
平成１９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 ケーズデンキ稚内パワフル館 稚内市朝日3丁目2185番地6他 デンコードー デンコードー 2007年4月20日 2007年12月21日 1,649

北海道 北海道 アクロスプラザたきかわ 滝川市南滝の川131番1他 三菱UFJリース
DCMホーマッ
ク

マックスバリュ
北海道 11 2007年4月26日 2007年12月27日 17,835

北海道 北海道 フレスポ釧路木場 釧路町木場１丁目３－３の内 東宝 ツルハ エコノス 2007年5月25日 2008年1月26日 1,975

北海道 北海道 遠軽ショッピングタウン 遠軽町南町３丁目３番地１２ほか 渡辺興産 コープさっぽろ 大創産業 2 2007年6月6日 2008年2月6日 3,682

北海道 北海道 伊達舟岡商業施設 伊達市舟岡町２３６－１ほか 中道リース マックハウス
サッポロドラッ
グストアー 2007年6月7日 2008年2月8日 1,366

北海道 北海道 江差町柳崎タウンプラザ 江差町字柳崎町92番地の11ほか サトウ しまむら
サッポロドラッ
グストアー 2 2007年6月21日 2008年2月22日 2,860

北海道 北海道 ドッとあ～るgarden伊達 伊達市松ヶ枝町９番地８ほか
三菱UFJ信託銀
行

生活協同組合
コープさっぽろ 池田 1 2007年7月11日 2008年3月12日 5,836

北海道 北海道 アクロスプラザ恵庭
恵庭市黄金町南７丁目18ー１、18ー
２

大和情報サービ
ス エコノス ユニクロ 4 2007年8月10日 2008年4月11日 3,409

北海道 北海道
ヤマダ電機テックランド函館2号
店 函館市美原３丁目28番5ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年9月3日 2008年5月4日 7,359 ×

北海道 北海道 イオン名寄ショッピングセンター 名寄市字徳田80-1ほか イオン北海道 イオン北海道 ライトオン 19 2007年9月11日 2008年5月12日 16,547

北海道 北海道 北見三輪複合商業施設 北見市三輪411－６ほか

三井住友ファイナ
ンス＆リース株式
会社 ホーマック コープさっぽろ 3 2007年10月12日 2008年6月6日 11,464

北海道 北海道 インターヴィレッジ大曲 北広島市大曲幸町６丁目１番地
三井住友信託銀
行 エルディ デンコードー 16 2007年10月16日 2008年6月17日 31,331

北海道 北海道 フクハラ中標津店 中標津町東５条北１丁目１－１ほか 福原 福原 ツルハ 2007年10月19日 2008年6月20日 2,273

北海道 北海道 フレスポ函館戸倉 函館市戸倉町130-1ほか 大和リース ミカヱル ホーマック 道南ラルズ 8 2007年11月9日 2008年7月10日 15,159

北海道 北海道 伊達末永町複合施設 伊達市末永町49-54 ウロコ ウロコ ツルハ 2007年11月16日 2008年7月17日 1,829

北海道 北海道 スーパー魚長乃木店 函館市乃木町６番10 魚長 魚長
サッポロドラッ
グストアー 1 2007年12月4日 2008年8月5日 2,317

北海道 北海道 北彩都ショッピングセンター
旭川市南６条通18丁目2182－２ほ
か

三井住友ファイナ
ンス＆リース

ＤＣＭホーマッ
ク 道北アークス 2007年12月13日 2008年8月14日 15,456

北海道 北海道
ヤマダ電機テックランド函館2号
店 函館市美原３丁目28番5ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2008年1月31日 2008年8月5日 6,806

北海道 北海道 函館バス美原ビル 函館市美原３ 丁目235－ 10 ほか 函館バス デンコードー 2008年1月31日 2008年10月1日 5,655

北海道 北海道 人見ショッピングセンター 函館市人見町40－7
北海道ｼﾞｪｲ・ｱｰﾙ
都市開発 コープさっぽろ ルック・ヒライ 2008年2月4日 2008年10月5日 2,183

北海道 北海道
（仮称）スーパースポーツゼビオ
苫小牧柳町店 苫小牧市柳町４丁目３番26 号

はまなすマメネジ
メントサービス ゼビオ 2008年2月5日 2008年10月6日 3,302

北海道 北海道 マックスバリュ堀川店 函館市堀川町３ － ５ ほか
社エス・オー・ダ
ブリュー

マックスバリュ
北海道 2008年2月15日 2008年10月16日 2,246

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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北海道 北海道 ラッキー岩内店 岩内町字栄169 － 1 ほか 北雄ラッキー 北雄ラッキー エンパイア- 2008年3月7日 2008年11月8日 1,977

北海道 北海道 コープさっぽろ東むろらん店 室蘭市寿町１丁目23 番 コープさっぽろ コープさっぽろ 大創産業 2 2008年3月25日 2008年11月25日 2,620

北海道 札幌市 （仮称）屯田８－１０ＳＣ
札幌市北区屯田８条１０丁目６－１
ほか ホクレン商事 ホクレン商事 セリア 1 2007年8月2日 2008年3月20日 2,686

北海道 札幌市 ホーマックスーパーデポ西岡店
札幌市豊平区西岡１条８丁目２７１
－１ほか

三井住友ファイナ
ンス＆リース ホーマック 2007年8月27日 2008年4月1日 13,854

北海道 札幌市 （仮称）手稲稲穂商業施設
札幌市手稲区稲穂2条2丁目344-3
ほか

エルムコーポレー
ション 万代 2007年10月9日 2008年6月10日 2,495

北海道 札幌市 フードＤ平岡食彩館 札幌市清田区平岡2条3丁目 豊月 豊月 2007年10月23日 2008年6月24日 2,292

北海道 札幌市
（仮称）東札幌ショッピングセン
ター

札幌市白石区東札幌3条1丁目
20,21、4条1丁目30,31,32 大和ハウス工業

マックスバリュ
北海道 2007年10月30日 2008年12月1日 15,038

北海道 札幌市 ダイイチ白石神社前店
札幌市白石区本通13丁目北7番1ほ
か ダイイチ ダイイチ 2007年11月14日 2008年7月15日 2,621

北海道 札幌市 日本生命札幌ビル
札幌市中央区北３条西４丁目１番1
号 日本生命保険

三井住友信
託銀行 セコマ

ジョンソンホー
ムズ 2 2008年1月31日 2009年6月1日 2,733

北海道 札幌市
サッポロドラッグストアー中の島
店

札幌市豊平区中の島2条2丁目1番4
号ほか

サッポロドラッグ
ストアー

サッポロドラッ
グストアー 2008年3月25日 2008年11月26日 2,076

北海道 札幌市 麻生ショッピングセンター
札幌市北区北36条西10丁目374番
地外 芙蓉総合リース デンコードー ツルハ 1 2008年3月31日 2008年12月1日 7,910

東北 青森県 （仮称）スーパーふじわら戸山店
青森市大字駒込字蛍沢４８－１８６
外 スーパー藤原 スーパー藤原 2007年5月7日 2008年1月8日 1,722

東北 青森県 ユニバース大野店 青森市西大野三丁目１－２外 ユニバース ユニバース ○ 2007年5月10日 2008年1月11日 3,000

東北 青森県
（仮称）青森浜田複合ショッピング
センター１ブロック 青森市大字浜田字玉川１９６－１ サンシティ

マックスバリュ
東北 2007年7月5日 2008年3月6日 5,641

東北 青森県
（仮称）青森浜田複合ショッピング
センター２ブロック 青森市大字浜田字玉川１９６－１外 サンシティ サンデー 2007年7月5日 2008年3月6日 8,257

東北 青森県
（仮称）青森浜田複合ショッピング
センター３ブロック 青森市大字浜田字玉川１９６－１ サンシティ 未定 2007年7月5日 2008年3月6日 3,123

東北 青森県 ヤマダ電機テックランドむつ店 むつ市中央二丁目７７－３４外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年7月30日 2008年3月31日 2,159

東北 青森県
（仮称）むつ旭町ショッピングセン
ター むつ市旭町１７７－２外 ユニバース ユニバース 2007年8月31日 2008年5月1日 3,582 ×

東北 青森県 スーパードラッグアサヒ鯵ケ沢店
西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字西
禿１８－１外 横浜ファーマシー

横浜ファーマ
シー 2007年12月27日 2008年8月28日 1,607

東北 青森県
（仮称）八戸沼館ドッグ跡地複合
商業施設計画 八戸市沼館四丁目１－１１１外 三菱ＵＦＪリース デンコードー ○ 2008年1月24日 2008年9月25日 12,195

東北 岩手県 生鮮＆業務スーパー矢巾店
紫波郡矢巾町大字西徳田第5地割
字田郷171番ほか

スーパーマーケ
ツトマルイチ

スーパーマー
ケツトマルイチ 2007年4月5日 2007年12月6日 1,405

東北 岩手県 マイヤ釜石店 釜石市鈴子町52番1ほか マイヤ マイヤ 2007年6月11日 2008年2月28日 1,933

東北 岩手県 生鮮＆業務スーパー巣子店
岩手郡滝沢村滝沢字葉の木沢山
511番地33

スーパーマーケッ
トマルイチ

スーパーマー
ケットマルイチ 2007年6月12日 2008年2月13日 1,269

東北 岩手県
イオンスーパーセンター盛岡渋民
店

盛岡市玉山区渋民字鶴飼地内　20
番1ほか イオンリテール

イオンスー
パーセンター 12 2007年6月27日 2008年2月28日 16,320

東北 岩手県
（仮称）ホーマックスーパーデポ
北上藤沢店 北上市藤沢20地割36番1ほか ホーマック ホーマック 2007年6月29日 2008年3月1日 9,302

東北 岩手県 銀河モール花巻 花巻市高木第15地割18番1ほか ジョイス ジョイス 20 2007年8月31日 2008年3月25日 9,290

東北 岩手県 不動ショッピングセンター 花巻市不動73番1ほか グリーン・ライフ キクコウストア 薬王堂 しまむら 2007年9月28日 2008年5月29日 3,845

東北 岩手県 カワチ薬品一関店 一関市赤萩字堺67番ほか カワチ薬品 カワチ薬品 2007年11月28日 2008年7月24日 2,288



東北 岩手県
ファッションセンターしまむら・サン
クス西松園店 盛岡市西松園一丁目1番15号ほか 中央住宅産業 しまむら

サークルＫサ
ンクス 2008年1月11日 2008年9月12日 1,430

東北 岩手県 ユニバース久慈・川崎町店 久慈市川崎町13番10号 黒沢治助商店 ユニバース 2008年2月28日 2008年10月29日 2,348

東北 岩手県
ユニバース中野店・岩手中央農
業協同組合盛岡東出張所 盛岡市中野一丁目25番3ほか ユニバース

岩手中央農
業協同組合 ユニバース

岩手中央農業
協同組合 2008年2月29日 2008年11月1日 2,076

東北 岩手県 ニトリ北上店 北上市村崎野14地割476番4ほか ニトリ ニトリ しまむら 2008年3月3日 2008年11月4日 5,440

東北 宮城県 薬王堂宮城鹿島台店
大崎市鹿島台木間塚字小谷地３４４
番１　外 薬王堂 薬王堂 2007年4月6日 2007年12月7日 1,336

東北 宮城県 みやぎ生活協同組合塩釜栄町店 塩竈市栄町６２－１　外
みやぎ生活協同
組合 みやぎ生協 3 2007年4月27日 2008年1月10日 2,966

東北 宮城県 （仮称）関下複合商業施設
名取市増田字関下５０街区１画地
他

京橋ゼットファイ
ブ ゼビオ 大創産業 西松屋 2007年4月27日 2008年3月1日 7,804

東北 宮城県 スーパービバホーム新名取店 名取市下増田字大橋本１８番地 トステムビバ トステムビバ 2007年4月27日 2007年11月27日 12,915

東北 宮城県
（仮称）スーパービバホーム仙台
空港店B区

名取市下増田臨空土地区画整理事
業地内 トステムビバ 2007年4月27日 2008年2月27日 6,913

東北 宮城県 （仮称）カワチ薬品美田園店
名取市下増田臨空土地区画整理事
業地内 カワチ薬品 カワチ薬品 2007年4月27日 2007年11月27日 2,622

東北 宮城県 ヤマザワ汐見台店
宮城郡七ヶ浜町汐見台一丁目１－
１ ヤマザワ ヤマザワ 2007年6月5日 2008年2月6日 1,687

東北 宮城県 ドラッグヤマザワ汐見台店
宮城郡七ヶ浜町汐見台一丁目１－
１０ ヤマザワ ヤマザワ薬品 2007年6月5日 2008年2月6日 1,564

東北 宮城県 みやぎ生活協同組合蛇田店
石巻市蛇田中央土地区画整理事業
地内６街区２画地　外

みやぎ生活協同
組合 みやぎ生協 藤崎 2 2007年8月3日 2008年4月4日 3,728

東北 宮城県 クリエみうら階上店 気仙沼市波路上野田１５５－１　外 駅前ストアー 駅前ストアー 薬王堂 2007年8月22日 2008年4月23日 2,920

東北 宮城県 ホームセンタームサシ名取店
名取市愛島東部第二土地区画整理
事業地内６６街区

アークランドサカ
モト

アークランドサ
カモト 2 2007年10月31日 2008年6月24日 23,923

東北 宮城県
しまむら若柳店・ダイソー宮城若
柳店

栗原市若柳字川南堤通２２番地１
外 東日本ダイワ 大創産業 しまむら 2008年1月24日 2008年9月25日 1,968

東北 宮城県 アクロスプラザ杜せきのしたその１

名取市「名取市関下土地区画整理
事業」地内５１街区 三菱UFJリース

日本トイザら
ス マルホン 2008年1月25日 2008年9月26日 4,222

東北 宮城県 アクロスプラザ杜せきのしたその２

名取市「名取市関下土地区画整理
事業」地内５２街区 三菱UFJリース 田中ふとん店 チヨダ 3 2008年1月25日 2008年9月26日 3,229

東北 宮城県 ウジエスーパー若柳店 栗原市若柳字川北古川１２８－７ ウジエスーパー
ウジエスー
パー 2008年2月18日 2008年10月19日 1,555

東北 宮城県 石巻ファッションモール
石巻市蛇田中央土地区画整理事業
地内５８街区３画地　外 東日本ダイワ しまむら 2008年2月20日 2008年10月21日 2,567

東北 宮城県
ファッションセンターしまむら小牛
田店 遠田郡美里町北浦字川戸浦36-2 しまむら しまむら 2008年3月12日 2008年11月13日 1,118

東北 秋田県 ジェイマルエー大仙店 大仙市花館字中台８０番　外 マルエーうちや
マルエーうち
や 2007年5月22日 2008年1月23日 4,279

東北 秋田県 ビックフレックにかほ店
にかほ市平沢字中谷地３番１ほか１
６筆 中央市場 中央市場 2007年5月25日 2008年1月26日 1,757

東北 秋田県 薬王堂湯沢店 湯沢市田町二丁目２５４番地１５他 伊藤不動産管理 薬王堂 2007年6月1日 2008年2月2日 1,516

東北 秋田県
テラタ向能代店　ツルハドラッグ
向能代店

能代市落合字上谷地26-1　他
能代市落合字下大野78　他 ツルハ テラタ ツルハ 2007年6月4日 2008年2月5日 1,539

東北 秋田県 （仮称）マックスバリュ本荘中央店 由利本荘市岩渕下２１外
マックスバリュ東
北

マックスバリュ
東北 ツルハ 2007年6月4日 2008年2月5日 3,553

東北 秋田県 ジェイマルエー土崎店 秋田市土崎港南一丁目519番１　外
ＺＥＲＯコーポ
レーション

マルエーうち
や 2007年6月28日 2008年2月29日 2,836

東北 秋田県 イオンタウン鷹巣 北秋田市栄字中綱３１－１外 イオンタウン サンデー
マックスバリュ
東北 サンデー 2 2007年7月23日 2008年3月24日 14,133



東北 秋田県 新国道モール 秋田市高陽幸町３１０番６　外 伊徳 伊徳 大創産業 サンドラッグ 2007年7月24日 2008年3月25日 4,268

東北 秋田県
（仮称）イオン大曲ショッピングセ
ンター（Ａ敷地） 大仙市和合字坪立146-1外 イオン イオン アルビス 未定 2007年8月1日 2008年4月2日 34,514

東北 秋田県
（仮称）イオン大曲ショッピングセ
ンター（B敷地） 大仙市和合字坪立138外 イオン

東北ケーズデ
ンキ 2007年8月1日 2008年4月2日 4,794

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8月9日 2008年6月1日 11,394

東北 秋田県
（仮称）イオン新湯沢ショッピング
センター 湯沢市山田字上荻生田１１５－１他 イオン

イオンスー
パーセンター 2007年8月10日 2008年4月11日 17,436

東北 秋田県 たかのすモール 北秋田市栄字前綱５８番１外 伊徳 伊徳 サンドラッグ 2007年8月17日 2008年4月18日 8,163

東北 秋田県 イオンタウン大曲福田 大仙市福田町62番2外34筆 イオンタウン ザ・ビッグ ツルハ ＧＥＯ　外３ 2007年10月11日 2008年6月20日 5,997

東北 山形県
（仮称）
MOVIE ON　やまがた 山形市河原田58番地１ 福田道路 八文字屋 2007年8月22日 2008年4月23日 1,654

東北 山形県 イオンタウンあつみ
鶴岡市大字鼠ヶ関字奥田17番外18
筆

マックスバリュ東
北 2

マックスバリュ
東北 ジョイ ツルハ 2008年1月30日 2008年10月1日 4,034

東北 山形県 尾花沢ショッピングセンター
尾花沢市大字尾花沢字下新田1693
番外 ダイユーエイト 2 ダイユーエイト 大創産業 2 2008年2月13日 2008年10月14日 6,663

東北 山形県 カワチ薬品東根店
東根市都市計画事業一本木土地区
画整理事業内40街区5番 カワチ薬品 カワチ薬品 2008年2月14日 2008年10月15日 1,509

東北 山形県 ヨークタウン天童店 天童市大字老野森404番2 ヨークベニマル
ヨークベニマ
ル 大創産業 1 2008年2月28日 2008年10月29日 5,263

東北 山形県 カワチ薬品米沢駅前店 米沢市東三丁目1967番4号外 カワチ薬品 カワチ薬品 2008年3月7日 2008年11月8日 1,838

東北 山形県 米沢北ショッピングセンター 米沢市中田町990番地外 ヤマザワ 1 ヤマザワ ダイユーエイト 1 2008年3月19日 2008年11月20日 7,341

