ山形北
山形市嶋土地区画整理事業地内
62街区１画地ほか 大和工商リース 大和工商リース ○ 2006年8月31日 2007年5月1日 5,256

東北 山形県 ＳＵＰＥＲデンコードー米沢店 米沢市塩井町塩野2番1号
コマーシャル・
アールイー デンコードー 2006年9月6日 2007年5月7日 2,106

東北 山形県
ヤマダ電機テックランド山形長井
店 長井市館町南4036-1 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年9月29日 2007年5月30日 1,658

東北 山形県 カワチ薬品山形北店
山形市嶋土地区画整理事業地内
35街区、36街区 カワチ薬品 カワチ薬品 2006年11月24日 2007年7月25日 2,464

東北 山形県 （仮称）ヨークタウン嶋第1ブロック
山形市嶋土地区画整理事業地内
仮換地60街区、61街区 ヨークベニマル 2 ヨークベニマル 高崎戸田書店 ○ 2007年1月19日 2007年9月21日 4,985

東北 山形県 （仮称）ヨークタウン嶋第2ブロック
山形市嶋土地区画整理事業地内
仮換地59街区 ダイユーエイト ダイユーエイト 2007年1月19日 2007年9月21日 5,990

東北 山形県 イオンタウン米沢 米沢市下花沢二丁目５－４１
マックスバリュ
東北

マックスバリュ東
北 ツルハ 1 2007年2月13日 2007年10月14日 4,312

東北 山形県 （仮称）さくらんぼゴールドタウン 東根市小林一丁目３１番外 アイシー開発 2 コメリ ヨークベニマル ○ 2007年2月16日 2007年11月20日 13,223

東北 山形県 おーばん嶋店 山形市嶋９番地５５外 おーばん おーばん 2007年2月22日 2007年10月24日 1,985

東北 山形県 ＭＡＸデンコードー山形店
山形市嶋土地区画整理事業地内
２３街区外 デンコードー デンコードー 2007年2月28日 2007年11月1日 5,787

東北 福島県 ダイユーエイト猪苗代店 猪苗代町字梨木西２番ほか ダイユーエイト ダイユーエイト 2006年4月18日 2006年12月19日 3,445

東北 福島県 ワンダーグーいわき鹿島店
いわき市鹿島町走熊西反町１２番
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 2006年4月18日 2006年12月19日 2,634

東北 福島県 郡山駅東ショッピングセンター 郡山市向河原町１６３－１ほか
アラジンホール
ディングス ドン・キホーテ

ツルハホールディ
ングス 4 2006年6月14日 2007年2月15日 4,507

東北 福島県 ハシドラッグ安達店 二本松市油井字腰巻６ほか ハシドラッグ ハシドラッグ 2006年6月27日 2007年2月28日 1,170

東北 福島県 ケーズデンキ須賀川パワフル館 須賀川市崩免２ほか デンコードー デンコードー 2006年7月11日 2007年3月12日 2,607



東北 福島県
SUPER CENTER PLANT-4大熊
店

大熊町大字夫沢字中央台1300ほ
か ＰＬＡＮＴ ＰＬＡＮＴ 2006年8月29日 2007年4月30日 13,256

東北 福島県 パワー安達店 二本松市油井字下谷地３ほか コメリ コメリ 2006年9月4日 2007年5月5日 6,820

東北 福島県 夢・タウン・飯坂 福島市飯坂町字月崎町１２－４ いちい いちい 2 2006年9月19日 2007年5月20日 2,076

東北 福島県 カワチ薬品富久山店
郡山市富久山町久保田字太郎殿
前１７５番地ほか カワチ薬品 カワチ薬品 2006年9月26日 2007年5月27日 2,592

東北 福島県 エイトタウン相馬 相馬市黒木字源多田４４ほか TOHOピクス ダイユーエイト ヨークベニマル 5 2006年10月4日 2007年6月5日 10,088

東北 福島県 ダイソー富岡店
富岡町大字本岡字新夜ノ森６００
ほか ジャスト

白石ショッピング
センター 2006年10月20日 2007年6月21日 1,336

東北 福島県
ヤマダ電機テックランドいわき平
店

いわき市平上荒川字堀ノ内
１３－１ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年11月24日 2007年7月25日 3,947

東北 福島県 ラトブ いわき市平字田町１２０番地
ラトブコーポ
レーション 21 三越 23 2007年1月4日 2007年10月5日 8,263

東北 福島県 メガステージ須賀川Ａエリア 須賀川市高久田境９１－１ほか アクティブワン ヨークベニマル 4 2007年3月26日 2007年11月27日 5,189

東北 福島県 メガステージ須賀川Ｂエリア 須賀川市広表３－１ほか アクティブワン ダイユーエイト ゼビオ 6 2007年3月26日 2007年11月27日 15,812

東北 福島県 ハシドラック信陵店
福島市笹谷字出水頭1番地の７ほ
か ハシドラッグ ハシドラッグ 2007年3月27日 2007年11月28日 1,525

東北 仙台市 みやぎ生活協同組合八木山店
仙台市太白区八木山本町2丁目
33番地の1

みやぎ生活協
同組合

みやぎ生活協同
組合 はな企画 2006年5月31日 2007年3月1日 2,309

東北 仙台市 ホームセンタームサシ仙台泉店
仙台市泉区七北田字大沢台4-4
他

アークランドサ
カモト

ホームセンターﾑ
ｻｼ 2006年8月9日 2007年4月10日 29,045

東北 仙台市 ドン・キホーテ晩翠通り店 仙台市青葉区立町15番地9号他 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2007年1月11日 2007年9月1日 1,905

東北 仙台市 イオンタウン仙台泉大沢 仙台市泉区大沢一丁目5番地1 イオンタウン イオンリテール
マックスバリュ南
東 54 2007年2月23日 2007年10月24日 18,240

関東 茨城県 株式会社カワチ薬品　新原店 水戸市新原１－２－１８　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2006年4月6日 2006年12月7日 1,768

関東 茨城県
（仮称）ケーズデンキ水戸内原バ
イパス店

内原町内原駅北土地区画整理事
業地内

ギガスケーズデ
ンキ

ギガスケーズデン
キ 2006年4月13日 2006年12月4日 4,498

関東 茨城県 ワンダーグー水戸南店
東茨城郡茨城町大字長岡３４８１
－９７ 日榮産業 ワンダーグー 2006年5月2日 2007年1月3日 1,777

関東 茨城県
（仮称）ウエルシア守谷ひがし野
店 守谷市ひがし野２丁目２－１　外 ウエルシア関東 ウエルシア関東 2006年5月8日 2007年1月8日 1,431

関東 茨城県 コジマＮＥＷつくば店
つくば市（葛城地区　区画整理事
業地内Ｄ１０ー１　外） コジマ コジマ 2006年5月16日 2007年1月17日 3,187 ×

関東 茨城県
（仮称）ヤマダ電機テックランド牛
久店

牛久市柏田町字右エ門山３０３９
－３　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年6月8日 2007年2月9日 3,818

関東 茨城県
ヤマダ電機テックランド常陸大宮
店 常陸大宮市泉１１５８　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年6月30日 2007年3月2日 2,694

関東 茨城県
ファッションセンターしまむら内原
店

水戸市内原町内原駅北土地区画
整理地２１街区１画地 しまむら しまむら 2006年6月30日 2007年3月1日 1,249

関東 茨城県 （仮称）ロックシティ守谷
守谷市百合ヶ丘３丁目２４９－１
外

大和ハウス工
業 アルペン ミドリ 外７２ 2006年7月7日 2007年3月8日 21,514

関東 茨城県 並木ショッピングセンター つくば市並木四丁目４番地 筑波都市整備 マスダ 未定 2006年7月12日 2007年3月13日 2,705

関東 茨城県 （仮称）ロックシティ水戸南
東茨城郡茨城町長岡３４８０番地
外 ロック開発 カスミ アルペン 23 2006年7月20日 2007年3月21日 20,065

関東 茨城県 （仮称）マーケットシティ古河 古河市松並２丁目１８番地 大和工商リース ヤオコー ヤオコー コジマ 9 2006年7月25日 2007年3月26日 11,400

関東 茨城県 ハードオフ・オフハウス石岡店 石岡市旭台１－１６－１２
ワンダーコーポ
レーション

ワンダーコーポ
レーション 2006年8月22日 2007年4月23日 1,339



関東 茨城県 かましん下館店 筑西市丙１８－１３ 美喜 かましん 1 2006年9月29日 2007年5月30日 3,437

関東 茨城県
（仮称）荒川本郷ショッピングセン
ター

稲敷郡阿見町本郷第一土地区画
７７街区３　外

三井住友銀リー
ス カスミ 未定（9） 2006年10月30日 2007年7月1日 7,461

関東 茨城県
（仮称）ワンダーグーつくば研究
学園店

つくば市（葛城地区　区画整理事
業地内Ａ６５－１　内）

大和情報サー
ビス

ワンダーコーポ
レーション 2006年11月30日 2007年7月31日 3,548

関東 茨城県 ヤマウチ神立店
土浦市神立町字新田６８２－４
外 やまうち やまうち 1 2006年11月30日 2007年7月31日 1,320

関東 茨城県 （仮称）ウエルシアみどりの店 つくば市萱丸Ａ－７９－１ ウエルシア関東 ウエルシア関東 2007年1月5日 2007年9月5日 1,335

関東 茨城県
（仮称）クリエイトエス・ディ茨城鉾
田店 鉾田市新鉾田西一丁目５番地 渡辺　保男

クリエイトエス・
ディ 2007年1月31日 2007年10月1日 1,342

関東 茨城県 ヤマダ電機テックランド古河店
古河市西牛谷字北前１０１２－１
外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年1月31日 2007年10月1日 6,642

関東 茨城県 マルトＳＣ磯原
北茨城市磯原町磯原２丁目４３番
地　外

ホールディング
ス マルト 1 2007年2月13日 2007年10月14日 2,364

関東 茨城県 （仮称）笠間ショッピングセンター 笠間市石井字南町２０９５－１　外 日榮産業 カスミ ウエルシア関東 2007年2月26日 2007年10月27日 4,828

関東 茨城県 サンユーストアー中原店
ひたちなか市勝田中原町３－８
外

サンユースト
アー サンユーストアー 2007年3月15日 2007年11月16日 1,720

関東 茨城県 （仮称）ウエルシア土浦荒川沖店
稲敷郡阿見町荒川本郷おて橋１３
６４－１ ウエルシア関東 ウエルシア関東 2007年3月20日 2007年11月20日 1,213

関東 茨城県 （仮称）アクロスプラザ笠間 笠間市寺崎１２３番地　外
大和情報サー
ビス ユニクロ 西松屋チェーン 5 2007年3月22日 2007年11月23日 4,674

関東 茨城県
（仮称）ケーズデンキ牛久ひたち
野中央店 牛久市ひたち野西９８－１

ケーズホール
ディングス

ケーズホールディ
ングス 2007年3月26日 2007年12月1日 8,331

関東 栃木県 イオンタウン佐野 佐野市浅沼町７４２番地外 イオンタウン カスミ 14 2006年4月27日 2006年12月28日 6,970

関東 栃木県 ユニクロ大田原店 大田原市美原一丁目５番44号外 ダイワロイヤル ユニクロ ワンゾーン 2006年7月18日 2007年3月19日 1,358  ×

関東 栃木県
おやまゆうえんハーベストウォー
ク 小山市喜沢１４５７外

みずほ信託銀
行 ヨークベニマル 　 36 2006年7月31日 2007年4月1日 35,411

関東 栃木県 コジマＮＥＷ真岡店 真岡市上高間木二丁目17番７外 コジマ 　コジマ 　 2006年10月11日 2007年6月17日 3,076

関東 栃木県
宇都宮インターパークファッション
モール

宇都宮市インターパーク二丁目１
番地１ しまむら しまむら アベイル 　 2006年12月21日 2007年8月22日 2,367

関東 栃木県 アシコタウンあしかが 足利市大月町３番地２
三井住友信託
銀行 2 ヨークベニマル 11 2007年2月5日 2007年10月6日 25,081

関東 栃木県 たいらや今泉新町店 宇都宮市今泉町2998番地１外
宇都宮総合木
材市場 たいらや 　 2007年2月5日 2007年10月6日 2,100

関東 栃木県
サンキさくら店・カワチ薬品さくら
店

さくら市大字櫻野字五斗蒔447番
外 三喜 1 三喜 カワチ薬品 　 2007年2月9日 2007年10月10日 3,562

関東 栃木県 サンキ大田原店 大田原市若松町1650番地外 三喜 三喜 　 2007年2月28日 2007年11月1日 2,398

関東 栃木県 コジマ×ビックカメラ日光店 日光市今市1007番１ コジマ コジマ 　 2007年3月9日 2007年11月10日 2,546

関東 栃木県  モテナス祖母井 芳賀町祖母井南一丁目11番地1 芳賀町 たいらや たいらや 8 2007年3月15日 2007年11月16日 4,430

関東 群馬県
とりせんローズタウンショッピング
モール 前橋市江木町１７０１－１　外 とりせん とりせん マツモトキヨシ 3 2006年4月21日 2006年12月22日 5,831

関東 群馬県 サンキ高崎店
高崎市日高町字駄木所１３７０
外 飯塚薬品 三喜 　 2006年4月24日 2006年12月25日 2,005

関東 群馬県 ニトリ伊勢崎店 伊勢崎市連取町４４６－１ ニトリ ニトリ 2006年5月30日 2007年1月31日 5,292

関東 群馬県 ヤオコー太田小舞木店 太田市小舞木町２０３　外 豊田通商 ヤオコー 3 2006年7月14日 2007年3月15日 3,720



関東 群馬県
ファッションセンターしまむら渋川
店 渋川市八木原７１－２　外 しまむら しまむら 2006年8月1日 2007年4月2日 1,252

関東 群馬県 ベルク館林大街道店 館林市大街道一丁目７５－２　外 アークサービス ベルク ウエルシア関東 2006年9月18日 2007年9月15日 3,023

関東 群馬県 フェドラＰ＆Ｄ　TAKASAKI 高崎市緑町一丁目２９－４　外 ブルーヒルズ ヒマラヤ 2006年11月17日 2007年7月18日 3,234

関東 群馬県 カインズホーム伊勢崎店 伊勢崎市宮子町３１７３　外 カインズ カインズ 2006年11月29日 2007年7月30日 14,193

関東 群馬県 戸田書店高崎本店 高崎市下小鳥町４３９　外 高崎戸田書店 高崎戸田書店 2006年12月12日 2007年8月13日 1,699

関東 群馬県 （仮称）カインズホーム新大泉店 邑楽郡大泉町坂田５８街区 カインズ カインズ 2006年12月25日 2007年8月26日 12,117

関東 群馬県
とりせん城西の杜ショッピング
モール 太田市城西町８０－１　外 とりせん とりせん 2 2007年2月7日 2007年10月8日 4,278

関東 群馬県 フォリオ安堀　Ｇエリア店 伊勢崎市安堀町２０７－１　外 フレッセイ マルフル 1 2007年2月27日 2007年10月28日 1,071

関東 群馬県 ワールド安堀店 伊勢崎市安堀町２０９　外 フレッセイ ワールド 2007年2月27日 2007年10月28日 1,137

関東 群馬県 レイ・モール
前橋市箱田町字村北４１６－１
外

レイ・コーポレー
ション

ケイ・コーポレー
ション 板垣 1 2007年3月16日 2007年11月17日 1,663

関東 群馬県 （仮称）ビバホーム館林店
館林市高根町字入ノ谷７４８－１
外 トステムビバ トステムビバ 2007年3月19日 2007年11月20日 7,531

関東 群馬県 がらくた鑑定団太田店 太田市内ヶ島町８２２－１　外 石川商事 オー 2007年3月29日 2007年12月1日 2,654

関東 埼玉県 ヤマダ電機テックランド狭山店 狭山市大字上奥富６１－１１ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年4月7日 2006年12月8日 4,640

