
平成２０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 （仮称）稚内朝日商業施設 稚内市朝日５丁目1478-19ほか 山英小新商店

サッポロド
ラッグスト
アー 山英小新商店

サッポロドラッグ
ストアー 2008年4月28日 2008年12月29日 1,512

北海道 北海道 日新町ショッピングセンター
苫小牧市日新町２丁目348 番13 ほ
か コールヒューマン ツルハ 大創産業 2008年6月3日 2009年2月4日 1,802 ×

北海道 北海道 江別市上江別高台商業施設Ｃ 江別市上江別442－１ほか 三菱ＵＦＪリース
マックスバリュ北
海道 ツルハ 2008年6月5日 2009年2月6日 5,793

北海道 北海道 江別市上江別高台商業施設Ａ 江別市上江別430-３ ほか 三菱ＵＦＪリース デンコードー ムラタ エコプラス 2008年6月5日 2009年2月6日 7,454

北海道 北海道
釧路市星が浦大通３丁目ショッピ
ングタウン

釧路市星が浦大通３丁目５－２ ほ
か 笛園 コープさっぽろ しまむら 2008年6月11日 2009年2月12日 4,442

北海道 北海道 ホーマックニコット鹿部店 鹿部町字宮浜253－ １ ほか ホーマックニコット ホーマックニコット 2008年8月26日 2009年4月27日 1,193

北海道 北海道 イエローグローブ芦別店 芦別市本町43番１ テーオー小笠原 テーオー小笠原 2008年8月28日 2009年4月29日 2,266

北海道 北海道 赤平市大町ショッピングタウン 赤平市大町３丁目１－１　ほか
シーズ協同不動
産 コープさっぽろ 2008年9月5日 2009年5月6日 4,284

北海道 北海道
苫小牧花園ショッピングセンター
マックスバリュ棟 苫小牧市花園町１丁目６番１号

マックスバリュ北
海道

マックスバリュ北
海道 2008年9月5日 2009年5月6日 2,149

北海道 北海道 コープさっぽろ中央店 釧路市春採７丁目２３４－７　ほか 太平洋興発 コープさっぽろ 2008年9月25日 2009年5月26日 2,687

北海道 北海道 イエローグローブ遠軽店 遠軽町字豊里240番地５　ほか テーオー小笠原 テーオー小笠原 2008年10月10日 2009年6月11日 2,367

北海道 北海道
ヤマダ電機テックランド苫小牧２
号店 苫小牧市柳町４丁目３番12号　ほか  ヤマダ電機 2008年10月20日 2009年6月21日 3,458

北海道 北海道
ファッションセンターしまむら士別
店 士別市大通西19丁目463-4ほか しまむら しまむら 2008年10月23日 2009年6月24日 1,118

北海道 北海道 サンキ白老店 白老町日の出町１丁目49-2ほか 三喜不動産 北海道三喜 2008年10月31日 2009年7月1日 1,224

北海道 北海道 ホーマックスーパーデポ糸井店 苫小牧市字糸井713番地ほか ホーマック ホーマック 2008年12月12日 2009年8月13日 8,638

北海道 北海道 フクハラ別海店 別海町別海旭町148番26ほか 福原 福原 2008年12月19日 2009年8月20日 1,198

北海道 北海道 フレスポ北斗 北斗市七重浜７丁目191-2ほか 大和リース ドラゴンキューブ 2 2009年1月16日 2009年9月17日 2,057

北海道 北海道 日新町複合商業施設 苫小牧市日新町２丁目348番164 いすゞエステート ツルハ 大創産業 2009年1月19日 2009年9月20日 1,605

北海道 北海道 ケーズデンキ釧路店 釧路市鳥取大通３丁目５番 デンコードー デンコードー 2009年1月23日 2009年9月24日 6,125

北海道 北海道
ファッションセンターしまむら柏陽
店 北見市柏陽町28－７ しまむら しまむら 2009年2月13日 2009年10月14日 1,118

北海道 北海道
ファッションセンターしまむら長橋
店 小樽市長橋３丁目７１－１　ほか しまむら しまむら 2009年2月19日 2009年10月20日 1,119

北海道 北海道 （仮称）コープさっぽろ　別海店 別海町別海宮舞町26番１　ほか
シーズ協同不動
産 コープさっぽろ 2009年2月27日 2009年10月30日 2,513

北海道 北海道
ファッションセンターしまむら柏林
台店・ローソン柏林台店 帯広市西17条北１丁目22－29ほか 進総業 しまむら 1 2009年3月24日 2009年11月25日 1,275

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 小樽住吉複合店舗 小樽市住吉町３４０－１の内　ほか 西條産業 ゲオ ユニクロ 2009年3月27日 2009年11月28日 1,665

北海道 北海道 フクハラ西１２条店 帯広市西１２条南３丁目２－１ほか 福原 福原 3 2009年3月31日 2009年12月1日 2,330

北海道 札幌市 maruyama class
札幌市中央区南１条西２７丁目１８
３番１

三菱ＵＦＪ信託銀
行

マックスバリュ北
海道 56 2008年4月11日 2009年3月1日 8,501

北海道 札幌市 手稲山口複合商業施設 札幌市手稲区手稲山口491-1外 しまむら
テーシー・コ
ア しまむら アベイル

ツルハホー
ルディング

ス、大創産業
ほか 2008年4月11日 2008年12月12日 3,892

北海道 札幌市
（仮称）サッポロドラッグストアー
屯田店 札幌市北区屯田９条３丁目１番

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4月18日 2008年12月19日 2,500

北海道 札幌市
（仮称）ケーズデンキ札幌東苗穂
本店

札幌市東区東苗穂１条３丁目４７２
－５ほか デンコードー デンコードー 2008年5月7日 2009年1月8日 6,228 ×

北海道 札幌市 ケーズデンキ東苗穂店
札幌市東区東苗穂１条３丁目４７２
－５ほか デンコードー デンコードー 2008年6月10日 2009年1月20日 6,228

北海道 札幌市 ヤマダ電機テックランド札幌本店
札幌市中央区北１条西８丁目１番２
外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2008年9月22日 2009年5月23日 8,396

北海道 札幌市 西宮の沢ファッションモール
札幌市手稲区西宮の沢1条1丁目41
－2ほか しまむら しまむら アベイル 2008年12月18日 2009年8月19日 3,214

北海道 札幌市 ヤマダ電機テックランド札幌南店 札幌市南区川沿5条2丁目２７番４外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2008年12月22日 2009年8月23日 4,150

北海道 札幌市 （仮称）ニトリ美園店
札幌市豊平区美園３条３丁目２５番
１ほか ニトリ 2009年2月3日 2009年10月1日 6,743

北海道 札幌市
ホクレンショップフードファーム里
塚緑ヶ丘店

札幌市清田区里塚緑ヶ丘5丁目１２
４－２８ほか ホクレン商事 ホクレン商事 1 2009年3月23日 2009年10月29日 2,070

東北 青森県 マエダストアむつ中央店 むつ市十二林６番、３番 前田商事 マエダ 2008年5月29日 2009年1月30日 1,990

東北 青森県 マエダストア鯵ヶ沢店
西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字西
禿６－３外 前田商事 マエダ 2008年5月29日 2009年3月1日 1,852

東北 青森県 マエダストア野辺地店 上北郡野辺地町字種川15-1 マエダストア マエダ 2008年6月6日 2009年2月7日 1,660

東北 青森県 ユニバースむつ旭町店 むつ市旭町１７７－２外 ユニバース ユニバース 2008年10月31日 2009年7月1日 2,044

東北 岩手県
スーパースポーツゼビオ盛岡南
店

盛岡南新都市土地区画整理事業地
内59街区 ゼビオ ゼビオ 2008年4月1日 2008年12月2日 4,350

東北 岩手県 フレスポ一関 一関市中里字在家11番地1ほか 大和リース ダルマ薬局 西松屋チェーン 大創産業 2008年4月7日 2008年11月10日 2,287

東北 岩手県
ヤマダ電機テックランド盛岡２号
店

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 2008年8月7日 2009年4月8日 8,357

東北 岩手県 サンデー種市店
九戸郡洋野町種市第23地割字小橋
90番1 サンデー サンデー 2 2008年8月22日 2009年4月23日 1,852

東北 岩手県 アクロスプラザ紫波
紫波郡紫波町日詰字丸盛177番1ほ
か

大和情報サービ
ス ユニバース サンドラッグ フジワラ 2008年8月29日 2009年4月30日 3,428

東北 岩手県 牧野林ショッピングセンター
岩手郡滝沢村滝沢字牧野林294番7
ほか ホーマック

いわて生活
協同組合 ホーマック

いわて生活協同
組合 2 2008年9月24日 2009年7月16日 8,084

東北 岩手県 カワチ薬品北上店 北上市北鬼柳32地割6番1ほか カワチ薬品 カワチ薬品 2008年9月26日 2009年5月27日 2,331

東北 岩手県 クロステラス盛岡 盛岡市大通三丁目４番１号 三田農林 賢治の土 15 2008年10月31日 2009年7月1日 5,030

東北 岩手県 ユニバース鉈屋町店 盛岡市鉈屋町11番８号 ユニバース ユニバース サンドラッグ 2009年1月20日 2009年9月21日 3,206

東北 岩手県 アスライフ 盛岡市青山二丁目8番1ほか オリックス ユニバース サンドラッグ 2009年3月24日 2009年11月25日 3,116

東北 宮城県 （仮称）ＳＢＩ仙台泉インターシティ
黒川郡富谷町上桜木２－６
仙台市泉区大沢２－１２－４，５，６

ＳＢＩホールディン
グス

ＳＢＩホールディン
グス 2008年6月26日 2009年2月27日 8,650

東北 宮城県 ビッグ・ベリー 黒川郡富谷町大清水二丁目１３番１ オリックス・アルファ ベルプラス
ケイ・コーポレー
ション ○ 2008年6月27日 2009年2月28日 5,662



東北 宮城県 フレスコキクチ角田店
角田市角田字大町３５－７　外２９
筆 キクチ キクチ 2008年11月10日 2009年7月11日 1,707

東北 宮城県
（仮称）スーパースポーツゼビオ
名取店 名取市増田字関下２１３－１　外 ゼビオ ゼビオ 2009年3月30日 2009年12月1日 2,963

東北 秋田県 ケーｽﾞデンキ横手パワフル館
横手市婦気大堤字婦気前８９番地１
外 デンコードー デンコードー 2008年6月9日 2009年2月10日 4,201