東北 福島県 サンキ郡山店 郡山市大槻町字前畑１６番地ほか
アベントーラコー
ポレーション 三喜 2007年4月2日 2007年12月3日 2,588

東北 福島県 リオン･ドールガーデン船引 田村市船引町船引字川代７８ほか
リオン・ドールビ
ズ リオン･ドール 4 2007年5月9日 2008年1月10日 5,540

東北 福島県 若宮ショッピングセンター 二本松市若宮二丁目95番地１ほか ほまれ酒販 ツルハドラッグ 3 2007年7月13日 2008年3月14日 1,163

東北 福島県 エイトタウン棚倉Ａ棟
東白川郡棚倉町棚倉字宮前２６番
ほか ダイユーエイト ダイユーエイト 3 2007年7月19日 2008年3月20日 3,989

東北 福島県 エイトタウン棚倉Ｂ棟、Ｃ棟
東白川郡棚倉町棚倉字広畑124番
ほか ダイユーエイト デンコードー ケーズデンキ 1 2007年7月19日 2008年3月20日 1,980

東北 福島県 南相馬ジャスモール
南相馬市原町区大木戸字金場７７
番地ほか ジャスト イオン ジャスト ○ 2007年8月7日 2008年4月8日 29,237

東北 福島県 ヨークベニマル福島泉店 福島市泉字宮内前1-5ほか ヨークベニマル
ヨークベニマ
ル 2007年8月20日 2008年4月21日 2,002

東北 福島県 ハシドラッグ国見店
伊達郡国見町大字藤田字中沢四１
番地ほか ハシドラッグ ハシドラッグ 2007年9月14日 2008年5月15日 1,392

東北 福島県 ヤマダ電機テックランド郡山北店
郡山市八山田第二土地区画整理事
業施行区域内３９街区 東日本地所 ヤマダ電機 2007年12月4日 2008年8月5日 5,992

東北 福島県 ヨークタウン片平 郡山市中ノ目一丁目１６番地ほか ヨークベニマル
東日本ダイ
ワ

ヨークベニマ
ル 2 2008年1月18日 2008年9月19日 3,549

東北 福島県 ケーズデンキ会津若松本店
会津若松市町北町大字藤室字道下
８４－１ほか デンコードー デンコードー 2008年1月25日 2008年9月26日 5,943

東北 仙台市 仙台泉の森　ガレリアン 仙台市泉区高森四丁目2番539 須藤不動産 しまむら お茶の井ヶ田
ウエルシア薬
局 2007年4月13日 2007年12月14日 2,452

東北 仙台市 愛子ファッションモール
仙台市青葉区下愛子字竹ノ花、田
神地内44街区6画地外 しまむら しまむら アベイル 2007年8月24日 2008年4月25日 2,285

東北 仙台市 (仮称)ドン・キホーテ六丁の目店
仙台市若林区六丁の目東町6番17
号他 山口商事 ドン・キホーテ アメリカ屋 2007年9月4日 2008年5月5日 1,738



東北 仙台市 泉パークタウン タピオ 仙台市泉区寺岡6丁目4番1、5番1 三菱地所 パル 他59 2007年9月20日 2008年9月1日 14,557

東北 仙台市
泉パークタウン タピオ・仙台泉プ
レミアム・アウトレット

仙台市泉区寺岡6丁目1番1、4番6、
4番7、6番1

チェルシージャパ
ン つかさ屋 116 2007年9月20日 2008年9月1日 15,628

東北 仙台市 エスパル２ 仙台市青葉区中央一丁目1番1号
仙台ターミナルビ
ル ビームス 他9者 2007年10月24日 2008年6月25日 2,644

東北 仙台市 三井アウトレットパーク仙台港
仙台市宮城野区中野三丁目7番地
の2 三井不動産

サムソナイト・
ジャパン 87 2007年11月6日 2008年9月1日 18,656

東北 仙台市 （仮称）仙台東口ビル 仙台市若林区新寺一丁目3-18　外 新日本建設 未定 2008年1月21日 2008年9月22日 1,712

関東 茨城県
（仮称）ホーマックスーパーデポ
神栖店 神栖市大野原４丁目４７４番１０ ホーマック 2 ホーマック マツモトキヨシ 1 2007年5月7日 2008年1月8日 8,359

関東 茨城県 （仮称）エコス小川店 小美玉市野田字御用山５８２－２ 平成 エコス 2007年5月24日 2008年1月25日 3,840

関東 茨城県
（仮称）青山ＲＯショッピングセン
ター

日立市田尻町五丁目２０５０－２
外 青山商事 ライトオン 青山商事 ライトオン 2007年5月28日 2008年1月29日 1,444

関東 茨城県 （仮称）ワンダーグー北茨城店 北茨城市中郷町上桜井２２６９
ワンダーコーポ
レーション

ワンダーコー
ポレーション 2007年6月6日 2008年2月20日 1,920

関東 茨城県 （仮称）アクロスガーデン筑西 筑西市布川１３１０－１　外
大和情報サービ
ス ユニクロ

アオキホール
ディングス 2 2007年7月13日 2008年3月14日 2,116

関東 茨城県 ドラッグストアクラモチ八千代南店
八千代中央地区（第一工区）６４街
区１画地 倉持薬局 倉持薬局 2007年7月26日 2008年3月27日 1,814 ×

関東 茨城県
（仮称）ヤマダ電機テックランド北
茨城店

北茨城市中郷町上桜井字柳町２１７
７　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年7月31日 2008年4月1日 2,662

関東 茨城県 （仮称）水戸駅前サウスタワー
水戸市宮町１丁目中央街区第２工
区　外

３１０・２号特定目
的会社 ヤマダ電機

サークルＫサ
ンクス 2007年7月31日 2008年11月21日 8,456

関東 茨城県 ドラッグストアクラモチ八千代南店
八千代中央地区（第一工区）６４街
区１画地 リライ 倉持薬局 2007年8月9日 2008年4月10日 1,814

関東 茨城県 ステーションコム　水戸河和田店 水戸市河和田町３８９１番地２ サンジン 小口　義行 ドン･キホーテ 5 2007年8月9日 2008年4月10日 2,689

関東 茨城県 （仮称）ワンダーグー水戸笠原店 水戸市笠原町４７７番２　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 2007年8月27日 2008年4月28日 1,962

関東 茨城県 （仮称）ニトリ日立店 日立市城南町７９４番１　外 日立ライフ ニトリ 未定 2007年8月31日 2008年5月1日 7,663

関東 茨城県 ワンダーグーひたちなか店 ひたちなか市中根３３２５番地　外 中内
ワンダーコー
ポレーション 2007年9月27日 2008年5月28日 3,591

関東 茨城県 ツルハ鉾田店 鉾田市新鉾田２－１９－３ 山新 ツルハ 2007年9月28日 2008年5月29日 1,119

関東 茨城県 マルトＳＣ那珂 那珂市菅谷字杉前５２５番地５　外
マルトホールディ
ングス マルト くすりのマルト 2007年10月3日 2008年6月4日 2,530

関東 茨城県 （仮称）つくばショッピングセンター
つくば市葛城一体型特定土地区画
整理事業区内Ｃ－５０街区 大和ハウス工業 カスミ

日本トイザら
ス ○ 2007年11月12日 2008年7月13日 47,253

関東 茨城県
（仮称）ヤマダ電機テックランド筑
西店 筑西市布川１２４９－９ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年11月16日 2008年7月17日 5,152

関東 茨城県 （仮称）木田余ショッピングモール 土浦市木田余４５８３ とりせん とりせん
フジタコーポ
レーション 3 2007年11月22日 2008年7月23日 6,469

関東 茨城県
（仮称）シュロアＴＯＲＩＤＥエンター
テイメントプレイス 取手市小浮気字本田１３２　外

ユニディオコーポ
レーション ドン･キホーテ 2007年12月18日 2008年12月1日 1,849

関東 茨城県 クリエイトＳ・Ｄつくばみらい店 つくばみらい市絹の台１－６－１ マルヤ
クリエイトエ
ス・ディー 2007年12月21日 2008年8月22日 1,167

関東 茨城県 （仮称）石岡ショッピングセンター 石岡市石岡東ノ辻２４００ カスミ カスミ 2007年12月26日 2008年8月27日 5,835

関東 茨城県
（仮称）イオン土浦ショッピングセ
ンター 土浦市上高津３６７番　外 イオン イオン 2007年12月27日 2008年8月28日 48,302

関東 茨城県 ケーズデンキ新下妻店 下妻市横根字下六反田５５７番　外
ケーズホールディ
ングス

ケーズホール
ディングス 2007年12月27日 2008年8月28日 2,988



関東 茨城県
水戸ショッピングストリート「キミッ
ト」 水戸市泉町一丁目６２番地 伊勢甚本社 2008年1月11日 2008年1月25日 4,000

関東 茨城県 タイヨー江戸崎店 稲敷市江戸崎甲３５５５ タイヨー タイヨー 1 2008年1月31日 2008年10月1日 1,532

関東 茨城県 クリエイトエス・ディー水戸姫子店 水戸市姫子２丁目７６０番地　外 カスミ
クリエイト　エ
ス・ディー 1 2008年2月8日 2008年10月9日 1,874

関東 茨城県
ファッションセンターしまむら田彦
店 ひたちなか市大字田彦１２１０－７ しまむら しまむら 2008年2月14日 2008年10月15日 1,171

関東 茨城県 カワチ薬品北茨城店
北茨城市中郷町上桜井字高田２１８
７番　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2008年2月19日 2008年10月20日 1,747

関東 茨城県 カワチ薬品友部店
笠間市東平３丁目１４７０－１９３６
外 カワチ薬品 カワチ薬品 2008年2月28日 2008年10月29日 2,050

関東 茨城県
（仮称）ウエルシア境ショッピング
センター 猿島郡境町字庚申塚３８番３　外 ウエルシア関東

ウエルシア関
東 カスミ 2008年3月5日 2008年11月6日 4,004

関東 栃木県 ヤオハンスーパー今市店
日光市瀬川字大谷川向217番地２
外

八百半フードセン
ター 　

八百半フード
センター 　 2007年4月10日 2007年12月11日 1,647

関東 栃木県 とりせん東光寺店
真岡市東光寺土地区画整理地内48
街区外 とりせん 　 とりせん 1 2007年6月27日 2008年2月28日 2,892

関東 栃木県 ビバモール鹿沼
鹿沼市睦町字川西城下287番地１
外 帝国繊維 　 LIXILビバ 6 2007年6月29日 2008年3月1日 10,785

関東 栃木県 とりせん細谷店 宇都宮市細谷町387番地１外 三菱UFJリース  とりせん 　 2007年7月3日 2008年3月4日 1,965

関東 栃木県
たいらや今泉新町店・コジマ×
ビックカメラ宇都宮本店 宇都宮市今泉町2996番１外 ビッグ・ビー 1 たいらや 2 2007年7月9日 2008年3月10日 4,163

関東 栃木県  うつのみや表参道スクエア 宇都宮市馬場通り四丁目１番１号

宇都宮馬場通り
中央地区市街地
再開発組合 　

　銘茶　関口
園 9 2007年7月13日 2007年7月31日 2,240

関東 栃木県
東京インテリア家具インターパー
ク店

宇都宮市インターパーク五丁目１番
地11外

東京インテリア家
具 　

東京インテリ
ア家具 　 2007年7月30日 2008年3月31日 10,539

関東 栃木県  カインズモール大平店 栃木市大平町下皆川６９１番外 カインズ 2 カインズ 7 2007年9月28日 2008年5月29日 14,721

関東 栃木県
宇都宮テクノポリスショッピングセ
ンター

 宇都宮市宇都宮テクノポリスセン
ター土地区画整理事業地内173街
区１画地外  カンセキ  カンセキ 2 2007年10月5日 2008年6月6日 10,544

関東 栃木県 那須ガーデンアウトレット
那須塩原市塩野崎字板室道東184
番７外 ゼファー 1 大和地所 129 2007年10月31日 2008年7月1日 20,875

関東 栃木県 パワー矢板店 矢板市富田字三斗蒔144番外 コメリ  コメリ 　 2007年10月31日 2008年7月1日 8,455

関東 栃木県
イオンスーパーセンター那須塩原
店

那須塩原市上中野字東通387番地
５外 イオン  イオン 　 2007年11月6日 2008年7月7日 18,024

関東 栃木県 スーパービバホーム那須塩原ＳＣ 那須塩原市豊浦字豊浦12番地１外 トステムビバ  トステムビバ 6 2007年11月22日 2008年7月23日 18,811

関東 栃木県 ビバモール 足利堀込店 足利市堀込町字宮前243番地外 トステムビバ  トステムビバ 8 2007年11月29日 2008年7月30日 26,068

関東 栃木県 たいらや自治医大店 下野市緑４丁目26番３外 ダイワロイヤル  たいらや 　 2007年12月12日 2008年8月13日 1,605

関東 栃木県 かましん益子ショッピングタウン
芳賀郡益子町大字益子字兎田2007
番地１外 サーパース  かましん 2 2007年12月13日 2008年8月14日 7,506

関東 栃木県 ベイシア益子店
芳賀郡益子町七井第一土地区画整
理事業地内12-1街区１区画外 ベイシア  ベイシア 1 2008年2月5日 2008年10月6日 7,053

関東 群馬県 （仮称）コジマＮＥＷ高崎緑町店 高崎市緑町３－１－４　外 コジマ コジマ 2007年4月20日 2007年12月21日 4,550

関東 群馬県 ヤマダ電機テックランド前橋南店 前橋市小屋原町４６０番地１　外 関東建創 ヤマダ電機 2007年6月15日 2008年8月10日 7,908

関東 群馬県
（仮称）ケーズデンキ桐生パワフ
ル館

外 ケーズホールディ
ングス

ケーズホール
ディングス 2007年7月17日 2008年3月18日 4,825



関東 群馬県 株式会社カワチ薬品内ヶ島店 太田市内ヶ島町６９２番　外 ダイワロイヤル カワチ薬品 2007年7月31日 2008年4月1日 2,130

関東 群馬県
（仮称）伊勢崎宮子町複合商業施
設 伊勢崎市宮子町２８０６番　外 伊勢崎開発 ヒマラヤ Ｈ・Ｍ 2007年8月17日 2008年4月18日 3,357

関東 群馬県
（仮称）株式会社ヤマダ電機本社
ビル 高崎市栄町１番１ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年8月17日 2008年6月27日 20,821

関東 群馬県
（仮称）ヤマダ電機テックランド新
富岡店 富岡市七日市１７０－３　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年8月31日 2008年5月1日 2,703

関東 群馬県 ＡＣＴビル 高崎市江木町３３３－１ 田原屋 ビー・リング 2007年9月19日 2008年5月20日 1,651

関東 群馬県
（仮称）ケーズデンキ沼田パワフ
ル館 沼田市久屋原町３１３　外

北毛コンクリート
工業

ケーズホール
ディングス 2007年10月9日 2008年6月10日 4,037

関東 群馬県 フレッセイ田部井店 伊勢崎市田部井町２－４７９　外 フレッセイ フレッセイ 未定 ○ 2007年10月19日 2008年6月20日 4,004

関東 群馬県
（仮称）株式会社カワチ薬品渋川
南店 渋川市行幸田２８８番１　外 ダイワロイヤル カワチ薬品 2007年10月29日 2008年6月30日 1,779

関東 群馬県 （仮称）ＵＮＩＣＵＳ高崎
高崎市飯塚町字西金井１１５０－５
外 三井物産 ヤオコー 未定 ○ 2007年11月1日 2008年7月20日 6,550

関東 群馬県 （仮称）安中郷原ＳＣ 安中市郷原字原２３９－１　外 関東建設工業 三喜
クスリのマル
エ 1 2007年11月19日 2008年7月20日 3,688

関東 群馬県
（仮称）伊勢崎東部ショッピング
モール 伊勢崎市西小保方町３４６－３　外 東京建物 ベルク ゼビオ ○ 2007年12月19日 2008年8月20日 39,996

関東 群馬県
（仮称）クリエイトエス・ディー館林
広内町店 館林市広内町２９７４　外

クリエイトエス・
ディー

クリエイトエ
ス・ディー 2007年12月19日 2008年8月20日 1,251

関東 群馬県 クロスガーデン前橋 前橋市小屋原町４７２－１　外
オリックス・アル
ファ カスミ ユニクロ ○ 2008年2月29日 2008年11月1日 20,023 ×

関東 群馬県 フレッセイ連取店 伊勢崎市連取町８６８－１　外 フレッセイ フレッセイ 2008年3月27日 2008年11月28日 2,078

関東 埼玉県
瀧島第一ビル（サミット新座片山
店） 新座市片山三丁目５７番１４号 瀧島正善 サミット 2007年4月9日 2007年12月10日 1,992

関東 埼玉県 コジマＮＥＷ北本店 北本市北中丸１丁目２番１号ほか コジマ コジマ 2007年4月26日 2007年12月27日 3,000 ×

関東 埼玉県 さいたまコープ　コープ桶川店
桶川市坂田東特定土地区画整理地
内　４街区１・２・３・５・６・７・８ ダイワロイヤル コープみらい 2007年5月30日 2008年1月31日 1,392

関東 埼玉県 ベルクス草加青柳店 草加市青柳五丁目２２番２２号
サンベルクスホー
ルディングス サンベルクス 未定 2007年6月1日 2008年2月2日 4,346

関東 埼玉県 イオンレイクタウン

越谷市越ヶ谷レイクタウン特定土地
区画整理事業地内459街区、301街
区、453街区7,8,9画地

三菱ＵＦＪ信託銀
行

イオンリテー
ル

イオンリテー
ル マルエツ 359 2007年6月29日 2008年3月1日 130,995

関東 埼玉県 幸手北モール 幸手市北２丁目５番４号 須藤製糸 ベルク しまむら マツモトキヨシ 2007年7月30日 2008年3月31日 5,198

関東 埼玉県 アクロスプラザ久喜 久喜市本町七丁目1146番1 外 芙蓉総合リース
ブックオフコー
ポレーション

ゲオホール
ディングス 1 2007年7月30日 2008年4月8日 2,115

関東 埼玉県 ララガーデン川口 川口市宮町18-9 三井不動産 ヨークマート 47 2007年9月28日 2008年11月1日 13,788

関東 埼玉県 モラージュ菖蒲
南埼玉郡菖蒲町大字菖蒲字伊勢浦
3564番地他 双日商業開発 ヨークマート 177 2007年10月15日 2008年11月20日 51,000

関東 埼玉県 上高野ショッピングセンター　A棟
幸手市大字上高野字本村前812番
外 三菱UFJリース マックハウス 3 2007年10月15日 2008年6月16日 1,887

関東 埼玉県 上高野ショッピングセンター　B棟
幸手市大字上高野字本村前812番
外 ノモト ノモト 未定 2007年10月15日 2008年6月16日 1,001