関東 埼玉県 （仮称）ニトリ入間店 入間市小谷田一丁目９７３－１他 ニトリ ニトリ 2006年4月10日 2006年12月10日 6,547

関東 埼玉県 いなげや所沢西武園店
所沢市大字荒幡字東向大谷１３６
１－１外 いなげや いなげや 未定 2006年4月14日 2006年12月15日 3,906

関東 埼玉県 ヤオコー籠原店 熊谷市拾六間７１１地内 ヤオコー ヤオコー 2006年4月14日 2006年12月15日 1,986

関東 埼玉県 カインズモール深谷川本 深谷市長在家１７６８番地外 ベイシア ベイシア カインズ 2006年5月12日 2007年1月13日 9,998

関東 埼玉県 タイムクリップ幸手店 幸手市大字上高野１４０６番地外 文真堂書店 文真堂書店 2006年5月23日 2007年1月24日 1,569

関東 埼玉県 ベイシア電器花園店 深谷市小前田６１６番地外 ベイシア電器 ベイシア電器 2006年6月13日 2007年2月14日 1,524

関東 埼玉県
（仮称）インテルナかわはた川越
店

川越市大字大仙波字久保田６３５
番１　外 川畑 川畑 2006年6月29日 2007年3月1日 3,360

関東 埼玉県
ファッションセンターしまむら西大
和団地店 和光市西大和団地２６６６－３７ しまむら しまむら 2006年7月5日 2007年5月6日 1,107

関東 埼玉県
エコス北本ショッピングセンター
Ａ・Ｂ棟 北本市二ッ家４丁目１０４－１　外 エコス

セントラルス
パーツ エコス 未定 2006年7月7日 2007年3月8日 2,264

関東 埼玉県
エコス北本ショッピングセンター
Ｃ・Ｄ・Ｅ棟 北本市二ッ家４丁目９６－１ 伸栄

ウエルシア
関東 ウエルシア関東 未定 2006年7月7日 2007年3月8日 2,420

関東 埼玉県 Ｐａｓｅｏｓ谷原店
春日部市谷原三丁目１７－４，５、
６、７ 浜野商事 田原屋 2006年7月14日 2007年3月15日 1,143

関東 埼玉県 オーケー川口店 川口市飯塚二丁目１番11号 細野鉄工所 オーケー 2006年7月20日 2007年3月21日 2,437

関東 埼玉県 ヤオヒロ上尾東店
上尾市大字上尾村字向原１３００
番地１ ヤオヒロ ヤオヒロ 2006年7月27日 2007年3月28日 1,793

関東 埼玉県
スーパービバホーム狭山日高イ
ンター飯能店

飯能市大字芦苅場４３９－１番地
外 トステムビバ トステムビバ 2006年7月28日 2007年3月30日 10,921

関東 埼玉県 小川ファッションモール
比企郡小川町大字小川４６０－９
他 しまむら しまむら アベイル 2006年8月1日 2007年6月2日 2,299



関東 埼玉県 島忠川越店
川越市大字松郷字関下町９２６番
１　外 島忠 島忠 2006年8月8日 2007年4月9日 15,925

関東 埼玉県 ヤオコー幸手店 幸手市幸手１７５他 ヤオコー ヤオコー 7 2006年8月11日 2007年4月12日 6,189

関東 埼玉県 とりせん北本店 北本市北中丸一丁目７５－１外 とりせん とりせん 2006年8月15日 2007年4月16日 3,421

関東 埼玉県
（仮称）富士リアル・エステート複
合店舗 行田市佐間一丁目２４５３－１　外

富士リアル・エ
ステート ローソン 西松屋チェーン 1 2006年8月28日 2007年4月29日 1,333

関東 埼玉県 （仮称）でんきち熊谷店 熊谷市大字新堀字深町１７５番１ でんきち でんきち 2006年9月5日 2007年5月6日 2,625

関東 埼玉県
ファッションセンターしまむら上宗
岡店 志木市上宗岡２丁目２０９他 しまむら しまむら 2006年9月20日 2007年5月21日 1,243

関東 埼玉県 マミーマート飯能ＳＣ 飯能市字大久田１０３８－５外 マミーマート マミーマート 未定 2006年10月5日 2007年6月6日 4,787

関東 埼玉県 ベスタ狭山Ａ 狭山市入間川１０２５ ベルク ベルク マツモトキヨシ 2 2006年10月10日 2007年6月11日 5,906

関東 埼玉県 ベスタ狭山Ｂ 狭山市入間川１２０９ ケーヨー ケーヨー 2006年10月10日 2007年6月11日 6,220

関東 埼玉県 吉川ファッションモール

吉川市越谷都市計画事業吉川駅
南特定土地区画整理事業３７街
区２画地外 しまむら しまむら アベイル 2006年11月1日 2007年7月2日 2,402

関東 埼玉県
ファッションセンターしまむら上野
台店 深谷市大字上野台３３０９他 しまむら しまむら 2006年11月1日 2007年7月2日 1,321

関東 埼玉県 さいたまコープ　コープ蓮田
蓮田市大字馬込字７番１４３４番３
他

バーンサイド合
同会社

生活協同組合さ
いたまコープ 2006年11月17日 2007年7月18日 1,529

関東 埼玉県 イイズカ薬品深谷国済寺店 深谷市国済寺４５５番地 飯塚薬品 飯塚薬品 パスポート 2006年11月20日 2007年7月21日 1,215

関東 埼玉県 ヤオコー川越新宿店 川越市新宿町５－２０－４ ヤオコー ヤオコー 2006年12月1日 2007年8月2日 2,036

関東 埼玉県 （仮称）ララガーデン春日部 春日部市南一丁目１０番３号

春日部デベロッ
プメント特定目
的会社 京成ストア 三越 55 2006年12月6日 2007年11月1日 13,275

関東 埼玉県 ＵＮＩＣＵＳ上里
児玉郡上里町大字七本木２２７２
－１他

ピーアンドディコ
ンサルティング ヤオコー スギ薬局 16 2006年12月8日 2007年8月9日 9,460

関東 埼玉県 イオンモール羽生 羽生市川崎二丁目 イオンモール イオン イオンモール 118 2007年1月11日 2007年9月12日 57,000

関東 埼玉県
（仮称）鴻巣駅東口Ａ地区第一種
市街地再開発Ａ１街区ビル 鴻巣市本町一丁目地内外

鴻巣駅東口Ａ地
区市街地再開
発組合 日東都市開発 未定 2007年1月24日 2007年9月25日 14,880

関東 埼玉県 （仮称）ニトリ桶川店
桶川市大字坂田字細谷１５５０－
１　他 加藤富夫 ニトリ 2007年1月31日 2007年10月1日 4,959

関東 埼玉県
三井アウトレットパーク入間、コス
トコホールセール入間倉庫店 入間市宮寺３１６９外

フロンティア不
動産投資法人

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 186 2007年3月15日 2007年11月16日 37,999

関東 埼玉県 ベルク深谷稲荷町店 深谷市稲荷町一丁目３５９ー１ ベルク ベルク 2007年3月16日 2007年11月17日 2,181

関東 埼玉県
（仮称）ドン・キホーテ所沢宮本町
店 所沢市宮本町二丁目２５番１１号 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2007年3月20日 2007年11月22日 1,614

関東 千葉県 フードプラザハヤシ成東店
山武市成東字北上宿下４８２－１
ほか ベイシア ハヤシ

ワンダーコーポ
レーション 未定 2006年4月3日 2006年12月4日 4,400

関東 千葉県 流山おおたかの森S・C
流山市西初石６丁目８２９番地１１
ほか 東神開発 高島屋 80 2006年4月10日 2007年3月12日 25,333

関東 千葉県 ケーヨーデイツー姉崎店
市原市今津朝山川原湯３１５番１
ほか ケーヨー ケーヨー 2006年4月10日 2006年12月10日 5,965

関東 千葉県 せんどうちはら台店 市原市ちはら台南６－１－７ほか せんどう せんどう 2006年4月11日 2006年12月12日 2,437
関東 千葉県 （仮称）ユニクロ新鎌ヶ谷店 2 澁谷三郎 ユニクロ 2006年5月8日 2007年3月1日 1,302



関東 千葉県 習志野四丁目商業施設
船橋市習志野四丁目２０１９番１
ほか オリックス コジマ ヒマラヤ 2006年5月12日 2007年1月13日 7,500

関東 千葉県 イオンタウン館山
館山市八幡字小松原６９７番２ほ
か ロック開発 イオン 26 2006年5月12日 2006年12月10日 26,740

関東 千葉県 ヤマダ電機テックランド八千代店

八千代都市計画事業辺田前土地
区画整理事業施行地区内90街区
1画地ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年6月12日 2007年2月13日 2,689

関東 千葉県 （仮称）カスミ東金押堀店 東金市押堀字能代11番１　ほか カスミ カスミ 2006年6月19日 2007年2月20日 4,306

関東 千葉県 （仮称）牧の原ファッションモール 印西市西の原５－３ しまむら しまむら 2006年6月30日 2007年3月1日 3,301

関東 千葉県 ケーズデンキ千葉ニュータウン店 印西市西の原３－１ほか
ケーズホール
ディングス

ケーズホールディ
ングス 2006年7月10日 2007年3月10日 7,395

関東 千葉県 ライフガーデン流山おおたかの森

流山都市計画事業新市街地地区
一体型特定土地区画整理事業施
行地区内Ｄ１０１街区１画地ほか 新都市ライフ ミニストップ ○ 2006年8月14日 2007年6月1日 2,024

関東 千葉県 茂原セントラルモール 茂原市小林１６０６番１０ほか ハヤシ
ケーズホールディ
ングス ○ 2006年8月14日 2007年4月15日 13,494

関東 千葉県 (仮称）マミーマート船橋日大前店
船橋市坪井町区画整理事業７２
街区１～６画地 マミーマート マミーマート 2006年9月5日 2007年5月6日 3,728

関東 千葉県 ケーズデンキ木更津本店 木更津市ほたる野４－３－３ほか
ケーズホール
ディングス

ケーズホールディ
ングス 2006年9月11日 2007年5月12日 4,965

関東 千葉県 （仮称）ベルク松戸秋山店
松戸市秋山土地区画整理事業施
行区域内３７街区５ほか ベルク ベルク 2006年10月6日 2007年6月7日 2,075

関東 千葉県 ユニモちはら台 市原市ちはら台西３丁目４番ほか
三井住友信託
銀行 ヒマラヤ 76 2006年10月24日 2007年9月6日 31,363

関東 千葉県 (仮称）印西牧の原BIGHOP 印西市原一丁目２番
三井住友信託
銀行（株） カンセキ ○ 2006年11月10日 2007年9月1日 36,885

関東 千葉県 （仮称）東金ファッションモール 東金市押堀字広田655-1ほか しまむら しまむら 2006年11月10日 2007年7月11日 2,240

関東 千葉県 （仮称）ドン・キホーテ木更津店 木更津市請西2-2-1 石渡義久 ドン・キホーテ 2006年12月1日 2007年7月31日 1,553 ×

関東 千葉県 精文館書店木更津店 木更津市太田２－５－１ 精文館書店 精文館書店 2006年12月7日 2007年9月1日 2,606

関東 千葉県 ジョイフル本田八千代店立駐棟
八千代市村上字殿ノ内１５８９番１
ほか

ジョイフルカン
パニー ジャパンミート 2006年12月13日 2007年8月14日 1,083 ×

関東 千葉県 （仮称）松戸新田NSC
松戸市松戸新田字店屋敷245番1
ほか 芦田　弘一郎 サミット 4 2007年1月11日 2007年9月12日 4,200

関東 千葉県 （仮称）新船橋商業施設 船橋市山手３丁目４番２ほか コジマ コジマ ○ 2007年2月7日 2007年10月17日 5,500 ×

関東 千葉県
ファッションセンターしまむら青柳
店

市原市青柳土地区画整理組合保
留地３６街区1画地 しまむら しまむら 2007年2月16日 2007年10月17日 1,255

関東 千葉県 PIA CITY yachimata asahi
八街市八街字六万坪に２５２番６
ほか カスミ 大和リース カスミ ○ 2007年3月2日 2007年11月3日 4,045

関東 千葉県
（仮称）八街ショッピングセンター
Ｂ街区

八街市八街字後野分に２８６－２
ほか 大和リース ウエルシア関東 ○ 2007年3月2日 2007年11月3日 1,441

関東 千葉県 （仮称）カスミ東金田間店 東金市田間字村上1280番ほか カクタ カスミ 2007年3月12日 2007年11月13日 2,315

関東 千葉県 せんどう五井金杉店 市原市五井金杉２－１１－１ほか せんどう せんどう 2007年3月13日 2007年11月14日 2,031

関東 千葉県
イオンモール千葉ニュータウンエ
ンジョイライフ棟 印西市中央北２丁目２番 イオンモール ドン・キホーテ 5 2007年3月19日 2007年11月20日 7,206

関東 東京都 （仮称）グリーンウォーク多摩 八王子市別所二丁目56番 コーナン商事 コーナン商事 2006年5月19日 2007年3月21日 32,407

関東 東京都 (仮称）オーネストビル 足立区花畑町4377番地 オーネスト サンベルクス 2006年6月8日 2007年2月9日 1,048



関東 東京都 新丸の内ビルディング
千代田区丸の内一丁目１，３，４，
５号 三菱地所 未定 2006年6月9日 2007年4月1日 10,336

関東 東京都 ジョイフル本田瑞穂店
西多摩郡瑞穂町大字殿ヶ谷442番
地ほか ジョイフル本田 ジョイフル本田 2006年6月15日 2007年1月31日 39,006

関東 東京都
（仮称)カインズホーム町田多摩
境店ペット＆ガーデン館

町田市小山ｹ丘二丁目3-
1,2,23,24,25 カインズ カインズ 2006年8月7日 2007年3月1日 1,990 ×

関東 東京都 （仮称）いなげや東村山本町店 東村山市本町三丁目地先 いなげや いなげや 2006年8月9日 2007年2月11日 1,958

関東 東京都 （仮称）西友ひばりが丘団地店

西東京市ひばりが丘三丁目1616
番1の一部
東久留米市ひばりが丘団地49番
18の一部 西友 西友 2006年8月11日 2007年4月12日 1,616

関東 東京都
（仮称)ケーズデンキ稲城若葉台
店 稲城市若葉台二丁目10番2

ギガスケーズデ
ンキ

ギガスケーズデン
キ 2006年8月30日 2007年5月1日 5,146

関東 東京都
(仮称)東京駅八重洲口開発計画
南棟

千代田区丸の内一丁目1番54号
の一部、一丁目26番11号の一部
ほか
中央区八重洲二丁目13番8号ほ
か

東日本旅客鉄
道 鉄道会館 2006年9月7日 2007年10月31日 1,469

関東 東京都 （仮称）藤ビル 足立区加平三丁目4番地１ほか 藤倉庫 サンベルクス 2006年9月8日 2007年4月15日 2,076

関東 東京都
（仮称）小田急小山ケ丘ショッピン
グセンター 町田市小山ケ丘六丁目1番10号 小田急電鉄 ミスターマックス 2006年9月28日 2007年6月30日 12,601