東北 秋田県 ユニクロ秋田茨島店 秋田市茨島一丁目４－１、４－３ 東宝不動産 ユニクロ 2008年7月7日 2009年3月8日 1,477

東北 秋田県 フレスポ大仙 大仙市東川字堤下８５番１外 大和リース 青山商事 大和リース 2008年7月18日 2009年3月19日 3,133

東北 秋田県 （仮称）いとく広面店
秋田市広面字家ノ下37-1、70-1、
71-1 伊徳 　 伊徳 2008年9月5日 2009年5月6日 2,159

東北 秋田県
ヤマダ電機テックランド秋田御所
野店 秋田市御所野堤台一丁目３番２ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2008年9月29日 2009年5月30日 4,988

東北 秋田県
コメリＨ＆G・ファミリーマート河辺
和田店 秋田市河辺和田字坂本南284-2外 コメリ

ファミリー
マート コメリ 速水進 2008年10月23日 2009年3月20日 1,132

東北 秋田県 バザール新屋店 秋田市新屋豊町441番外 藤田商店 バザール 2008年10月31日 2009年7月1日 1,478 ×

東北 秋田県
ファッションセンターしまむら桜ガ
丘店 秋田市桜ガ丘一丁目５番 しまむら しまむら 2008年11月4日 2009年7月5日 1,115

東北 秋田県 ホーマックスーパーデポ横手店 横手市八幡字八幡172-1他 ホーマック ホーマック 2008年12月24日 2009年10月1日 6,870

東北 山形県 新庄新町ショッピングセンター 新庄市新町５８１番地1号外 トステムビバ 1 中央市場 ツルハ 2008年5月23日 2009年1月24日 2,039

東北 山形県 主婦の店新駅前店 鶴岡市錦町１４番３号 主婦の店鶴岡店 主婦の店鶴岡店 2008年6月25日 2009年2月26日 1,513

東北 山形県 カワチ薬品寒河江店
寒河江市大字寒河江字内の袋10番
１外７筆 カワチ薬品 カワチ薬品 2008年9月1日 2009年5月2日 1,969

東北 山形県
（仮称）ホーマックスーパーデポ
天童店

天童市大字老野森字糠塚404番、
411番地内 ホーマック ホーマック 2008年11月13日 2009年7月14日 8,251

東北 山形県 （仮称）神町ショッピングセンター
東根市神町北部土地区画整理事業
地内 ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 ○ 2008年12月15日 2009年8月16日 4,873

東北 山形県 （仮称）ヨークベニマル深町店 山形市深町一丁目25番3他 ヨークベニマル ヨークベニマル 2009年1月20日 2009年9月21日 1,987

東北 山形県
カワチ薬品長井店ファッションセ
ンターしまむら長井店 長井市小出字舘西3846番１外 カワチ薬品 鈴木庄一 カワチ薬品 しまむら 2009年2月6日 2009年10月7日 3,121

東北 山形県 カワチ薬品鶴岡店 鶴岡市伊勢原町4丁目44番 カワチ薬品 カワチ薬品 2009年3月23日 2009年11月24日 2,001

東北 福島県 ニトリ郡山店 郡山市字城清水３２ 郡山開発 ニトリ 2008年4月17日 2008年12月18日 5,252

東北 福島県 コジマNEW方木田店 福島市方木田字南島９－３ほか かわよし商事 コジマ 2008年6月25日 2009年2月26日 3,290

東北 福島県 ヤマダ電機テックランド原町店
南相馬市原町区北原字前谷地２５２
ほか 昭和運輸 ヤマダ電機 2008年7月25日 2009年3月26日 2,217 ×

東北 福島県 リオン・ドール保原店
伊達市保原町上保原字金山３－１
ほか

リオン・ドーズビ
ズ

リオン･ドールコー
ポレーション 2 2008年7月25日 2009年3月26日 3,405

東北 福島県
ユニクロ会津若松アピオ店・西松
屋会津若松アピオ店

会津若松市町北町大字始字宮前１
４番１他２０筆 オリックス ユニクロ 1 2008年8月13日 2009年4月14日 2,370

東北 福島県 （仮称）ニトリ会津若松店
会津若松市町北町大字上荒久田字
村北６６－１他 ニトリ ニトリ 2008年8月26日 2009年4月27日 5,222

東北 福島県 ハシドラッグ南福島店 福島市太平寺字児子塚５２－１外 ハシドラッグ ハシドラッグ 2008年9月24日 2009年5月25日 1,709

東北 福島県 ヨークベニマル太平寺店 福島市太平寺字坿屋敷49番他 ヨークベニマル ヨークベニマル 2008年9月30日 2009年6月1日 2,044

東北 福島県 ヤマダ電機テックランド原町店
南相馬市原町区北原字前谷地２５２
外 昭和運輸 ヤマダ電機 2008年10月24日 2009年6月25日 2,713



東北 福島県 相馬ショッピングパーク 相馬市馬場野字雨田１２５番地ほか
アラジンホール
ディングス デンコードー 2008年10月30日 2009年7月1日 3,672

東北 福島県 ヨークタウン郡山堤下 郡山市堤下町1番地 ヨークベニマル ヨークベニマル サンドラッグ 大創産業 2008年11月28日 2009年7月29日 3,922

東北 福島県 ケーズデンキ福島南本店
福島市太平寺字児子塚43番地6ほ
か デンコードー デンコードー 2008年12月4日 2009年8月5日 3,679

東北 福島県 （仮称）カワチ薬品信夫ヶ丘店 福島市高野河原下１６番地２ カワチ薬品 カワチ薬品 2009年3月13日 2009年11月14日 2,074

東北 仙台市 （仮称）カインズモール仙台港
仙台市宮城野区出花150その他40
筆 カインズ 2 カインズ 3 2008年9月16日 2009年4月15日 24,850

東北 仙台市 （仮称）ヨークタウン長町副都心
仙台市太白区あすと長町区画整理
事業地内 ヨークベニマル ヨークベニマル 未定 2008年10月28日 2009年7月15日 5,585

東北 仙台市 ソララプラザ 仙台市青葉区花京院一丁目239番 恵美 3 大塚家具 未定 2009年1月5日 2009年10月1日 12,561

東北 仙台市 TIC 仙台市青葉区一番町四丁目９番２ 東一センタービル モリヤ 5 2009年2月10日 2009年12月11日 3,850

東北 仙台市 フォレオせんだい宮の杜Ａ街区
仙台市宮城野区東仙台四丁目101
番27

三井住友信託銀
行 デンコードー 2009年2月27日 2009年10月1日 5,060

東北 仙台市 フォレオせんだい宮の杜Ｂ街区
仙台市宮城野区東仙台四丁目101
番26

三井住友信託銀
行 ヤマト書店 2009年2月27日 2009年10月1日 2,515

東北 仙台市 フォレオせんだい宮の杜Ｃ街区
仙台市宮城野区東仙台四丁目101
番28、29

三井住友信託銀
行 ヨークベニマル カワチ薬品 2009年2月27日 2009年10月1日 3,375

関東 茨城県 カワチ薬品笠間店 笠間市笠間字遠森１６９０－１　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2008年4月4日 2008年12月5日 1,758

関東 茨城県 カワチ薬品岩瀬店 桜川市明日香２丁目３　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2008年4月18日 2008年12月19日 1,403

関東 茨城県
（仮称）ホーマックスーパーデポひ
たち野うしく店

牛久市　東下根特定土地区画整理
事業地内３０２街区２画地　外 ホーマック ホーマック 2008年4月28日 2008年12月29日 8,650

関東 茨城県 アクロスプラザひたち野うしく

牛久市　竜ヶ崎・牛久都市計画事業
東下根特定土地区画整理事業地内
３０７街区１画地　外 大和ハウス工業 大創産業 ツルハ 2008年4月30日 2009年1月1日 4,067

関東 茨城県 Pia city 小川 小美玉市大字立延２２７７番地　外 カスミ カスミ 未定 2008年5月13日 2009年1月14日 4,846

関東 茨城県 （仮称）ＲＯＳＥＯ水戸ＳＣ 水戸市笠原町９７８番３９，４０ 日本商業開発 マルト 4 2008年5月16日 2009年1月20日 8,168

関東 茨城県
（仮称）スーパービバホーム水戸
店 水戸市笠原町９７８番４１ 日本商業開発 トステムビバ 2008年5月16日 2009年1月20日 11,873

関東 茨城県 サンユーストアー日立東町店 日立市東町４丁目４７番地　外 サンユーストアー サンユーストアー 2008年6月12日 2009年2月15日 2,543

関東 茨城県 （仮称）ヨークタウン日立会瀬
日立市会瀬４丁目４０－１の一部
外 日立ライフ ヨークベニマル サンドラッグ 2008年6月25日 2009年2月27日 2,888

関東 茨城県 ケーズデンキ笠間店 笠間市石井字南町２０９０　外 日榮産業
ケーズホールディ
ングス 2008年7月3日 2009年3月4日 3,095

関東 茨城県
ホーマックスーパーデポ常陸大
宮店 常陸大宮市宇留野３０８３番１ ホーマック ホーマック 2008年7月18日 2009年3月19日 7,246

関東 茨城県 ツルハ常陸太田店 常陸太田市木崎二町１７２７－１ わかば興産 ツルハ 2008年7月18日 2009年3月19日 1,363

関東 茨城県 アクロスプラザ神栖Ａ 神栖市居切１４５５－１　外
大和情報サービ
ス ユニクロ 2008年7月31日 2009年4月1日 1,716

関東 茨城県 あみプレミアム・アウトレット

稲敷郡阿見町　阿見吉原東土地区
画整理事業区域内３７街区１画地，
３７街区２画地

チェルシージャパ
ン 未定 2008年8月11日 2009年7月1日 20,700

関東 茨城県 （仮称）ヨークタウン結城
結城市大字結城字根本原１１８３９
－１　外 ヨークベニマル ヨークベニマル 未定 2008年9月30日 2009年5月31日 8,295