関東 埼玉県 新鮮市場八幡店 草加市八幡町630番地5
生活協同組合
コープみらい

マルサンシス
テム 2007年10月23日 2008年6月24日 1,332

関東 埼玉県 コジマNEW北本店 北本市北中丸１丁目６番　ほか コジマ コジマ 2007年10月31日 2008年7月1日 2,730

関東 埼玉県 ベスタ東鷲宮 久喜市桜田二丁目６番地１　他 ベルク ベルク セキ薬品 2 2007年11月15日 2008年7月16日 7,935



関東 埼玉県 （仮称）ＩＫＥＡ新三郷
三郷市彦成字上深田1308-20，
1867-11 IKEA

イケア・ジャパ
ン 2007年12月4日 2008年11月17日 25,725

関東 埼玉県 イオンタウン上里
児玉郡上里町大字金久保字蓮山３
５９番１ イオンリテール ベルク 46 2007年12月14日 2008年8月15日 15,857

関東 埼玉県
ファッションセンターしまむら三郷
中央店

三郷市草加都市計画事業三郷中央
一体型特定土地区画整理111-2街
区⑧他 石井久三 しまむら 2008年1月15日 2008年9月16日 1,204

関東 埼玉県 ヤマダ電機テックランド秩父店 秩父市大野原字宿東937-2　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2008年1月25日 2008年9月26日 2,860

関東 埼玉県 ヤマダ電機テックランド春日部店 春日部市小渕243 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2008年1月29日 2008年9月30日 8,270

関東 埼玉県 スーパーバリュー川口前川店 川口市前川三丁目２０番４号　外 スーパーバリュー
スーパーバ
リュー 2008年3月27日 2008年11月28日 1,730

関東 千葉県 パワー館山店 館山市下真倉羽打８３番１ コメリ コメリ 2007年4月13日 2008年1月17日 14,760

関東 千葉県 尾張屋君津店 君津市東坂田２丁目６番１ほか 尾張屋 尾張屋 2007年5月17日 2008年1月18日 1,544

関東 千葉県 カワチ薬品ほたるの店 木更津市ほたる野四丁目３番２ カワチ薬品 カワチ薬品 2007年5月17日 2008年1月18日 1,994

関東 千葉県 ワンダーグー大網白里店 山武郡大網白里町仏島８６番ほか
ワンダーコーポ
レーション

ワンダーコー
ポレーション 2007年6月1日 2008年2月2日 2,402

関東 千葉県 （仮称）新船橋商業施設 船橋市山手三丁目４番２ほか コジマ コジマ 東武ストア 2007年6月8日 2008年2月15日 5,000

関東 千葉県 （仮称）ベイシア大網白里店
山武郡大網白里町大網字亀田２４５
番ほか ベイシア ベイシア 2007年6月19日 2008年2月20日 6,700

関東 千葉県 ワンダーグー富里店
富里市七栄字南新木戸535番２ほ
か 宮本

ワンダーコー
ポレーション 2007年7月1日 2008年3月3日 2,978

関東 千葉県 （仮称）コジマＮＥＷ成田店 成田市飯田町字内野２６番８ほか コジマ コジマ 東武ストア 2007年8月6日 2008年4月7日 2,550

関東 千葉県 （仮称）エコス市川島尻店 市川市島尻1560番１の４ エコス エコス 2007年8月9日 2008年4月20日 1,392

関東 千葉県
スーパーセンタートライアル八幡
宿店 市原市八幡海岸通１９７１番１

長谷工コーポ
レーション トライアル 2 2007年8月10日 2008年4月15日 2,775

関東 千葉県 セイミヤ多古店
香取郡多古町多古字九蔵５００番１
ほか セイミヤ セイミヤ 2007年9月3日 2008年5月4日 2,635

関東 千葉県 ケーズデンキ旭本店 旭市ニ字大正２３８番１ほか 飯島　儀兵衛
ケーズホール
ディングス 2007年10月6日 2008年6月10日 2,692

関東 千葉県 新京成北習志野駅前ビル 船橋市習志野台２丁目１番６ほか 新京成電鉄
ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ・
ｼﾞｬﾊﾟﾝ 5 2007年11月5日 2008年8月1日 2,083

関東 千葉県 フードプラザハヤシ旭店 旭市ハ字陽見地３１０番ほか ハヤシ ハヤシ 2007年11月9日 2008年7月10日 2,160

関東 千葉県 ヤマダ電機テックランド松戸店 松戸市松戸２２８９番地７
インパクトホール
ディング ヤマダ電機 2007年12月10日 2008年8月11日 6,064

関東 千葉県 カインズホーム富津店 富津市青木1丁目1番地１ほか カインズ
ランドローム
ジャパン カインズ

ランドローム
ジャパン 1 2007年12月20日 2008年8月21日 12,572

関東 千葉県 ベイシア電器長生店
長生郡長生村金田字川原３１８２番
２ほか ベイシア電器 ベイシア電器 2008年2月1日 2008年10月2日 1,500

関東 千葉県 ＰＣ　ＤＥＰＯＴ鎌ケ谷店
千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷特定土地
区画整理事業地内４７街区の１・２

ピーシーデポコー
ポレーション

コーポレーショ
ン 2008年3月6日 2008年11月7日 1,451

関東 千葉県 オーケー新浦安店 浦安市高洲５丁目１１番５ （株）マルエツ オーケー（株） 2008年3月14日 2008年11月15日 3,175

関東 千葉県
（仮称）I-ｌｉｎｋタウンいちかわ　Ａ
街区 市川市市川南１丁目１番 （株）市川ビル ○

（株）大丸ピー
コック ○ 2008年3月14日 2009年2月1日 3,122

関東 東京都
（仮称）赤坂五丁目ＴＢＳ開発計
画 港区赤坂五丁目322番1ほか 東京放送 未定 2007年6月14日 2007年2月15日 2,214

関東 東京都
神奈中町田貸店舗（スーパー三
和森野店） 町田市森野三丁目216番1 神奈川中央交通 三和 2007年6月15日 2008年2月16日 3,450



関東 東京都 ＴＳ－１ビル 大田区大森中一丁目117番1号ほか 田中石油
ライフコーポ
レーション 2007年6月26日 2008年2月27日 1,941

関東 東京都 (仮称）篠崎駅西口公益複合施設 江戸川区篠崎七丁目20番地ほか
篠崎駅西口公益
複合施設 サミット 2007年7月20日 2008年4月1日 2,953

関東 東京都 (仮称）株式会社鐵貸店舗 三鷹市野崎四丁目214番1ほか 鐵 ヴィクトリア 2007年7月24日 2008年3月25日 2,227

関東 東京都 美鈴ビル 足立区扇二丁目3937番ほか 美鈴商事
ライフコーポ
レーション 2007年8月10日 2008年4月11日 1,702

関東 東京都

（仮称）ひぐらしの里中央地区第
一種市街地再開発事業商業施設
計画 荒川区西日暮里二丁目19番ほか

ひぐらしの里中央
地区市街地再開
発組合 未定 2007年8月21日 2008年4月22日 2,648

関東 東京都 ザ・ダイソー八王子南店 八王子市椚田町1209番地 協和産業 大創産業 2007年8月28日 2008年4月29日 1,230

関東 東京都
（仮称）コープとうきょう多摩貝取
店 多摩市貝取字9丁目814-1

生活共同組合
コープとうきょう

コープとうきょ
う 2007年9月20日 2008年5月21日 4,237 ×

関東 東京都 （仮称)新砂三丁目商業施設 江東区新砂三丁目4番 三菱地所 未定 2007年10月5日 2008年7月1日 25,634

関東 東京都 （仮称)新橋一丁目計画 港区新橋一丁目14番地1ほか ピクシス ヤマダ電機 2007年10月12日 2008年6月13日 4,491

関東 東京都 （仮称）クロスモール多摩 多摩市落合二丁目33番地ほか コスモセブン ヤマダ電機 ほか 2007年10月24日 2008年6月25日 16,200

関東 東京都 （仮称）府中片町３丁目商業ビル 府中市片町三丁目22番26

特定目的会社府
中片町インベスト
メント サミット ほか 2007年10月29日 2008年6月30日 8,982

関東 東京都 （仮称）経堂駅東側商業施設 世田谷区宮坂三丁目2141番3ほか 小田急電鉄 小田急商事 ほか 2007年10月30日 2008年7月1日 1,950

関東 東京都 （仮称）サミットストア池上店 大田区池上八丁目21番１号 サミット サミット 2007年10月30日 2008年6月30日 1,279

関東 東京都 （仮称）ヤマダ電機渋谷店 渋谷区道玄坂二丁目205番ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年11月6日 2008年7月31日 5,565 ×

関東 東京都
（仮称）北青山三丁目テナントビ
ル 港区北青山三丁目46番1 ダイショウ 紀ノ國屋 2007年12月17日 2008年11月1日 5,579

関東 東京都 （仮称）ヤマダ電機渋谷店 渋谷区道玄坂二丁目205番ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年12月19日 2008年8月20日 5,565

関東 東京都 （仮称）オーケー町田森野店 町田市森野3丁目209番1ほか 渋谷興産 オーケー 2008年1月7日 2008年9月8日 1,962

関東 東京都 （仮称）島忠小平店
東久留米市前沢五丁目1384番1ほ
か 島忠 島忠 2008年1月18日 2008年9月19日 9,523

関東 東京都 （仮称）ロイヤルパークス若葉台 稲城市若葉台二丁目1番
ディーエム開発若
葉台合同会社 未定 2008年1月24日 2008年9月25日 4,884

関東 東京都 錦糸四丁目商業施設 墨田区錦糸四丁目18番1号 ロッテ 未定 2008年1月28日 2009年10月1日 1,652 ×

関東 東京都 （仮称）立飛商業施設 立川市泉町841番7ほか 立飛企業
ケーズホール
ディングス 2008年2月15日 2008年10月6日 4,475

関東 東京都
（仮称）ブックファースト新宿コ
クーンタワー店 新宿区西新宿一丁目7番3号 モード学園 阪急電鉄 2008年2月25日 2008年10月26日 3,277

関東 東京都 ＰＣ　ＤＥＰＯＴ青梅店 青梅市新町九丁目2015番19 東京ハウジング
コーポレーショ
ン 2008年2月26日 2008年10月27日 1,616

関東 東京都 （仮称）Ｏｄａｋｙｕ　ＯＸ池尻店 世田谷区池尻三丁目214番地1ほか エノルメ・エッセ 小田急商事 2008年3月11日 2008年11月12日 1,083

関東 東京都 神宮前一丁目商業施設 渋谷区神宮前一丁目8番41ほか
神宮前特定特定
目的会社

Hennes＆Ｍａ
ｕｒｉｔｚ 2008年3月12日 2008年11月12日 1,312

関東 東京都
（仮称）田村貸店舗コジマＮEW福
生店 福生市本町36番1 田村　半十郎 福泉舎 2008年3月21日 2008年11月22日 3,345

関東 神奈川県 三和海老名店
海老名市本郷字五反田1,588の１ほ
か 三和 三和 2007年5月8日 2008年1月9日 7,745



関東 神奈川県
ホームセンターコーナン中央林間
店 大和市下鶴間1,636の７ ＪＡ三井リース コーナン商事 2007年6月29日 2008年3月1日 6,903

関東 神奈川県 ケーズデンキ湘南藤沢本店 藤沢市葛原字滝谷戸1,695の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 2007年9月14日 2008年5月15日 7,706

関東 神奈川県 （仮称）オーケー相模原店 相模原市千代田6-5,108の１ほか オーケー オーケー 2007年10月9日 2008年7月25日 2,827

関東 神奈川県 （仮称）ＭＫビル
相模原市相模大野７－７０９の１ほ
か 加藤政徳 三和 2007年10月30日 2008年7月1日 1,882

関東 神奈川県 ユータカラヤ二宮店 二宮町中里2-1,046ほか 杉崎総業 ユータカラヤ 1 2007年11月14日 2008年7月15日 2,000 ×

関東 神奈川県
（仮称）久里浜中央自動車学校再
開発計画

横須賀市久里浜５－１５０７の１ほ
か 久里浜中央会館 イオン 5 2007年11月15日 2008年8月1日 14,000

関東 神奈川県
（仮称）カインズホーム横須賀久
里浜店 横須賀市久里浜８－１２の８ほか 日本綜合地所 カインズ 2007年12月25日 2008年8月26日 6,750

関東 神奈川県 ニトリ横須賀店 横須賀市池田町４－１０３の１ほか レアルシエルト ニトリ 2008年3月7日 2008年11月8日 5,588

関東 新潟県 ひらせいホームセンター吉田店 新潟県燕市樋ノ口3,408-1
ひらせいホーム
センター

ひらせいホー
ムセンター 2007年6月11日 2008年2月12日 2,092

関東 新潟県 パワー新発田店
新潟県新発田市舟入字念佛塚851
番１外 コメリ コメリ 2007年7月30日 2008年3月30日 16,030

関東 新潟県 バロー上越モール
新潟県上越市樋場新町土地区画整
理事業地内16街区33外 バロー 北越ケーズ バロー 北越ケーズ ほか未定 2007年8月15日 2008年4月16日 16,164

関東 新潟県 セカンドストリート上越店 新潟県上越市富岡３５２４番地外 金子興業 フォー・ユー 2007年10月25日 2008年6月26日 1,408

関東 新潟県
（仮称）イチコ南本町店・アメリカン
ドラッグ南本町店

新潟県上越市南本町2丁目15番１
号 一小イチコ 一小イチコ モリキ 未定 2007年11月30日 2008年7月31日 2,566

関東 新潟県 （仮称）ナルス国府店 新潟県上越市国府４丁目１番地外 日成商事 ナルス 2008年2月21日 2008年11月14日 2,213

関東 新潟県 コンパスタウン新発田舟入
新潟県新発田市舟入町３丁目１００
９番地 三菱UFJリース ユニクロ チヨダ 2008年2月22日 2008年10月23日 1,310

関東 新潟県 チャレンジャー燕三条店 新潟県燕市佐渡5105
オーシャンシステ
ム

オーシャンシ
ステム 2008年3月31日 2008年12月1日 2,354

関東 新潟県
チャレンジャー燕三条店テナント
棟 新潟県燕市佐渡5129

オーシャンシステ
ム

オーシャンシ
ステム 新潟大手薬局 2008年3月31日 2008年12月1日 2,547

関東 長野県 綿半ホームｴｲﾄﾞ須坂店 須坂市大字高梨245ほか
㈱綿半ホームエ
イド

㈱綿半ホーム
エイド 2007年4月16日 2007年12月17日 5,692

関東 長野県 ユー・パレット北長野店 長野市大字若槻東条526-2ほか 花岡六四郎 4 ㈱マツヤ
㈱イエロー
ハット 2007年6月19日 2008年2月20日 2,335

関東 長野県
ニシザワ箕輪三日町ショッピング
タウン 上伊那郡箕輪町三日町931ほか

㈱ニシザワ・ホー
ルディングス ㈱ニシザワ ㈱モリキ 2007年6月21日 2008年3月1日 5,820

関東 長野県 庄内ショッピングタウンＡ街区
松本市庄内土地区画整理事業地内
12街区 ㈱アップルランド 2

㈱アップルラ
ンド

㈱綿半ホーム
エイド 2 2007年7月17日 2008年3月18日 9,265

関東 長野県 庄内ショッピングタウンＢ街区
松本市庄内土地区画整理事業地内
22街区 ㈱しまむら 1 ㈱しまむら

㈱とをしや薬
局 2007年7月17日 2008年3月18日 2,114

関東 長野県 綿半ホームｴｲﾄﾞ箕輪店 上伊那郡箕輪町959-1ほか
㈱綿半ホームエ
イド

㈱綿半ホーム
エイド 2007年8月3日 2008年4月4日 7,711

関東 長野県 ときめきの街ショッピングモール 岡谷市長地権現町1-7-37ほか ㈱三公商事
ウエルシア関
東㈱ 2 2007年9月12日 2008年5月13日 1,570

関東 長野県 ツルヤ松代店
長野市松代町西寺尾上高相1214ほ
か ㈱ツルヤ ㈱ツルヤ 3 2007年10月9日 2008年6月12日 3,332

関東 長野県
ヤマダ電機テックランド長野ＳＢＣ
通り店 長野市吉田1-141-1ほか ㈱ヤマダ電機 ㈱ヤマダ電機 2008年1月23日 2008年9月24日 7,801

関東 長野県 ニトリ佐久平店
佐久市大字長土呂字下蟹沢251-1
ほか ㈱平成不動産 ㈱ニトリ 2008年3月11日 2008年11月12日 3,544

関東 長野県 平安堂東和田店 長野市大字東和田492-1ほか 成田　博之 ㈱平安堂 2008年3月31日 2008年12月1日 1,731



関東 山梨県 ザ・ビッグ甲府住吉店 甲府市住吉三丁目３０９２番地
マックスバリュ東
海

マックスバリュ
東海 2007年4月20日 2007年12月21日 1,725

関東 山梨県
イッツモア増坪ショッピングセン
ター

甲府市住吉本町字毛賀知１１１３番
１ いちやまマート

いちやまマー
ト 2007年4月27日 2008年2月1日 2,973

関東 山梨県 カワチ薬品甲府上町店 甲府市上町字明石２３９３番 カワチ薬品 カワチ薬品 2007年5月21日 2008年1月22日 2,527

関東 山梨県 甲府ファッションモール 甲府市和戸町字芝原５７８番 しまむら しまむら アベイル 2007年8月31日 2008年5月1日 3,206

関東 山梨県 イオンタウン山梨中央 中央市下河東字上窪400 イオンタウン
マックスバリュ
東海 ヤマダ電機 ○ 2007年9月26日 2008年5月27日 18,350

関東 山梨県 オギノ西八幡店
甲斐市西八幡字浜海道下２６０１番
地１号 オギノ オギノ 2 2007年12月20日 2008年8月21日 2,039

関東 山梨県 ドン・キホーテ河口湖インター店 富士吉田市松山字熊穴１５９０番 アムハウス ドン・キホーテ 2007年12月27日 2008年8月28日 2,066

関東 山梨県 くろがねやスーパーデポ一宮店
笛吹市一宮町竹原田字川原口丁１
３６０番 くろがねや くろがねや

オートバックス
セブン 2008年3月19日 2008年11月20日 8,585

関東 静岡県 マックスバリュ福田店 磐田市福田413-2外
マックスバリュ東
海

マックスバリュ
東海 2007年4月10日 2007年12月11日 1,396

関東 静岡県 カインズモール御前崎店 御前崎市佐倉字平場3466-1他 カインズ カインズ ベイシア 2007年5月31日 2008年2月1日 8,875

関東 静岡県 ニトリ富士ショッピングセンター 富士市宮島841-1外 ニトリ ニトリ アルペン 2007年6月5日 2008年1月30日 9,001

関東 静岡県
(仮称)大手町地区第一種市街地
再開発事業施設建築物 沼津市大手町1丁目100 沼津市 静鉄ストア ○ 2007年7月2日 2008年3月1日 6,130