関東 東京都 （仮称）千歳台計画
世田谷区千歳台三丁目56番1,2番
地 ミマキ ユニクロ 2006年10月16日 2007年6月16日 2,553

関東 東京都 ecute立川 立川市柴崎町三丁目2635番1
東日本旅客鉄
道

ＪＲ東日本ステー
ションリテイリング 2006年12月8日 2007年9月1日 1,548

関東 東京都 （仮称）旗保全池袋ビル
豊島区日足池袋一丁目41番地1
ほか 旗保全 ヤマダ電機 2006年12月14日 2007年8月15日 3,479

関東 東京都 （仮称）東村山プラザ
東村山市恩田町五丁目47番5号
ほか ヨークマート ヨークマート 2006年12月14日 2007年6月29日 5,300

関東 東京都 コピオ楢原 八王子市楢原町952番地1ほか
スーパーアルプ
ス スーパーアルプス 2007年1月10日 2007年9月11日 9,166

関東 東京都 （仮称）大田区久が原二丁目計画 大田区久が原二丁目21番23号 三井不動産㈱ 東急ストア 2007年1月19日 2008年4月1日 1,740

関東 東京都 霞ヶ関三丁目商業施設
千代田区霞ヶ関三丁目2番1号ほ
か 霞山会ほか1名 未定 2007年1月25日 2007年10月1日 1,903

関東 東京都
(仮称）イオン日の出ショッピング
センター

西多摩郡日の出町大字平井字三
吉野桜木地区内 イオンモール イオン 2007年1月30日 2007年11月1日 50,000

関東 東京都 (仮称）TX秋葉原駅開発ビル 千代田区神田佐久間町一丁目 阪急電鉄 未定 2007年2月2日 2008年3月31日 2,477

関東 東京都 (仮称）K2計画 世田谷区砧二丁目3103番1,3,6 清水建設 クイーンズ伊勢丹 2007年2月6日 2007年10月8日 2,550

関東 東京都 (仮称）FSビル
足立区日一ツ家一丁目12番地3
ほか８筆 F＆S オーケー 2007年2月21日 2007年10月22日 1,737

関東 東京都 （仮称）三和ランド通り店 稲城市矢野口2284番1,5,7ほか 三和 三和 2007年2月23日 2007年10月24日 6,712

関東 東京都 (仮称）カインズホーム町田店 町田市小山ｹ丘二丁目3番1外 カインズ カインズ 2007年2月27日 2007年10月28日 1,860

関東 東京都 （仮称）和光並木館 中央区銀座四丁目3番 セイコー 和光 2007年2月28日 2008年1月15日 1,690

関東 神奈川県 小田原鈴廣　風祭店 小田原市風祭２４５
㈱鈴廣蒲鉾本
店 ㈱鈴廣蒲鉾本店 2006年4月6日 2007年4月20日 1,533

関東 神奈川県 （仮称）ノジマ相模原本店 相模原市横山1-4,947の1ほか ㈱ノジマ ㈱ノジマ 2006年4月14日 2006年12月15日 3,637

関東 神奈川県
ファッションセンターしまむらかし
わ台店 海老名市柏ヶ谷667の1ほか ㈱しまむら ㈱しまむら 2006年5月19日 2007年1月20日 1,206



関東 神奈川県 （仮称）横須賀東芝ビル 横須賀市平成町2-14の1 東芝不動産㈱ ㈱ゼビオ 2006年8月8日 2007年6月1日 5,563

関東 神奈川県 ヤオマサ南足柄店
南足柄市壗下怒田特定土地区画
整理事業施工地区内50街区ほか ヤオマサ㈱ ヤオマサ㈱ 2006年9月6日 2007年5月7日 2,745

関東 神奈川県 （仮称）相模原プロジェクト 相模原市若松5-3,884の1ほか
アセットマネジメ
ント ㈱モリモト

㈱ライフコーポ
レーション 未定１者 2006年9月28日 2007年5月30日 1,665

関東 神奈川県 （仮称）淵野辺計画 相模原市淵野辺2-133の10
古谷織物工業
㈱ ㈱三和 ㈱マツモトキヨシ 未定１者 2006年12月22日 2007年9月1日 4,269

関東 神奈川県 （仮称）Ｆｕｊｉ寒川店 高座郡寒川町岡田1,081ほか 富士シティオ㈱ 富士シティオ㈱ 2007年1月25日 2007年9月26日 2,863

関東 神奈川県 オーケー本厚木店 厚木市中町2-627の1
㈱三成ほてい
やビル オーケー㈱ 2007年1月29日 2007年9月30日 1,794

関東 神奈川県 （仮称）ゴルフ５横須賀店 横須賀市三春町4-6の1 文化興業㈱ ㈱アルペン 2007年1月29日 2007年9月30日 1,254

関東 神奈川県
（仮称）小田急相模原駅北口Ａ地
区市街地再開発ビル 相模原市南台3-1

小田急相模原
駅北口Ａ地区市
街地再開発組
合 小田急商事㈱ ほか未定 2007年2月15日 2007年12月1日 3,813

関東 新潟県
ドラッグストアウエルシア薬局三
条店

新潟県三条市西裏館二丁目３８５
－１外

ウエルシア関東
(株)

ウエルシア関東
(株) 2006年4月17日 2006年12月20日 1,217

関東 新潟県 アピタ長岡店 新潟県長岡市寺島町275番地外 ユニー ユニー 外未定 2006年5月11日 2007年4月6日 27,221

関東 新潟県 ドラッグマックス十日町店 新潟県十日町市丑635-5 協和建設 日永商事 ドラッグマックス
ＭＳコミュニケー
ションズ 2006年6月12日 2007年2月13日 1,182

関東 新潟県
（仮称）原信マーケットシティ小千
谷

新潟県小千谷市大字桜町字天田
2480-1外 原信 　 原信 大創産業

ほか４者、う
ち1者未定 2006年6月14日 2007年2月15日 5,263

関東 新潟県
サンエー能生店・コメリハードアン
ドグリーン能生店

新潟県糸魚川市大字能生1887番
地１ 村井　ヨシ子 コメリ サンエー コメリ 2006年11月28日 2007年8月1日 2,371

関東 新潟県 ヤマダ電機テックランド柏崎店 新潟県柏崎市宝町3-17 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年1月30日 2007年9月30日 2,003

関東 新潟県 原信マーケットシティ見附
新潟県見附市新町1丁目114番11
外 原信 原信 星光堂薬局 ほか2者 2007年1月30日 2007年9月30日 3,785

関東 新潟県 クスリのアオキ高田西店
新潟県上越市昭和町二丁目９８８
－１外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2007年1月31日 2007年10月1日 1,766

関東 新潟県 佐渡ショッピングセンター
新潟県佐渡市市野沢字金山１５４
－１外 アイディ 西松屋チェーン ハニーズ チヨダ 2007年3月2日 2007年11月3日 1,494

関東 新潟県 （仮称）長岡マーケットモール（Ａ）
新潟県長岡市古正寺町字中割２
０３外 福田道路 新潟ジョーシン 大創産業 シューマート 2007年3月29日 2007年10月20日 5,268

関東 新潟県 （仮称）シネマコンプレックス長岡
新潟県長岡市千秋二丁目１０８７
番地１

長鐵不動産管
理 イルムスジャパン ワールド 12 2007年3月29日 2007年11月30日 2,163

関東 長野県 西源上田築地店
上田市大字築地字祭之神681‐4
ほか 西源 西源 2006年4月12日 2006年12月13日 2,062

関東 長野県 ニトリ松本店
松本市大字芳川村井町字一リ山
806-1ほか 二トリ 二トリ 2006年4月14日 2006年12月15日 5,165

関東 長野県
あづみ野豊科ショッピングセン
ター 安曇野市豊科2637－1

生活協同組合
コープながの とをしや薬局

生活協同組合
コープながの とをしや薬局 ○ 2006年8月11日 2007年4月12日 4,783

関東 長野県 ビーワン上飯田店 飯田市丸山町1-9-3ほか 鈴茂商事 鈴茂商事 2006年9月4日 2007年3月21日 1,468

関東 長野県 サンタの倉庫上田秋和店 上田市秋和字立石335‐2ほか サンタの倉庫 サンタの倉庫 雑貨屋ブルドック ○ 2006年9月15日 2007年5月16日 1,988

関東 長野県 箕輪ファッションモール
上伊那箕輪町大字三日町字曽根
田891ほか しまむら しまむら アベイル 2006年10月10日 2007年6月11日 2,044

関東 長野県 京王塩尻ｋｅＰｉｏ
塩尻市大字広丘高出字西村
1783-1ほか 京王重機整備 エイデン 2006年10月13日 2007年6月15日 2,601

関東 長野県
コメリホームセンター東部店　資
材館 東御市袮津字砂田1128－１ コメリ コメリ 2006年12月27日 2007年9月1日 3,065



関東 長野県 ＪＡ木曽総合施設 木曽郡木曽町福島2872ほか
木曽農業協同
組合

木曽農業協同組
合 2007年1月29日 2007年9月30日 1,703

関東 山梨県 東京インテリア家具甲府店

甲府市国母七丁目９２６番２
中巨摩郡昭和町西条字中曽根３
７６５番

東京インテリア
家具

東京インテリア家
具 2006年5月19日 2007年1月20日 9,452

関東 山梨県 オギノ上野原店　食品館 上野原市上野原１９３８番１ オギノ オギノ 2006年8月17日 2007年4月18日 1,559

関東 山梨県 オギノ上野原店　衣料館 上野原市上野原１８４２番５ オギノ オギノ 2006年8月17日 2007年4月18日 1,014

関東 静岡県 ベイシア掛川IC店 掛川市杉谷47街区外 ベイシア ベイシア 2006年4月11日 2006年12月12日 4,143

関東 静岡県 ユーストア中里店 富士市中里字鬼ヶ島2566－21外 ユーストア ユーストア 2006年5月12日 2007年1月13日 4,670

関東 静岡県 マックスバリュ函南店
田方郡函南町間宮字寺前339-1
外

マックスバリュ
東海

マックスバリュ東
海 ○ 2006年5月25日 2007年1月26日 2,210

関東 静岡県
ファッションセンターしまむら大仁
店 伊豆の国市三福字奥田273-1 しまむら しまむら 2006年11月7日 2007年7月8日 1,245

関東 静岡県 シーズンプラザ福田店テナント棟 磐田市福田字高島2411外
シーズンセレク
ト セリア 2007年1月17日 2007年9月18日 1,720

関東 静岡県 イオン富士南ショッピングセンター 富士市鮫島字木丿内118-10外 イオン
マックスバリュ東
海 2007年1月26日 2007年9月27日 16,388

関東 静岡県 富士南ファッションモール 富士市川成新町124 しまむら しまむら アベイル 2007年2月19日 2007年10月20日 2,463

関東
さいたま
市 ナリアテラス・ガーデン

さいたま市南区沼影1丁目12番1
号　外

細淵 裕司　外４
名 マルエツ ウエルシア関東 河淳 2006年5月25日 2008年10月24日 7,119

関東
さいたま
市 浦和パルコ

さいたま市浦和区東高砂町　１５９
番１号　外

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社 大丸 外未定 2006年10月12日 2007年9月27日 34,854

関東
さいたま
市

（仮称）ヤマダ電機テックランド大
宮宮前町店

さいたま市西区宮前町２２６番１
外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年10月16日 2007年6月17日 6,630

関東
さいたま
市 サンドラッグ浦和花月店 さいたま市緑区中尾２６０番地１ 町田　旭　　他１ サンドラック 2006年11月21日 2007年7月22日 1,073

関東
さいたま
市 ヤオコー浦和上木崎店

さいたま市浦和区上木崎四丁目３
５５番８号　外７筆

山義商事株式
会社 ヤオコー 外未定 2007年3月29日 2007年11月30日 3,600

関東 千葉市 Ｑｉｂａｌｌ(きぼーる) 千葉市中央区中央４丁目１９番 精美堂

中村知司
井筒屋
叶親孝雄
戸塚主税
住友信託銀
行 ダイエー ○ 2006年12月22日 2007年9月1日 1,839

関東 千葉市 （仮称）オーツーパーク 千葉市稲毛区園生町３８０番１ ミキシング カムイ ○ 2007年2月22日 2007年10月31日 2,687 ×

関東 千葉市 パシオス　都町店
千葉市中央区都町１丁目１１番５
号 リゼム 田原屋 2007年3月29日 2007年9月5日 1,564

関東 横浜市
（仮称）港北ニュータウン中央地
区共同商業地区開発計画

都筑区中川中央二丁目７番地の
１ほか 三菱地所 アルペン トップカルチャー

ダイエーほ
か 2006年6月12日 2007年7月1日 13,053

関東 横浜市 コジマNEW横浜大口店 神奈川区神之木町３番ほか サミット コジマ 2006年7月21日 2008年3月20日 2,465

関東 横浜市
(仮称）MM２１・４１街区プロジェク
ト商業施設 西区みなとみらい四丁目７番

オリックスリア
ルエステート

ランド、東急
不動産、三
井物産

TSUTAYA
STORES ○ 2006年8月4日 2007年6月30日 2,379

関東 横浜市 権太坂スクエア 保土ヶ谷区権太坂三丁目１番３号 日立キャピタル サミット コジマ 2006年8月29日 2007年4月30日 4,247

関東 横浜市
（仮称）トヨタ横浜港北複合商業
施設 港北区師岡町700番地の１ほか

トヨタオートモー
ルクリエイト 三和 ゼビオ

ノジマ、タク
ティー、ユニ
クロ 2006年10月23日 2007年11月30日 41,667



関東 横浜市
（仮称）鶴ケ峰ショッピングセン
ター 旭区鶴ケ峰二丁目82番地の１

鶴ケ峰駅南口
地区市街地再
開発組合 相鉄ローゼン ○ 2006年11月17日 2007年8月15日 4,146

関東 横浜市
（仮称）たまプラーザ駅周辺開発
計画

青葉区美しが丘一丁目１番地の３
ほか 東京急行電鉄 未定 2006年11月17日 2007年10月1日 18,837

関東 横浜市 泉水ビル（東急ストア綱島店） 港北区綱島東二丁目２番14号 小泉静子 東急ストア 2006年12月11日 2007年8月1日 1,382

関東 横浜市
（仮称）保土ヶ谷ショッピングセン
ター

保土ヶ谷区狩場町164番地の１ほ
か

ファイン・スト
リート・スリー ケーヨー 2006年12月14日 2007年8月15日 3,950

関東 横浜市 妙蓮寺ＵＡビル 港北区菊名二丁目16番12号
大宮ゴルフコー
ス ヨークマート 2007年2月23日 2007年10月24日 1,339

関東 横浜市
（仮称）コーナン港北ニュータウン
センター南店 都筑区茅ケ崎中央53番地の２、３ コーナン商事 コーナン商事 青山商事

メガスポー
ツ、松屋
チェーン、エ
ディオン、セ
リア 2007年3月30日 2007年12月1日 19,371

関東 川崎市 （仮称）池上新町商業施設
川崎市川崎区池上新町3丁目1番
6号

ティー特定目的
会社

コストコホール
セールジャパン 2006年7月7日 2007年4月15日 11,220

関東 川崎市
（仮称）武蔵小杉駅前グランド地
区商業施設計画

川崎市中原区新丸子東３丁目１１
００番１号他 三井不動産㈱ ダイエー㈱ 2007年3月30日 2008年5月30日 4,255

関東 新潟市
(仮称)新潟南（亀田）ショッピング
センター

新潟市江南区亀田早通字川根
2990番4外 イオン イオン ほか未定 2006年10月31日 2007年7月1日 41,699

関東 新潟市 （仮称）赤道ショッピングセンター 新潟市東区錦町４－３７
セントラルリー
ス 原信 しまむら 6 2007年3月15日 2007年11月16日 6,889

関東 新潟市
ヤマダ電機テックランド新潟錦町
店 新潟市東区錦町３－３ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年3月15日 2007年11月16日 6,130

関東 新潟市 ひらせいホームセンター坂井店 新潟市西区坂井東４－１６－７
ひらせいホーム
センター

ひらせいホームセ
ンター 梨本薬局 2007年3月19日 2007年11月20日 1,200

関東 静岡市 (仮称）カワチ薬品清水鳥坂店
静岡市清水区鳥坂字中ノ谷前684
番外 カワチ薬品 カワチ薬品 2006年7月11日 2007年3月12日 2,108