関東 茨城県 フレスポひたちおおみや 常陸大宮市宇留野３０６３番１　外 大和リース カスミ 未定 2008年10月30日 2009年7月1日 6,558

関東 茨城県
（仮称）クリエイトエス・ディ－古河
下辺見店 古河市下辺見２２２８－１　外

グリーンエステー
ト

セブン－イレ
ブンジャパン

クリエイトエス・
ディー 1 2008年10月31日 2009年7月1日 1,577



関東 茨城県 田尻ショッピングセンター 日立市田尻町５丁目１２３０番１　外
茨城県北自動車
学校

ワンダーコーポ
レーション マルト 2 2008年11月26日 2009年7月27日 6,663

関東 茨城県
（仮称）サンキ北茨城ショッピング
センター

北茨城市中郷町上桜井字川田２０４
８番　外 三喜 三喜 1 2008年12月3日 2009年8月4日 3,581

関東 茨城県 カインズホーム玉造
行方市玉造字古館甲１０３７番地
外 カインズ カインズ

ワンダーコーポ
レーション 1 2009年1月9日 2009年9月10日 8,812

関東 茨城県 ケーズデンキつくば研究学園店
つくば市葛城一体型特定土地区画
整理事業地内Ｃ４２街区９画地　外

ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2009年1月29日 2009年11月1日 8,158

関東 茨城県 （仮称）かわねや菅谷店 那珂市菅谷３３１０－２　外 かわねや 芳野屋 かわねや 2 2009年2月20日 2009年10月21日 1,693

関東 茨城県 ケーズデンキつくばみらい店 つくばみらい市小絹７０８番１　外
ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2009年2月26日 2009年10月27日 5,939

関東 茨城県 ライフガーデン日立平沢 日立市高鈴町一丁目６３－１　外 ダイワロイヤル マルト 4 2009年2月27日 2009年10月28日 3,281

関東 茨城県
ファッションセンターしまむら北茨
城店

北茨城市中郷町上桜井字道ノ下２２
７５番 しまむら しまむら 2009年3月10日 2009年11月11日 1,244

関東 茨城県 ニトリ鹿嶋店 鹿嶋市大字長栖２２８８－１５　外 禪真 ニトリ 2009年3月31日 2009年12月11日 3,423

関東 栃木県 とちぎコープ コープ鶴田店 宇都宮市鶴田字二ノ沢861番地外
とちぎコープ生活
協同組合  

とちぎコープ生活
協同組合 2008年5月23日 2009年1月24日 1,459

関東 栃木県 株式会社カワチ薬品西那須野店 那須塩原市西三島1丁目155-4外 カワチ薬品 カワチ薬品 2008年7月2日 2009年3月3日 1,148

関東 栃木県 アクロスプラザ西那須野 那須塩原市太夫塚6丁目232番８外 三菱UFJリース 大創産業 5 2008年7月10日 2009年3月11日 5,101

関東 栃木県 タイムクリップ小山城東店 小山市城東３丁目123番地３外 文春堂書店 文春堂書店 2008年7月30日 2009年3月31日 1,336

関東 栃木県
ケーズデンキ西那須野パワフル
館

那須塩原市太夫塚一丁目194番地
24外

石沢モーター
ワークス ケーズデンキ 2008年11月21日 2009年4月6日 3,811

関東 栃木県 TSUTAYA宇都宮テクノ店
ター土地区画整理事業地145-1街
区５画地外 うさぎや うさぎや 2 2009年1月7日 2009年9月8日 1,861

関東 栃木県 そすいスクエア アクアス 那須塩原市西大和114番135外
西大和地区市街
地再開発組合

トライアルカンパ
ニー 2009年2月17日 2009年10月18日 2,380

関東 栃木県 とりせん高根沢店
塩谷郡高根沢町光陽台一丁目12番
３外 とりせん とりせん 3 2009年2月25日 2009年10月26日 2,132

関東 栃木県 ヤオハンスーパー宇都宮店
宇都宮市鶴田町字宝性原603番地
外

八百半フードセン
ター

八百半フードセン
ター 2009年3月27日 2009年11月28日 1,300

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4月16日 2008年12月17日 20,023

関東 群馬県 ヤオコー高崎高関店 高崎市高関町字高根２４８－１　外 ヤオコー ヤオコー ○ 2008年5月9日 2009年1月10日 4,548

関東 群馬県 株式会社カワチ薬品沼田東店
沼田市久屋原町字上原３１１番１
外 カワチ薬品 カワチ薬品 2008年5月22日 2009年1月23日 1,745

関東 群馬県 フレッセイ玉村店 玉村町大字福島４４－１　外 フレッセイ フレッセイ クスリのマルエ 2008年6月30日 2009年3月1日 2,463

関東 群馬県 高崎市倉賀野ＳＣ 高崎市倉賀野町４０３番地　外 日本ビルド ベルク しまむら ○ 2008年7月24日 2009年3月25日 6,017

関東 群馬県 太田ファッションモール 太田市福沢町２９８番３　外 しまむら しまむら アベイル 2008年8月19日 2009年4月20日 2,131

関東 群馬県 ベスタ大泉店 邑楽郡大泉町住吉５７－１　外 ベルク ベルク カワチ薬品 ○ 2008年11月10日 2009年7月11日 7,387

関東 群馬県 株式会社カワチ薬品桐生広沢店
桐生市広沢町四丁目字三丁免２４２
４番１　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2008年11月17日 2009年7月18日 1,884

関東 群馬県 ヤマダ電機テックランド新桐生店 みどり市笠懸町阿左美１４６２－１ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2008年11月18日 2009年7月19日 5,311

関東 群馬県 とりせん大原店 太田市大原町１７０１－２　外 とりせん とりせん 2009年1月30日 2009年10月1日 2,048



関東 群馬県 フレッセイ富塚店 伊勢崎市富塚町２２０－１　外 フレッセイ フレッセイ クスリのマルエ 2009年2月18日 2009年10月30日 2,608

関東 群馬県 とりせん箕郷店
高崎市箕郷町大字上芝２４０－５
外 とりせん とりせん 2009年2月18日 2009年10月30日 2,367

関東 群馬県 ヤオコー前橋日吉店 前橋市日吉町三丁目36番２２号　外 ヤオコー ヤオコー 2009年2月20日 2009年10月21日 1,980

関東 群馬県
ダイワロイヤル前橋小屋原ショッ
ピングセンター 前橋市小屋原町６００番地１　外 ダイワロイヤル

ピーシーデポコー
ポレーション カワチ薬品 2009年3月10日 2010年3月25日 4,728

関東 埼玉県

（仮称）ららぽーと新三郷、（仮称）
コストコホールセール新三郷倉庫
店 三郷市半田字西1193-13番地外

新三郷デベロップ
メント・スリー

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 113 2008年5月2日 2009年3月12日 46,822

関東 埼玉県 （仮称）川越藤間ビル 川越市藤間215番6　外 特殊鋼管 サミット 未定 2008年5月28日 2009年1月29日 3,772

関東 埼玉県 （仮称）ホームズタウン川越店 川越市小仙波689番1ほか 島忠
ブックオフコーポ
レーション

エービーシー・
マート 2008年5月30日 2009年1月31日 2,194

関東 埼玉県 ベルク川口差間店 川口市差間三丁目３８番１　ほか ベルク ベルク スギ薬局 2008年7月18日 2009年3月19日 2,709

関東 埼玉県 マミーマート東松山沢口町店 東松山市沢口町14-1他 マミーマート マミーマート 2008年7月31日 2009年4月1日 1,748

関東 埼玉県 カインズモール大利根 加須市琴寄字堤2904番外 カインズ カインズ ベイシア ○ 2008年8月8日 2009年4月9日 16,560

関東 埼玉県 カインズホーム越生店 入間郡越生町西和田349番地1外 カインズ カインズ 2008年8月22日 2009年4月23日 2,991

関東 埼玉県
フォーシーズンビル（オーケー川
口末広店） 川口市末広二丁目１７番１１号

フォーシーズンビ
ル オーケー 2008年11月6日 2009年7月7日 1,897

関東 埼玉県
（仮称）ワンダーグー本庄店、（仮
称）ハードオフ本庄店 本庄市寿三丁目318番1他 昭和リース

ワンダーコー
ポレーション

ワンダーコーポ
レーション

ハードオフコーポ
レーション 2008年11月28日 2009年7月30日 3,637

関東 埼玉県 ベルク東所沢店
所沢市東所沢和田三丁目３０番１
ほか ベルク ベルク 2008年12月11日 2009年8月12日 2,280

関東 埼玉県 （仮称）株式会社ライフ複合店舗 深谷市上野台２８７１ほか ライフ ウェルシア関東 チヨダ 1 2008年12月12日 2009年8月13日 1,733

関東 埼玉県 （仮称）コジマＮＥＷ川口芝店 川口市芝二丁目１４番２４号　ほか コジマ コジマ 2008年12月12日 2009年8月13日 3,010

関東 埼玉県 （仮称）せんげん台ＳＣ 越谷市千間台２丁目707番地　他
モール・エスシー
開発 未定 2008年12月12日 2009年8月13日 4,930

関東 埼玉県 （仮称）ふじみ野駅東口駅ビル
富士見市勝瀬原特定土地区画整理
事業７４街区ー１ 東武鉄道 東武ブックス 東武ストア 2 2008年12月18日 2009年8月19日 1,783

関東 埼玉県 （仮称）アバンセ美里店
児玉郡美里町大字阿那志字山谷戸
1000-1　外８筆

フジタコーポレー
ション

フジタコーポレー
ション 2009年2月10日 2009年11月15日 2,589

関東 埼玉県 セキ薬品深谷上柴店 深谷市上柴町３丁目１３－１　外 フジケンホーム セキ薬品 2009年2月12日 2009年10月13日 1,318

関東 埼玉県 ヤオコー新座店A棟 新座市野火止七丁目１－２５ ヤオコー ヤオコー 2009年2月13日 2009年10月14日 1,992

関東 埼玉県 ヤオコー新座店
新座市野火止七丁目８－１４、８－
２１ ヤオコー ダイソー 3 2009年2月13日 2009年10月14日 2,076

関東 埼玉県 ＵＮＩＣＵＳ秩父 秩父市大宮字下上野台905外
ピーアンドディコ
ンサルティング ヤオコー 11 2009年2月17日 2009年11月1日 6,412

関東 埼玉県 （仮称）オザム深谷上野台店 深谷市上野台2410-4ほか ライフ オザム 2009年2月17日 2009年10月18日 1,763

関東 埼玉県 アバンセ川里店 鴻巣市広田3654　他
フジタコーポレー
ション

フジタコーポレー
ション 2009年2月18日 2009年12月20日 1,621

関東 埼玉県 （仮称）マルエツ朝霞溝沼店 朝霞市溝沼４丁目９９１－２　他 関ノ上 マルエツ 2009年3月12日 2009年11月13日 1,100

関東 埼玉県 （仮称）カスミ宮代ＳＣ

　
（道仏土地区画整理７－１街区１～
６） カスミ カスミ ○ 2009年3月30日 2009年12月1日 5,887

関東 埼玉県 アリオ鷲宮
北葛飾郡鷲宮町西大輪８５８－２－
１０２ イトーヨーカ堂 イトーヨーカ堂 65 2009年3月31日 2010年10月1日 56,880