関東 静岡県 マックスバリュ富士宮若宮店 富士宮市小泉字上宿530－2外
マックスバリュ東
海

マックスバリュ
東海 2007年8月13日 2008年1月31日 1,882

関東 静岡県 藤枝築地複合店舗 藤枝市築地539-1 エイデン シラトリ エイデン シラトリ イケブン 2007年10月26日 2008年6月27日 8,264

関東 静岡県 （仮称）熱海東海岸町計画 熱海市東海岸町6-45
ジョイント･コーポ
レーション 未定 2007年10月29日 2008年7月1日 3,336

関東 静岡県 （仮称）キミサワ三島広小路店 三島市広小路1866-1外 広小路ビル
ＣＦＳコーポ
レーション 2007年11月16日 2008年6月30日 1,228

関東 静岡県 (仮称)BiVi藤枝 藤枝市前島一丁目7-7外 大和リース 未定 2008年1月25日 2008年12月1日 8,000

関東 静岡県
（仮称）マックスバリュ富士八幡町
店 富士市八幡町108-1外 睦合木材

マックスバリュ
東海 2008年3月31日 2008年12月1日 6,206

関東
さいたま
市 クイズゲート浦和

さいたま市緑区大字中尾字駒前７８
４番、　外

中央三井信託銀
行株式会社 ニトリ いなげや 外未定 2007年4月11日 2007年12月12日 7,268

関東
さいたま
市 さいたまコープ　コープ南浦和店

さいたま市南区根岸二丁目６９９番
外

株式会社武蔵野
管理

さいたまコー
プ 2007年6月14日 2008年2月15日 1,521

関東
さいたま
市 フェスタスクエア

さいたま市岩槻区西町二丁目５番１
号

ジャースコーポ
レーション ヤオコー 5 2007年11月30日 2008年8月30日 5,904

関東 千葉市 ニトリ　幕張店
千葉市美浜区幕張西４丁目７８０４
－１ タカラレーベン ニトリ 2007年5月28日 2007年12月14日 7,005

関東 千葉市 ＧＬＯＢＯ（グローボ） 千葉市中央区川崎町１－３４ ＪＦＥ都市開発 オートセブン ネクサス 2007年8月10日 2008年4月25日 14,190

関東 千葉市
イオンおゆみ野ショッピングセン
ター

千葉市緑区おゆみ野南５丁目３７－
１外 イオン ヤマダ電機 イオン ヤマダ電機 38 2007年8月30日 2008年4月30日 17,556

関東 千葉市 おゆみ野ファッションモール 千葉市中央区南生実町１９４５ しまむら しまむら アベイル 2007年12月26日 2008年8月26日 3,262

関東 千葉市
ケーズデンキ　ハーバーシティ蘇
我本店 千葉市中央区川崎町１-１６外

ケーズホールディ
ングス

ケーズホール
ディングス 2008年3月17日 2009年3月1日 7,885

関東 千葉市 イーエクスビル
千葉市中央区富士見２丁目１４番地
１外 田原屋 田原屋 青山商事 1 2008年3月21日 2008年11月1日 3,110

関東 千葉市 ちばコープ　コープ東寺山店 千葉市若葉区東寺山町４２２番１外
生活協同組合ち
ばコープ

生活協同組合
ちばコープ － 6 2008年3月31日 2008年12月1日 5,049



関東 横浜市

横浜山下町地区（仮称）第一種市
街地再開発事業Ａ地区施設建築
物建設工事 中区山下町47番地の１ 大和地所 未定 2007年7月10日 2009年12月15日 1,469

関東 横浜市

横浜山下町地区（仮称）第一種市
街地再開発事業Ｂ２地区施設建
築物建設工事 中区山下町57番地の１ほか ゼファー 未定 2007年7月13日 2009年9月15日 1,292

関東 横浜市
ライオンズ港北ニュータウンス
テーションレジデンス 都筑区北山田一丁目９番 大京 セイジョー ミニストップ ベルパーク 2007年7月19日 2008年3月20日 1,253

関東 横浜市 ヤマダ電機横浜青葉２号店 青葉区しらとり台11番地の25ほか
エーアールティー
マネジメント ヤマダ電機 2007年7月30日 2008年3月31日 3,327

関東 横浜市 （仮称）横浜本牧SC 中区小港町２丁目100番地の４
ブン特定目的会
社 イトーヨーカ堂 2007年8月17日 2008年10月1日 9,132

関東 横浜市
（仮称）タウンセンター港北中央計
画 都筑区中川中央２丁目2番１、２ 日本土地建物 ヤマダ電機

AOKIホール
ディングス

ニトリ、大創産
業、田原屋 2007年12月26日 2008年12月1日 17,875

関東 横浜市 （仮称）たまや野庭店 港南区野庭町637番地の２ たまや たまや サンドラッグ 2008年2月5日 2008年10月6日 1,636

関東 横浜市 （仮称）たまやドリーム深谷店 戸塚区深谷町1404番地の１ たまや たまや サンドラッグ 大創産業 2008年2月14日 2008年10月15日 2,215

関東 横浜市 たまや港南台店 港南区港南台六丁目12番５号 たまや たまや 大創産業 2008年2月28日 2008年10月30日 1,612

関東 横浜市 アクロスプラザ東神奈川 神奈川区西寺尾一丁目729番地
大和情報サービ
ス いなげや ○ 2008年2月29日 2008年11月1日 4,602

関東 横浜市 （仮称）横浜市鶴見区江ヶ崎計画 鶴見区江ヶ崎町１番６ ゴールドクレスト 島忠 サミット しまむらほか 2008年3月31日 2008年12月1日 13,359

関東 川崎市
（仮称）はるひ野ショッピングセン
ター 川崎市麻生区はるひ野4-2 ㈱カワチ薬品 ㈱カワチ薬品 ㈱クリシマ 2007年5月30日 2008年4月15日 2,890

関東 川崎市 （仮称)万福寺２街区TMSビル
川崎市麻生区万福寺２街区２及び３
画地 ㈱ティ・エム・エス 小田急商事㈱ 2007年12月7日 2008年9月1日 1,782

関東 川崎市 文教堂書店溝の口本店
川崎市高津区久本三丁目５番地１
外２筆 ㈱建創 ㈱文教堂 2008年1月31日 2008年7月31日 2,021

関東 川崎市 （仮称）ホームズ川崎店 川崎市川崎区中瀬三丁目２０番１号 ㈱島忠 ㈱島忠 オーケー㈱ ○ 2008年3月28日 2008年11月29日 22,493

関東 新潟市
（仮称）黒埼ショッピングセンター
パルスB街区 新潟市西区山田２５外 コメリ コメリ 藤井繊維 2007年8月24日 2008年4月25日 1,684

関東 新潟市 ドラッグマックス近江店 新潟市中央区上近江3－5－3 マックス マックス 2007年10月9日 2008年6月10日 1,087

関東 新潟市 クスリのアオキ空港通り店 新潟市東区浜谷町2丁目92番1号 帝石不動産
クスリのアオ
キ 2007年11月9日 2008年7月10日 1,375

関東 新潟市 カワチ薬品青山店 新潟市西区青山4丁目1216番地１
有限会社風間地
産 カワチ薬品 2007年12月21日 2008年8月22日 1,268

関東 新潟市 （仮称）マリモタウン新潟 新潟市中央区幸西1丁目275番24
東西土地建物株
式会社 原信 ハードオフ 1 2007年12月26日 2008年8月27日 3,574

関東 新潟市 アメニティ・オアシス亀田緑町店
新潟市江南区亀田緑町３丁目672
番地１外

株式会社アメニ
ティ・オアシス アベイル メガネトップ 2008年2月5日 2008年10月6日 1,152

関東 静岡市 杏林堂薬局瀬名川店 静岡市葵区瀬名川二丁目367番1 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2007年7月10日 2008年3月10日 2,128

関東 静岡市
（仮称）ヤマダ電機テックランド静
岡清水店 静岡市清水区清開一丁目110番3 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年7月23日 2008年3月24日 4,131

関東 静岡市 マックスバリュ新伝馬店
静岡市葵区新伝馬三丁目392番１
外 澤田敬二

マックスバリュ
東海 2007年7月27日 2008年2月23日 1,958

関東 静岡市
ファッションセンターしまむら有東
坂店

静岡市清水区有東坂二丁目348番
外

水野　勝之
水野　恵子 しまむら 2007年8月14日 2008年4月15日 1,261

関東 静岡市 エスジーポート 静岡市清水区江尻台町２２番３３外
静岡ガスリビング
株式会社

株式会社戸田
書店

静岡ガス株式
会社 2007年9月28日 2008年4月25日 1,226



関東 浜松市 東京インテリア家具浜松店

浜松市西区志都呂町西都土地区画
整理事業地内97街区、100街区、
102街区

東京インテリア家
具

東京インテリ
ア家具 2007年6月29日 2008年3月1日 9,860

関東 浜松市 （仮称）バロー引佐店
浜松市北区引佐町金指字東金指
1038－1 バロー バロー 2007年11月22日 2008年7月23日 2,837

関東 浜松市 ケーズデンキ浜松本店
浜松市東区天王町字諏訪1981-1の
一部　外 ギガス ギガス 2008年1月28日 2008年9月26日 8,348

中部 愛知県 （仮称)ヨシヅヤ津島駅西店 津島市片岡町60番の一部 ㈱義津屋 ㈱義津屋 ㈱精文館書店 2007年4月16日 2007年12月17日 9,929

中部 愛知県 三洋堂書店鳥居松店 春日井市鳥居松町三丁目79番地 ㈱三洋堂書店 ㈱三洋堂書店 2007年4月25日 2007年12月26日 1,783

中部 愛知県 （仮称）バロー品野店 瀬戸市品野町4丁目66番２外２筆 ㈱バロー ㈱バロー 未定 2007年5月31日 2008年2月1日 2,309

中部 愛知県 アオキスーパー西枇杷島店
清須市枇杷島駅前東一丁目２－３
外１筆

㈱アオキスー
パー

㈱アオキスー
パー 2007年6月1日 2008年2月2日 1,800

中部 愛知県 （仮称)バロー北原山店
尾張旭市北原山土地区画整理事業
地内１・２・３街区 ㈱バロー ㈱バロー ㈱三洋堂書店 未定 2007年7月6日 2008年3月7日 6,331

中部 愛知県 （仮称）ニトリ豊田店 豊田市下林一丁目１－１ほか７筆 ㈱ニトリ ㈱ニトリ 2007年7月11日 2008年3月12日 5,084

中部 愛知県 （仮称）ドミー岡崎駅東店
岡崎市駅東土地区画整理事業61街
区1画区

㈱スマイル・ネッ
ト・サービス ㈱ドミー 2007年7月30日 2008年3月31日 1,488

中部 愛知県 （仮称）大府ＳＣ 大府市大府町カラソ17番４他 矢作地所㈱ ㈱ヤマナカ 25 2007年9月7日 2008年5月8日 10,500

中部 愛知県 （仮称）ゲンキー犬山五郎丸店
犬山市大字五郎丸字稲葉組36－1
外3筆 ゲンキー㈱ ゲンキー㈱ 2007年10月19日 2008年6月19日 2,377

中部 愛知県
三洋堂書店乙川店・（仮称）サー
クルK半田乙川店 半田市乙川内山町31番地外1筆 ㈱三洋堂書店 1 ㈱三洋堂書店

㈱サークルK
サンクス 2007年10月26日 2008年6月27日 1,810

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

名古屋空港ビル
ディング㈱ ユニー㈱ 未定 2007年11月16日 2008年9月30日 22,650

中部 愛知県 アオキスーパー三条店 一宮市三条賀74番１外17筆
㈱アオキスー
パー

㈱アオキスー
パー 2007年12月10日 2008年8月11日 1,514

中部 愛知県 PC DEPOT 一宮名岐バイパス店 一宮市両郷町三丁目７番地
㈱オーエー・シス
テム・プラザ

システム・プラ
ザ 2007年12月21日 2008年8月22日 1,173

中部 愛知県
（仮称）カーマホームセンター三好
店

西加茂郡三好町大字福谷字根浦三
好根浦特定土地区画整理事業地内
２６街区 ㈱カーマ ㈱カーマ 2008年3月3日 2008年11月4日 6,357

中部 愛知県 フィール津島店 津島市藤浪二丁目８番　他２２筆 津島興業㈱
コーポレーショ
ン ㈱エイデン 3 2008年3月6日 2008年11月6日 4,985

中部 愛知県 （仮称）蒲郡ショッピングモール 蒲郡市鹿島町浅井新田１－１ほか おおもり合同会社 1 ㈱ヤマダ電機 未定 2008年3月13日 2008年11月14日 12,788

中部 愛知県 （仮称）バロー刈谷駅南店 刈谷市若松町二丁目101 ㈱バロー 36 ㈱バロー 中部薬品㈱ 未定 2008年3月19日 2008年11月27日 6,600 ×

中部 愛知県 （仮称）蟹江ニュータウン
海部郡蟹江町大字蟹江本町ムノ割
１番３

㈱蟹江エスシー・
プロジェクト特定
目的会社

マックスバリュ
中部㈱ 未定 2008年3月25日 2008年12月1日 16,000 ×

中部 岐阜県 （仮称）ゲンキー関下有知店
岐阜県関市下有知今宮南１６６２番
地１　外 ゲンキー ゲンキー 2007年4月6日 2007年12月13日 2,591

中部 岐阜県
ゲオ高山店・西松屋チェーン高山
店

岐阜県高山市昭和町三丁目３８－１
外 大和工商リース ゲオ

西松屋チェー
ン  2007年4月12日 2007年12月13日 1,921

中部 岐阜県 ヤマダ電機テックランド瑞浪店
岐阜県瑞浪市土岐町字立町６９５８
－１　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年6月6日 2008年2月7日 3,604

中部 岐阜県
(仮称)ﾊﾞﾛｰ瑞浪中央ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝ
ﾀｰ【Ａゾーン】

岐阜県瑞浪市土岐町畑廻７３２０
外 バロー バロー 2007年7月4日 2008年4月24日 9,824

中部 岐阜県
(仮称)ﾊﾞﾛｰ瑞浪中央ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝ
ﾀｰ【Ｂゾーン】

岐阜県瑞浪市土岐町内沼７４３８
外 三洋堂 三洋堂 2007年7月4日 2008年4月24日 1,812

中部 岐阜県
(仮称)ﾊﾞﾛｰ瑞浪中央ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝ
ﾀｰ【Ｃゾーン】

岐阜県瑞浪市土岐町畑廻７３２６
外 あかのれん あかのれん 2007年7月4日 2008年4月24日 1,322



中部 岐阜県 (仮称)ﾊﾞﾛｰ揖斐川ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方字中
島１２２番　外 バロー バロー ○ 2007年7月19日 2008年3月20日 2,436

中部 岐阜県 (仮称)バロー郡上店
岐阜県郡上市八幡町稲成字ツトテ８
４４番１ バロー バロー ○ 2007年7月26日 2008年3月27日 7,083

中部 岐阜県 (仮称)ゲンキー瑞浪店
岐阜県瑞浪市北小田町三丁目53番
外 ゲンキー ゲンキー 2007年8月20日 2008年5月1日 2,552

中部 岐阜県 (仮称)ゲンキー土岐肥田店
岐阜県土岐市肥田町肥田字前田２
７０２　外 ゲンキー ゲンキー 2007年8月31日 2008年5月22日 2,552 ×

中部 岐阜県 三洋堂書店新関店 岐阜県関市小瀬字東長池２６６０ 三洋堂書店 三洋堂書店 2007年9月6日 2008年4月18日 1,624

中部 岐阜県 岐阜シティ・タワー４３ 岐阜市橋本町2丁目52番地
岐阜シティ・タ
ワー４３開発 服部家具店 18 2007年9月25日 2007年10月13日 2,321

中部 岐阜県 多治見フランテ
岐阜県多治見市本町三丁目１０１番
地 ヤマカ興産 ヤマナカ 2007年9月18日 2008年5月19日 1,644

中部 岐阜県 （仮称）ゲンキー山県店
岐阜県山県市大字高富字米野２３２
７番２　外 ゲンキー ゲンキー 2007年10月16日 2008年6月16日 1,268

中部 岐阜県 （仮称）ゲンキー土岐肥田店
岐阜県土岐市肥田町肥田字前田２
７０２　外 ゲンキー ゲンキー 2007年11月22日 2008年7月31日 2,484

中部 岐阜県 （仮称）ゲンキー養老店
岐阜県養老郡養老町高田字初花２
１９２番１　外 ゲンキー ゲンキー 2007年11月22日 2008年8月7日 2,551

中部 岐阜県
（仮称）ケーズデンキ中津川パワ
フル館 中津川市中津川２９４６番１　外 ギガス ギガス 2007年12月3日 2008年8月4日 3,043

中部 岐阜県 トップワン可児店
岐阜県可児市今渡字大東1619番98
外 トップワン トップワン 2007年12月12日 2008年8月14日 2,275

中部 岐阜県
マックスバリュ垂井ショッピングセ
ンター

岐阜県不破郡垂井町２２８９番５
外

マックスバリュ中
部

マックスバリュ
中部 4 2007年12月19日 2008年8月20日 3,988

中部 岐阜県 （仮称）アピタ御嵩店　Ａゾーン
岐阜県可児郡御嵩町上恵土字西畑
１０５２番１　外 ユニー ユニー ○ 2007年12月28日 2008年9月1日 16,740

中部 岐阜県 （仮称）アピタ御嵩店　Ｂゾーン
岐阜県可児郡御嵩町上恵土字浦畑
１０３１番１　外 ユニー ユニー ○ 2007年12月28日 2008年9月1日 2,653

中部 岐阜県 ショッピングセンターひらおか
岐阜県加茂郡八百津町八百津4250
番地の１ フクタル

エス・エス・ブ
イ 井尾　秀男 2008年2月22日 2008年10月23日 1,401

中部 三重県 ｵｰｸﾜ有馬店 熊野市有馬町　　　5321－3 オークワ オークワ 1 2007年4月17日 2007年12月18日 1,053

中部 三重県 エイデン尾鷲店
尾鷲市矢浜岡崎町230番地　外25
筆 エイデン エイデン 1 2007年4月27日 2007年12月28日 2,005

中部 三重県 （仮称）F1マート伊船店
鈴鹿市伊船町字東境塚1955－1
外2筆 一号舘 一号舘 1 2007年6月4日 2008年2月5日 6,369

中部 三重県
（仮称）バロー鈴鹿ショッピングセ
ンター 鈴鹿市東旭が丘2丁目6700－228 オリックス不動産 バロー 1 2007年6月20日 2008年2月21日 10,905