関東 静岡市 静岡鑑定団八幡店 静岡市駿河区八幡五丁目8番3号 ノジマ 神成 2006年8月24日 2007年4月5日 2,392

関東 静岡市 しずてつストア田町店 静岡市葵区田町七丁目６７番１外 静岡鉄道 静鉄ストア 2007年1月25日 2007年9月26日 1,323

関東 浜松市 フードマーケットマムテクノ店 浜松市北区三幸町78-5 タカラ・エムシー タカラ・エムシー 2006年6月28日 2007年3月1日 1,143

関東 浜松市 (仮称)カワチ薬品浜北店
浜松市浜北区染地台浜北新都心
15BL-1街区 カワチ薬品 カワチ薬品 2006年12月26日 2007年8月27日 2,458

中部 愛知県
（仮称）フィール西尾ショッピング
センター 西尾市高畠町7-53

㈱フィールコー
ポレーション

㈱フィールコーポ
レーション ㈱エイデン 2 2006年5月10日 2007年9月1日 13,076

中部 愛知県 ビッグリブ犬山店
犬山市大字五郎丸字下前田58-1
他26筆 ㈱三河屋 ㈱三河屋 2006年5月12日 2007年1月13日 1,934

中部 愛知県 （仮称）ドミー小坂井店
宝飯郡小坂井町大字伊奈字慶応
２３－１他1筆 ㈱ドミー ㈱ドミー

㈱ジップ・ホール
ディングス 2006年5月26日 2007年1月27日 4,096

中部 愛知県 フィール瀬戸店 瀬戸市新郷町11-1、11-9
㈱フィールコー
ポレーション

㈱フィールコーポ
レーション 3 2006年6月16日 2007年2月17日 3,357

中部 愛知県
（仮称）ケーズデンキ田原パワフ
ル館

田原市神戸町大坪261ほか5筆
田原市豊島町道南11-5ほか1筆 ㈱ギガス ㈱ギガス 2006年6月27日 2007年2月28日 2,228

中部 愛知県 （仮称）バロー豊田浄水店
豊田市浄水町豊田浄水特定土地
区画整理事業１１７区画内 ㈱バロー ㈱バロー 2006年6月30日 2007年2月28日 4,017

中部 愛知県
（仮称）スーパーオートバックス西
春店

北名古屋市中之郷天神2ほか10
筆

㈱オートバック
スセブン

㈱カーショップユ
タカ 2006年7月12日 2007年3月13日 1,506

中部 愛知県 （仮称）ドミー東郷店
愛知郡東郷町大字春木字白土89
ほか5筆

大和工商リース
㈱ ㈱ﾄﾞミー 2006年9月28日 2007年5月29日 1,444

中部 愛知県 エイデン東海店・ヒマラヤ東海店
東海市渡内共同利用街８街区１０
区画地外５３筆

オリックス・アル
ファ㈱ ㈱エイデン 2006年9月28日 2007年5月29日 6,295



中部 愛知県
（仮称）ケーズデンキ小牧パワフ
ル館

小牧市大字二重堀中田1074-1ほ
か ㈱ギガス ㈱ギガス 2006年12月8日 2007年8月9日 4,499

中部 愛知県 フィール上田楽店
春日井市上田楽町内浦2924-1ほ
か

㈱フィールコー
ポレーション

㈱フィールコーポ
レーション 2006年12月27日 2007年8月27日 1,705

中部 愛知県
（仮称）勝川地区再開発ビル２街
区 春日井市勝川町7丁目10他13筆

勝川地区市街
地再開発組合 ㈱山彦 2007年1月9日 2007年9月10日 2,248

中部 愛知県 精文館書店蒲郡三谷店 蒲郡市三谷北通6ー228　他 アース㈲ ㈱精文館書店 2007年2月5日 2007年10月6日 2,247

中部 愛知県
（仮称）ニトリ・スポーツデポ一宮
店 一宮市常願通八丁目1-1外31筆 ㈱ニトリ ㈱ニトリ ㈱アルペン 2007年2月13日 2007年11月30日 10,569

中部 愛知県 （仮称）愛西プラザ
愛西市柚木町大字柚木字元屋敷
曲輪1300ほか26筆 ㈱カーマ 2 ㈱カーマ ㈱オークワ 1 2007年2月20日 2007年10月21日 9,088

中部 愛知県 （仮称）ふれ愛の街クラタ
岡崎市羽根町字小豆坂３ほか53
筆 ㈱クラタ産業 ㈱バロー 9 2007年3月6日 2007年11月7日 13,330

中部 愛知県 （仮称）カインズモール常滑
常滑市常滑多屋土地区画整理事
業地内23街区 ㈱カインズ ㈱カインズ ㈱ベイシア 2 2007年3月7日 2007年11月7日 16,520

中部 岐阜県 (仮称)笠松町複合商業施設
岐阜県羽島郡笠松町北及字村西
５７６番地　外

マックスバリュ
中部 2

マックスバリュ中
部 スギ薬局 1 2006年4月20日 2006年12月21日 3,625

中部 岐阜県
(仮称)バロー羽島ショッピングセ
ンター

岐阜県羽島市江吉良町字大沼２
９３９　外 バロー バロー エイデン 3 2006年4月24日 2006年12月24日 23,726

中部 岐阜県 ゲンキー美濃加茂店
岐阜県美濃加茂市山手町２丁目
２０番地　外 ゲンキー ゲンキー 2006年5月2日 2007年1月3日 2,591

中部 岐阜県 (仮称)バロー八百津店
岐阜県加茂郡八百津町和知字下
久後１０３２番５４　外 バロー バロー 2006年6月14日 2007年2月15日 1,546

中部 岐阜県
(仮称)イオン大垣南ショッピングセ
ンター

岐阜県大垣市外野２丁目５０番１
外 イオン イオン 2006年6月27日 2007年2月28日 34,025

中部 岐阜県 (仮称)バロー富加店
岐阜県加茂郡富加町大字羽生字
山崎２１７２番４　外 バロー バロー 2006年8月2日 2007年4月3日 2583

中部 岐阜県
(仮称)イオン各務原ショッピングセ
ンター

岐阜県各務原市那加萱場町１丁
目１番地　外 イオン イオン 2006年9月20日 2007年5月20日 49530

中部 岐阜県
生活協同組合コープぎふ　可児
店

岐阜県可児市下恵土字野区路２
８１７－１　外

生活協同組合
コープぎふ 川合克己

生活協同組合
コープぎふ 2006年11月16日 2007年7月17日 1631

中部 岐阜県 アクアウォーク大垣
岐阜県大垣市林町６丁目８０番２
１号　外 ユニー ユニー 2006年11月30日 2007年10月21日 25500

中部 岐阜県 （仮称）マックスバリュ岐南店
岐阜県羽島郡岐南町下印食２丁
目１２番　外

マックスバリュ
中部

マックスバリュ中
部 ○ 2007年2月16日 2007年10月17日 2,401

中部 岐阜県 （仮称）マツオカ萩原店
岐阜県下呂市上呂字堂前１６４８
番地１ マツオカ マツオカ コスモマツオカ 2007年2月23日 2007年8月20日 1,962

中部 岐阜県
(仮称)バロー養老ショッピングセ
ンター

岐阜県養老郡養老町高田字元屋
敷２１４９　外 バロー バロー ○ 2007年3月14日 2007年11月14日 10,530

中部 岐阜県
(仮称)ホームセンターバロー大垣
赤坂店

岐阜県大垣市赤坂町字河原１７８
０番　外 バロー バロー 2007年3月15日 2007年11月15日 6,309

中部 岐阜県 忠節フランテ館
岐阜県岐阜市島栄町１丁目４５番
地５　外 ヤマナカ ヤマナカ ○ 2007年3月23日 2007年11月22日 3,218

中部 三重県 マックスバリュ津垂水店
津市大字津興字四ツ辻2900番1
外17筆

オリックス・リア
ルエステート

マックスバリュ中
部 東洋薬局 1 2006年7月6日 2007年4月20日 3,871

中部 三重県 カインズホーム川越店
三重郡川越町大字北福崎177-1
外16筆 カインズ カインズ 2006年8月25日 2007年4月26日 8,438

中部 三重県 スーパーサンシ川越店
三重郡川越町大字北福崎146-1
外8筆 スーパーサンシ スーパーサンシ 2006年8月25日 2007年4月26日 3,558

中部 三重県 久居パワーセンターＡゾーン
津市戸木町字北興7819番地1
外69筆 マルヤス マルヤス サンドラッグ 1 2006年10月10日 2007年6月11日 3,871 ×

中部 三重県 久居パワーセンターＢゾーン
津市戸木町字北興7819番地1
外69筆 マルヤス 未定 2006年10月10日 2007年6月11日 1,488 ×

中部 三重県 ヤマダ電機テックランド伊勢店
伊勢市御薗町新開字城垣外613
番地　外29筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年10月13日 2007年6月14日 3,528



中部 三重県 (仮称）ロックタウン鈴鹿 鈴鹿市庄野羽山四丁目3000番地
大和ハウス工
業 カーマ ニトリ 24 2006年10月13日 2007年6月14日 21,779

中部 三重県 アピタ伊賀上野西店
伊賀市服部町尾崎1818番地1　外
14筆 ユニー 大創産業 ○ 2006年11月22日 2007年7月23日 1,814

中部 三重県
ＡＯＫＩ四日市生桑店
三洋堂書店四日市生桑店

四日市市生桑町字榎下201番1
他4筆

ＡＯＫＩホール
ディングス

ＡＯＫＩホールディ
ングス 三洋堂書店 2007年3月15日 2007年11月16日 2,281

中部 三重県
ぎゅ－とらラブリー明和店
ジップドラッグ東洋　明和店 多気郡明和町蓑村207番地外

オリックス・アル
ファ ぎゅーとら ジップドラッグ 2007年3月15日 2007年11月16日 1,861

中部 三重県
（仮称）ケーズデンキ伊勢御薗パ
ワフル館

伊勢市御薗町長屋字清水3103番
1　他16筆 ギガス ギガス 2007年3月30日 2007年12月1日 3,317

中部 富山県 (仮称)サンコー野村店 高岡市能町字東野159-1 三幸 三幸 2006年5月2日 2006年12月14日 2,550

中部 富山県
株式会社ひらせいホームセン
ター高岡店 高岡市柴野内島213-1

ひらせいホーム
センター

ひらせいホームセ
ンター マルワフード 2006年8月3日 2007年3月24日 5,223

中部 富山県 ニトリ高岡店 高岡市西町80-1 ニトリ ニトリ 2006年9月5日 2007年5月5日 5,271

中部 富山県 （仮称）フードランド米島店 高岡市米島字表向460-1 アルビス アルビス しまむら 2006年9月27日 2007年5月24日 3,900

中部 富山県
ヤマダ電機テックランド富山婦中
店 富山市婦中町速星33-2 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年10月5日 2007年6月6日 4,968

中部 富山県 （仮称）フードランド新庄店 富山市新庄銀座三丁目493 アルビス アルビス 2006年10月31日 2007年7月5日 3,400

中部 富山県 アルビス大久保店 富山市下大久保263-1 アルビス アルビス 2006年11月17日 2007年7月1日 2,334

中部 富山県
（仮称）総曲輪通南地区再開発ビ
ル 富山市総曲輪三丁目8-38 総曲輪シティ 46 大和 2006年12月6日 2007年8月31日 32,048

中部 富山県 （仮称）明文堂書店射水店 射水市寺塚原528-7 明文堂 明文堂 2007年1月15日 2007年6月30日 2,938

中部 富山県 （仮称）ドン・キホーテ富山店 富山市掛尾町365-1 アイエヌエル ドン・キホーテ 2007年1月25日 2007年8月1日 2,201

中部 石川県 明文堂書店金沢本店
石川県金沢市鞍月５丁目１５８ほ
か１３筆 明文堂 　 明文堂 　 　 2006年4月14日 2006年12月15日 2,984

中部 石川県 明文堂書店金沢野々市店
石川県石川郡野々市町中南部土
地区画整理事業施行地区内 明文堂 　 明文堂 　 　 2006年4月21日 2006年12月22日 2,560

中部 石川県 金沢駅西口ビル
石川県金沢市広岡一丁目７０２他
３筆

金沢ターミナル
開発 　

金沢ターミナル開
発 　 　 2006年8月25日 2007年4月27日 1,972

中部 石川県 符津ショッピングセンター
石川県小松市符津町タ36番1、36
番2 マルエー 1 マルエー クスリのアオキ 2 2006年10月27日 2007年6月27日 5,500

中部 石川県
ユニー金沢西ショッピングセン
ターＡ街区

石川県金沢市無量寺第二土地区
画整理事業地内21街区 ユニー 　 ユニー 　 ○ 2006年12月15日 2007年8月16日 3,818

中部 石川県
ユニー金沢西ショッピングセン
ターＢ街区

石川県金沢市無量寺第二土地区
画整理事業地内22街区 ユニー 　 ユニー 　 ○ 2006年12月15日 2007年8月16日 2,404

中部 石川県
ユニー金沢西ショッピングセン
ターＣ街区

石川県金沢市無量寺第二土地区
画整理事業地内23街区 ユニー 　 ユニー 　 ○ 2006年12月15日 2007年8月16日 2,712

中部 石川県
ユニー金沢西ショッピングセン
ターＤ街区

石川県金沢市無量寺第二土地区
画整理事業地内24街区 ユニー 　 ユニー 　 ○ 2006年12月15日 2007年8月16日 3,886

中部 石川県
ユニー金沢西ショッピングセン
ターＥ街区

石川県金沢市無量寺第二土地区
画整理事業地内16街区 ユニー 　 ユニー 　 ○ 2006年12月15日 2007年8月16日 3,824

中部 石川県
ユニー金沢西ショッピングセン
ターＦ街区

石川県金沢市無量寺第二土地区
画整理事業地内17街区 ユニー 　 ユニー 　 ○ 2006年12月15日 2007年8月16日 4,518

中部 石川県
ユニー金沢西ショッピングセン
ターＧ街区

石川県金沢市無量寺第二土地区
画整理事業地内18街区 ユニー 　 ユニー 　 ○ 2006年12月15日 2007年8月16日 2,836

中部 石川県 クスリのアオキ輪島店 石川県輪島市宅田町７番ほか クスリのアオキ 　 クスリのアオキ 　 　 2007年1月16日 2007年9月17日 1,305

中部 石川県 コンフォモール内灘
石川県河北郡内灘町千鳥台４丁
目１番地ほか 大京 　 イオン クスリのアオキ ○ 2007年2月28日 2007年11月1日 11,951



中部 石川県 スポーツデポ金沢大桑店
石川県金沢市大桑町大桑第三土
地区画整理事業区域内35街区 オリックス 　 アルペン 　 　 2007年3月8日 2007年11月9日 3,973

中部 石川県 ゴルフ５金沢大桑店
石川県金沢市大桑町大桑第三土
地区画整理事業区域内34街区 オリックス 　 アルペン 　 　 2007年3月8日 2007年11月9日 1,502

中部 名古屋市 ラ　フーズコア萱場店 千種区萱場二丁目1604番地　外 ユーライフ ユニー 2006年4月6日 2006年12月7日 1,238

中部 名古屋市 名古屋市中区栄３丁目店舗ビル 中区栄三丁目2701番地の1　外
サカエデベロッ
プメント 丸井 2006年4月24日 2007年1月20日 3,360

中部 名古屋市 東海テレビ放送旧本社ビル 東区東桜一丁目1412番　外 東海テレビ放送 大塚家具 東海テレビ放送 2006年5月17日 2007年1月31日 11,205

中部 名古屋市 ナフコ砂田橋ショッピングセンター 東区砂田橋一丁目1番 ナフコはせ川 ナフコはせ川 コジマ
マツモトキヨ
シ 2006年5月18日 2007年1月19日 5,640