関東 埼玉県 ケーズデンキ本庄店 本庄市小島字三杢山１７番　外
ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2009年3月31日 2009年12月1日 6,401

関東 埼玉県 川越旭町ショッピングセンター 川越市旭町二丁目１２の１２外 いなげや
サビアコーポ
レーション いなげや しまむら 2 2009年3月31日 2009年12月1日 4,517

関東 千葉県 （仮称）ナリタヤ鎌ヶ谷店 鎌ヶ谷市富岡三丁目１５３９番地１ ナリタヤ ナリタヤ 2008年4月9日 2009年12月10日 2,046

関東 千葉県 ケーズデンキ野田さくらの里店 野田市桜の里二丁目１番 ベイシア電器
ケーズホールディ
ングス 1 2008年8月19日 2009年4月20日 8,500

関東 千葉県 （仮称）中学校駅前96街区商業棟
佐倉市都市計画事業井野東土地区
画整理事業施工地区96街区3画地 山万 イオン 2008年8月20日 2009年4月21日 1,800

関東 千葉県 （仮称）ホームズ幕張新都心店 習志野市芝園一丁目1番21 島忠 島忠 4 2008年8月20日 2009年4月21日 14,620

関東 千葉県 （仮称）セイミヤモール松尾店
山武市松尾町五反田字八石3017番
1外11筆 セイミヤ セイミヤ 1 2008年9月11日 2009年5月11日 3,521

関東 千葉県 カインズホーム野田さくらの里店 野田市桜の里二丁目３番２ほか ベイシア電器 カインズ 2008年10月1日 2008年6月1日 2,500

関東 千葉県 八柱ファッションモール 松戸市河原塚507-14ほか しまむら しまむら 2008年10月1日 2008年6月2日 2,050

関東 千葉県 せんどう木更津店 木更津市潮見5丁目3番１ほか せんどう せんどう 2008年11月4日 2009年7月5日 2,546

関東 千葉県
（仮称）ヤマダ電機テックランド旭
店 旭市ニ22番1号ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2008年11月17日 2009年7月18日 3,020

関東 千葉県 (仮称）コープ新松戸店 松戸市新松戸4丁目124番 吉田不動産
生活協同組合ち
ばコープ 2008年12月3日 2009年8月4日 1,842

関東 千葉県 イオンモール銚子 銚子市三崎町2丁目2609番4 イオンリテール イオンリテール 46 2008年12月5日 2009年9月30日 33,100

関東 千葉県 ケーヨーデイツー佐倉寺崎店
佐倉市寺崎土地区画整理地区11-1
街区 ケーヨー ケーヨー 2008年12月16日 2009年8月17日 6,099

関東 千葉県 ヒマラヤ東金店 東金市押堀字広田697番2他12筆 ヒマラヤ ヒマラヤ 2009年1月15日 2009年10月10日 2,867

関東 千葉県 ビッグハウス茂原店 茂原市東茂原字大正16番地3ほか タイヨー タイヨー 1 2009年1月21日 2009年9月22日 3,224

関東 千葉県 （仮称）カスミ我孫子寿店 我孫子市寿２丁目６１番６　他６筆 カスミ カスミ ○ 2009年2月2日 2009年11月3日 3,545

関東 千葉県 （仮称）四街道松並木SC
道都市核北土地区画整理事業施工
区域内第１街区12画地、13画地 オリックス不動産 ヤマダ電機 ○ 2009年2月9日 2010年4月1日 7,511

関東 千葉県 鎌ケ谷東道野辺商業施設 鎌ケ谷市東道野辺五丁目477番5外
三井住友ファイナ
ンス＆リース ヨークマート 4 2009年2月9日 2009年10月10日 4,757

関東 千葉県 （仮称）ベイシア東金店 東金市道庭字三斗蒔495-2外 ベイシア ベイシア 2009年2月23日 2009年10月24日 7,386

関東 千葉県 イオンタウン木更津 木更津市請西南2丁目27番1外 イオンタウン イオンリテール ヤマダ電機 ○ 2009年2月24日 2009年10月25日 12,407

関東 千葉県 (仮称）マミーマート柏光ヶ丘店 柏市光ヶ丘2丁目1728番１ マミーマート マミーマート 2009年3月17日 2009年11月18日 1,995

関東 東京都 京王ストア北野店 八王子市打越町335番地1ほか 京王電鉄 京王ストア 2008年4月9日 2008年12月10日 1,200

関東 東京都 （仮称）いなげや南大泉店 練馬区南大泉一丁目１８４番２ほか いなげや いなげや 2008年4月10日 2008年12月11日 1,105

関東 東京都
（仮称）オザムショッピングモール
「ラーレ」八王子諏訪 八王子市諏訪町４９９番　ほか オザム オザム しまむら ○ 2008年4月18日 2008年12月19日 4,207

関東 東京都
玉川高島屋ショッピングセンター
マロニエコート

 世田谷区玉川二丁目1508番地
1,2,3、1509番地外３筆 東神開発 ギャップジャパン 良品計画 2008年5月9日 2009年11月1日 1,848

関東 東京都 （仮称）いなげや八王子中野店
八王子市中野山王一丁目1376番ほ
か いなげや いなげや ○ 2008年5月21日 2009年1月22日 2,421

関東 東京都 （仮称）渋谷宇田川町計画 渋谷区宇田川町81番10ほか
プライムリテール
２ 未定   2008年5月22日 2009年1月23日 2,280



関東 東京都
（仮称）ケーユー中古車ショー
ルーム 町田市鶴間字十六号1670番ほか

ケーユーホール
ディングス ケーユー ○ 2008年6月10日 2009年2月11日 19,990

関東 東京都
（仮称）オザムショッピングモール
「ラーレ」青梅新町

青梅市新町九丁目2016番地の1ほ
か オザム オザム 田原屋 ○ 2008年6月13日 2009年2月14日 4,500

関東 東京都
（仮称）武蔵野グリーンパークビ
ル 武蔵野市緑町一丁目719番地ほか 岡田光正 サミット 2008年6月18日 2009年2月19日 1,974

関東 東京都 スーパー大原 板橋区大原町44番2 スーパー大原 オーケー 2008年6月18日 2009年2月19日 1,666

関東 東京都 世田谷ビジネススクエア 世田谷区用賀四丁目10番1号ほか 住友信託銀行
TSUTAYASTORE
S 優文堂 ○ 2008年6月27日 2009年2月28日 1,363

関東 東京都 （仮称）大信倉庫ビル 足立区大谷田五丁目18番25ほか 大信倉庫
ライフコーポレー
ション 2008年7月11日 2009年3月12日 1,885

関東 東京都 （仮称）ユニカ新宿ビル 新宿区新宿三丁目810番1ほか ユニカ ヤマダ電機 2008年7月25日 2010年3月1日 7,880

関東 東京都 （仮称）方南町プロジェクト 中野区南台五丁目57番 野村不動産 サミット 2008年8月6日 2009年4月7日 1,258

関東 東京都 （仮称）向台町三丁目商業施設 西東京市向台町三丁目1010番地5 住友商事 サミット コジマ 2008年9月1日 2009年5月2日 4,465

関東 東京都 （仮称）コジマNEW高井戸東店
杉並区高井戸東四丁目1866番1ほ
か 内藤康子 コジマ 2008年9月30日 2009年6月1日 2,730

関東 東京都 （仮称）武蔵境共同ビル 武蔵野市関前一丁目1139番7及び8 東京都市開発 いなげや ○ 2008年9月30日 2009年5月31日 3,556

関東 東京都 （仮称）いなげや府中浅間町店 府中市浅間町三丁目2番1ほか いなげや いなげや 田原屋 2008年10月21日 2009年6月22日 2,460

関東 東京都 南大沢駅前ビル（仮称） 八王子市南大沢二丁目１番６ 京王電鉄
アインファーマ
シーズ ○ 2008年11月10日 2009年11月1日 2,089

関東 東京都 （仮称）ゴルフ５府中店 府中市若松町二丁目31番地1ほか 田代商事 アルペン 2008年11月10日 2009年7月11日 1,142

関東 東京都
丸の内パークビルディング・三菱
一号館

千代田区丸の内二丁目6番1号、2
号 三菱地所 未定 2008年11月12日 2009年7月12日 2,082

関東 東京都 （仮称）ＬＡＢＩ自由が丘店 目黒区緑が丘二丁目17番地9 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2008年11月28日 2009年7月29日 3,251 ×

関東 東京都 （仮称）いなげや小金井本町店 小金井市本町三丁目2555番1 いなげや いなげや 2008年12月3日 2009年8月4日 1,173

関東 東京都 （仮称）島忠ホームズ平井店 江戸川区平井六丁目2350番1他 島忠 島忠 2008年12月11日 2009年8月12日 8,479

関東 東京都
（仮称）西新井駅西口地区（Ａ街
区）開発プロジェクト 足立区西新井栄町一丁目369番5 昭栄 未定 2008年12月17日 2010年3月1日 7,191

関東 東京都
（仮称）八王子堀之内19住区商業
施設計画 八王子市堀之内字5号483番6ほか 三和 三和 未定 2008年12月17日 2009年8月18日 2,786

関東 東京都 （仮称）新宿三丁目東宝ビル 新宿区新宿三丁目5番2ほか 三和興行

エイチ・アンド・エ
ム　ヘネス・アンド
マウリッツ・ジャパ
ン 2008年12月25日 2009年11月1日 1,992

関東 東京都 （仮称）PC　DEPOT若葉台店 稲城市若葉台二丁目15番
ピーシーデポコー
ポレーション

ピーシーデポコー
ポレーション 2008年12月26日 2009年8月27日 1,490

関東 東京都
（仮称）曳船駅前再開発ビル（Ⅱ
街区） 墨田区京島一丁目351番 イトーヨーカ堂 1 イトーヨーカ堂 未定 2009年2月13日 2010年10月1日 18,530

関東 東京都 コープとうきょう　コープ貝取店 多摩市貝取三丁目8番ほか
生活協同組合
コープとうきょう

生活協同組合
コープとうきょう ○ 2009年2月24日 2009年10月25日 4,237

関東 東京都 （仮称）池袋１２番街区ビル 豊島区西池袋一丁目12-1ほか 東京地下鉄 未定 2009年2月27日 2009年10月28日 2,559

関東 東京都 ヴィナシス金町 葛飾区金町六丁目6000番ほか
市街地再開発組
合 マルエツ 未定 2009年3月4日 2009年11月4日 7,800

関東 東京都 野火止商業施設
東久留米市野火止一丁目86番地4
ほか20筆

丸仁ホールディン
グス 未定 2009年3月6日 2009年11月7日 8,041

関東 東京都 （仮称）勝島SC 品川区勝島一丁目6番 東京都競馬 ホーマック ○ 2009年3月12日 2009年11月13日 11,584



関東 東京都 スーパーバリュー北区志茂店 北区志茂一丁目6番3外 大都製作所 スーパーバリュー 2009年3月19日 2009年11月20日 1,376

関東 東京都 （仮称）LABI自由が丘店 目黒区緑が丘二丁目17番地9 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2009年3月19日 2009年11月20日 3,251