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 2007年7月2日 2008年3月3日 3,107

中部 三重県

久居パワーセンターＢゾーン
ホームセンターバロー久居パ
ワーセンター店（本館）

津市戸木町字北興7819番地1外69
筆 マルヤス バロー 2007年7月2日 2008年3月3日 9,107

中部 三重県

久居パワーセンターＣゾーン
ホームセンターバロー久居パ
ワーセンター店（資材館）

津市戸木町字北興7819番地1外69
筆 マルヤス バロー 2007年7月2日 2008年3月3日 1,911

中部 三重県 ミタス伊勢 伊勢市船江一丁目471番地１ ミタス伊勢 バロー 2007年7月6日 2008年3月7日 17,995

中部 三重県 （仮称）コジマＮＥＷ四日市店 四日市市新正一丁目2462-1外７筆 コジマ コジマ 2007年7月30日 2008年3月31日 3,000

中部 三重県 マックスバリュ郷津町店 松阪市郷津町204-1外 ダイワロイヤル マックスバリュ 2007年8月13日 2008年4月14日 2,149

中部 三重県 フレスポ四日市富田 四日市市西富田町字大宮田249他 大和リース ヤマナカ あかのれん その他2店舗 2007年8月17日 2008年4月18日 4,991



中部 三重県 三洋堂書店桑名店 桑名市大字東方字福島前764番地 三洋堂書店 三洋堂書店 2007年9月28日 2008年5月29日 1,620 ×

中部 三重県 ヤマダ電機テックランド伊賀店 伊賀市平野清水625番１他
オリックスアル
ファ ヤマダ電機 2007年10月18日 2008年6月19日 3,430

中部 三重県 三洋堂書店桑名店 桑名市大字東方字福島前764番地 三洋堂書店 三洋堂書店 2007年10月19日 2008年6月20日 1,620

中部 三重県 アクロスプラザ鈴鹿 鈴鹿市庄野共進2丁目3361-5

ＮＴＴ西日本ア
セット・プランニン
グ 上新電気 ヒマラヤ 2007年10月26日 2008年6月10日 6,393

中部 三重県 松阪北ファッションモール
松阪市船江町字鈴御堂750番1、
755番4 三交不動産 シマムラ アベイル 2007年10月31日 2008年7月1日 2,041

中部 三重県 (仮称）アルペン・ゴルフ５名張店 名張市瀬古口字125番1他 アルペン アルペン 2007年11月15日 2008年7月16日 4,253 ×

中部 三重県
（仮称）多気クリスタルタウンショッ
ピングセンター

多気郡多気町大字仁田725－2、他
122筆

マックスバリュ中
部

マックスバリュ
中部 2007年11月30日 2008年6月15日 7,923

中部 三重県
（仮称）イオン河芸ショッピングセ
ンター 津市河芸町中別保字丸垣内2-1

ユニディオコーポ
レーション イオン

その他１０店
舗 2008年1月18日 2008年9月19日 16,088

中部 三重県 （仮称）フレスポ鈴鹿Ａゾーン 鈴鹿市住吉町字谷口8922外10筆
大和リース株式
会社

マックスバリュ
中部株式会社 その他4店舗 2008年2月15日 2008年10月16日 5,690

中部 三重県 フレスポ鈴鹿Ｂゾーン 鈴鹿市住吉町字谷口8946外9筆
大和リース株式
会社

株式会社鈴
鹿コミュニ
ティー

株式会社ワン
ダーコーポ
レーション その他５店舗 2008年2月15日 2008年10月16日 4,099

中部 三重県
（仮称）スーパービバホーム鈴鹿
店生活館 鈴鹿市住吉町字谷口8916外9筆

トステムビバ株式
会社  

トステムビバ
株式会社 2008年2月15日 2008年10月16日 5,993

中部 三重県
（仮称）スーパービバホーム鈴鹿
店資材館 鈴鹿市住吉町字谷口8931外9筆

トステムビバ株式
会社

トステムビバ
株式会社 2008年2月15日 2008年10月16日 3,943

中部 三重県
（仮称）ホンダカーズ三重北鈴鹿
道伯店 鈴鹿市道伯町鍬初2554外6筆

株式会社ホンダ
四輪販売三重北

ダ四輪販売三
重北 2008年2月15日 2008年10月16日 1,037

中部 三重県 DCモール金剛坂
多気郡明和町金剛坂字辰ノ口110１
番外27筆

株式会社ディー
シー・クリエイト

マックスバリュ
中部 2008年3月6日 2008年10月25日 3,328

中部 富山県 クスリのアオキ立山店 中新川郡立山町大石原73番1他2筆 クスリのアオキ
クスリのアオ
キ 2007年7月6日 2008年2月28日 1,750

中部 富山県
立山酒店・大阪屋ショップ滑川共
同店舗 滑川市魚躬200-1他 立山酒店 立山酒店

大阪屋ショッ
プ 2008年1月17日 2008年7月17日 2,054

中部 富山県
(仮称)立山インターショッピングセ
ンター 中新川郡立山町辻59番１他 (有)ヨシトミ

(株)サンピュ
アー 2 2008年1月21日 2008年7月24日 3,406

中部 富山県 大阪屋ショップ佐野店 高岡市佐野1296番１他 ジ・エム・シー
大阪屋ショッ
プ

大阪屋ショッ
プ 2008年2月27日 2008年8月1日 1,394

中部 石川県 Ｂａｙ ｍａｌｌ（ベイモール）
石川県七尾市小島町大開地1番78
ほか グリーンステージ 　 山成商事

クスリのアオ
キ ○ 2007年7月19日 2008年3月20日 4,865

中部 石川県
スーパーホームセンターヤマキシ
川北店

石川県能美郡川北町三反田中216-
1ほか 山岸 　 山岸 　 　 2007年8月24日 2008年4月25日 11,122

中部 石川県 フレスポ小松
石川県小松市下牧町己（下牧南地
区土地区画整理地） 大和リース 　 アルビス キリン堂 5 2007年9月27日 2008年5月28日 6,918

中部 石川県 ヤマダ電機テックランド加賀店 石川県加賀市加茂町チ５８－１ ヤマダ電機 　 ヤマダ電機 　 　 2008年2月7日 2008年10月8日 2,648

中部 石川県 イオンかほくショッピングセンター 石川県かほく市内日角ル３４ イオン ヤマダ電機 イオン ヤマダ電機 ○ 2008年2月27日 2008年10月28日 38,608

中部 石川県 マックスバリュ東金沢駅前店 石川県金沢市高柳町１３ イオン 　 イオン 　 ○ 2008年3月27日 2008年11月28日 2,925

中部 石川県 武蔵ケ辻第四地区市場施設 石川県金沢市青草町８８番

武蔵ケ辻第四地
区市街地再開発
組合 　

ダイヤモンド
商事 　 38 2008年3月27日 2008年12月1日 3,063

中部 名古屋市 名古屋北ショッピングセンター 北区玄馬町232番　外 三交不動産 ドン・キホーテ コジマ 未定 2007年6月29日 2008年3月1日 6,600



中部 名古屋市 イオン大高ショッピングセンター

名古屋市大高南特定土地区画整理
事業地内53ブロック2番　外　（緑
区） イオン イオン 未定 2007年8月13日 2008年4月14日 51,165

中部 名古屋市 バロー志段味店
名古屋市上志段味特定土地区画整
理地内83街区（守山区） バロー バロー 中部薬品 1 2007年10月29日 2008年7月3日 3,804

中部 名古屋市 上小田井ショッピングセンター 西区二方町40番の5 三菱商事 1 イオン エイデン 未定 2007年12月27日 2009年2月28日 73,446

近畿 福井県 フレスポ越前 越前市稲寄席町26字作ヶ花１番他 大和リース アルビス ゲンキー ○、3店舗 2007年4月13日 2007年12月12日 6,923

近畿 福井県 100満ボルト小浜本店 小浜市府中15小向15他 百満ボルト小浜
百満ボルト小
浜 2007年4月16日 2007年12月16日 2,826

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7月6日 2008年3月7日 1,395 ×

近畿 福井県 （仮称）重松プラザ 福井市学園２丁目９０７ 重松プラザ ダイユー 2007年8月29日 2008年4月30日 1,645

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9月13日 2008年5月14日 1,376

近畿 福井県 ユース新田塚店 福井市二の宮５丁目１８０６他 ユース ユース 勝木書店 ○、3店舗 2007年10月19日 2008年6月19日 6,900

近畿 福井県 （仮称）Big Belly Market　北野店 鯖江市北野町一丁目704番他 ながすぎ ながすぎ 2007年11月29日 2008年7月30日 1,549

近畿 福井県 ハニー　大宮店 福井市大宮六丁目501番他10筆
片町フードセン
ター

片町フードセ
ンター 2008年1月10日 2008年9月11日 1,314

近畿 福井県 ユース小浜店 小浜市駅前町11号称丸1番8 ユース 3 ユース 三洋堂 ○、3店舗 2008年1月10日 2008年9月11日 4,330

近畿 滋賀県 （仮称）木川店舗 草津市木川町字樋頭309-1ほか 朝陽物産 2 ドン・キホーテ 3 2007年7月30日 2008年3月31日 3,089

近畿 滋賀県 サンミュージック長浜店 長浜市大辰巳町字樋口37 サンミュージック
サンミュージッ
ク 2007年9月10日 2008年4月15日 1,960

近畿 滋賀県 （仮称）琵琶湖・守山リゾートＳＣ 守山市今浜町字七番2620-2ほか 大和システム 未定 未定 未定 2007年9月28日 2008年9月11日 36,770

近畿 滋賀県 フォレオ大津一里山
大津市一里山七丁目字石拾2105番
1の一部ほか 大和ハウス工業 ユーストア 未定 未定 2007年10月22日 2008年11月18日 19,976

近畿 滋賀県 アンビエントガーデン彦根
彦根市里根町字船坂79番地の1ほ
か 彦根エス・シー ヤマダ電機 ユニクロ 1 2007年11月22日 2008年7月23日 5,981

近畿 滋賀県 アル・プラザ堅田 大津市本堅田五丁目20番10号 平和堂 平和堂 ○ 2007年11月22日 2008年11月1日 19,980

近畿 滋賀県 （仮称）平和堂地蔵店 彦根市地蔵町180番地ほか 平和堂 平和堂 ○ 2007年11月30日 2008年7月18日 2,118

近畿 滋賀県 平和堂青山店 大津市青山町五丁目13番8号 平和堂 平和堂 2007年12月11日 2008年7月30日 1,510

近畿 滋賀県 （仮称）イオンモール草津 草津市新浜町193番2ほか イオンモール マイカル ○ 2008年1月31日 2008年11月1日 60,000

近畿 滋賀県
（仮称）平和堂甲南ショッピングセ
ンター 甲賀市甲南町竜法師334番地ほか 平和堂 平和堂 ○ 2008年2月29日 2008年10月31日 11,514

近畿 京都府 ヤマダ電機テックランド福知山店
福知山市福知山駅周辺土地区画整
理事業地内仮換地１６街区１番ほか

ジェイアール西日
本不動産開発 ヤマダ電機 　 　 2007年11月26日 2008年7月27日 3,370

近畿 京都府 ヒマラヤ福知山店
福知山市福知山駅周辺土地区画整
理事業地内仮換地１８街区１番ほか

ジェイアール西日
本不動産開発 ヒマラヤ 　 　 2008年2月29日 2008年10月30日 2,810

近畿 大阪府 (仮称)コープ城山
羽曳野市古市七丁目１６５１番１ほ
か

大阪いずみ市民
生活協同組合

大阪いずみ市
民生活協同組
合 2007年4月4日 2007年12月5日 1,833

近畿 大阪府 りんくうプレジャータウン シークル 泉佐野市りんくう往来南１番ほか 大和ハウス工業
太陽家具百貨
店 36 2007年4月9日 2007年12月10日 19,000



近畿 大阪府
(仮称)ホームセンターコーナン貝
塚東山店 貝塚市森１９１ほか コーナン商事 コーナン商事 大黒天物産 2007年4月27日 2007年12月28日 7,912

近畿 大阪府 ヤマダ電機ＬＡＢＩ１千里中央店
豊中市新千里東町一丁目２番６ほ
か ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年5月17日 2008年1月18日 13,240

近畿 大阪府 スピード茨木彩都店 茨木市大字宿久庄233番１ほか スピード スピード 2007年5月31日 2008年2月1日 1,418

近畿 大阪府 (仮称)河内花園駅前再開発ビル 東大阪市吉田一丁目１番
区市街地再開発
組合 ツタヤ 11 2007年6月1日 2008年2月1日 1,300

近畿 大阪府 (仮称)ロックタウン東大阪 東大阪市東鴻池町一丁目２２２番１ ロック開発 イオン 9 2007年6月25日 2008年2月26日 5,000

近畿 大阪府 (仮称）カインズモール高槻店
高槻市大塚町一丁目158番地１ほ
か カインズ カインズ 1 2007年7月5日 2008年3月6日 10,919

近畿 大阪府
(仮称）ヤマダ電機テックランド大
阪枚方店 枚方市池之宮一丁目2203番１ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年7月20日 2008年3月21日 5,254

近畿 大阪府 （仮称）箕面市今宮複合物販店舗 箕面市今宮三丁目49番１ほか 二木ゴルフ 二木ゴルフ 東京靴 1 2007年8月23日 2008年6月23日 2,556

近畿 大阪府 コープ桜塚 豊中市南桜塚二丁目２７番１ほか
大阪北生活協同
組合

大阪北生活協
同組合 2007年9月25日 2008年11月15日 1,423

近畿 大阪府 （仮称）Ｄグラフォート千里中央 豊中市新千里西町一丁目1番41 大和ハウス工業
大丸ピーコッ
ク 1 2007年11月12日 2008年7月13日 1,349

近畿 大阪府 （仮称）ライフ寝屋川黒原店 寝屋川市黒原新町88番４
ライフコーポレー
ション

ライフコーポ
レーション 2007年12月11日 2008年8月12日 1,438

近畿 大阪府 （仮称）万代藤井寺大井店
藤井寺市大井四丁目５５１番の３ほ
か 万代 万代 3 2008年2月5日 2008年10月6日 1,968

近畿 大阪府 （仮称）オークワ忠岡町店
泉北郡忠岡町北出二丁目７４番ほ
か オークワ オークワ 2008年2月21日 2008年10月22日 1,848

近畿 大阪府 ダイキ和泉中央店 和泉市いぶき野五丁目６番３ほか コリーナ和泉 ダイキ 2008年2月22日 2008年10月23日 5,720

近畿 大阪府 （仮称）コノミヤ高槻西冠店 高槻市西冠三丁目２１９番１ほか コノミヤ コノミヤ 2008年3月10日 2008年11月11日 1,350

近畿 大阪府 万代和泉中央店 和泉市池田下町３７７番１ほか 宇澤正善 万代 2008年3月11日 2008年11月12日 1,250

近畿 大阪府 （仮称）サンプラザ羽曳が丘店
羽曳野市羽曳が丘十丁目４００番１
９４ 大和ハウス工業 サンプラザ 2008年3月14日 2008年11月15日 2,266

近畿 大阪府 （仮称）大丸ピーコック香里店 枚方市香里ヶ丘四丁目２番１ 大丸コム開発
大丸ピーコッ
ク 2008年3月14日 2008年11月15日 1,850

近畿 大阪府
(仮称) オリックス・アルファ（株）枚
方養父東複合店舗 枚方市養父東町１３５２番３ほか

オリックス・アル
ファ キリン堂 サンディ 2008年3月26日 2008年11月27日 1,516

近畿 兵庫県 (仮称）三田三輪複合商業施設 三田市三輪4丁目224番地ほか ㈱イマス ㈱マルハチ ㈱スギ薬局 2 2007年4月6日 2007年12月7日 3,217

近畿 兵庫県 マックスバリュ社店 加東市梶原字猪尻333-1
マックスバリュ西
日本㈱

マックスバリュ
西日本㈱ 2007年4月3日 2008年6月1日 2,017

近畿 兵庫県 ヤマダ電機テックランド三木店 三木市大村621 ㈱ヤマダ電機 ㈱ヤマダ電機 2007年4月3日 2007年12月4日 3,603

近畿 兵庫県 ホームプラザナフコ三木店 三木市大村一丁目8-15外 ㈱ナフコ ㈱ナフコ 2007年4月11日 2007年12月12日 8,548

近畿 兵庫県 ラ・ムー明石南店 明石市魚住町中尾字向原514外 ㈱恵比寿天 大黒天物産㈱
㈱西松屋ﾁｪｰ
ﾝ店 2007年5月24日 2008年1月25日 2,830

近畿 兵庫県
（仮称）阪神今津駅高架下商業施
設 西宮市今津曙町139番 阪神電気鉄道㈱

㈱ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰ
ｼｮﾝ 2007年5月29日 2008年1月30日 2,990

近畿 兵庫県 （仮称）メガコート加古川店 加古川市尾上町安田351-1他 ㈱アルプス ㈱アルプス ㈱ﾌｨｯﾄﾊｳｽ 1 2007年6月15日 2008年2月16日 3,191

近畿 兵庫県
（仮称）ケーズデンキ和田山パワ
フル館

朝来市和田山町枚田字ｽﾅｺﾀﾞ476番
ほか

㈱ｹｰｽﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝ
ｸﾞｽ

㈱ﾋﾀﾞｶ電器商
会 2007年7月4日 2008年3月5日 3,003

近畿 兵庫県 （仮称）ｼﾞｮｰｼﾝ姫路延末店 姫路市延末字小山205-1他 上新電機㈱ 上新電機㈱ 2007年7月20日 2008年3月21日 2,958



近畿 兵庫県 阪急西宮ガーデンズ 西宮市高松町100番他 阪急電鉄㈱ ㈱阪急百貨店 ｲｽﾞﾐﾔ㈱ 4 2007年7月27日 2008年9月1日 71,030

近畿 兵庫県 （仮称）大久保駅北側商業施設 明石市大久保町大窪字角田295
マックスバリュ西
日本㈱

マックスバリュ
西日本㈱ 2007年9月27日 2008年5月28日 1,619

近畿 兵庫県 マルナカ東浦店 淡路市久留麻27-2 ㈱マルナカ ㈱マルナカ 2007年9月28日 2008年5月29日 4,314

近畿 兵庫県 マルナカ洲本店 洲本市港2-2 ㈱マルナカ ㈱マルナカ 2007年9月28日 2008年5月29日 2,047

近畿 兵庫県 Beanz Park 篠山市東吹字飛地ノ坪1827 ㈱ｲｴﾛｰﾊｯﾄ 2 ㈱ｲｴﾛｰﾊｯﾄ ㈱小浦石油 1 2007年9月28日 2008年5月29日 2,272