中部 名古屋市 マックスバリュ明倫店 東区明倫町201番 イオン イオン 未定 2006年6月2日 2007年2月3日 3,521

中部 名古屋市 三洋堂書店新開橋店 瑞穂区新開町18番22号 三洋堂書店 三洋堂書店 2006年6月13日 2007年2月14日 2,640

中部 名古屋市 有松ジャンボリーB
緑区有松町大字桶狭間字畔道7
番8　外

フィールコーポ
レーション ニトリ 2006年6月26日 2007年2月27日 6,882

中部 名古屋市
ホームセンターコーナン名古屋市
港区店 港区南十番町1丁目1番1　外

エヌ・ティ・ティ・
アセット・プラン
ニング東海 コーナン商事

マックスバリュ中
部 5 2006年12月22日 2007年8月23日 12,466

中部 名古屋市 マックスバリュ太閤店 中村区太閤一丁目1902番1 イオン イオン 未定 2006年12月25日 2007年8月26日 4,739

中部 名古屋市 コープ大高インター店
定納山土地区画整理事業地内29
街区6　外　（緑区）

民生活協同組
合

名古屋勤労市民
生活協同組合 2007年2月16日 2007年10月17日 1,515

中部 名古屋市 カインズホーム名古屋堀田店 瑞穂区新開町2401番1　外 カインズ カインズ 未定 2007年3月30日 2007年12月1日 12,200

近畿 福井県 アヤハディオ小浜店 小浜市府中８号麻ヶ瀬３８番 ㈱アハヤディオ 2 ㈱アハヤディオ ㈱さとう
㈲吉岡小平
衛商店 2006年4月21日 2006年12月20日 6,840

近畿 福井県 （仮称）手寄市街地再開発ビル 福井市手寄１丁目１６街区
手寄地区市街
地再開発組合 ㈱イマス 2006年8月4日 2007年4月4日 3,510

近畿 福井県 アクロスプラザ敦賀 敦賀市古田刈28
大和情報サー
ビス 三共ジョーシン ライトオン ○ 2006年8月15日 2007年4月20日 6,199

近畿 福井県 ハニー新鮮館おおの 大野市中保9-15 （有）芦見屋 （有）芦見屋 2006年12月15日 2007年8月10日 2,398

近畿 福井県 （仮称）ハーツ学園店 福井市学園２丁目９０７
県民生活協同
組合

県民生活協同組
合 2007年2月26日 2007年10月26日 1,395 ×

近畿 福井県 (仮称）ゲンキー新田塚店 福井市新田塚2丁目2905他 ゲンキー ゲンキー 2007年3月14日 2007年11月15日 2,551

近畿 福井県 100満ボルト大野店
大野市南新在家35字笠屋田２７
－１他

１００満ボルト大
野店 百満ボルト大野 ミスターコンセント 2007年3月16日 2007年11月16日 2,107

近畿 滋賀県 ヤマダ電機テックランド大津店 大津市今堅田三丁目8番地 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年7月12日 2007年3月13日 4,983

近畿 滋賀県 スター栗東辻店 栗東市辻527番地1 スター スター 2006年8月9日 2007年6月30日 2,040

近畿 滋賀県 （仮称）平和堂草津東店 草津市追分町上柳1ほか 三王都市開発 平和堂 ○ 2006年11月8日 2007年6月30日 2,980

近畿 滋賀県
ドラッグユタカ今津店　ブックマー
ト今津店 高島市今津町今津1700ほか 安本　成権

ユタカファー
マシー

ユタカファーマ
シー ブックマート 2006年12月8日 2007年8月9日 1,640

近畿 滋賀県
（仮称）河道観光ショッピングセン
ター 長浜市十里町字一ノ坪1番ほか 河道観光

関西ケーズデン
キ 2006年12月18日 2007年8月18日 3,975

近畿 滋賀県 （仮称）甲賀水口複合商業施設
甲賀市水口町北脇字岡本1772ほ
か

セントラルリー
ス

オート・ハン
ズ オート・ハンズ 4 2007年2月19日 2007年10月20日 4,563

近畿 滋賀県 （仮称）マックスバリュ駒井沢店 草津市駒井沢町72-1ほか 滋賀不動産
マックスバリュ中
部 サンミュージック 2 2007年2月20日 2007年9月30日 4,510

近畿 滋賀県 （仮称）ニトリ草津栗東店 栗東市小柿七丁目596ほか ニトリ ニトリ 2007年3月1日 2007年11月2日 5,123



近畿 滋賀県 （仮称）平和堂水保店 守山市水保町1263-3ほか 平和堂 平和堂 ○ 2007年3月14日 2007年10月31日 2,179

近畿 京都府
ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ－
３　福知山店

福知山市字多保市小字手次115
番3ほか ㈱ＰＬＡＮＴ 　 ㈱ＰＬＡＮＴ 　 　 2006年4月28日 2007年11月20日 12,240

近畿 京都府 （仮称）ＳＴＯＣＫ綾部店
綾部市西町三丁目北大坪１番１
ほか 神栄 さとう 2006年7月20日 2007年3月21日 3,677

近畿 京都府 松花堂ショッピングモール 八幡市八幡吉原１０－３ほか 丸菱建設 大黒天物産 萬字堂 2006年7月28日 2007年3月29日 2,324

近畿 京都府 （仮称）オープンモール祝園
精華町祝園駅西特定土地区画整
理事業３１街区 シード

京都生活協同組
合 2006年9月12日 2007年5月13日 6,406

近畿 京都府
サンフレッシュ宇治田原店・ドラッ
グユタカ宇治田原店

宇治田原町大字南小字亥子１４
－４ほか サンフレッシュ

ユタカファー
マシー サンフレッシュ

ユタカファーマ
シー 2006年11月17日 2007年7月18日 1,327

近畿 京都府
（仮称）ホームセンターコーナン亀
岡篠町店

亀岡市篠町野条井ホラ１４番１ほ
か コーナン商事 コーナン商事 2006年12月14日 2007年8月15日 5,920

近畿 京都府 （仮称）ガーデンモール木津南 木津町州見台１丁目１番、２番地 ミキシング カインズ カインズ 平和堂 2007年2月20日 2007年10月21日 20,367

近畿 京都府
ドラッグユタカ綾部店・セリア綾部
店・かまどや綾部店

綾部市大島町南和田１０番地ほ
か ダルマ産業

ユタカファーマ
シー セリア 2007年3月7日 2007年11月8日 1,402

近畿 大阪府 （仮称）ジョーシン千里丘店 吹田市千里丘上２８１１番１ほか
日本不動産開
発 上新電機 2006年4月14日 2006年12月15日 2,859

近畿 大阪府
（仮称）枚方高野道ショッピングセ
ンター

枚方市高野道一丁目２７７０番地
の１ほか

大和ハウス工
業 アルペン スピード ○ 2006年5月1日 2007年1月2日 9,091

近畿 大阪府
（仮称）スーパーセンターオークワ
納花店 和泉市納花町３１３番地ほか オークワ オークワ 2006年5月17日 2007年1月18日 5,322

近畿 大阪府 （仮称）ガーデンモール彩都 茨木市大字宿久庄４７６番５ほか ミキシング 平和堂 ○ 2006年7月26日 2007年3月27日 5,790

近畿 大阪府

（仮称）柏原駅西口地区第二種市
街地再開発事業にかかる施設建
築物

柏原市上市一丁目１９５番地４ほ
か 西松建設 サンプラザ ○ 2006年8月10日 2007年8月1日 1,503

近畿 大阪府
（仮称）スーパーオートバックス豊
中店 豊中市島江町一丁目３２番１ほか 望月ビル

オートバックスセ
ブン 2006年8月25日 2007年4月26日 1,602

近畿 大阪府 （仮称）万代和泉中央万町店 和泉市万町１０４３番ほか 万代 万代 ○ 2006年9月7日 2007年5月8日 3,224 ×

近畿 大阪府 ジョーシン羽曳が丘店
羽曳野市羽曳が丘十丁目４００番
７４

大和ハウス工
業 上新電機 2006年9月22日 2007年5月23日 2,396

近畿 大阪府
（仮称）ホームセンターコーナン岸
和田港緑町店 岸和田市港緑町２番８ほか コーナン商事 コーナン商事 2006年10月10日 2007年6月11日 11,777

近畿 大阪府
（仮称）ホームセンターコーナン箕
面萱野店Ａ棟

箕面市萱野五丁目１３６２番１ほ
か コーナン商事 コーナン商事 2006年12月5日 2007年8月6日 5,644

近畿 大阪府
（仮称）ホームセンターコーナン箕
面萱野店Ｂ棟

箕面市萱野五丁目１４２６番１ほ
か コーナン商事 コーナン商事 2006年12月5日 2007年8月6日 4,728

近畿 大阪府 ジョーシン富田林店
富田林市若松町西一丁目１８１４
番１ほか 上新電機 上新電機 2006年12月19日 2007年8月20日 2,657

近畿 大阪府 （仮称）万代和泉中央万町店 和泉市万町１０４３番ほか 万代 万代 ○ 2007年2月14日 2007年10月15日 3,224

近畿 大阪府
（仮称）マックスバリュ高槻沢良木
店 高槻市沢良木町１８１番１６ イオン イオン ○ 2007年2月27日 2007年10月28日 1,700

近畿 兵庫県 （仮称）武庫川団地前駅商業施設 西宮市上田東町77番18他
阪神電気鉄道
㈱

マックスバリュ西
日本 2006年4月26日 2006年12月27日 1,998

近畿 兵庫県 スクエアビル 姫路市南町31番地 ㈱三光亭 ㈱銀ビルストアー
（有）サムシング
日 2006年5月1日 2007年1月2日 2,989

近畿 兵庫県
（仮称）ケーズデンキ姫路パワフ
ル館 姫路市東郷町1452-20 オリックス㈱

八千代ムセン電
機㈱ 2006年5月26日 2007年1月27日 4,905

近畿 兵庫県
（仮称）ホームセンターコーナン西
宮今津２号店 西宮市今津出在家町55番１ コーナン商事㈱ コーナン商事㈱ 2006年7月5日 2007年3月6日 10,810

近畿 兵庫県 （仮称）飾磨ショッピングセンター 姫路市飾磨区恵美酒２３６番他 ㈱山陽 2 ㈱西松屋チェーン ㈱スギ薬局 1 2006年7月18日 2007年3月19日 1,758



近畿 兵庫県
（仮称）万代下加茂二丁目18番１
号他

川西市下加茂二丁目18番１号
他 ㈱万代 ㈱万代 2006年7月20日 2007年3月21日 1,561

近畿 兵庫県 クラウンパーク伊丹 伊丹市寺本６丁目６９番地１号他
ナショナルクラ
ウン㈱ ㈱スピード 2006年11月30日 2007年8月1日 1,311

近畿 兵庫県 （仮称）マックスバリュ大久保南店 明石市魚住町金ヶ崎63-1
マックスバリュ
西日本（株）

マックスバリュ西
日本（株） 2007年1月25日 2007年9月25日 5,498

近畿 兵庫県 イセダ屋福崎店
神崎郡福崎町南田原字ﾊﾂｸﾞﾛ
2965 （有）イセダ屋 （有）イセダ屋 2007年3月16日 2007年11月17日 1,355

近畿 奈良県 フレスポ桜井 桜井市東新堂512-6他 大和工商ﾘｰｽ 廣甚 はるやま商事 3 2006年4月12日 2006年12月13日 3,918

近畿 奈良県 スーパーおくやま橿原店 橿原市常盤町594-1他
スーパーおくや
ま スーパーおくやま 2006年7月4日 2007年5月1日 1,800

近畿 奈良県
パーティハウス桜井南店、ジップ
ドラッグ東洋東洋薬局桜井南店 桜井市安部木材団地２－４－２他

ス、ジップ・ホー
ルディングス パーティハウス

ジップドラッグ東
洋東洋薬局 2006年11月14日 2007年7月14日 1,881

近畿 和歌山県 プライスカット御坊店 御坊市薗３１４番１ ㈱オークワ ㈱オークワ 2006年11月22日 2007年7月23日 1,500

近畿 和歌山県
（仮称）スーパーセンターイズミヤ
川辺稲井店 和歌山市川辺字稲井４３番１ほか イズミヤ イズミヤ ○ 2007年3月9日 2007年11月10日 15,130 ×

近畿 京都市 アフレ西院 右京区西院東淳和院町１－１
ト・マネージメン
ト ㈱スギ薬局 ○ 2006年4月28日 2007年8月1日 1,669

近畿 京都市 （仮称）四条河原町開発計画
中京区河原町通四条上ル米屋町
392他 阪急電鉄㈱ 阪急電鉄㈱ 2006年5月31日 2007年9月15日 2,092

近畿 京都市 （仮称）京宝ビル
中京区河原町通三条下ル大黒町
58 東宝㈱ ㈱ユニクロ 2006年6月30日 2008年4月1日 7,000

近畿 京都市 （仮称）京都駅南開発計画

南区西九条北ノ内町１２番，１８
番，南区西九条鳥居口町１番，２
番，４番１，４番２，南区西九条院
町２５番，２６番，２６番２

京都駅南開発
特定目的会社 ㈱エヌ企画

㈱ユナイテッドア
ローズ

その他核店
舗㈱ユーバ
レーベン，㈱
ワールド 2006年9月29日 2008年3月1日 45,200

近畿 京都市
ホームセンターコーナン六地蔵店
二号館

伏見区桃山町山ノ下２３－１番地
他９筆 コーナン商事㈱ コーナン商事㈱ 2006年9月29日 2007年5月29日 2,558

近畿 京都市 （仮称）コープ伏見醍醐 伏見区醍醐新開１１－１３
京都生活協同
組合

京都生活協同組
合 2007年3月30日 2007年12月1日 1,700

近畿 大阪市 (仮称)KM複合ビル新築計画
中央区高麗橋1丁目63番1号
中央区伏見町1丁目12番1号 三洋ホームズ 9 未定 2006年5月2日 2009年4月1日 2,920

近畿 大阪市 (仮称)イズミヤ玉造店 天王寺区玉造元町10番１他 宗鐵土地建物 イズミヤ ○ 2006年9月28日 2007年5月29日 1,614

近畿 大阪市
近鉄百貨店本店南商業ビル（仮
称） 阿倍野区阿倍野筋二丁目２番１ 近鉄百貨店 未定 2006年10月5日 2008年2月1日 9,950

近畿 大阪市 （仮称）心斎橋商業ビル計画 中央区心斎橋筋１丁目4番29号 シャガール 未定 2006年11月1日 2007年12月1日 1,357

近畿 大阪市 （仮称）マルイト難波ビル 浪速区湊町一丁目5番23 丸糸商店 未定 2006年11月13日 2009年7月1日 13,473

近畿 大阪市 （仮称）茶屋町プロジェクト 北区茶屋町7番20号
武蔵野プロパ
ティーズ 未定 2006年12月1日 2009年6月1日 4,946

近畿 大阪市 （仮称）IKEA鶴浜 大正区鶴町２丁目
IKEA
Property,S.L. イケア･ジャパン 2007年3月16日 2008年7月14日 23,500

近畿 神戸市
（仮）イズミヤデイリーカナート鵯
越店 兵庫区鵯越町６－１他 夢野興産 　 イズミヤ 　 1 2006年4月20日 2006年11月30日 1,500

近畿 神戸市 神戸三田プレミアム・アウトレット 北区上津台７－３
チェルシージャ
パン 　 未定 　 96 2006年6月29日 2007年6月1日 17,374

近畿 神戸市 （仮）カインズホーム神戸東灘店 東灘区深江浜町５９－１ カインズ 　 カインズ 　 2 2006年7月20日 2007年2月28日 12,925 ×