関東 東京都 thinkpark plaza 品川区大崎二丁目1番1号 明電舎 ○ ファミリーマート ○ 2009年3月24日 2009年11月25日 1,201

関東 東京都
（仮称）BOOK・OFF町田中央通り
店改築計画

町田市原町田四丁目1250の一部、
他 ㈱宝永堂

ブックオフコーポ
レーション 2009年3月31日 2009年12月19日 2,248

関東 神奈川県 （仮称）ヨークマート温水店 厚木市温水９０６の１ ヨークマート ヨークマート 2008年6月27日 2009年2月27日 2,223

関東 神奈川県 小田急マルシェ伊勢原 伊勢原市桜台１－474の２ほか 小田急電鉄 小田急商事 2008年8月27日 2009年4月27日 1,508

関東 神奈川県
ファッションセンターしまむら中新
田店 海老名市中新田２－858ほか しまむら しまむら 2008年9月4日 2009年5月5日 1,235

関東 神奈川県 ヨークタウン北金目
平塚市北金目真田・北金目特定土
地区画整理事業区域内６５街区

トータルハウジン
グ ヨークマート 2008年11月28日 2009年7月28日 5,420

関東 神奈川県 フレスポ綾瀬 綾瀬市寺尾本町１－192の１ エイヴイ エイヴイ 2 2009年1月30日 2009年10月1日 5,410

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 未定 2009年2月10日 2009年10月10日 2,000

関東 神奈川県 (仮称)エスポット伊勢原店 伊勢原市桜台２－１の１ほか マキヤ マキヤ 2009年3月26日 2009年11月27日 3,080

関東 新潟県 ニトリ新発田店
新潟県新発田市中曽根町１丁目
2110番外 タカムラ鶏園 ニトリ 2008年4月24日 2008年11月28日 3,573

関東 新潟県 長岡川崎ファッションモール 新潟県長岡市川崎町字山崎697-1 しまむら しまむら アベイル 2008年5月1日 2009年1月2日 2,161

関東 新潟県 マルイ新組店
新潟県長岡市新組町字筒場2201番
地外 マルイ マルイ 2008年5月8日 2009年1月9日 1,453

関東 新潟県 チャレンジャー北長岡店 新潟県長岡市城岡１-４３４
オーシャンシステ
ム

オーシャンシステ
ム 2008年7月30日 2009年3月31日 1,995

関東 新潟県 ニトリ長岡川崎店 新潟県長岡市川崎町1432番地１ ニトリ ニトリ 2008年7月31日 2009年4月1日 5,230

関東 新潟県
(仮称）村上西ショッピングセン
ター

新潟県村上市村上駅西土地区画整
理事業地区内１街区 原信 原信 コダマ アキラ産業 2008年8月21日 2009年4月22日 3,051

関東 新潟県 ドラッグマックス佐渡店 新潟県佐渡市泉字東沖２外 マックス マックス 2009年1月8日 2009年9月9日 1,148

関東 新潟県
ファッションセンターしまむら加茂
店

新潟県加茂市大字下条字日溝甲
800番地１ しまむら しまむら 2009年1月14日 2009年9月13日 1,126

関東 新潟県 イチコ飯ショッピングセンター 新潟県上越市飯２５２１－１ 一小イチコ しまむら 未定 2009年2月6日 2009年10月7日 1,494

関東 新潟県 イチコ糸魚川店
新潟県糸魚川市横町五丁目６番70
号 一小イチコ 一小イチコ モリキ 2者未定 2009年2月25日 2009年10月26日 3,657

関東 新潟県 (仮称）ケーズデンキ燕井土巻店
新潟県燕市井土巻4丁目251番地１
外 三鷹企画 北越ケーズ 2009年2月26日 2009年10月15日 5,455

関東 長野県
上田アメリカンドラッグショッピン
グモール 上田市踏入2-1154-4外 モリキ モリキ

セブン-イレブン・
ジャパン 2008年4月2日 2008年12月3日 1,135

関東 長野県 蔦屋書店長野川中島店 長野市稲里町中央2-12-1 トップカルチャー トップカルチャー 2008年4月7日 2008年12月8日 1,298

関東 長野県
メンズプラザＡＯＫＩ　穂高店
Ｍ／Ｘ　穂高店 安曇野市穂高1766-1外 弥栄商会

ＡＯＫＩホールディ
ングス エムエックス 2008年4月18日 2008年12月19日 1,307

関東 長野県 （仮称）アリオ上田
上田市天神3丁目土地区画整理事
業区域内1街区　ほか 日本たばこ産業 イトーヨーカ堂 ○ 2008年5月12日 2009年9月1日 30,084 ×

関東 長野県
ファッションセンターしまむら佐久
店

佐久市大字岩村田字黒地蔵160-1
外 しまむら しまむら 2008年5月12日 2009年1月13日 1,212

関東 長野県
（仮称）ケーズデンキ伊那パワフ
ル館 伊那市西春近2692-1　外 ギガス ギガス 2008年5月30日 2008年12月4日 3,783

関東 長野県 スーパースポーツゼビオ松本店
松本市芳川村井町856-16
外８筆 ＫＲＦ６ ゼビオ ○ 2008年7月18日 2009年3月19日 6,611



関東 長野県 Ｊマート・オギノ諏訪店
諏訪市大字四賀字神宮寺道下通
2163-1外 Jマート オギノ Ｊマート オギノ 2008年8月26日 2009年4月27日 8,015

関東 長野県 （仮称）カワチ薬品飯田店

飯田市「飯田都市計画事業丸山・羽
場第二地区土地区画整理事業施行
区域内」39街区3ほか カワチ薬品 カワチ薬品 2008年9月12日 2009年5月13日 1,517

関東 長野県 高島ファッションモール 諏訪市高島4-1517-1外 しまむら しまむら アベイル 2008年9月16日 2009年5月17日 2,279

関東 長野県 ヤマダ電機テックランド新上田店 上田市古里2019-4外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2008年10月29日 2009年6月30日 6,482

関東 長野県 （仮称）マツヤショッピングモール 長野市大字赤沼字聖下2414-3　外 アップルパーク マツヤ カインズ ○ 2008年12月5日 2009年8月6日 9,080

関東 長野県 原信埴生店
千曲市大字鋳物師屋字中島131
外 宮下商店 原信 ○ 2008年12月24日 2009年8月23日 2,745

関東 長野県 アメリカンドラッグ　駒ヶ根店 駒ヶ根市赤穂1467　外 モリキ モリキ 2 2009年1月9日 2009年9月10日 1,706

関東 長野県
ファッションセンターしまむら　坂
城店

埴科郡坂城町大字中之条字寺浦
1152-1　外 しまむら しまむら 2009年2月26日 2009年10月27日 1,093

関東 長野県 アメリカンドラッグ　飯山本町店 飯山市本町1180-1外 モリキ モリキ 1 2009年3月2日 2009年11月3日 1,097

関東 山梨県 ラザウォーク甲斐双葉（本体棟）
甲斐市志田字柿木６４５－１番地の
一部　外 ユニー ユニー ○ 2008年6月27日 2009年2月28日 22,582

関東 山梨県 ライフガーデンにらさき 韮崎市若宮二丁目１２８８－１番外 ダイワロイヤル ケーヨー オギノ ○ 2008年8月7日 2009年4月8日 18,214

関東 山梨県 田野倉ショッピングセンター 都留市田野倉字長塚１６４番１ コウエン ウエルシア関東 チヨダ 2008年9月24日 2009年5月25日 1,269

関東 山梨県 カワチ薬品甲府中央店 甲府市飯田一丁目２２８８番地外 カワチ薬品 カワチ薬品 2008年9月26日 2009年5月27日 2,067

関東 静岡県
（仮称）キミサワ函南店・ルピア函
南店 田方郡函南町大土肥字石原16-1外 王今商事

函南ショッピ
ングセンター

ＣＦＳコーポレー
ション 藤久 6 2008年5月1日 2009年1月2日 3,048

関東 静岡県 コープ袋井田町店 袋井市田町1-10-7
生活協同組合
コープしずおか

生活協同組合
コープしずおか 2008年5月22日 2009年1月23日 1,632

関東 静岡県 ラウンドワン富士店 富士市八代町3785－1 アールワン富士 ドン・キホーテ 神成 2008年5月22日 2009年1月23日 3,691

関東 静岡県 （仮称）ニトリ藤枝店 藤枝市瀬戸新屋字天ヶ谷361-1外 ニトリ ニトリ 2008年5月27日 2009年1月28日 5,151

関東 静岡県 マックスバリュ藤枝田沼店 藤枝市田沼3－7－7 マルサ
マックスバリュ東
海 2008年6月5日 2008年11月21日 1,946

関東 静岡県
（仮称）マックスバリュ富士荒田島
店 富士市荒田島町3691-11外 カオル

マックスバリュ東
海 2008年6月11日 2009年2月12日 1,979

関東 静岡県 マックスバリュ富士江尾店 富士市江尾字中阿原150-1外
マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2 2008年6月18日 2009年1月31日 3,599

関東 静岡県 （仮称）富士厚原ＳＣ計画 富士市厚原20-2外 カワチ薬品
大和情報
サービス カワチ薬品 セルバ 1 2008年6月30日 2009年3月1日 4,170

関東 静岡県 マックスバリュ富士富士見台店 富士市富士見台六丁目3-1
マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2008年7月2日 2009年3月3日 3,659

関東 静岡県 マックスバリュ長泉町竹原店 駿東郡長泉町竹原383-9外 かのや
マックスバリュ東
海 2008年7月8日 2009年3月9日 1,965

関東 静岡県
ファッションセンターしまむら富士
宮北店 富士宮市万野原新田4140-1外 岳南工業 しまむら 2008年7月23日 2009年3月24日 1,286

関東 静岡県 （仮称）ららぽーと磐田 磐田市高見丘1200外 三井不動産 未定 2008年9月9日 2009年6月1日 36,045

関東 静岡県 ナガヤ株式会社鎌田店 伊東市南町二丁目118-１ ナガヤ ナガヤ 2 2008年10月2日 2009年6月3日 1,737

関東 静岡県 マックスバリュ伊東広野店 伊東市広野二丁目152-3
マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2008年11月10日 2009年7月11日 2,630