近畿 兵庫県 （仮称）西脇商業施設 西脇市高田井町55-1
大和情報ｻｰﾋﾞｽ
㈱ ㈱神戸物産

㈱西松屋ﾁｪｰ
ﾝ 1 2007年11月19日 2008年7月20日 1,899

近畿 兵庫県
（仮称）万代川西南花屋敷複合店
舗 川西市南花屋敷三丁目291-1 ㈱万代 ㈱万代 3 2007年11月27日 2008年7月28日 1,542

近畿 兵庫県
（仮称）ホームプラザナフコ豊岡
店 豊岡市下宮150-１他 ㈱ナフコ ㈱ナフコ 2007年11月28日 2008年7月29日 5,753

近畿 兵庫県
コーナンホームストック淡路東浦
店 淡路市久留麻2068番地の１ コーナン商事㈱

コーナン商事
㈱ 2007年11月30日 2008年7月1日 2,063

近畿 兵庫県 マックスバリュ城北店 姫路市城北本町18-1
ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ西日本
㈱

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ西
日本㈱ 2007年12月14日 2008年8月15日 1,104

近畿 兵庫県 （仮称）ジョーシン加古川別府店
加古川市別府町新野辺字六反田
440-1 上新電機㈱ 上新電機㈱ 2007年12月21日 2008年8月22日 2,872

近畿 兵庫県 （仮称）イオン加西ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 加西市北条町北条字鳥居元323-3 イオン㈱ ㈱ﾔﾏﾀﾞ電機 イオン㈱ ㈱ﾔﾏﾀﾞ電機 2007年12月28日 2008年10月28日 29,000

近畿 兵庫県 （仮称）マックスバリュ龍野店
たつの市龍野町堂本字下長塀56番
ほか

マックスバリュ西
日本㈱

マックスバリュ
西日本㈱ 2007年12月28日 2008年8月29日 2,092

近畿 兵庫県 （仮称）姫路市別所商業施設 姫路市別所町別所二丁目64番ほか
マックスバリュ西
日本㈱

マックスバリュ
西日本㈱外6 2008年1月24日 2008年9月25日 5,233

近畿 兵庫県 （仮称）ザクザク姫路岡田店 姫路市岡田七反長360番１ほか
三菱ＵＦＪリース
㈱ ㈱ザクザク 2008年2月4日 2008年10月5日 1,110

近畿 兵庫県 （仮称）姫路駅高架下ＳＣ 豆腐町字万燈229ほか 神戸ＳＣ開発㈱
西日本旅客
鉄道㈱

㈱ｼﾞｭﾝｸ堂書
店

㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ西
日本ﾃﾞｲﾘｰｻｰ
ﾋﾞｽﾈｯﾄ 2008年3月10日 2008年12月1日 5,613

近畿 兵庫県
（仮称）日生中央ショッピングセン
ター 猪名川町松尾台一丁目1-9ほか

オリックス不動産
㈱

㈱関西ケーズ
デンキ 2008年3月31日 2008年11月29日 4,362

近畿 奈良県
(仮称)イオン大和郡山ショッピン
グセンター 大和郡山市下三橋691-1他 イオンモール イオン 2007年4月13日 2008年10月1日 55,000

近畿 奈良県
（仮称）スーパーセンターオークワ
御所店 御所市大字室１１８５－１の一部他 オークワ オークワ 2007年5月8日 2008年1月10日 6,985

近畿 奈良県
（仮称）香芝インターチェンジ北計
画 香芝市上中１６他

ヤマダ電機、オー
クワ ヤマダ電機 オークワ 2007年6月25日 2008年2月26日 7,081

近畿 奈良県
橿原神宮店舗（サンディ、サンド
ラッグ） 橿原市大軽町129-1外 吉広商事 サンディ サンドラッグ 2007年9月14日 2008年5月14日 1,360

近畿 奈良県
(仮称)ヤマダ電機テックランド奈
良八条店 奈良市八条町363-1他 豊田通商 ヤマダ電機 2008年3月19日 2008年11月20日 6,941

近畿 奈良県 （仮称）香芝市良福寺複合店舗 香芝市良福寺47-1他 八百彦商店 八百彦商店 サンドラッグ ○ 2008年3月27日 2009年3月1日 1,739

近畿 和歌山県 （仮称）コジマＮＥＷ和歌山店 和歌山市手平三丁目４３－６　他 コジマ コジマ 2007年4月27日 2007年12月28日 3,500

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5月10日 2008年1月11日 15,130

近畿 和歌山県
（仮称）コーナンホームストック上
富田店２号館

西牟婁郡上富田町岩田２２１０－４
外３筆 コーナン商事 コーナン商事 2007年5月23日 2008年1月24日 1,924

近畿 和歌山県
（仮称）ケーズデンキ有田パワフ
ル館 有田市糸我町中番２２番地　他 アリデン アリデン 2007年7月6日 2008年3月7日 2,772

近畿 和歌山県 （仮称）オークワメッサ西高松店 和歌山市西高松一丁目２７８番１４ オークワ オークワ
オー・エンター
テイメント 2007年8月28日 2008年4月29日 4,267



近畿 和歌山県
（仮称）スーパーエバグリーン四ヶ
郷店

和歌山市加納字新白２９７番１　ほ
か 廣甚 廣甚 ○ 2007年8月31日 2008年5月1日 2,649

近畿 和歌山県 （仮称）ロッシュコートⅡ 岩出市西野春面２５－１　他 ツカサ 上新電機
ドラッグストア
キリン ○ 2007年9月25日 2008年5月26日 4,816

近畿 和歌山県 （仮称）ＦＯＲＴＥ　ＷＡＪＩＭＡ 和歌山市本町二丁目１番地　他 和島興産 和島興産 ○ 2007年11月2日 2007年11月29日 6,711

近畿 和歌山県 （仮称）マツゲン西庄店
和歌山市西庄字妙見４４１番１　他
７筆 松源 松源 ○ 2007年11月30日 2008年7月31日 1,700 ×

近畿 和歌山県 （仮称）エバグリーン串本店
東牟婁郡串本町串本字小森生1758
番地　ほか たかす 廣甚 2007年12月5日 2008年8月6日 1,414

近畿 和歌山県 （仮称）ジョーシン高野口店
橋本市高野口町伏原字大門８１８番
地　他２筆 上新電機 上新電機 2008年2月29日 2008年11月1日 2,225

近畿 京都市 （仮称）ニトリ京都南インター店 南区上鳥羽石橋町２０－１外 ㈱ニトリ ㈱ニトリ 2007年6月29日 2008年3月1日 6,945

近畿 京都市 （仮称）上新京都九条烏丸店 南区東九条南烏丸町２４　他７筆 上新電機㈱ 上新電機㈱ 2007年9月28日 2008年6月1日 2,950

近畿 京都市
フレスコ山科店・ドラッグユタカ山
科音羽店 山科区音羽野田町２０　外５筆 ㈲川長商建

㈱ハートフレ
ンド

㈱ユタカ
ファーマシー 2007年12月28日 2008年9月1日 1,164

近畿 京都市 （仮称）ケーヨーデイツー嵯峨店 右京区嵯峨広沢南野町６８ ニック産業㈱ ニック産業㈱ 2008年1月31日 2008年10月1日 3,000

近畿 大阪市 ライフ此花伝法店 此花区伝法五丁目93番1　他5筆 大阪鋼管産業
ライフコーポ
レーション 2007年4月2日 2007年11月1日 1,249

近畿 大阪市 （仮称）ライフ毛馬店 都島区毛馬町二丁目6番1
ライフコーポレー
ション

ライフコーポ
レーション 2007年5月8日 2008年4月1日 3,500

近畿 大阪市 （仮称）ライフ西九条店 此花区西九条六丁目41 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5月30日 2008年1月11日 1,770

近畿 大阪市 （仮称）本町南シモジマビル 中央区北久宝寺町三丁目3番8号 シモジマ シモジマ 江綿 2007年6月29日 2008年3月1日 2,191

近畿 大阪市 （仮称）ホームズ鶴見店 鶴見区鶴見5丁目31番他 島忠 島忠 2007年7月9日 2008年3月10日 8,096

近畿 大阪市 （仮称）万代福島吉野店 福島区吉野5丁目104番外4筆 松村商事 万代 2007年11月30日 2008年7月31日 1,370

近畿 大阪市 （仮称）ライフ大国町店 浪速区敷津西1丁目4-1外
ライフコーポレー
ション

ライフコーポ
レーション 2008年3月4日 2008年11月5日 2,100

近畿 大阪市 （仮称）京阪京橋片町口ビル 都島区東野田町1丁目6番5号他8筆 京阪電気鉄道 未定 2008年3月27日 2008年11月28日 2,607

近畿 大阪市 （仮称)関西スーパー今福店 城東区今福東2丁目3番
関西スーパー
マーケット

関西スーパー
マーケット 2008年3月31日 2008年12月1日 1,535

近畿 神戸市 (仮)桃山台第２工区複合店舗
垂水区名谷町字小川2569-6の一部
他 タカハシテクノ マックハウス 2 2007年4月18日 2007年12月18日 2,150

近畿 神戸市 (仮)須磨松風商業施設 須磨区松風町３丁目３番地１ 他
ジェイアール西日
本不動産開発

マックスバリュ
西日本 2007年5月1日 2008年1月2日 2,121

近畿 神戸市 (仮)マックスバリュ長田南店 長田区東尻池新町
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ
西日本 7 2007年5月7日 2007年11月20日 4,805

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番地
字換60番床 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年5月22日 2008年1月23日 6,179

近畿 神戸市 （仮）神戸・旧居留地プロジェクト 中央区京町25他 エム・エフ・神戸 未定 6 2007年11月1日 2009年9月30日 4,000

近畿 神戸市 (仮)神戸西ファッションモール 西区玉津町新方字東方215番5 しまむら しまむら アベイル 2007年12月18日 2008年8月19日 1,328

近畿 神戸市 ゴルフギアサージ西神戸店 西区持子1丁目196番地の1
西明石ゴルフ
ショップ

西明石ゴルフ
ショップ 2007年12月28日 2008年8月29日 1,889

近畿 神戸市 (仮)神戸ミッドポートプロジェクト 中央区波止場町52番 他 ベイサイド295 未定 26 2008年3月25日 2009年4月30日 5,440

近畿 堺市
スーパーオートバックス泉北原山
台店 堺市南区原山台5丁456番63　他

オートバックスセ
ブン

トータルエー
ス 2007年4月20日 2007年12月21日 1,517



近畿 堺市
（仮称）ファッションセンターしまむ
ら新家町店 堺市中区新家町573番地2他 松川 幸男 ㈱しまむら 2008年3月31日 2008年12月1日 1,269

中国 鳥取県 （仮称）今井書店　錦町店 米子市錦町３丁目90 （株）今井書店 （株）今井書店 2007年5月7日 2008年1月7日 2,969

中国 鳥取県 （仮称）ラ・ムー旗ヶ崎店 米子市旗ヶ崎７丁目318ほか 大黒天物産（株）
大黒天物産
（株） 2007年5月22日 2008年1月23日 2,389

中国 鳥取県 ユニサン後藤駅前店 米子市米原1480-2ほか （株）ユニサン （株）ユニサン 2007年12月3日 2008年8月4日 1,783

中国 島根県 生鮮食品おだ斐川店 斐川町大字黒目534番外5筆 小田商店 小田商店 2007年6月1日 2008年2月1日 2,325

中国 島根県 コジマNEW松江店 松江市東津田町字溜池486-1外 コジマ コジマ 2007年6月11日 2008年2月12日 3,500

中国 島根県 グッディ斐川店 斐川町大字神氷2855番地外 ウシオ ウシオ 2007年6月15日 2008年2月16日 1,508

中国 島根県 デオデオ益田店
益田市高津7丁目10番イ1128-64外
13筆 デオデオ デオデオ 2007年8月3日 2008年4月4日 2,737

中国 島根県 ゆめタウン出雲 出雲市大塚町620外 イズミ イズミ エクセル ○ 2007年9月3日 2008年5月4日 33,498

中国 島根県 キヌヤ中吉田店・じょういち 益田市中吉田３街区 キヌヤ・じょういち キヌヤ じょういち 2008年2月29日 2008年11月1日 1,837

中国 岡山県 ホームプラザナフコ南倉敷店
倉敷市児島宇野津字長島新田２０３
０－１３ ナフコ ナフコ 2007年4月20日 2007年12月21日 10,579

中国 岡山県 スーパードラッグコスモス井原店 井原市下出部町２丁目１９－１ほか
ユーエフジェイセ
ントラルリース コスモス薬品 2007年4月26日 2007年12月27日 1,279

中国 岡山県
（仮称）ヤマダ電機テックランド津
山店 津山市河辺字川原ノ久保756-1外 さくらタクシー ヤマダ電機 2007年7月6日 2008年3月7日 4,495

中国 岡山県
（仮称）ひまわり二宮店・弐萬圓
堂津山店 津山市二宮字中原北1922外 大和リース

ププレひまわ
り 岡山アコール 2007年8月3日 2008年4月4日 1,423

中国 岡山県
（仮称）イオン水島ショッピングセ
ンター 倉敷市水島高砂町87

マックスバリュ西
日本

マックスバリュ
西日本 未定 2007年8月3日 2008年4月4日 8,821

中国 岡山県 ホームプラザナフコ和気店 和気町本字近道地79-1外 ナフコ ナフコ 2007年8月21日 2008年4月22日 3,307

中国 岡山県
（仮称）ラ・ムーショッピングセン
ター玉島店 倉敷市玉島乙島字ロ六割7113-1外

大和情報サービ
ス 大黒天物産 金光薬品 1 2007年10月15日 2008年6月16日 2,712

中国 岡山県 ハピーズ倉敷中島店 倉敷市中島字壱本木開2236-100外 天満屋ストア 天満屋ストア 2007年11月28日 2008年7月29日 4,032

中国 岡山県 （仮称）笠岡モール 笠岡市富岡字元８丁目232-1外 ハローズ ハローズ
ププレひまわ
り ○ 2007年12月28日 2008年11月1日 5,276

中国 岡山県 ハローズ総社店 総社市井手字延後480-2外 ハローズ ハローズ
ププレひまわ
り ○ 2008年2月19日 2008年11月1日 4,145

中国 岡山県 （仮称）山陽マルナカ宇野店 玉野市築港五丁目5967-1外 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2008年3月28日 2008年11月28日 3,432

中国 広島県 ユーホー福山店 福山市奈良津町三丁目90番１ ユーホー ユーホー 2007年4月2日 2007年12月3日 2,199

中国 広島県 ザグザグ府中店 府中市中須町字御酒田43外 オリックス ザグザグ トライ産業 2007年4月16日 2007年12月17日 1,508

中国 広島県 スパーク鷹の巣店 廿日市市永原字畦巻1239番外 スパーク スパーク 未定 2007年6月21日 2008年2月22日 1,870

中国 広島県 (仮称）ひまわり串戸店 廿日市市串戸五丁目279-1外 ププレひまわり
ププレひまわ
り 2007年9月14日 2008年5月1日 1,231

中国 広島県 ユーホー東広島店
東広島市西条町御薗宇字上組4272
番外 ユーホー ユーホー 2007年9月18日 2008年10月1日 6,941

中国 広島県 ホームプラザナフコ　庄原店 庄原市板橋町字梶屋沖278-1外 ナフコ ナフコ 2007年10月1日 2008年6月2日 3,279

中国 広島県
（仮称）ヤマダ電機テックランド三
原店 三原市城町3丁目1番2号

オリックスアル
ファ㈱ ㈱ヤマダ電機 2007年10月19日 2008年6月20日 4,402



中国 広島県 エブリイ焼山店 呉市焼山西三丁目1667外 エブリイ エブリイ
ププレひまわ
り ○ 2007年12月7日 2008年6月28日 1,859

中国 広島県 ラウンドワン・福山店（仮称） 福山市明神町一丁目419番1外3筆 アールワン福山 ラウンドワン ドン・キホーテ 2007年12月13日 2008年8月14日 1,653

中国 広島県 （仮称）ひまわり新松永店 福山市松永町六丁目185-6外 ププレひまわり
ププレひまわ
り 2008年1月4日 2008年9月5日 1,498

中国 広島県 tina court（ティナ　コート） 廿日市市新宮１丁目1316-25外 三菱商事 デオデオ 丸久
ハーティウォ
ンツ 2008年1月11日 2008年11月1日 8,321

中国 広島県 ニチエー沼南店 福山市沼隈町大字草深2011－1 ニチエー ニチエー
ツネイシホー
ルディングス 2008年1月28日 2008年9月30日 1,251

中国 広島県 フレスポ神辺モール（南エリア）
福山市神辺町大字川北字南ノ丁
1554－1外 大和リース

ミスターマック
ス 啓文社 7 2008年2月12日 2008年11月1日 12,000

中国 広島県 フレスポ神辺モール（北エリア）
福山市神辺町大字川北字中ノ丁
1429－1外 ハローズ 未定 2008年2月12日 2008年11月1日 2,795 ×

中国 広島県 （仮称）フタバ図書福山明神店 福山市明神町一丁目803番1
スターラインソ
リューションズ フタバ図書 2008年3月10日 2009年2月10日 5,225

中国 広島県 西条ファッションモール
東広島市西条土与丸5丁目870番地
6外 しまむら しまむら 2008年3月14日 2008年11月15日 2,246

中国 広島県
ホームセンターコーナン廿日市陽
光台店 廿日市市陽光台四丁目3番1号外 コーナン商事 コーナン商事 2008年3月17日 2008年11月18日 8,579

中国 山口県 コープどうもん店 山口市道場門前１－１０－５
山口道場門前商
店街振興組合

コープやまぐ
ち 2007年6月18日 2007年12月15日 1,411

中国 山口県 マルショク床波店 宇部市床波１－７－７ サンリブ サンリブ 2007年8月2日 2008年4月3日 1,222

中国 山口県 (仮称)ロックタウン周南 周南市古市１－４４７３－４ ロック開発
マックスバリュ
西日本 ヤマダ電機 2007年9月26日 2008年5月27日 27,000

中国 山口県 (仮称)マックスバリュ厚狭店 山陽小野田市大字厚狭１０６１
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ
西日本 2007年11月9日 2008年7月10日 4,938

中国 山口県
スーパードラッグコスモス小野田
店 山陽小野田市高栄１－６６０２－２ コスモス薬品 コスモス薬品 2007年11月28日 2008年7月29日 1,361