近畿 神戸市 （仮）阪神御影駅前開発計画 東灘区御影中町３－９９８－５
阪神御影インベ
ストメント 　 阪神百貨店 　 2 2006年11月30日 2008年3月1日 18,400

近畿 神戸市 （仮）カインズホーム神戸東灘店 東灘区深江浜町５９－１ カインズ 　 カインズ 　  2006年12月12日 2007年6月6日 8,420



近畿 神戸市 （仮）ⅠＫＥＡポートアイランド 中央区港島中町８－７－１他 ⅠＫＥＡ 　 イケア･ジャパン 　 　 2006年12月28日 2008年3月11日 23,900

近畿 神戸市 ヤマダ電機テックランド神戸西店 西区玉津町小山字走り田207-60 ヤマダ電機 　 ヤマダ電機 　 　 2007年2月2日 2007年10月3日 4,137 ×

近畿 神戸市 (仮)ライフ長田店 長田区北町１－４－１他
ライフコーポ
レーション 　

ライフコーポレー
ション 　 　 2007年3月6日 2007年11月1日 3,785

近畿 神戸市 (仮)若松５再開発ビル 長田区若松町５ 神戸市 ひしや商店 32 2007年3月8日 2008年3月20日 2,022

近畿 神戸市 (仮)神戸御幸ビル商業施設 中央区明石町44
御幸ビルディン
グ 　 大丸 2 2007年3月12日 2007年11月13日 1,438

近畿 堺市 （仮称）堺鳳ショッピングセンター 西区鳳南町３丁１９９番１２号他 イトーヨーカ堂 　 イトーヨーカ堂 　 1 2006年5月17日 2007年9月20日 40,000

近畿 堺市 ベルヒル北野田 東区北野田１０８４番地

北野田駅前B地
区市街地再開
発組合 　 サンプラザ 　 1 2006年8月2日 2007年4月1日 3,737

近畿 堺市
（仮称）ホームセンターコーナン中
百舌鳥店

北区中百舌鳥町三丁４２５番地２
他 コーナン商事 コーナン商事 ダイエー 2006年11月9日 2007年4月26日 12,283

中国 鳥取県 ラ・ムー倉吉店 倉吉市河北町125-1及び126 大黒天物産 大黒天物産 1 2006年4月17日 2006年12月18日 2,144

中国 鳥取県 鳥取ファッションモール
鳥取市古海字堀川端ノー606番2
他 （株）しまむら （株）しまむら 2006年9月11日 2007年5月12日 2,161

中国 鳥取県 （仮称）米子夜見町複合商業施設 米子市夜見町2937-3他
大和情報サー
ビス（株） （株）トイボックス

（株）西松屋
チェーン 1 2006年12月15日 2007年8月16日 2,342

中国 島根県 キヌヤ津和野店 津和野町森村ロ８２－５ キヌヤ コーナン商事 キヌヤ コーナン商事 2006年9月22日 2007年5月23日 1,935

中国 島根県 （仮称）ディオ松江東店
松江市東津田町１３５５－５，１３０
０－４ 三成　和男 大黒天物産 2006年12月25日 2007年8月25日 1,663

中国 島根県 （仮称）ラピタ高松店 出雲市松寄下町２９６－１外 いずも農協 いずも農協 2007年3月2日 2007年11月7日 1,827

中国 岡山県
ニシナフードバスケット倉敷中畝
店 倉敷市中畝九丁目２６９－１ほか 平成興業 仁科百貨店 未定 2006年5月15日 2007年1月16日 2,110

中国 岡山県 ラ・ムー津山店 津山市林田７１－１ほか 大黒天物産 大黒天物産 未定 2006年8月16日 2007年4月17日 2,388

中国 岡山県 ハローズ乙島店
倉敷市玉島乙島字ハ七割６９７５
－１ほか ハローズ ハローズ 未定 2006年9月11日 2007年5月12日 2,522

中国 岡山県
スーパードラッグコスモス倉敷神
田店 倉敷市神田三丁目２－１２ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2006年11月29日 2007年7月30日 1,324

中国 岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ山陽店
赤磐市下市字四反田４２１－１ほ
か 日笠商事 日笠商事 2006年11月29日 2007年7月30日 1,787

中国 岡山県 （仮称）倉敷林商業施設 倉敷市林字池之下５２３ほか
大和情報サー
ビス エブリイ 金光薬品 2006年11月30日 2007年7月31日 1,721

中国 岡山県
（仮称）ヤマダ電機テックランド児
島店 倉敷市児島駅前１丁目１０ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年12月22日 2007年8月23日 2,733

中国 岡山県
（仮称）SUPER CENTER PLANT-
5 鏡野店 鏡野町布原字一番丁場136ほか ＰＬＡＮＴ ＰＬＡＮＴ 2007年3月27日 2007年11月28日 13,730

中国 広島県 コジマＮＥＷ福山店 福山市明神町二丁目15-50 コジマ コジマ 2006年5月31日 2007年2月1日 3,650

中国 広島県 ニトリ福山店 福山市明神町二丁目15番32号 ニトリ ニトリ 2006年6月30日 2007年3月1日 5,183 ×

中国 広島県 （仮称）ニトリ福山店 福山市明神町二丁目771番1　外 ニトリ ニトリ 2006年8月22日 2007年4月23日 6,683

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

マックスバリュ
西日本

マックスバリュ西
日本 廣文館 ○ 2006年9月13日 2007年5月14日 4,754

中国 広島県
イオン高屋ショッピングセンターＢ
敷地 東広島市高屋町杵原1810番外

マックスバリュ
西日本 ジュンテンドー しまむら ○ 2006年9月13日 2007年5月14日 7,176

中国 広島県 ビックハウス三次店 三次市東酒屋町388番地1外 藤三 藤三 2006年10月13日 2007年4月1日 1,657



中国 広島県 テックランド東広島店
東広島市西条町大字御薗宇字勝
谷5168-1　外 オリックス ヤマダ電機 2006年11月27日 2007年7月28日 3,350

中国 広島県 藤三大野店 廿日市市大野字護安5292-1　外 藤三 藤三 2006年11月30日 2007年8月1日 1,452

中国 広島県 スーパードラッグコスモス新涯店 福山市新涯町二丁目95番外
ト・パナソニック
ファイナンス コスモス薬品 2007年2月5日 2007年10月6日 1,459

中国 広島県 ショージ下見店 東広島市西条町下見4625番１外 西條商事 西條商事 レデイ薬局 ○ 2007年3月28日 2007年11月29日 2,046

中国 山口県
スーパーセンタートライアル際波
店 宇部市大字際波１４４５－１

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2006年5月22日 2007年1月23日 3,660

中国 山口県 アルク西岐波店 宇部市大字西岐波１５６１－３ 丸久 丸久 2006年6月27日 2007年2月28日 1,494

中国 山口県 スーパードラッグコスモス柳井店 柳井市古開作４３０－１
大和情報サー
ビス コスモス薬品 2006年6月29日 2007年3月1日 1,210

中国 山口県 (仮称)ロックシティ防府 防府市鐘紡町２７ ロック開発
マックスバリュ西
日本 2006年7月13日 2007年3月14日 24,026

中国 山口県 湯田ファッションモール 山口市幸町４４２ 金子産業 1 アベイル しまむら 2006年7月31日 2007年4月1日 2,340

中国 山口県 (仮称)クロスモール下関長府 下関市長府才川１－４２
オリックス・リア
ルエステート ヒマラヤ 丸和 1 2006年10月30日 2007年7月1日 4,823

中国 山口県 スーパードラッグコスモス矢原店 山口市矢原町５６１ コスモス薬品 コスモス薬品 2006年12月11日 2007年8月12日 1,438

中国 山口県
スーパーセンタートライアル新下
関店 下関市一の宮町１－４－７

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2006年12月26日 2007年8月27日 2,285

中国 山口県
(仮称)シュープラザ・ウォンツ下松
桜町店 下松市桜町１－１５８９－１ チヨダ

ハーティウォ
ンツ チヨダ ハーティウォンツ 2006年12月28日 2007年9月1日 1,617

中国 山口県
スーパードラッグコスモス田布施
店 田布施町中央南２－５ コスモス薬品 コスモス薬品 2007年1月17日 2007年9月18日 1,195

中国 山口県 サンマート奈古店 阿武町大字奈古２３１６－２ サンマート 三好新一郎 サンマート 3 2007年1月23日 2007年9月24日 1,366

中国 山口県 クスリ岩崎チェーン光小周防店 光市大字小周防１６５０－１ 岩崎宏健堂 岩崎宏健堂 2007年1月29日 2007年10月1日 1,653

中国 山口県 コジマＮＥＷ宇部店 宇部市東見初町５２５－１２６ コジマ コジマ 2007年1月31日 2007年10月1日 4,200

中国 山口県 (仮称)マックスバリュ柳井新庄店 柳井市新庄４４－５
マックスバリュ
西日本

マックスバリュ西
日本 2007年2月22日 2007年10月23日 4,312

中国 山口県 クスリ岩崎チェーン下関安岡店 下関市梶栗３－６－６ 岩崎宏健堂 岩崎宏健堂 2007年3月27日 2007年12月1日 1,334

中国 山口県 (仮称)ドン・キホーテ宇部店 宇部市大字妻崎開作８４１－３ ジョフィＣＶ１ ドン・キホーテ 2007年3月29日 2007年11月30日 1,692

中国 山口県 フレスタ岩国室の木店 岩国市室の木町１－５３６－１ フレスタ フレスタ 2007年3月30日 2007年12月1日 1,789

中国 広島市 （仮称）船越南商業施設
広島市安芸区船越南二丁目１９１
８－１　外 大和工商リース エブリイ ププレひまわり 2006年4月20日 2006年12月8日 1,870

中国 広島市 (仮称）ショージ瀬野みどり坂店
広島市安芸区瀬野西一丁目二番
地 積水ハウス 西條商事 2006年4月20日 2006年12月21日 1,337

中国 広島市 (仮称）ニトリ広島西店
広島市西区商工センター八丁目６
番５６　外 ニトリ ニトリ 2006年4月28日 2006年12月20日 6,773

中国 広島市 ゆめタウン広島（仮称）
広島市南区皆実町二丁目２２４番
７ 日本たばこ産業 イズミ ○ 2006年6月20日 2007年4月1日 38,750

中国 広島市 （仮称）コジマNEW広島インター店
広島市安佐南区緑井一丁目１４３
５－１　外 コジマ コジマ 2006年12月25日 2007年8月1日 2,740

中国 広島市 （仮称）㈲村商　吉島西商業施設
広島市中区吉島西二丁目７４５－
３外 村商 フレスタ 2007年1月31日 2007年10月1日 1,930

中国 広島市
フレスタ海老園店・ウォンツ海老
園店

広島市佐伯区海老園三丁目１０４
２－４８外 中国醸造 フレスタ 2007年2月15日 2007年10月1日 2,131



中国 広島市 フレスタ波出石店
広島市佐伯区五日市中央七丁目
２２２１外 フレスタ フレスタ 2007年3月7日 2007年11月1日 1,843

中国 岡山市 ザグザグ小山店 岡山市小山５２－１ほか マルナカ ザグザグ ザグザグ 2 2006年4月10日 2006年12月11日 1,147

中国 岡山市
（仮称）ドン・キホーテ岡山下中野
店 岡山市下中野３４４－１０４ほか 黒住商事 ドン・キホーテ 2006年5月31日 2007年2月1日 1,750

中国 岡山市
（仮称）ホームセンター　タイム大
安寺店 岡山市野殿西町４１８－１ほか

リックコーポ
レーション

リックコーポレー
ション 2006年6月16日 2007年3月1日 5,534

中国 岡山市 （仮称）フレスポ高屋店 岡山市高屋字横田３０８－１ほか 大和工商リース ザグザグ
イエローハット
セールス 2006年8月28日 2007年4月29日 2,078

中国 岡山市 （仮称）Ｐ．モール高柳 岡山市高柳東町５８－１ほか 両備バス 両備バス 2006年11月17日 2007年8月1日 4,871

中国 岡山市
ハピーズ大安寺店・ジュンテン
ドー大安寺店 岡山市野殿西町３２９－１ほか 天満屋ストア 虫明　伸一 天満屋ストア ジュンテンドー 2007年1月11日 2007年9月12日 4,072

中国 岡山市
（仮称）サンステーションテラス岡
山　北館 岡山市駅元町１２７－３

山陽ステーショ
ン開発 未定 2007年1月24日 2007年9月25日 2,875

中国 岡山市 （仮称）P.モール藤田 岡山市藤田字錦５６０－２１４ほか 両備バス 両備バス 2007年2月22日 2007年10月23日 7,139

中国 岡山市 （仮称）山陽マルナカ建部店
岡山市建部町宮地字百田５６－１
ほか 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2007年3月29日 2007年11月30日 2,225

中国 岡山市
（仮称）ジュンテンドー新御津店・
ハピッシュ金川店

岡山市御津宇垣字仁王堂１４６３
ほか ジュンテンドー ハピーマート ジュンテンドー ハピーマート 2007年3月29日 2007年11月30日 4,751

四国 徳島県 コジマNEW北島店
板野郡北島町鯛浜西ノ須20番2ほ
か コジマ 1 コジマ 2006年5月23日 2007年1月24日 3,600

四国 徳島県 ヤマダ電機テックランド徳島本店 徳島市中吉野町４丁目２番２ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年6月23日 2007年2月24日 6,950

四国 徳島県 ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｺｽﾓｽ徳島鳴門店
鳴門市撫養町大桑島字寧岩浜14
番５ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2006年7月24日 2007年3月25日 1,323

四国 徳島県 ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｺｽﾓｽ石井店
名西郡石井町高川原字高川原９
１８番地１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2006年7月24日 2007年3月25日 1,986

四国 徳島県 メディコ２１鳴門店
鳴門市撫養町黒崎字松島２２２番
地ほか メディコ二十一 メディコ２１ 2006年8月3日 2007年4月4日 1,346

四国 徳島県 ケーズデンキ鴨島ﾊﾟﾜﾌﾙ館 吉野川市鴨島町牛島１６６ほか ビッグ・エス ビッグ・エス 2006年8月28日 2007年4月29日 3,884

四国 徳島県 ベスト電器阿波店 阿波市大道北１３２番地ほか ベスト電器 ベスト電器 2006年10月16日 2007年6月17日 1,652

四国 徳島県 フレスポ阿波池田店 三好市池田町サラダ1612番2ほか 大和工商リース デイリーマート マックハウス 11 2006年10月27日 2007年6月28日 7,767

四国 徳島県 シンクス藍住
板野郡藍住町住吉字千鳥ケ浜17
番１号ほか シンクス ビッグ・エス 2006年11月15日 2007年7月16日 6,840

四国 香川県 ラ・ムー丸亀飯山店
丸亀市飯山町西坂元583番地ほ
か 大黒天物産 大黒天物産 はるやま商事 2006年4月25日 2006年12月26日 2,874 ×

四国 香川県 フレスポ高松 高松市東山崎町658番地１ほか 大和工商リース 大黒天物産 マツモトキヨシ 2 2006年4月28日 2006年12月29日 4,043

四国 香川県 メディコ２１豊浜店
観音寺市豊浜町大字姫浜字芝原
1182番1号ほか 大和工商リース メディコ２１ つるや 1 2006年5月18日 2007年1月19日 1,716

四国 香川県 ゴルフ５高松レインボー店 高松市多肥下町431ほか アルペン ゴルフ５ 2006年6月12日 2006年2月13日 1,565

四国 香川県 マルナカ新満濃店
仲多度郡まんのう町大字吉野下
字林1148番1ほか マルナカ マルナカ 2006年7月13日 2007年3月14日 2,257

四国 香川県
スーパードラッグコスモス宇多津
店

綾歌郡宇多津町浜六番丁91番1
ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2006年7月18日 2007年3月19日 1,263