関東 静岡県 駿河ボウルビル 駿東郡清水町玉川157-1外 駿河ボウル ニトリ すみや コナカ 2008年12月5日 2009年7月3日 8,810

関東 静岡県 杏林堂薬局青島店 藤枝市下青島1052-1外 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2008年12月25日 2009年9月1日 1,805

関東 静岡県 杏林堂薬局花鳥園前店 掛川市南西郷424-1外 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2009年2月3日 2009年10月4日 2,206

関東 静岡県 マックスバリュ沼津南店 沼津市西島町1049-1外
マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2009年2月17日 2009年10月17日 5,153

関東 静岡県
スーパーサンゼン・ウインダーラ
ンド葛川店 掛川市葛川1096-1 三善 高田薬局 三善 高田薬局 2009年2月17日 2009年10月18日 2,023

関東 静岡県 ヤマダ電機テックランド掛川店 掛川市細田字一の坪231-1外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2009年2月27日 2009年10月28日 3,506

関東 静岡県 吉原ショッピングセンター 富士市浅間本町148-1外 長谷川木材工業 静鉄ストア マツモトキヨシ
長谷川木材

工業 2009年3月9日 2009年11月10日 2,519

関東 静岡県 ウインダーランド新吉田店 榛原郡吉田町住吉字熊野681-2外 高田薬局 高田薬局 2009年3月18日 2009年11月19日 1,361

関東 静岡県
（仮称）エスポット伊豆の国韮山
店 伊豆の国市寺家字稲置160-1外 マキヤ マキヤ 2009年3月24日 2009年11月25日 2,956

関東 静岡県 シラトリスポーツ黄瀬川店 駿東郡清水町八幡字宮下6－1外 シラトリ シラトリ 2009年3月31日 2009年12月1日 4,768

関東
さいたま
市 コープ大宮中川店

さいたま市見沼区中川１１２７番地
外

生活協同組合さ
いたまコープ

生活協同組合さ
いたまコープ 2008年11月27日 2009年7月28日 1,406

関東
さいたま
市 (仮称）ベルクさいたま宮原店

さいたま市北区宮原町一丁目１９０
番地８ ベルク ベルク

ウエルシア
関東 2009年1月30日 2009年10月1日 3,004

関東
さいたま
市 (仮称）日進スポーツ商業施設

さいたま市北区日進町二丁目１９１
６番地７、８

エス･エス日進開
発 ヨークマート

ｽｷﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝ
ｸﾞｽ

大創産業
小野 2009年2月20日 2010年1月30日 4,340

関東 千葉市 （仮称）オーツーパーク計画 千葉市稲毛区園生町３８０番１外 オリックス
ケーズホールディ
ングス ゲオナイン 2008年6月30日 2009年3月1日 5,309

関東 千葉市 (仮称）ベイシア千葉古市場店 千葉市緑区古市場町８２４番外 ベイシア ベイシア オートアールズ 2008年11月13日 2009年5月31日 11,200

関東 千葉市
(仮称）ベイシア電器千葉古市場
店 千葉市緑区古市場町８９１番外 ベイシア電器 ベイシア電器 2008年11月13日 2009年6月15日 2,900

関東 千葉市 トウズ土気店
東特定土地区画整理事業地57街区
4画地外10筆 トウズ トウズ 2009年3月19日 2009年10月26日 1,501

関東 横浜市
（仮称）オーケー阿久和西一丁目
店

瀬谷区阿久和西一丁目27番地1ほ
か 北井産業 オーケー 2008年5月16日 2009年1月17日 1,721

関東 横浜市 （仮称）東戸塚駅西口駅前計画 戸塚区川上町91番１ほか 新一開発興業 東急ストア 鈴花園 ○ 2008年8月29日 2009年4月30日 2,995

関東 横浜市 （仮称）戸塚ビル 戸塚区戸塚町4092番地１ほか 東横地所 ヒマラヤ 三和 ○ 2008年12月8日 2009年12月1日 11,813

関東 横浜市 ＴＯＣみなとみらい 中区桜木町一丁目１番７号 テーオーシー テーオーシー ○ 2009年1月23日 2009年10月1日 17,600

関東 横浜市
プラザ栄光生鮮館コットンハー
バー店 神奈川区星野町8番地3 JFE都市開発

ポートサイドリ
カー 2009年2月9日 2009年10月10日 1,268

関東 川崎市 （仮称）シンカモール 幸区鹿島田７６０－７ほか
コーエーテクモ
ゲームス 東急ストア 1 2008年11月26日 2010年4月1日 1,881

関東 神奈川県 （仮称）アリオ橋本 相模原市大山町４０３の３ほか イトーヨーカ堂 イトーヨーカ堂 2008年4月11日 2010年9月1日 45,000

関東 神奈川県
（仮称）マックスバリュ相模原西橋
本店

相模原市西橋本１－１，９１８の１ほ
か

マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2008年4月28日 2008年12月29日 3,057

関東 新潟市 CoCoLo南館 新潟市中央区花園1丁目96-2外 トッキー ビックカメラ
コスメティク美勝
堂 1 2008年6月5日 2009年2月6日 9,470

関東 新潟市
(仮称)女池神明ショッピングセン
ター

新潟市中央区女池神明１丁目1604
番1外 日生不動産

ハードオフコーポ
レーション コダマ 2008年7月14日 2009年3月15日 2,497



関東 新潟市 (仮称)南紫竹ショッピングセンター 新潟市東区南紫竹2丁目619-3外 日生不動産 キューピット コダマ 2008年11月28日 2009年7月29日 1,884

関東 新潟市
(仮称)チャレンジャー新潟中央イ
ンターSC（A街区）

新潟市中央区太右エ門新田字休明
533－1外

オーシャンシステ
ム

オーシャンシステ
ム 2008年12月2日 2009年8月3日 2,134

関東 新潟市
(仮称)チャレンジャー新潟中央イ
ンターSC（B街区）

新潟市中央区太右エ門新田字休明
539－1外

オーシャンシステ
ム イエローハット コダマ

トップカル
チャー 2008年12月2日 2009年8月3日 3,968

関東 新潟市 （仮称）新潟駅高架下暫定開発 新潟市中央区花園1丁目623-1外 トッキー コジマ 未定 2009年2月27日 2009年9月16日 2,074

関東 新潟市 （仮称）リオンドールガーデン巻
新潟市西蒲区赤鏥字大道上938-1
外 小池

リオン・ドールコー
ポレーション 大創産業 1 2009年3月18日 2009年11月19日 3,650

関東 静岡市 マックスバリュ静岡登呂店
静岡市駿河区登呂二丁目114番105
外

マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 2008年8月22日 2009年4月23日 2,995

関東 浜松市 ジャンボエンチョー浜松店園芸館
浜松市中区高丘東五丁目104-1
外 平野社団 エンチョー 2008年4月11日 2008年12月12日 1,532

関東 浜松市 （仮称）バロー浜松有玉店
浜松市東区有玉西町字地蔵平817-
7外4筆 バロー バロー あかのれん 未定 2008年8月4日 2009年3月26日 3,953

関東 浜松市 (仮称）浜松入野商業施設 浜松市西区入野町字八反田6315-1 丸松都市開発 ギガス 2008年9月22日 2009年4月30日 5,276

関東 浜松市
(仮称）浜松きらりタウンショッピン
グセンター 浜松市浜北区染地台五丁目7番 エンチョー エンチョー 遠鉄ストア 2008年11月13日 2009年7月14日 7,470

関東 浜松市 エスコート南浅田Ａ地区 浜松市中区南浅田二丁目1824-2外 遠州製紙 遠鉄ストア 2009年3月30日 2009年12月1日 1,995

関東 浜松市 エスコート南浅田B地区 浜松市中区南浅田二丁目1824-1外 遠州製紙 杏林堂薬局 あかのれん 靴のホッタ 2009年3月30日 2009年12月1日 2,475

中部 愛知県
（仮称）ホームセンターアント瀬戸
店 瀬戸市川端町一丁目19番地外19筆

㈱ホームセン
ター・アント

㈱ホームセン
ター・アント 2008年4月17日 2008年12月18日 2,995

中部 愛知県 三洋堂書店清洲店 清須市西市場５丁目５番地１ ㈱三洋堂書店 ㈱三洋堂書店 2008年4月28日 2008年12月29日 1,682

中部 愛知県 ヤマダ電機テックランド新岡崎店 岡崎市大平町字堤下54番地外47筆 ㈱善都 ㈱ヤマダ電機 2008年4月28日 2008年12月29日 6,734

中部 愛知県 リーフウォーク稲沢

稲沢市稲沢中島都市計画事業尾張
西部都市拠点地区13街区、２０街区
地内 ユニー㈱ ユニー㈱ ○ 2008年5月15日 2009年3月1日 29,182

中部 愛知県 (仮称)みなくる刈谷SC 刈谷市若松町二丁目101番地 ㈱バロー 37 ㈱バロー ○ 2008年5月26日 2009年1月27日 6,750

中部 愛知県
(仮称)カインズホーム美浜店(仮
称)フィール美浜店

知多郡美浜町大字古布字屋敷73－
8 ㈱カインズ 1 ㈱カインズ

㈱フィールコーポ
レーション ○ 2008年7月8日 2009年3月8日 7,822

中部 愛知県 (仮称)ゲンキーのぞみが丘店 半田市のぞみが丘2-210 ㈱ナフコニワキン ゲンキー㈱ 2008年7月18日 2009年4月1日 1,357

中部 愛知県 (仮称）バロー北名古屋店
北名古屋市鹿田西赤土76番地の1
他35筆 ㈱バロー ㈱バロー 2008年8月19日 2009年4月20日 1,333

中部 愛知県 （仮称）ニトリ半田店 半田市浜田町三丁目8番3 ㈱ニトリ ㈱ニトリ 2008年9月30日 2009年5月31日 5,041

中部 愛知県 スギ薬局桜井店 安城市桜井町森田80番地1 高木賢治 ㈱スギ薬局 2 2008年9月30日 2009年5月31日 1,698

中部 愛知県 エイデン安城店 安城市三河安城東町1-17-1外10筆 ㈱エイデン ㈱エイデン 2008年10月29日 2009年6月30日 4,513

中部 愛知県 (仮称)エイデン一宮店 一宮市緑5丁目6番1ほか7筆 ㈱エイデン ㈱エイデン 2009年2月13日 2009年10月14日 5,457

中部 愛知県 (仮称)スーパーやまのぶ矢作店
愛知県岡崎市橋目町字阿知賀1外
11筆 石川　新平 ㈱山信商店 2009年3月10日 2009年11月11日 1,261