中国 山口県 メディコ２１山口吉敷店 山口市吉敷３０５３－１ メディコ・二十一
メディコ・二十
一 2007年11月30日 2008年7月31日 1,423

中国 山口県 アルク港町店 山陽小野田市港町５８１０－１ 丸久 丸久 2007年12月19日 2008年8月20日 1,586

中国 山口県
スーパードラッグコスモス長門東
深川店 長門市東深川２３０６－４ コスモス薬品 コスモス薬品 2007年12月20日 2008年8月21日 1,515

中国 山口県
スーパードラッグコスモス下関大
和店 下関市大和町２－１４－２ コスモス薬品 コスモス薬品 2008年3月12日 2008年11月13日 1,524

中国 広島市 （仮称）庚午テナントビル
広島市西区庚午北二丁目346　番
外 スパーク

ハーティウォ
ンツ 2007年6月15日 2008年2月16日 1,627

中国 広島市
（仮称）イオン広島祗園ショッピン
グセンター

広島市安佐南区祗園三丁目５４０番
地１外 イオン イオン 2007年7月31日 2008年8月1日 38,706

中国 広島市 安古市商業ビル
広島市安佐南区相田1丁目１５番６
外

NIPPOコーポレー
ション フレスタ

ハーティウォ
ンツ 2007年10月12日 2008年6月13日 2,553

中国 広島市 （仮称）ニトリ広島宇品店
広島市南区宇品西四丁目１３２２番
２ ニトリ ニトリ 2007年12月10日 2008年8月11日 5,157

中国 広島市
（仮称）ホームセンタータイム広島
商工センター店

広島市西区商工センター八丁目６
番３８号外

広島家具木工団
地協同組合

リックコーポ
レーション ヒマラヤ 2007年12月27日 2008年8月28日 6,612

中国 岡山市 ハローズ江崎店 岡山市江崎字五割６９０－１ほか ハローズ ハローズ 2007年4月2日 2007年12月3日 4,103

中国 岡山市
スーパードラッグコスモス西大寺
店 岡山市久保１６３－１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2007年5月23日 2008年1月24日 1,499

中国 岡山市 ハローズ西大寺店（区画Ａ） 岡山市金岡西町１０５－１ほか ハローズ ハローズ 未定 2007年5月24日 2008年1月25日 3,725

中国 岡山市 ハローズ西大寺店（区画Ｂ） 岡山市金岡西町８６－１ほか ハローズ 未定 2007年5月24日 2008年1月25日 1,487



中国 岡山市
（仮称）ヤマダ電機テックランド岡
山東店 岡山市神下字財宮前１８１－１ほか ＡＢＥ ヤマダ電機 2007年6月22日 2008年2月23日 5,368

中国 岡山市 ケーズデンキ岡山大安寺店 岡山市大安寺南町2丁目391-5外 ビッグ・エス ビッグ・エス 2007年8月9日 2008年4月10日 6,700

中国 岡山市 ハピッシュ国府市場店 岡山市国府市場字北国長43外 ハピーマート ハピーマート 2007年10月2日 2008年6月2日 1,620

中国 岡山市
スーパードラッグコスモス備中高
松店 岡山市高松字五間屋218外 コスモス薬品 コスモス薬品 2007年11月12日 2008年7月13日 1,176

中国 岡山市
生活協同組合おかやまコープ
コープ東川原 岡山市東川原字広下188-1外

生活協同組合お
かやまコープ マキノ企画

おかやまコー
プ

ベストヘル
シー 岡山木村屋 2007年12月3日 2008年8月4日 1,438

中国 岡山市
（仮称）ヤマダ電機テックランド岡
山新福店 岡山市新福1丁目163外

オリックス・アル
ファ ヤマダ電機 2008年2月29日 2008年10月30日 6,360

中国 岡山市 ハローズ花尻店 岡山市白石西町9-107外 ハローズ ハローズ 大創産業 2008年3月28日 2008年11月28日 2,849

四国 徳島県
コーナン小松島ショッピングセン
ター

小松島市小松島町字若井崎３３番
ほか

しまむら
こんど履物店 コーナン商事 しまむら ○２ 2007年5月25日 2008年1月26日 8,392

四国 徳島県 マルナカ大寺店 板野郡板野町大寺字平田39 マルナカ マルナカ 2007年6月11日 2008年2月12日 2,371

四国 徳島県
コーナンホームストック徳島海南
店 海部郡海陽町大里松の本44番1 コーナン商事 コーナン商事 2007年8月23日 2008年4月24日 1,884

四国 徳島県 スーパードラッグコスモス藍住店
板野郡藍住町笠木字西野２９－１ほ
か コスモス薬品 コスモス薬品 2007年10月1日 2008年6月2日 1,323

四国 徳島県 （仮称）ノヴィル大松店 徳島市大松町榎原外63-3ほか ノヴィル ニトリ 2007年10月11日 2008年6月12日 5,193

四国 徳島県
スーパードラッグコスモス鳴門南
店

鳴門市大津町吉永字中越２０６番１
ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2007年11月22日 2008年7月23日 1,254

四国 香川県 アクサス丸亀 丸亀市柞原町字上所408番1ほか アクサス アクサス 2007年6月5日 2008年2月7日 1,918

四国 香川県 マルヨシセンター木太町店 高松市木太町6区2512番地1ほか マルヨシセンター
マルヨシセン
ター 2007年7月31日 2008年4月1日 1,957

四国 香川県 ザグザグ土庄店 小豆郡土庄町王子前甲36番1ほか ザグザグ ザグザグ 2007年8月28日 2008年4月1日 1,268

四国 香川県 マルナカ新宇多津店 綾歌郡宇多津町2419番1ほか マルナカ マルナカ 2007年9月11日 2008年5月12日 14,580

四国 香川県 丸亀モール
丸亀市飯野町西分字川緑甲584番1
ほか ハローズ ハローズ ニトリ ○６ 2007年10月24日 2008年6月25日 9,262

四国 香川県 イオン綾川ショッピングセンター
綾歌郡綾川町萱原字下所824番1ほ
か イオン イオン 未定 2007年10月29日 2008年6月30日 42,000

四国 香川県 ザグザグ高松鬼無店 高松市鬼無町佐藤54番地1ほか
エヌ･ワイエス
テート ザグザグ 2007年11月29日 2008年7月30日 1,500

四国 香川県 ゆめタウン丸亀 丸亀市新田町字橋本186番3ほか イズミ イズミ 未定 2008年1月11日 2008年9月12日 24,400

四国 香川県 ゆめタウン三豊
三豊市豊中町本山甲字六の坪22番
ほか イズミ ダイキ イズミ デオデオ 未定 2008年3月4日 2008年11月5日 24,153

四国 香川県 楠上ショッピングセンター 高松市楠上町二丁目476番3 穴吹興産 フジ 未定 2008年3月5日 2008年11月6日 1,948

四国 香川県
スーパードラッグコスモス
丸亀郡家店

丸亀市郡家町字大林上3427番4ほ
か コスモス薬品 コスモス薬品 2008年3月18日 2008年11月19日 1,469

四国 香川県 六条モール 高松市六条町42番1ほか ハローズ ハローズ ザグザグ 未定 2008年3月19日 2008年11月20日 4,994

四国 香川県
マックスバリュ観音寺ショッピング
センター

観音寺市昭和町1丁目甲1559番地
ほか

マックスバリュ西
日本

マックスバリュ
西日本 大創産業 ○ 2008年3月27日 2008年11月28日 5,318

四国 愛媛県 スーパードラッグコスモス東予店 西条市周布613番地1外 コスモス薬品 コスモス薬品 　 　 2007年4月9日 2007年12月10日 1,486

四国 愛媛県
（仮）西の土居ショッピングセン
ター

新居浜市西の土居一丁目153番地
他 ダイキ ダイキ

マックスバリュ
西日本 　○1 2007年4月19日 2007年11月20日 5,574



四国 愛媛県 （仮称）フレスポ西条店Ⅱ
西条市新田字市塚新田162番2　他
10筆 大和リース ○1 ベスト電器 　○2 2007年5月17日 2008年1月18日 3,925

四国 愛媛県 エミフルMASAKI-A
伊予郡松前町筒井茶屋分832-1
外 フジ ○ フジ 　 　 2007年7月2日 2008年3月3日 40,200

四国 愛媛県 エミフルMASAKI-B
伊予郡松前町東古泉東浦676-1
外 フジ ○ フジ 2007年7月2日 2008年3月3日 3,087

四国 愛媛県 エミフルMASAKI-C
伊予郡松前町東古泉文五郎分586
外 フジ ○ フジ 2007年7月2日 2008年3月3日 3,713

四国 愛媛県 マルナカ和泉店 松山市和泉北4丁目1015-1　外 マルナカ マルナカ 2007年7月26日 2008年3月27日 2,077

四国 愛媛県
スーパードラッグコスモス西大洲
店 大洲市西大洲字山部甲931 コスモス薬品 コスモス薬品 　 　 2007年7月27日 2008年3月28日 1,324 ×

四国 愛媛県 （仮称）コメリパワー西条店 西条市飯岡1386　他 コメリ コメリ 2007年7月30日 2008年7月1日 15,500

四国 愛媛県 スーパードラッグコスモス宇和店 西予市宇和町上松葉179番1　外 ダイワロイヤル コスモス薬品 2007年9月6日 2008年5月7日 1,361

四国 愛媛県
スーパードラッグコスモス三津浜
駅前店 松山市会津町2番1　外 豊洋汽船 コスモス薬品 2007年10月25日 2008年6月26日 1,494

四国 愛媛県
スーパードラッグコスモス喜光地
店 新居浜市喜光地町二丁目2027番1 安髙　嘉宏 コスモス薬品 2007年12月3日 2008年8月4日 1,245

四国 愛媛県 マルナカ福武店 西条市福武字沢ノ前甲971番-1　外 マルナカ マルナカ 2008年2月4日 2008年10月5日 3,064 ×

四国 愛媛県 ヤマダ電機テックランド大洲店 大洲市徳森字宮方319-1　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2008年2月19日 2008年10月20日 3,202 ×

四国 愛媛県
スーパードラッグコスモス篠場町
店 新居浜市篠場町488番2　外1筆 ダイワロイヤル コスモス薬品 2008年3月31日 2008年12月1日 1,181

四国 高知県 ベスト電器朝倉店 高知市朝倉丙323-1他16筆 サニー不動産 四国家電 未定 2007年6月15日 2008年2月16日 2,199

四国 高知県 （仮称）サンシャイン稲荷店
高知市稲荷町字南三ツ地90番1　ほ
か6筆

サンシャイン
チェーン本部

サンシャイン
旭 　 　 2007年9月28日 2008年5月29日 1,633

四国 高知県
（仮称）ヤマダ電機テックランド高
知２号店 高知市介良乙1136　ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 　 　 2007年9月28日 2008年5月29日 6,988

四国 高知県 マルナカ高須店 高知市高須３丁目1750番 マルナカ マルナカ 　 　 2008年3月14日 2008年11月8日 2,144

九州 福岡県 ドラッグストアモリ柳川店
福岡県柳川市大和町徳益字晴天２
２番１　外 ナチュラル ナチュラル 2007年4月6日 2007年12月7日 1,430

九州 福岡県 （仮称）フレスポ花見ヶ丘
福岡県福津市花見が丘二丁目２５５
番１　外 大和リース 三角商事 青山商事 有り 2007年4月27日 2007年12月28日 6,353

九州 福岡県 ベスト電器大佐野店

福岡県太宰府市　都市計画事業佐
野土地区画整理事業３８街区２０－
１　外 ベスト電器 ベスト電器 有り 2007年4月27日 2007年12月28日 4,500

九州 福岡県 スーパードラッグコスモス筑後店
福岡県筑後市大字前津字吉竹３４１
番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2007年5月9日 2008年1月10日 1,486

九州 福岡県
スーパーセンタートライアル甘木
店

福岡県朝倉市屋永字西原４３０９番
１　外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカン
パニー 2007年6月18日 2008年2月20日 4,461

九州 福岡県 八女稲富ショッピングセンター 福岡県八女市稲富１８３番地 フジホーム マルミヤストア サンドラッグ 2007年6月25日 2008年2月26日 2,461

九州 福岡県 スーパードラッグコスモス宮田店
福岡県宮若市大字龍徳字野入1037
番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2007年7月11日 2008年3月12日 1,489

九州 福岡県 マックスバリュ篠栗店
福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲字宮
ノ下７０２番１　外

マックスバリュ九
州

マックスバリュ
九州 2007年8月13日 2008年4月14日 1,847

九州 福岡県 スーパーオートバックス大野城店
福岡県大野城市御笠川五丁目２番
１　外

オートバックスセ
ブン パブリック 2007年8月22日 2008年4月23日 2,192

九州 福岡県
スーパーセンタートライアル遠賀
店

福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎字上
ノ越１６０６番２　外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカン
パニー 2007年8月29日 2008年4月23日 4,525

九州 福岡県 ドラッグストアモリ小郡七夕通り店
福岡県小郡市小板井字五反田１３０
－２　外 ナチュラル ナチュラル 2007年9月19日 2008年5月20日 1,719



九州 福岡県
スーパードラッグコスモス前原北
店

福岡県前原市前原北4丁目１６３６
番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2007年10月4日 2008年6月5日 1,324

九州 福岡県 スーパードラッグコスモス平島店
福岡県久留米市津福本町字平嶋１
００３番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2007年10月9日 2008年6月10日 1,331

九州 福岡県 ドラッグストアモリ福津店 福岡県福津市宮司2丁目６４１ ナチュラル ナチュラル 2007年10月11日 2008年6月12日 1,737

九州 福岡県 ベスト電器New八女店
福岡県八女市大字蒲原字大島７３７
番地の１　外 ベスト電器 ベスト電器 ○ 2007年11月8日 2008年7月9日 4,048

九州 福岡県
スーパードラッグコスモス伊岐須
店

福岡県飯塚市伊岐須字縄手崎１２８
番２　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2007年11月9日 2008年7月10日 1,160

九州 福岡県
ヤマダ電機テックランド筑紫野基
山店

福岡県筑紫野市大字原田８３６－７
外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年11月22日 2008年7月22日 4,292

九州 福岡県 （仮称）（株）もち吉貸店舗計画
福岡県直方市下境字宮床３０２０
外 もち吉 大創産業 2007年11月29日 2008年7月30日 1,452

九州 福岡県 ヤマダ電機テックランド直方店
福岡県直方市大字頓野字俵石３１５
９番地１　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年12月14日 2008年8月15日 2,476 ×

九州 福岡県 （仮称）イオンモール筑紫野
福岡県筑紫野市大字立明寺４３４－
１　外 イオンモール イオン九州 2008年1月7日 2008年9月8日 45,000

九州 福岡県 （仮称）ゴルフ５太宰府インター店
福岡県大野城市御笠川3丁目６－１
外 アルペン アルペン 2008年1月28日 2008年9月29日 1,533

九州 福岡県
スーパーセンタートライアル久留
米店

福岡県久留米市御井旗崎四丁目１
－６外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカン
パニー 2008年2月20日 2008年10月22日 2,755

九州 福岡県 ホームプラザナフコ前原西店 福岡県前原市大字神在７７番地１ ナフコ ナフコ 2008年2月29日 2008年10月30日 5,428

九州 福岡県
（仮称）アイレックスガーデン２期
計画　Ａ区画

福岡県古賀市花見東１丁目１８６２
番１　外 ダイワロイヤル チヨダ 2008年3月4日 2008年11月5日 1,670

九州 福岡県
（仮称）アイレックスガーデン２期
計画　Ｂ区画

福岡県古賀市花見東１丁目１８６２
番６　外 ダイワロイヤル

マックスバリュ
九州 2008年3月4日 2008年11月5日 2,143

九州 福岡県
（仮称）レッドキャベツ久留米梅満
店

福岡県久留米市梅満町１１７０番１
１　外 レッド・キャベツ

レッド・キャベ
ツ 2008年3月10日 2008年11月10日 1,400

九州 福岡県 サンキ飯塚店
福岡県飯塚市椿字コモヲ１０５番
外３筆 椿開発 三喜 2008年3月14日 2008年11月15日 2,328

九州 福岡県
（仮称）ヤマダ電機テックランド志
免店

福岡県糟屋郡志免町南里５丁目７７
－１ 日本エスコン ヤマダ電機 2008年3月28日 2008年11月29日 6,744

九州 福岡県 （仮称）ヒマラヤ飯塚店 福岡県飯塚市弁分字門ノ町２番１
オリックス・アル
ファ ヒマラヤ 2008年3月25日 2008年11月26日 2,926

九州 佐賀県 ドラッグストアモリ中原店
佐賀県三養基郡みやき町大字蓑原
８５９番１　外 ナチュラル ナチュラル 2007年5月31日 2008年2月1日 1,467

九州 佐賀県
コメリＨ＆Ｇ佐賀神埼店・ファミ
リーマート神埼本告牟田店

佐賀県神埼市神埼町本告牟田７３７
番地５　外 コメリ 1 コメリ

ファミリーマー
ト 2007年7月3日 2008年3月4日 1,138

九州 佐賀県
スーパーセンタートライアル　み
やき店

佐賀県三養基郡みやき町大字白壁
字市原５９０２番　外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカン
パニー 2007年7月27日 2008年3月28日 5,344

九州 佐賀県 （仮称）ドラッグストアモリ上峰店
佐賀県三養基郡上峰町大字坊所字
二本谷２４９５番１　他１８筆 ナチュラル ナチュラル 2007年9月19日 2008年5月20日 1,428

九州 佐賀県 スーパードラッグコスモス多久店
佐賀県多久市北多久町多久原７８７
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2007年10月15日 2008年6月16日 1,305

九州 佐賀県 ドラッグストアモリ山本店
佐賀県唐津市山本字杢郎治１５０５
番１ 大江戸商事 ナチュラル 2008年1月11日 2008年9月12日 1,420

九州 佐賀県 ドラッグストアモリ基山店
佐賀県三養基郡基山町大字長野字
年ノ森１０２３番地の２　外 ナチュラル ナチュラル 2008年2月15日 2008年10月16日 1,477

九州 長崎県 フレスポ福田Ｗｅｓｔ
長崎県長崎市小浦町８５９－１８外
２６筆 大和リース ナフコ

西松屋チェー
ン ナフコ 未定 2007年4月20日 2007年12月21日 7,170

九州 長崎県
バリューはまきや、ミドリ薬品東長
崎店

長崎県長崎市戸石町１３１７－１
外６筆 浜喜屋 浜喜屋 ミドリ薬品 2007年5月25日 2008年1月26日 1,510 ×

九州 長崎県
スーパーセンタートライアル大村
店 長崎県大村市松並二丁目９２番１外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカン
パニー 2007年5月28日 2008年1月30日 4,811