四国 香川県 スーパードラッグコスモス志度店
さぬき市志度字花池尻2467番1号
ほか 大和工商リース コスモス薬品 2006年8月17日 2007年4月18日 1,614 ×

四国 香川県 デオデオ高松店
高松市春日町字川尻1028番1号
ほか デオデオ デオデオ 2006年8月28日 2007年4月29日 4,959



四国 香川県 丸亀ＶＡＳＡＬＡ（Ａエリア）
丸亀市田村町字池の下967番1ほ
か

セントラルリー
ス

マックスバリュ西
日本 ハニーズ 2006年8月31日 2007年5月1日 2,393

四国 香川県 丸亀ＶＡＳＡＬＡ（Ｂエリア） 丸亀市山北町字原窪59番1ほか
セントラルリー
ス マックハウス 青五 4 2006年8月31日 2007年5月1日 4,461

四国 香川県 丸亀ＶＡＳＡＬＡ（Ｃエリア） 丸亀市山北町字原窪31番6ほか 首都圏リース アルペン 2006年8月31日 2007年5月1日 5,372

四国 香川県
スーパードラッグコスモス多肥上
町店

高松市多肥上町字松林1182番1
ほか

大和情報サー
ビス コスモス薬品 2006年11月30日 2007年8月1日 1,676

四国 香川県 マルナカ新田店 高松市新田町甲680番１ほか マルナカ マルナカ 2007年2月1日 2007年10月2日 1,651

四国 愛媛県
ヤマダ電機テックランド松山中央
店 松山市中央二丁目59外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年4月5日 2006年12月6日 6,018

四国 愛媛県 フレスポ今治店 今治市衣干町4丁目61-1他15筆 大和工商リース メディコ21 しまむら 〇1 2006年5月2日 2006年12月2日 3,518

四国 愛媛県 フレスポ大洲店 大洲市徳森字宮方281-1他 大和工商リース 大黒天物産 チヨダ 〇3 2006年5月2日 2006年12月2日 4,075

四国 愛媛県 フレスポ西条店
西条市新田字市塚新田155他21
筆 大和工商リース 大黒天物産 チヨダ 〇4 2006年6月26日 2007年2月27日 6,132

四国 愛媛県
スーパードラッグコスモスついた
ち店 西条市朔日市253-1外 コスモス薬品 コスモス薬品 　 　 2006年8月10日 2007年4月11日 1,708

四国 愛媛県 スーパードラッグコスモス馬木店 松山市馬木町232番 コスモス薬品 コスモス薬品 　 　 2006年9月22日 2007年5月23日 1,664

四国 愛媛県 デオデオ北宇和島店 宇和島市伊吹町1530 デオデオ デオデオ 　 　 2006年9月29日 2007年5月30日 2,645

四国 愛媛県 スーパードラッグコスモス北条店 松山市北条辻1130番外 ダイワロイヤル コスモス薬品 　 　 2006年10月30日 2007年7月1日 1,341 ×

四国 愛媛県 スーパードラッグコスモス古川店 西条市古川字江内甲126番1外 ダイワロイヤル コスモス薬品 　 　 2006年10月30日 2007年7月1日 1,322

四国 愛媛県 ヤマダ電機テックランド西予店 西予市宇和町上松葉326外9筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 　 　 2006年11月1日 2007年7月2日 1,350

四国 愛媛県 マルナカ新居浜店 新居浜市上泉町甲1996-1外 マルナカ マルナカ 　 　 2006年12月11日 2007年8月12日 8,000

四国 愛媛県 スーパードラッグコスモス北条店 松山市北条辻1130番外 ダイワロイヤル コスモス薬品 　 　 2007年1月16日 2007年9月17日 1,341

四国 愛媛県 フジグラン新居浜別棟 新居浜市新須賀町甲557番1　外 フジ メディコ21 フォードフジ フジ 2007年1月30日 2007年10月1日 1,147

四国 愛媛県 （仮称）前田町複合商業施設 新居浜市前田町乙1219-1　外
大和ハウス工
業 ユニクロ 青山 ○2 2007年2月28日 2007年10月29日 3,090

四国 愛媛県 ショッピングゾーン新居浜CORE
新居浜市西の土居町1丁目乙250
番地1　外 明屋書店 明屋書店 　 　 2007年2月28日 2007年10月29日 2,421

四国 愛媛県 ヤマダ電機テックランド宇和島店 宇和島市祝森1619番1　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 　 　 2007年2月28日 2007年10月29日 3,663

四国 高知県 サンシャイン福井 高知市福井町1198番地1
福井スーパー
マート

福井スーパー
マート 　 　 2006年9月15日 2007年5月16日 1,368

四国 高知県
スーパードラッグコスモス四万十
店 四万十市具同字キハラ4662 コスモス薬品 コスモス薬品 　 　 2006年10月11日 2007年5月1日 1,709 ×

四国 高知県 スーパードラッグコスモス宿毛店 宿毛市宿毛1496-1 コスモス薬品 コスモス薬品 　 　 2006年10月11日 2007年5月1日 1,700

四国 高知県 （仮称）ヴェスタ桜井 高知市桜井町二丁目420-2外 フジ フジ 　 　 2006年12月15日 2007年8月16日 1,544

四国 高知県
ヤマダ電機テックランド高知四万
十店 四万十市具同2850番地

コーポレーショ
ン

中四国テックラン
ド 　 　 2007年3月23日 2007年11月24日 1,650

四国 高知県 マルナカ四万十店 四万十市具同211　ほか マルナカ マルナカ 　 　 2007年3月27日 2007年11月28日 13,000

九州 福岡県 ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｺｽﾓｽ直方感田店
福岡県直方市大字感田１７８１番
１６　外 ｺｽﾓｽ薬品 ｺｽﾓｽ薬品 2006年5月11日 2007年1月12日 1,220



九州 福岡県 （仮称）ＤＯＮＭＡＲＫ広川市場
福岡県八女郡広川町大字日吉１
１６４番地７１ 直方建材 直方建材 2006年6月7日 2007年2月8日 4,550

九州 福岡県 ヤマダ電機テックランド飯塚店 福岡県飯塚市秋松８３７－１　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年6月14日 2007年2月15日 3,662

九州 福岡県 スーパードラッグコスモス大川店
福岡県大川市大字上巻字七田２
４４番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2006年6月30日 2007年3月1日 1,656

九州 福岡県 スーパードラッグコスモス前原店
福岡県前原市大字荻浦字中新開
４７５番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2006年7月10日 2007年3月11日 1,498

九州 福岡県 スーパードラッグコスモス八女店
福岡県八女市大字室岡字道手４
３番地　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2006年7月27日 2007年3月28日 1,708

九州 福岡県 アスタラビスタ高田店 福岡県三池郡高田町北新開２１４ アスタラビスタ アスタラビスタ 2006年8月3日 2007年4月4日 2,100

九州 福岡県 スーパードラッグコスモス柚須店
福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原字
ミヨリ２８１５番　外 篠原　平次郎 コスモス薬品 2006年8月9日 2007年4月10日 1,453

九州 福岡県

ＪＡ糸島産直市場糸伊都菜彩
（旧：ＪＡ糸島ファーマーズマー
ケット）

福岡県前原市大字波多江字スボ
リ５６７－１

糸島農業協同
組合

糸島農業協同組
合 2006年8月18日 2007年4月19日 1,600

九州 福岡県 マックスバリュ久留米白山店
福岡県久留米市白山町字鳥飼３
番７ ＭＩＤ都市開発

マックスバリュ九
州 2006年8月23日 2007年4月24日 3,318

九州 福岡県 スーパーモリナガ津福店
福岡県久留米市津福今町字戸島
４１６番２　外

スーパーモリナ
ガ スーパーモリナガ 2006年9月7日 2007年5月8日 1,387

九州 福岡県 ヤマダ電機テックランド甘木店
福岡県朝倉市甘木字梶丸３９０番
１　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年9月15日 2007年5月16日 2,016

九州 福岡県 デオデオ行橋店
福岡県行橋市西宮市二丁目１番
１６号 九州旅客鉄道 デオデオ 2006年9月27日 2007年5月28日 2,200

九州 福岡県
スーパードラッグコスモス羽犬塚
店

福岡県筑後市大字和泉字前田９
０番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2006年10月10日 2007年6月11日 1,429

九州 福岡県 ヤマダ電機テックランド八女店
福岡県八女市大字蒲原８５９番１
外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年10月10日 2007年6月11日 2,495

九州 福岡県 （仮称）ハローデイ東中間店
福岡県中間市中尾二丁目３１２０
番地１０　外 ハローデイ ○ ハローデイ オレンジマート ○ 2006年10月11日 2007年6月12日 1,718

九州 福岡県

シュロアモール筑紫野東側敷地
（旧：筑紫野ドリームモール東側
敷地）

福岡県筑紫野市大字原田８３６－
５外

三菱UFJ信託銀
行（前：ユニディ
オコーポレー
ション） レッドキャベツ ミスターマックス ○ 2006年11月6日 2007年7月7日 10,897

九州 福岡県

シュロアモール筑紫野西側敷地
（旧：筑紫野ドリームモール西側
敷地）

福岡県筑紫野市大字原田８３６－
４外

三菱UFJ信託銀
行（前：ユニディ
オコーポレー
ション） デオデオ 迫田 ○ 2006年11月6日 2007年7月7日 12,012

九州 福岡県 （仮称）ハローデイ国分店
福岡県久留米市国分町字立割９
８０－１外 ハローデイ ハローデイ 2006年11月10日 2007年7月11日 1,390

九州 福岡県 （仮称）アイレックスガーデン
福岡県古賀市花見東一丁目1880
番２　外 ダイワロイヤル コスモス薬品 2006年11月22日 2007年7月23日 1,411

九州 福岡県
スーパーセンタートライアル大牟
田店 福岡県大牟田市小浜町５２番１外

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2006年12月12日 2007年8月13日 4,795

九州 福岡県 ファッションモール筑後店
福岡県筑後市大字山の井６７０番
２　外 フジホーム しまむら 2006年12月26日 2007年8月27日 2,231

九州 福岡県 ドラッグストアモリ吉井店 福岡県うきは市吉井町６８１番地１ ナチュラル ナチュラル 2007年1月12日 2007年9月13日 1,950

九州 福岡県 あんくるふじや久留米店
福岡県久留米市小森野四丁目７
番３３号 あんくるふじや あんくるふじや ○ 2007年2月1日 2007年10月2日 1,463

九州 福岡県
スーパードラッグコスモス田川川
崎店

福岡県田川郡川崎町大字池尻４
３８－１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2007年2月23日 2007年10月24日 1,485

九州 福岡県 (仮称）久留米東櫛原ＳＣ
福岡県久留米市東櫛原町吉原６
４－２　外

住友信託銀行
（前：福岡地所） アルペン 2007年3月2日 2007年11月3日 4,891

九州 福岡県 ホームプラザナフコ豊津店
福岡県京都郡みやこ町大字田中
字中迫３８８番地　外 ナフコ ナフコ 2007年3月26日 2007年11月27日 4,781



九州 佐賀県 あんくるふじや弥生が丘店 鳥栖市弥生が丘一丁目36番 あんくるふじや あんくるふじや 未定 2006年5月17日 2007年1月18日 2,389

九州 佐賀県 (仮称）兵庫北４３街区ＳＣ 佐賀市兵庫町４３街区 大和工商リース ナチュラル フタタ マックハウス ナチュラル 2006年7月25日 2006年12月23日 2,196

九州 佐賀県 ドラッグストアモリ南佐賀店
佐賀市南佐賀2丁目180番1　他10
筆 ナチュラル ナチュラル 2006年10月31日 2007年7月1日 1,763

九州 佐賀県
スーパードラッグコスモス佐賀兵
庫北店

佐賀市兵庫町大字藤木字三本杉
575番4外 昭和リース コスモス薬品 2006年11月6日 2007年7月7日 1,356

九州 佐賀県
ドラッグ＆フレッシュトライアル伊
万里店

伊万里市二里町大里字笹尾甲
2456番地3

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2006年11月20日 2007年7月21日 1,926

九州 佐賀県 ドラッグストアモリ神埼店
神埼市田道ヶ里字駅三本松2306
番地1の一部 ナチュラル ナチュラル 2006年11月30日 2007年7月31日 1,499

九州 佐賀県
スーパードラッグコスモス鳥栖今
泉店 鳥栖市今泉町2256-1 三菱UFJリース コスモス薬品 2007年3月1日 2007年11月2日 1,298

九州 佐賀県
スーパードラッグコスモス伊万里
中央店

伊万里市二里町八谷搦字伊万里
一本末15番34 コスモス薬品 コスモス薬品 2007年3月20日 2007年11月21日 1,549

九州 長崎県 ホームプラザナフコ長崎戸石店
長崎市戸石町２８０番地１号　外３
０筆 ナフコ ナフコ 2006年4月14日 2006年12月15日 1,914

九州 長崎県 大村富の原複合商業施設
大村市富の原二丁目７００番２
外１４筆 ダイワロイヤル 丸高商事 未定 2006年7月13日 2007年3月14日 2,710

九州 長崎県 みらい長崎ココウォーク 長崎市茂里町１番５５号 長崎自動車 長崎バス商事 レッドキャベツ 59 2006年7月31日 2008年3月15日 11,300

九州 長崎県 ダイレックス・松葉屋矢峰店 佐世保市矢峰町１１７番地２外
サンクスジャパ
ン サンクスジャパン 松葉屋 2006年8月11日 2007年4月12日 1,792

九州 長崎県 フレスポ深堀
長崎市深堀町一丁目１４５番２２
他４筆 大和工商リース 中村ストアー 2006年8月17日 2007年4月18日 9,900

九州 長崎県 ドラッグストアモリ琴海店
長崎市西海町字樋出１７１０番３
外 ナチュラル ナチュラル 2006年10月12日 2007年6月13日 1,431

九州 長崎県 ヒマラヤ大村店
長崎県大村市幸町２５－１９の一
部 ヒマラヤ ヒマラヤ 2007年1月19日 2007年9月20日 2,903

九州 長崎県
マックハウス島原店・西松屋島原
店 島原市前浜町甲２９番６　外

セントラルリー
ス マックハウス 西松屋チェーン 2007年2月10日 2007年10月11日 1,206

九州 長崎県 スーパードラッグコスモス有家店
南島原市有家町小川３６６番１
外４筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2007年2月15日 2007年10月16日 1,481

九州 長崎県 ニトリ時津町店
長崎県西彼杵郡時津町元村郷字
堀田７５５－１ ニトリ ニトリ 2007年3月19日 2007年11月30日 4,971

九州 熊本県 グリーンスマイル一番館
荒尾市下井手藤牧1616番地67号
ほか スカイワード アレス 2006年4月10日 2006年12月11日 6,933

九州 熊本県
スーパードラッグコスモスあさぎり
店

熊本県球磨郡あさぎり町上西字
大島34-1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2006年5月11日 2007年1月12日 1,653

九州 熊本県 ロッキー美里店
下益城郡美里町馬場字臼杵７６８
ほか ロッキー ロッキー 2006年8月7日 2007年4月8日 2,437 ×

九州 熊本県 TSUTAYA天草店 天草市南新町５番３ほか 光南開発 光南開発 2006年8月11日 2007年4月12日 1,794

九州 熊本県 ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ山鹿店 山鹿市字黒田７１３番１ほか いわさき ヤマダ電機 2006年8月31日 2007年5月1日 2,350 ×

九州 熊本県 ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ人吉店 人吉市中林広鶴１８３８－１ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年8月31日 2007年5月1日 2,343

九州 熊本県
洋服の青山新八代店・ドラッグス
トアモリ八代沖店

八代市沖町字５番割３６９２番２ほ
か 青山商事 ﾅﾁｭﾗﾙ 洋服の青山 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱﾓﾘ 2006年9月19日 2007年5月20日 1,867