中部 愛知県 (仮称)バロー碧南店 碧南市音羽町四丁目34ほか34筆 ㈱バロー ㈱バロー 2009年3月18日 2009年11月19日 2,770

中部 愛知県 (仮称)フィールきよす店 清須市清洲1130 マキノチェーン㈱
㈱フィールコーポ
レーション 2009年3月24日 2009年11月25日 2,527

中部 愛知県 バロー高浜店 高浜市稗田町二丁目8番地6ほか ㈱バロー ㈱バロー 2009年3月27日 2009年11月28日 4,478



中部 岐阜県 （仮称）ゲンキー垂井店
岐阜県不破郡垂井町表佐字番切
4919番１　外 ゲンキー ゲンキー 2008年4月4日 2008年11月27日 1,462

中部 岐阜県
（仮称）オークワースーパーセン
ター養老瑞穂店

岐阜県養老郡養老町瑞穂字旭417
外 オークワ オークワ 2008年4月11日 2009年3月1日 6,658

中部 岐阜県
（仮称）生活協同組合コープぎふ
恵那店

岐阜県恵那市長島町中野字神田字
松葉田２６１－１　外

生活協同組合
コープぎふ

生活協同組合
コープぎふ 2008年5月30日 2009年2月28日 1,685

中部 岐阜県 （仮称）ゲンキー池田店
岐阜県揖斐郡池田町本郷字出口５
８１番１

大和情報サービ
ス ゲンキー 2008年7月1日 2009年4月1日 2,375

中部 岐阜県 三洋堂書店　各務原店
岐阜県各務原市蘇原花園町３丁目
５２番地　外 三洋堂書店 三洋堂書店 2008年7月18日 2009年3月19日 1,706

中部 岐阜県 （仮称）カインズホーム関店
岐阜県関市小屋名字竹之腰１６２７
番地　外 カインズ カインズ 2008年8月4日 2009年4月5日 7,814

中部 岐阜県 （仮称）ベイシア関店
岐阜県関市小屋名字竹之腰１６２９
番地　外 ベイシア ベイシア 2008年8月4日 2009年4月5日 5,255

中部 岐阜県
（仮称）カーマホームセンター北方
店　Ａゾーン

岐阜県本巣郡北方町高屋字東丸内
８６番４　外 オリックス カーマ 2008年8月18日 2009年4月19日 5,236

中部 岐阜県
（仮称）カーマホームセンター北方
店　Ｂゾーン

岐阜県本巣郡北方町高屋字西丸内
７７番３　外 オリックス カーマ 2008年8月18日 2009年4月19日 2,118

中部 岐阜県 マルヤス家具Ｚ多治見店 岐阜県多治見市幸町八丁目５５番 菱屋建材 菱屋建材 2008年10月27日 2009年6月28日 1,455

中部 岐阜県 （仮称）ゲンキー富加店
岐阜県加茂郡富加町羽生字七条
外 ゲンキー ゲンキー 2008年11月12日 2009年7月13日 2,533

中部 岐阜県 （仮称）オークワ岐阜西改田店
岐阜県岐阜市西改田川向147番１
外 オークワ オークワ 2008年11月27日 2009年8月1日 1,929

中部 岐阜県
（仮称）ケーズデンキ下呂パワフ
ル館

岐阜県下呂市萩原町中呂１１７－１
９　外 谷口寛臣 ギガス コンビニ 2008年11月28日 2009年7月29日 1,886

中部 岐阜県 （仮称）ドラッグユタカ大垣旭町店
岐阜県大垣市旭町二丁目1番1号
外

ユタカファーマ
シー

ユタカファーマ
シー 2008年11月28日 2009年7月29日 1,672

中部 岐阜県 スーパー三心鏡島本店
岐阜県岐阜市西荘二丁目５番８号
外 三心 三心 2008年12月17日 2009年8月17日 1,815

中部 岐阜県 バロー市橋店（Ａゾーン） 岐阜県岐阜市市橋２－２－５　外 バロー バロー あかのれん 2009年2月4日 2009年10月5日 4,641

中部 岐阜県 バロー市橋店（Ｂゾーン） 岐阜県岐阜市市橋２－７－１１　外 バロー いまじん 2009年2月4日 2009年10月5日 2,623

中部 三重県 （仮称）エイデン四日市南店
四日市市日永四丁目1887番3外10
筆

昭光通商株式会
社 株式会社エイデン 2008年4月21日 2008年12月22日 3,140

中部 三重県
(仮称）スポーツデポ・ゴルフ５名
張店 名張市瀬古口字西125番1他 アルペン アルペン 2008年6月13日 2009年2月14日 4,049

中部 三重県
ぎゅーとら津渋見店・ジップドラッ
グ津渋見店 津市渋見町416番1外44筆 KOSCO ぎゅーとら ジップドラッグ 未定 2008年8月8日 2009年4月16日 2,018

中部 三重県
(仮称）ケーズデンキ名張パワフ
ル館 名張市鴻之台2番町82番１他 ギガス ギガス 2008年8月29日 2009年4月30日 4,087

中部 三重県 (仮称）ニトリ桑名店 桑名市大字小貝須字柳原４５５－１ ニトリ ニトリ 2008年9月30日 2009年5月31日 5,087

中部 三重県
（仮称）ケーズデンキ明和パワフ
ル館

多気郡明和町大字中村字六反田
1290番他5筆 ギガス ギガス 2009年1月13日 2009年9月14日 5,096

中部 三重県 マルヤス松阪店
松阪市小黒田町字笠松195番3外14
筆 マルヤス マルヤス 2009年3月4日 2009年11月5日 2,274

中部 富山県
（仮称）中曽根ショッピングセン
ター

高岡市富山高岡広域都市計画事業
高岡中曽根土地計画事業36街区 グリーンステージ バロー クスリのアオキ ○ 2008年4月21日 2008年11月15日 4,945

中部 富山県
ドラッグストアセイムス高岡店・ア
メリィ高岡店 高岡市あわら町226番地 モリキ モリキ 2008年7月18日 2008年12月15日 1,710

中部 富山県
(仮称)堀川本郷ショッピングセン
ターA街区

富山市本郷町字万年割160-15外4
筆 三幸 2 三幸 クスリのアオキ 2008年10月14日 2009年7月1日 3,871

中部 富山県
(仮称)堀川本郷ショッピングセン
ターB街区 富山市本郷町字万年割160-1 カーマ カーマ 2008年10月14日 2009年6月4日 5,914

中部 富山県
ヤマダ電機テックランド富山8号
バイパス店 富山市金泉寺70番2 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2008年10月21日 2009年6月22日 6,612



中部 富山県 (仮称)バロー黒瀬店
富山市黒瀬字大屋割249番　外18
筆 シマダ木材 バロー モリキ 2008年11月19日 2009年7月16日 2,612

中部 富山県
(仮称)氷見市柳田ショッピングセ
ンター 氷見市柳田1166他 大阪屋ショップ 大阪屋ショップ 1 2009年1月28日 2009年7月2日 2,989

中部 石川県
カーマホームセンター野々市店、
マルエー二日市店

石川県石川郡野々市町北西部土地
区画整理事業地内２６街区他 カーマ マルエー カーマ マルエー 2008年8月12日 2009年4月13日 8,040

中部 石川県 木曳野ファッションモール
金沢市木曳野土地区画整理事業３
４－１街区１９番外 (３１筆) しまむら しまむら アベイル 2008年11月5日 2009年7月6日 2,320

中部 石川県 Ａコープ粟津店 小松市島町ル１００－１ ジャコム石川 ジャコム石川 ○ 2008年11月28日 2009年7月29日 1,750

中部 名古屋市
イオンモール新瑞橋ショッピング
センター 名古屋市南区菊住一丁目601番１ イオンモール マイカル ○ 2008年5月29日 2009年8月31日 24,000

中部 名古屋市
カーマホームセンター中村店
（ホームセンター棟）

名古屋市中村区白子町四丁目68番
外13筆 カーマ カーマ 2008年9月19日 2009年5月20日 2,022

中部 名古屋市
カーマホームセンター中村店
（ペット・園芸・資材・サイクル棟）

名古屋市中村区京田町一丁目7番
外12筆 カーマ カーマ 2008年9月19日 2009年5月20日 1,803

中部 名古屋市 ゲンキー玉川店
名古屋市中川区玉川町1丁目1番地
2　外2筆 ゲンキー ゲンキー 2009年2月25日 2009年10月26日 2,513

中部 名古屋市 エイデンみなと七番町店
名古屋市港区七番町一丁目2番1
外5筆

名エンエステエイ
ト エイデン スギ薬局 2009年2月27日 2009年10月28日 5,586

近畿 福井県 （仮称）ゲンキー金津店 あわら市北金津58字東開ノ宮1番1 ゲンキー ゲンキー 2008年6月6日 2009年2月7日 2,467

近畿 福井県 ヤマダ電機テックランド越前店
越前市瓜生町４０字山王７番１　外
１８筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2008年9月26日 2009年5月27日 3,283 ×

近畿 福井県 食市場七瀬川・ゲンキー川西店 福井市仙町４字中幼１番１　外５筆 Ｆｕｌｌ　Ｃａｓｔ ゲンキー Ｆｕｌｌ　Ｃａｓｔ ゲンキー 2008年9月26日 2009年5月27日 1,294 ×

近畿 福井県 （仮称）株式会社ユース鯖江西店
鯖江市糺町３０字野岸９番　外２７
筆 ユース ユース 2008年9月26日 2009年5月27日 3,140

近畿 福井県
（仮称）ハーツたけふ店複合商業
施設

越前市芝原四丁目５８字南柿木町８
番１ 大和リース

福井県民生
活協同組合

福井県民生活協
同組合 しまむら ○　１店舗 2008年9月30日 2009年5月31日 2,796

近畿 福井県
（仮称）ヤスサキグルメ館越前南
店

越前市神山南部土地区画整理事業
地区内37街区1番　外16筆 ヤスサキ ヤスサキ ○　１店舗 2008年10月21日 2009年6月22日 3,201

近畿 福井県
サニーマート南店・ドラッグユタカ
若狭高浜店

大飯郡高浜町宮崎８６字南汐入１４
番地の２　外１２筆 タカダフーズ タカダフーズ

ユタカファーマ
シー 2009年3月19日 2009年11月20日 1,716

近畿 滋賀県 （仮称）ジョーシン大津際川店 大津市際川四丁目365番１ 上新電機 上新電機 2008年7月18日 2009年3月19日 2,210

近畿 滋賀県 三洋堂書店長浜店 長浜市小堀町字赤町424外11筆 三洋堂書店 三洋堂書店 2008年8月28日 2009年4月30日 1,709

近畿 滋賀県 （仮称）ブックオフ駒井沢店 草津市駒井沢町字上深田３３ 滋賀不動産 サンミュージック 2008年11月4日 2009年7月1日 1,312

近畿 滋賀県 （仮称）ミドリ東近江店 東近江市五個荘北町屋町285番6号 ミドリ電化 ミドリ電化 2009年1月19日 2009年9月20日 3,130

近畿 滋賀県 （仮称）ハイパーブックス追分店
草津市追分丸尾土地区画整理事業
内4街区1､3､4､5､6号地 三王都市開発 サンミュージック 2009年1月21日 2009年8月25日 2,388