九州 長崎県 佐世保ショッピングアベニュー 長崎県佐世保市松原町２０番１号外 日鉄鉱業 ナチュラル
佐世保電子
サービス 2007年6月5日 2008年2月6日 1,093

九州 長崎県 ドッとあ～るzone佐世保
長崎県佐世保市大和町９７８番地６
外

三菱ＵＦＪ信託銀
行 ヒマラヤ 大創産業 未定 2007年8月17日 2008年4月18日 3,620

九州 長崎県 スーパードラッグコスモス佐々店
長崎県北松浦郡佐々町須崎免字大
石林４９１番４　外３筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2007年8月21日 2008年4月22日 1,543 ×

九州 長崎県 クロスガーデン広田
長崎県佐世保市広田四丁目２３２番
２

オリックス・アル
ファ 中村ストアー 5 2007年9月28日 2008年5月29日 7,296

九州 長崎県 まるたか生鮮市場池田店（仮称）
長崎県大村市池田２丁目３２２番地
１外１０筆 丸髙商事 丸髙商事

ファルマ・スク
エア 2007年10月16日 2008年6月17日 1,772

九州 長崎県 ホームプラザナフコ琴海店新館
長崎県長崎市西海町字谷口３０９５
番１外９筆 ナフコ ナフコ 2007年10月30日 2008年7月1日 1,558

九州 長崎県
スーパードラッグコスモス諫早長
野町店 長崎県諫早市長野町１４９５番１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2007年10月30日 2008年7月1日 1,496

九州 長崎県 ホームワイド時津店
長崎県西彼杵郡時津町浜田郷字天
神木８２３番 イオン九州 イオン九州 2007年12月14日 2008年8月15日 2,738

九州 長崎県 ドラッグストアモリ愛野店
長崎県雲仙市愛野町乙字小無田下
４５８外１１筆 ナチュラル ナチュラル ○ 2008年1月22日 2008年9月23日 2,381

九州 長崎県 ドラッグストアモリ白岳店
長崎県佐世保市白岳町１４３番地１
外２筆 ナチュラル ナチュラル 2008年2月13日 2008年10月14日 1,407

九州 長崎県 （仮称）ドン・キホーテ佐世保店
長崎県佐世保市大塔町６１６番２８
号外 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2008年3月5日 2008年11月6日 2,320

九州 長崎県 西海ＳＣ（仮称）
長崎県西海市西彼町小迎郷字上珍
古原１０４６番１外４３筆 ナフコ 2 ナフコ 中村ストアー 1 2008年3月6日 2008年11月7日 4,806

九州 長崎県 時津複合店舗 長崎県時津町元村郷８３２番地 オリックス
ファーストリテ
イリング 4 2008年3月28日 2008年11月29日 1,987

九州 熊本県
DIYホームセンターハンズマン菊
陽店本棟

菊池郡菊陽町大字津久礼字久保
2764番2ほか ハンズマン ハンズマン 2007年4月18日 2007年12月19日 9,648

九州 熊本県
DIYホームセンターハンズマン菊
陽店別棟

菊池郡菊陽町大字津久礼字久保
2767番１ほか ハンズマン ハンズマン 2007年4月18日 2007年12月19日 2,452

九州 熊本県
イオンモール宇城バリューサウス
ランド 宇城市小川町河江字十六31-1 イオンモール ダイソー 2007年4月19日 2007年12月20日 1,493

九州 熊本県 (仮称)ドラッグストアモリ本渡店 天草市大浜町３７６番１ほか ナチュラル ﾅﾁｭﾗﾙ 2007年6月1日 2008年2月2日 1,376

九州 熊本県 ドラッグストアモリ荒尾店 荒尾市緑ヶ丘1-4160-2 坂口建設工業 ナチュラル 2007年6月14日 2008年2月15日 1,407

九州 熊本県 やつしろショッピングセンター 八代市本町三丁目１番２号
JPC九州八代開
発合同会社 マックスバリュ 2007年7月31日 2007年8月30日 1,690

九州 熊本県
スーパードラッグコスモス玉名大
倉店 玉名市寺田字大堂７番 コスモス薬品 コスモス薬品 2007年8月23日 2008年4月24日 1,274

九州 熊本県 ロッキー芦北店
葦北郡芦北町大字芦北字西割南２
２７６番地ほか ロッキー ロッキー 2007年9月10日 2008年5月11日 2,760

九州 熊本県 スーパードラッグコスモス松江店 八代市松江町字菰池５７２番地ほか 昭和リース コスモス薬品 2007年10月17日 2008年6月17日 1,151

九州 熊本県
ダイソー熊本大津店・スーパー
カーポイント熊本

菊池郡大津町大津字鍛冶ノ上1294
番1ほか

ダイワロイヤル株
式会社 渡邉　建訓 大創産業

ｶｰﾎﾟｲﾝﾄﾎｰﾙ
ﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 2007年11月16日 2008年7月17日 1,550

九州 熊本県 (仮称)ドラッグストアモリ御船店
上益城郡御船町大字辺田見218番
地1ほか ナチュラル ﾅﾁｭﾗﾙ 2007年11月21日 2008年7月22日 1,342

九州 熊本県 フレスポ菊池 菊池市西寺1651-1ほか 大和リース 大創産業 チヨダ 2008年1月30日 2008年10月1日 1,766

九州 熊本県
スーパーセンタートライアル八代
店（仮称） 八代市新開町三号3-25ほか

トライアルカンパ
ニー

トライアルカン
パニー 2008年1月31日 2008年10月1日 5,811 ×

九州 熊本県 ケーズデンキ山鹿店 山鹿市山鹿字黒田713ほか
九州ケーズデン
キ

九州ケーズデ
ンキ 2008年2月5日 2008年10月6日 3,635

九州 熊本県
ホームワイド御船店・ダイソー御
船店

上益城郡御船町辺田見字中道２０１
番１ほか イオン九州 ノブタカ イオン九州 大創産業 2008年3月4日 2008年11月5日 4,609



九州 熊本県 マルショク御船店
上益城郡御船町辺田見中道３５９番
ほか マルショク マルショク 2008年3月4日 2008年11月5日 1,342

九州 熊本県 スーパードラッグコスモス御船店
上益城郡御船町大字辺田見字中道
１４８番１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2008年3月18日 2008年11月19日 1,457

九州 熊本県
スーパードラッグコスモス人吉瓦
屋町店

人吉市瓦屋町字内白田２４０４番地
ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2008年3月19日 2008年11月19日 1,330

九州 熊本県
スーパーセンタートライアル八代
店 八代市新開町３号３番２５ほか

トライアルカンパ
ニー

トライアルカン
パニー 2008年3月25日 2008年11月26日 5,815

九州 熊本県 ＨＩＴＯＹＯＳＨＩ　ＲＥＸ 人吉市宝来町字下町１２９３番ほか 林商店 マルショク 大創産業 ○ 2008年3月28日 2008年11月29日 4,774

九州 大分県
スーパードラッグコスモス
脇津留店

　
－１－１、Ａ－１－２、Ａ－２－１、Ａ
－２－３、Ａ－２－４、Ａ－２－５ コスモス薬品 コスモス薬品 2007年4月20日 2007年12月22日 1,476

九州 大分県 フレンドピア敷戸 大分市敷戸台１丁目１番１１号 ゼロワン オーケー まるひで 3 2007年5月24日 2008年1月25日 1,520

九州 大分県 フレンドピア花高松 大分市花高松１丁目２番８ ゼロワン オーケー まるひで 2 2007年5月24日 2008年1月25日 1,538

九州 大分県 ドッとあ～るｚｏｎｅ大分 大分市大字宮崎６９６番１ほか
コマーシャル・
アールイー ベスト電器 未定 2007年9月19日 2008年5月20日 4,374

九州 大分県 わさだファッションモール
理事業７街区３、４、５、６、７、８－
１、８－２、９－１、９－２、１０、１１ しまむら しまむら アベイル 2007年10月4日 2008年6月5日 3,247

九州 大分県 ドラッグストアモリ宇佐店 宇佐市大字四日市３９番ほか ナチュラル ナチュラル 2007年10月31日 2008年7月1日 1,457

九州 大分県 ドラッグストアモリ別府店 別府市上野口町３０１１－６ほか ナチュラル ナチュラル 2007年11月1日 2008年7月2日 1,338

九州 大分県 ホームワイド佐伯西店
佐伯市脇津留土地区画整理内　C
－２、C－７、C－９の一部 イオン九州 イオン九州 2007年12月20日 2008年8月21日 6,553

九州 大分県
スーパーセンタートライアル別府
店

別府市大字鶴見字ツツラ１８９５番
地１

トライアルカンパ
ニー

トライアルカン
パニー 2007年12月21日 2008年8月22日 3,690

九州 大分県
スーパードラッグコスモス中津中
央店 中津市中殿町３丁目１番１号の一部 コスモス薬品 コスモス薬品 2008年3月19日 2008年11月20日 1,323

九州 宮崎県
（仮称）ドラッグストアモリ西都店
（仮称）マックスバリュ西都店

西都市大字右松字三反田２１３４番
１　外 ナチュラル

マックスバ
リュ九州 ナチュラル

マックスバリュ
九州 2007年4月20日 2007年12月21日 3,635

九州 宮崎県 スーパードラッグコスモス高鍋店
児湯郡高鍋町大字上江字下小路後
８６８番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2007年5月8日 2008年1月9日 1,233

九州 宮崎県 ジョイスクエア南宮崎 宮崎市大淀三丁目２２０番地
ジョイント・コーポ
レーション まつの ○ 2007年7月17日 2008年3月8日 9,200 ×

九州 宮崎県
スーパードラッグコスモス都城栄
町店 都城市栄町１６２２番１ コスモス薬品 コスモス薬品 2007年10月22日 2008年6月23日 1,325

九州 宮崎県
スーパードラッグコスモス小林堤
店

小林市大字堤字金鳥居２９９４番１
２　外５筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2007年10月22日 2008年6月23日 1,486

九州 宮崎県
ヤマダ電機テックランド宮崎花ヶ
島店

宮崎市花ヶ島町瀬々町２６００　外３
８筆

オリックス・アル
ファ ヤマダ電機 2007年12月19日 2008年8月20日 6,621

九州 宮崎県
スーパードラッグコスモス西都調
殿店

西都市大字調殿字堀の内１０５０番
地１　外４筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2007年12月20日 2008年8月21日 1,261

九州 宮崎県 （仮称）イオンモール都城 都城市栄町４６７２番地　外３４筆 イオンモール ダイエー ○ 2007年12月21日 2008年9月1日 24,000

九州 宮崎県 （仮称）ニトリ都城店
都城市上川東４丁目５９４９ー１　外
９筆 ニトリ ニトリ 2008年3月31日 2008年11月1日 5,171

九州 鹿児島県 ドルフィンポート 鹿児島市本港新町５番４号　外
鹿児島ウォーター
フロント 山形屋

南九州ファミ
リーマート 2007年4月13日 2007年12月14日 2,598

九州 鹿児島県 コマーシャルモール東開町 鹿児島市東開町字東開４番12
コマーシャル・
アールイー

九州ケーズデ
ンキ 2007年4月24日 2007年12月25日 4,750

九州 鹿児島県 スーパードラッグコスモス中山店 鹿児島市東谷山７丁目2819番２　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2007年4月25日 2007年12月26日 1,686

九州 鹿児島県 ホームプラザナフコ東鹿屋店

鹿屋市笠之原町1439番１　外，肝属
郡肝付町大字富山字笠原840番
外 ナフコ ナフコ 2007年4月26日 2007年12月27日 8,213



九州 鹿児島県 ホームプラザナフコ頴娃店
揖宿郡頴娃町御領字西塩濱6738番
１ ナフコ ナフコ 2007年4月27日 2007年12月28日 2,028

九州 鹿児島県 ドラッグストアモリ加治木店 姶良郡加治木町反土1460番１　外 ナチュラル ナチュラル 2007年5月25日 2008年1月26日 1,307

九州 鹿児島県
スーパードラッグコスモス指宿湯
の浜店

指宿市十二町字向吉原3632番５
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2007年6月6日 2008年2月7日 1,207

九州 鹿児島県 ケーズデンキ薩摩川内店 薩摩川内市勝目町字正平4086番１
九州ケーズデン
キ

九州ケーズデ
ンキ 2007年7月9日 2008年3月10日 5,119

九州 鹿児島県 グリーンストア入舟店 奄美市名瀬入舟町18番地１ グリーンストア 1 グリーンストア 2007年7月24日 2008年3月25日 1,154

九州 鹿児島県 タイヨー西原店 鹿屋市郷之原町12604番１　外 タイヨー タイヨー 2007年10月10日 2008年6月11日 3,961

九州 鹿児島県 ベスト電器指宿店 指宿市東方字萩原8349番１　外 カコイエレクトロ
カコイエレクト
ロ 2007年10月22日 2008年6月23日 1,463

九州 鹿児島県
（仮称）フレスポ国分ジャングル
パーク 霧島市国分広瀬二丁目583番５　外 大和リース チヨダ 2 2007年11月22日 2008年7月25日 8,536

九州 鹿児島県 ケーズデンキ霧島店
霧島市隼人町真孝字鶴牟田489番
１

九州ケーズデン
キ

九州ケーズデ
ンキ 2007年12月26日 2008年8月27日 4,150

九州 鹿児島県 （仮称）ドラッグストアモリ垂水店 垂水市潮彩町二丁目１番１外 ナチュラル ナチュラル 2008年1月11日 2008年9月12日 1,272

九州 鹿児島県 ケーズデンキ出水店 出水市黄金町530番地外
九州ケーズデン
キ

九州ケーズデ
ンキ 2008年2月12日 2008年10月12日 3,959

九州 鹿児島県 ドラッグストアモリ中種子店
熊毛郡中種子町野間字三俣16495
番11 ナチュラル ナチュラル 2008年2月19日 2008年10月20日 1,430

九州 福岡市 クイズモール博多
福岡市博多区東那珂１－３９５－１
ほか 大和ハウス工業 西鉄ストア ○ 2007年5月16日 2008年1月17日 9,066

九州 福岡市 マルショク今宿店
福岡市西区今宿町大字上開６９５－
５ サンリブ サンリブ ○ 2007年8月28日 2008年4月29日 1,391

九州 福岡市 ＡＳ－ＭＡＬＬ諸岡（Ａ棟） 福岡市博多区諸岡３－２１ほか ＡＳ－ＳＺＫｉ 未定 2008年1月25日 2008年9月26日 4,096 ×

九州 福岡市 ＡＳ－ＭＡＬＬ諸岡（Ｂ棟） 福岡市博多区諸岡３－５４２ ＡＳ－ＳＺＫｉ 未定 2008年1月25日 2008年9月26日 2,124 ×

九州 福岡市 （仮称）ガーデンモール香椎 福岡市東区香椎団地１－２ ミキシング アルペン トーホー 2008年3月14日 2008年11月15日 6,605 ×

九州 福岡市 マキシムシティ
福岡市東区箱崎７－４１２７－６４ほ
か マキシムジャパン

マキシムジャ
パン 2008年3月17日 2008年11月18日 1,956

九州 北九州市
スーパードラッグコスモス陣原駅
店

北九州市八幡西区陣原三丁目２４
番地１０４ コスモス薬品 コスモス薬品 2007年4月16日 2007年12月17日 1,500

九州 北九州市 ハローデイ門司港店
北九州市門司区錦町３５番地１　ほ
か ハローデイ ハローデイ 2007年6月29日 2008年2月29日 1,369

九州 北九州市 ホームプラザナフコ小倉北店
北九州市小倉北区末広二丁目４番
地２０ ナフコ ナフコ 2007年10月30日 2008年7月1日 11,687

九州 北九州市 （仮称）サンリブ朝日ヶ丘
北九州市小倉北区朝日ケ丘１番地
３ 第一交通産業 サンリブ タカミヤ 2007年12月12日 2008年8月31日 6,000

九州 北九州市 アクロスプラザ枝光
北九州市八幡東区枝光二丁目１７４
８番地１

大和情報サービ
ス コスモス薬品 しまむら 2007年12月18日 2008年8月19日 2,668

九州 熊本市
ＨＩヒロセスーパーコンボ田崎市場
通り店 熊本市西区上代1丁目557番ほか ＨＩヒロセ ＨＩヒロセ 2007年4月6日 2007年12月7日 7,550

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
35 ダイレックス ダイレックス 2007年5月10日 2008年1月11日 1,338

九州 熊本市 ＡＣＴＹ熊本 熊本市中央区南熊本1丁目9番１ 戸田建設 西友 ○ 2007年7月25日 2008年9月1日 3,914

九州 熊本市 aune KUMAMOTO 熊本市中央区上通町１番４８
ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ
ﾝ

ユナイテッドア
ローズ

マークスアンド
ウェブ ○ 2007年10月9日 2008年6月9日 1,587

九州 熊本市
エディオンサンリブシティくまなん
店

熊本市中央区平成3丁目216番地ほ
か エディオン エディオン 2007年11月9日 2008年7月10日 5,189



九州 熊本市
(仮称)ヤマダ電機テックランドﾞ熊
本春日店 熊本市西区春日7丁目360-1ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2008年1月18日 2008年9月19日 8,471

沖縄 沖縄県 （仮称）イオンタウン東風平
八重瀬町東風平屋宜原区画整理地
内４街区１ 比嘉義信 比嘉義和 琉球ジャスコ 2007年4月26日 2007年12月27日 1,700

沖縄 沖縄県
（仮称）イオン読谷ショッピングセ
ンター 読谷村字古堅740番地 琉球ジャスコ 琉球ジャスコ 2007年5月31日 2008年2月1日 8,800

沖縄 沖縄県 （仮称）ニトリ南風原店 南風原町字兼城573番地 ニトリ ニトリ 2007年6月8日 2008年2月9日 4,959

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 金秀建設 金秀商事 2007年7月11日 2008年3月12日 10,341

沖縄 沖縄県 （仮称）ニトリうるま店 うるま市字前原徳森原354-1 ニトリ ニトリ 2007年9月28日 2008年5月29日 8,805

沖縄 沖縄県 （仮称）サンエーきょうづかシティ
浦添市字経塚上平良大名原650番
地 サンエー サンエー 2007年10月5日 2008年10月1日 18,621

沖縄 沖縄県
（仮称）ヤマダ電機テックランド浦
添店 浦添市字港川港川原449番地 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2007年11月12日 2008年7月13日 6,065

沖縄 沖縄県 マックスバリュ平真 石垣市字登野城632番地 琉球ジャスコ 琉球ジャスコ 2007年12月21日 2008年8月22日 1,734

沖縄 沖縄県 メイクマン石垣店 石垣市字真栄里262番地の1
ケイアンドティト
レーディング

ケイアンドティ
トレーディング 2008年3月28日 2008年11月29日 3,924
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