九州 熊本県 ホームプラザナフコ阿蘇店
阿蘇市一の宮町大字宮地字万五
郎４７４１－１ほか ナフコ ナフコ 2006年11月14日 2007年7月15日 2,057

九州 熊本県 ホームプラザナフコ宇城店 宇城市小川町住吉261-1ほか ナフコ ナフコ 2006年11月29日 2007年7月30日 4,958

九州 熊本県 ベスト電器光の森店 菊池郡菊陽町津久礼66-1-1ほか ベスト電器 ベスト電器 2007年1月15日 2007年9月16日 4,022



九州 熊本県 ホームプラザナフコあさぎり店
球磨郡あさぎり町上西字大島86-
1ほか ナフコ ナフコ 2007年1月24日 2007年9月25日 3,140

九州 熊本県 ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｺｽﾓｽ宇城松橋店 宇城市松橋町松橋196番地1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2007年3月2日 2007年11月3日 1,493

九州 大分県 （仮称）ライフタウン鶴望 佐伯市鶴望２８３０番地１ほか マルミヤストア マルミヤストア
マミーズマーケッ
ト 未定 2006年4月3日 2006年12月4日 3,090

九州 大分県 マルミヤストア竹田店 竹田市大字拝田原７３１ほか マルミヤストア マルミヤストア 2006年4月25日 2006年12月26日 1,439

九州 大分県 ホームプラザナフコ鶴崎店 大分市大字三佐２９００－１ほか ナフコ ナフコ 2006年6月30日 2007年3月1日 11,397

九州 大分県 ＴＳＵＴＡＹＡ光吉店
大分市大字光吉字ヒイノ元５６３
番地１ キタムラ キタムラ ビコムキタムラ 2006年7月20日 2007年3月21日 1,957

九州 大分県
（仮称）ヤマダ電機テックランド大
分わさだ店

大分市稙田新都心中央土地区画
整理事業地区内１６街区 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年7月20日 2007年3月21日 6,680

九州 大分県 ニトリ大分わさだ店 大分市大字市１２２３番地 ニトリ ニトリ 2006年7月21日 2007年3月22日 6,819

九州 大分県 フレスポ春日浦 大分市王子北町５－９ 大和工商リース
トキハインダスト
リー

ホームインプルー
ブメントひろせ

西松屋
チェーン 2006年8月25日 2007年4月12日 8,190

九州 大分県 マルショク津久見店 津久見市中央町７６０番地の５３ マルショク マルショク 未定 2006年10月16日 2007年6月17日 3,260

九州 大分県 （仮称）コープ南大分店 大分市奥田字又井４１４番地
生活協同組合
コープおおいた ジェイジェイ

生活協同組合
コープおおいた ジェイジェイ 未定４ 2006年11月22日 2007年7月23日 1,886

九州 大分県 マックスバリュ大在店 大分市角子原１丁目１２番２２号 アスト
マックスバリュ九
州 2006年12月8日 2007年8月9日 1,467

九州 大分県 マックスバリュ佐伯駅前店 佐伯市駅前１丁目６番２７号 アスト
マックスバリュ九
州 未定１ 2006年12月8日 2007年8月9日 1,115

九州 大分県 ホームプラザナフコ中津北店 中津市大字大新田２０１ほか ナフコ ナフコ 2007年1月12日 2007年9月13日 9,590

九州 大分県 （仮称）パークプレイス大分C敷地 大分市公園通り西２丁目３－２
エフ・ジェイ・リ
アルエステート ナフコ 2007年3月13日 2007年11月13日 5,636

九州 大分県
スーパーセンタートライアル中津
店

中津市大字下池永字熊本１６５番
１ほか

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2007年3月14日 2007年11月15日 4,535

九州 大分県 （仮称）別府ガーデン 別府市山の手町３２４９番地他 関西トラスト オーケー セリア 3 2007年3月22日 2007年11月23日 3,954

九州 大分県 ゆめタウン別府 別府市楠町３８２－６ほか イズミ イズミ エクセル 未定 2007年3月28日 2007年11月28日 21,000

九州 宮崎県
スーパードラッグコスモス都城早
鈴店 都城市早鈴町1652番地1 外 コスモス薬品 コスモス薬品 2006年4月17日 2006年12月18日 1,500

九州 宮崎県
スーパードラッグコスモス日南油
津店 日南市瀬貝三丁目５番１　外

大和情報
サービス コスモス薬品 2006年4月21日 2006年12月22日 1,389

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグストアモリ高鍋店
児湯郡高鍋町大字北高鍋字中畑
田５０１６番　外 ナチュラル ナチュラル 2006年9月29日 2007年5月30日 1,576

九州 宮崎県
ヤマダ電機テックランド宮崎小林
店

小林市大字堤２９８５番地１　外４
筆  ヤマダ電機 ヤマダ電機 2006年10月4日 2007年10月5日 2,149

九州 宮崎県
（仮称）北都城ショッピングセン
ター 都城市都北町１１０４番地５　外 ナフコ ながやま ナフコ ながやま 2006年10月17日 2007年6月18日 14,213

九州 宮崎県 マックスバリュ島之内店
宮崎市大字島之内字境田６３５８
番１　外

マックスバリュ
九州

マックスバリュ九
州 2006年11月9日 2007年7月10日 3,252 ×

九州 宮崎県
（仮称）生活協同組合コープみや
ざき高鍋店

児湯郡高鍋町大字北高鍋字中畑
田５０３６　外７筆 コープみやざき コープみやざき 2006年12月27日 2007年8月3日 1,815

九州 宮崎県 マックスバリュ島之内店
宮崎市大字島之内字境田６３５８
番１　外

マックスバリュ
九州

マックスバリュ九
州 2007年1月31日 2007年10月1日 3,252

九州 宮崎県 ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｺｽﾓｽ志比田店 都城市志比田町５６２５番１　外 コスモス薬品 2007年2月16日 2007年10月17日 1,135

九州 宮崎県 マルショク中央通店 宮崎市中央通３番４２号 マルショク マルショク 2007年3月8日 2007年11月9日 2,770



九州 宮崎県 フレスポ宮崎花ヶ島
宮崎市花ヶ島町南土地区画整理
事業地内２街区６画地　外１７筆 大和工商リース コジマ ミドリ薬品 ○ 2007年3月29日 2007年10月21日 4,200

九州 鹿児島県 Ａコープ西いずみ店 出水市大野原町1860番地
㈱エーコープ鹿
児島

㈱エーコープ鹿児
島 2006年4月21日 2006年12月22日 2,070

九州 鹿児島県
イオン鹿児島東開ショッピングセ
ンター 鹿児島市東開町７番　外 イオン九州㈱ イオン九州㈱ 2006年5月16日 2007年6月1日 43,000

九州 鹿児島県 ホームプラザナフコ隼人店 霧島市隼人町東郷字前田番地２ ㈱ナフコ ㈱ナフコ 2006年6月7日 2007年2月8日 3,077

九州 鹿児島県
（仮称）北田大手町地区第一種市
街地活性化開発事業 鹿屋市大手町１番

独立行政法人
都市再生機構
九州支社

マックスバリュ九
州㈱ 2006年7月31日 2007年4月1日 3,449

九州 鹿児島県 ケーズデンキ出水パワフル館 出水市六月田町３８９ ㈱正一電気 ㈱正一電気 2006年8月10日 2007年4月11日 2,100

九州 鹿児島県 スーパードラッグコスモス東開店 鹿児島市東開町５番１０　外 大盛産業㈱ ㈱コスモス薬品 2006年8月24日 2007年4月25日 1,336

九州 鹿児島県 コミュニティプラザ国分 霧島市国分霧島１７２０　外
鹿児島くみあい
開発㈱

㈱エーコープ鹿児
島 ㈱ミドリ薬品 ２社 2006年8月25日 2007年4月26日 5,406

九州 鹿児島県 タイヨー星ヶ峯店 鹿児島市星ヶ峯四丁目3964-3 タイヨー タイヨー 2006年9月21日 2007年5月22日 2,060

九州 鹿児島県 ソレイユタウン加治木
姶良郡加治木町木田字岩原１５９
番３ タイヨー タイヨー ４社 2006年10月23日 2007年6月24日 9,712

九州 鹿児島県 ドラッグストアモリ大口店 大口市里７２２番１　外 ナチュラル ナチュラル 2006年10月27日 2007年6月28日 1,430

九州 鹿児島県 ドラッグストアモリ鹿屋寿店 鹿屋市寿４丁目722番１　外 ナチュラル ナチュラル 2006年12月6日 2007年8月7日 1,497

九州 鹿児島県 スーパーセンターニシムタ指宿店
指宿市十二町字横尾ノ上4088番
１　外 ニシムタ ニシムタ 2006年12月22日 2007年8月23日 11,058

九州 鹿児島県 鹿児島ふるさと物産館

鹿児島七ツ島一丁目66番１号並
びに同市下福元町字下橘木6708
番地２　外16筆 興南プロパティ エーコープ鹿児島 2007年2月27日 2007年10月28日 1,713

九州 鹿児島県 プラッセだいわ種子島店
西之表市西之表字田代10440番１
外12筆 大和 大和 2007年2月28日 2007年11月1日 6,600

九州 鹿児島県 スーパードラッグコスモス大口店 大口市里571番１
大和情報サー
ビス コスモス薬品 2007年3月6日 2007年11月7日 1,195

九州 鹿児島県 （仮称）マックスバリュ武岡店 鹿児島市常盤町509番6号　外 九州農林開発
マックスバリュ九
州 2007年3月15日 2007年11月16日 2,182

九州 鹿児島県 オプシアミスミ 鹿児島市宇宿二丁目314番地　外 Misumi Misumi
マックスバリュ九
州 12社 2007年3月27日 2007年11月28日 18,300

九州 福岡市 マックスバリュ田村店 福岡市早良区田村３－２３－３ 宗徳
マックスバリュ九
州 2006年6月27日 2007年2月28日 1,284

九州 福岡市 アーバンＢＬＤ天神 福岡市中央区今泉１－１７９－１ りそな銀行
TSUTAYA
STORES 2006年8月3日 2007年5月31日 2,000

九州 福岡市 花畑ＳＣ 福岡市南区花畑４－２９６－３ りそな銀行 ボンラパス マツモトキヨシ 2006年12月19日 2007年8月20日 1,886

九州 福岡市 フレスタよしづか
福岡市博多区吉塚本町１３０－３
２ほか 九州旅客鉄道 西友 2007年3月1日 2007年11月2日 1,858

九州 北九州市 ヤマダ電機テックランド門司店
北九州市門司区大里本町三丁目
１０番４０号 九州旅客鉄道 ヤマダ電機 2006年4月7日 2006年12月8日 3,338

九州 北九州市 ベスト電器小倉南本店
北九州市小倉南区葛原東二丁目
１番１号 ベスト電器 ベスト電器 ゲオ 2 2006年4月25日 2006年12月26日 9,500

九州 北九州市
スーパースポーツゼビオ小倉東
インター店

北九州市小倉南区上葛原一丁目
１７番１号 オリックス ゲオ 2006年5月22日 2007年1月23日 4,463

九州 北九州市 スーパードラッグコスモス横代店
北九州市小倉南区横代北町三丁
目１６番１６号 コスモス薬品 コスモス薬品 2006年5月26日 2007年1月27日 1,773

九州 北九州市 アクロスプラザ小倉
北九州市小倉北区明和町１番７
号 外 鹿島リース ダイエー 西松屋チェーン 青山商事 2006年6月9日 2007年2月10日 2,313



九州 北九州市 サンリブ到津
北九州市小倉北区上到津四丁目
２番１号 西日本鉄道 サンリブ 7 2006年6月12日 2007年2月13日 4,500

九州 北九州市 ホームプラザナフコ上津役店
北九州市八幡西区中の原二丁目
１番１号 ナフコ ナフコ 2006年7月7日 2007年3月8日 5,116

九州 北九州市 ハローデイ足原店
北九州市小倉北区足原一丁目７
番３号 ハローデイ ハローデイ 2006年8月31日 2007年5月1日 2,367

九州 北九州市
スーパーセンタートライアル門司
店

北九州市門司区大里新町１１番６
号

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2006年9月11日 2007年5月12日 3,352

九州 北九州市 ホームプラザナフコ星ケ丘店
北九州市八幡西区星ケ丘二丁目
１番地１０１ ナフコ ナチュラル ナフコ ナチュラル 2006年11月6日 2007年7月7日 6,133

九州 北九州市 ホームプラザナフコ小倉南店
北九州市小倉南区上葛原一丁目
１６番１号

エフジェイ・エー
シー ナフコ 2007年1月19日 2007年9月20日 14,150

九州 北九州市 スピナガーデン大手町
北九州市小倉北区大手町１番地
８　外 西日本鉄道 スピナ 3 2007年1月31日 2007年10月1日 4,105

九州 北九州市
（仮称）オリエントビルキャピタル
タワー

北九州市小倉北区船場町２番６
号

オリエントビル
東京 ザラ・ジャパン 1 2007年2月19日 2007年10月20日 1,221

九州 北九州市 アサヒスーパーオアシスボックス
北九州市小倉北区中津口二丁目
７６番地１ アサヒクリエート ドン・キホーテ ゲオ 2007年2月23日 2007年10月24日 3,941

九州 北九州市
スーパードラッグコスモス岸の浦
店・ほっともっと岸の浦店

北九州市八幡西区岸の浦一丁目
７番地１　外 コスモス薬品 プレナス コスモス薬品 プレナス 2007年3月15日 2007年11月16日 1,492

九州 北九州市
スポーツデポ・ゴルフ５小倉東イ
ンター店

北九州市小倉南区上葛原二丁目
１８番地１１６

中央三井信託
銀行 アルペン 2007年3月23日 2007年11月24日 4,500

九州 熊本市 熊本インターコミュニティSC 熊本市東区神園１丁目１番5号
三菱UFJ信託銀
行 アルペン 2006年4月26日 2006年12月27日 5,200

九州 熊本市 マックスバリュ田崎店 熊本市西区田崎2丁目３４０番２３ 片倉工業 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ九州 2006年8月1日 2007年4月2日 1,306 ×

九州 熊本市 ダイレックス熊本店 熊本市東区長嶺南4丁目2178番地ｻﾝｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ ｻﾝｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 2006年12月13日 2007年8月14日 1,244 ×

九州 熊本市 マックスバリュ川尻店 熊本市南区八幡七丁目５番１号 カリーノ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ九州 2007年2月21日 2007年10月22日 1,119

九州 熊本市 シュロアモール長嶺
熊本市東区長嶺西一丁目2331-
37

三菱ＵＦＪ信託
銀行 ハローデイ 2007年3月14日 2007年11月15日 7,291

沖縄 沖縄県 戸田書店豊見城店 豊見城市字豊崎１番418 戸田書店 戸田書店 エブリワン 2006年9月5日 2007年5月6日 1,602

沖縄 沖縄県 （仮称）サンエー中城シティ 中城村字南上原796番地１ サンエー サンエー 2006年9月22日 2007年5月23日 1,645

沖縄 沖縄県 豊見城ファッションモール 豊見城市字根差部698番１　ほか
オリエンタル産
業 しまむら アベイル 2006年11月1日 2007年7月2日 1,974

沖縄 沖縄県 （仮称）豊崎ショッピングセンター 豊見城市字豊崎１番411
ゼファー不動産
投資顧問 アルペン 大創産業 2006年11月30日 2007年8月1日 11,421

沖縄 沖縄県
（仮称）あがり浜ショッピングセン
ター 与那原町字東浜58番４　ほか 金秀建設 金秀商事 2007年2月9日 2007年10月10日 12,410 ×

沖縄 沖縄県 新町３号館 嘉手納町字嘉手納463番地12 嘉手納町 サンエー 2007年2月28日 2007年11月1日 1,071
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