近畿 滋賀県
（仮称）ケーズデンキ彦根パワフ
ル館

彦根市彦根駅東土地区画整理事業
区域内17番街区

関西ケーズデン
キ

関西ケーズデン
キ 2009年1月23日 2009年7月1日 5,516 ×

近畿 滋賀県
（仮称）バロー大津真野ショッピン
グセンター 大津市真野六丁目21番1、1785番4 オリックス不動産 バロー 未定 2009年1月26日 2009年9月27日 6,004

近畿 滋賀県
（仮称）ケーズデンキ彦根パワフ
ル館

彦根市彦根駅東土地区画整理事業
区域内17番街区

関西ケーズデン
キ

関西ケーズデン
キ 2009年3月3日 2009年10月1日 5,516

近畿 滋賀県
（仮称）マツヤスーパー大津美崎
店 大津市美崎町字萱海道381番1ほか マツヤスーパー マツヤスーパー 2009年3月25日 2010年3月2日 3,118

近畿 滋賀県 ニトリ彦根店 彦根市外町字新女町278番３ほか ニトリ ニトリ 2009年3月31日 2009年12月1日 5,241

近畿 京都府 バザールタウン福知山店
福知山市字堀小字上高田2155番１
ほか 藤屋 さとう 2008年6月16日 2009年2月17日 3,700



近畿 京都府 （仮称）ジョーシン亀岡店 亀岡市余部町樋又７９－２ほか 上新電機 上新電機 2008年10月9日 2009年6月10日 2,493

近畿 京都府 フレスポ福知山
福知山市字篠尾小字長ヶ坪１１５－
７ほか 大和リース 京滋マツダ さとう

2
その他未定 2008年11月28日 2009年7月29日 4,854

近畿 京都府
ファッションセンターしまむら宇治
店 宇治市宇治半白４６－１ほか しまむら 　 しまむら 　 2009年1月27日 2009年9月28日 1,152

近畿 京都府
ドラッグユタカ千代川店・セリア生
活良品亀岡店

亀岡市千代川町小川一丁目２－６
ほか 山英興産

ユタカファーマ
シー 1 2009年2月2日 2009年10月3日 1,371

近畿 大阪府 （仮称）サンプラザ富田林店 富田林市富田林町３１番地１ほか サンプラザ サンプラザ 2008年4月11日 2008年12月12日 2,074

近畿 大阪府 万代萱島店
寝屋川市萱島東二丁目５２８番１ほ
か 万代 万代 2008年4月11日 2008年12月12日 1,075

近畿 大阪府 （仮称）ゴルフ５箕面店 箕面市牧落五丁目７００番ほか アルペン アルペン 2008年4月16日 2008年12月17日 1,094

近畿 大阪府 （仮称）関西スーパー倉治店
交野市倉治七丁目２４４２番１６ほ
か

関西スーパー
マーケット

関西スーパー
マーケット 2008年5月27日 2009年2月1日 1,490

近畿 大阪府 (仮称）和泉観音寺商業施設 和泉市観音寺町２２０番１ほか 西辻工務店 サンディ サンドラッグ 1 2008年5月28日 2009年1月29日 2,093

近畿 大阪府 (仮称）ライフ東大阪太平寺店 東大阪市太平寺二丁目４３番１
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2008年6月6日 2009年2月7日 1,676

近畿 大阪府 エバグリーン岸和田久米田店 岸和田市大町３０３番１ ニイガワ 廣甚 2008年7月14日 2009年3月15日 1,816

近畿 大阪府
ホームプラザナフコ阪南スカイタ
ウン店 阪南市桃の木台二丁目２番２ ナフコ ナフコ 2008年9月26日 2009年5月27日 6,634

近畿 大阪府
（仮称）ホームセンターコーナン豊
中島江店 豊中市島江町一丁目６００番１ コーナン商事 コーナン商事 2008年9月29日 2009年5月30日 7,532

近畿 大阪府
（仮称）ケーヨーデイツー箕面彩
都店

箕面市彩都粟生南二丁目G２７街区
ほか ケーヨー ケーヨー 2008年11月13日 2009年7月14日 4,916

近畿 大阪府 （仮称）ミドリ枚方店 枚方市甲斐田新町１５５番１ほか ミドリ電化 ミドリ電化
ライフコーポレー
ション 2 2009年1月22日 2009年9月23日 7,170

近畿 大阪府 （仮称）ミドリ門真店 門真市舟田町５３６番１ほか ミドリ電化 ミドリ電化 2009年1月22日 2009年9月23日 5,481

近畿 大阪府
（仮称）ジョーシン大東新田旭町
店 大東市新田旭町２３番１ほか 末広 上新電機 2009年3月27日 2009年11月28日 3,557

近畿 兵庫県 ラ・ムー赤穂ショッピングセンター 赤穂市中広字東沖1346番地他 恵比寿天 ナフコ 大黒天物産 ナフコ 2008年5月19日 2009年1月9日 7,065

近畿 兵庫県 （仮称）マックスバリュ野口店 加古川市野口町坂元字谷田118-3
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 1 2008年5月23日 2009年1月24日 3,123

近畿 兵庫県
（仮称）ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ姫路
西店 姫路市西延末字五反田123番地１ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2008年5月28日 2009年1月29日 8,125

近畿 兵庫県 （仮称）マックスバリュ龍野西店 たつの市龍野町日山67-3
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 2008年6月2日 2009年2月3日 1,645

近畿 兵庫県 （仮称）マックスバリュ神河店 神崎郡神河町粟賀363ほか
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 2 2008年8月6日 2009年4月7日 3,420

近畿 兵庫県 （仮称）ジョーシン豊岡 豊岡市中陰550ほか 上新電機 上新電機 2008年8月12日 2009年4月13日 2,981

近畿 兵庫県 （仮称）センチュリープラザ 三田市けやき台一丁目10番１
北摂ｺﾐｭﾆﾃｨ開発
ｾﾝﾀｰ アクサス 10 2008年8月20日 2009年4月21日 3,358

近畿 兵庫県 ゴダイドラッグ今宿店 姫路市東今宿三丁目1387-1 ゴダイ ゴダイ 2008年9月4日 2009年5月5日 1,369

近畿 兵庫県 （仮称）ミドリ洲本店 洲本市塩屋一丁目ほか ミドリ電化 ミドリ電化 2008年9月5日 2009年5月6日 3,200

近畿 兵庫県 （仮称）ミドリ加古川店 加古川市尾上町安田311-4ほか ミドリ電化 ミドリ電化 2008年9月5日 2009年5月6日 4,262

近畿 兵庫県 （仮称）ラ・ムー明石東店 明石市大蔵海岸通二丁目２番 大黒天物産 大黒天物産 2008年9月11日 2009年3月26日 1,857



近畿 兵庫県 ヤマダ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ新加古川店
加古川市平岡町一色字西ノ目120
番ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2008年9月18日 2009年5月19日 7,944

近畿 兵庫県 （仮称）ヒラキ姫路店 姫路市飾東町庄字宮浦217ほか ヒラキ ヒラキ 2008年9月26日 2009年7月1日 2,740

近畿 兵庫県 （仮称）ジョーシン南あわじ店 南あわじ市広田広田117-1ほか 上新電機 上新電機 2008年10月3日 2009年6月4日 2,930

近畿 兵庫県
（仮称）ﾎｰﾑｾﾝﾀｰコーナン三田
ウッディタウン店　Ａ棟 三田市すずかけ台三丁目１番 コーナン商事 コーナン商事

ネッツトヨタゾナ神
戸 2008年10月23日 2009年6月24日 8,980

近畿 兵庫県
（仮称）ﾎｰﾑｾﾝﾀｰコーナン三田
ウッディタウン店　B棟 三田市けやき台一丁目１番 コーナン商事 コーナン商事 2008年10月23日 2009年6月24日 4,392

近畿 兵庫県
ファッションセンターしまむら川西
店 川西市平野三丁目20番地13号 しまむら しまむら 2008年11月11日 2009年7月6日 1,246

近畿 兵庫県 （仮称）アルペン姫路中地店 姫路市中地南町45-1ほか アルペン アルペン 2008年11月28日 2009年7月29日 2,454

近畿 兵庫県 （仮称）万代西宮山口町店 西宮市山口町上山口三丁目56ほか 万代 万代 2009年2月20日 2009年10月21日 1,580

近畿 兵庫県 （仮称）ジョーシン西脇小坂店 西脇市小坂町140-1ほか 上新電機 上新電機 2009年3月25日 2009年11月26日 2,363

近畿 兵庫県 （仮称）ｲｵﾝﾀｳﾝ東加古川SC 土山字勝負850-1ほか
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 2009年3月30日 2009年12月1日 5,480 ×

近畿 兵庫県
（仮称）ｲｵﾝﾀｳﾝ東加古川SC（電
機棟） 土山字勝負850-1ほか

マックスバリュ西
日本

関西ケーズデン
キ 2009年3月30日 2009年12月1日 6,230 ×

近畿 奈良県 万台河合町店・東洋薬局河合店 北葛城郡河合町西山台５２６－１他 三膳 万代 ジップドラッグ 2008年6月17日 2009年2月18日 1,746

近畿 奈良県 （仮称）コノミヤ大安寺店 奈良市大安寺５丁目９２６－１他 コノミヤ コノミヤ ○ 6 2008年8月7日 2009年4月8日 2,384

近畿 奈良県
（仮称）ヤマダ電機テックランド奈
良桜井店 桜井市阿部３５６－３他 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2008年9月30日 2009年5月31日 4,138

近畿 奈良県
（仮称）ホームセンターコーナン大
和郡山筒井店 大和郡山市筒井町５３１－６ コーナン商事 コーナン商事 ○ 2008年10月27日 2009年6月28日 10,166

近畿 奈良県 （仮称）ジョーシン大和高田店 大和高田市大字神楽２５０－１ 上新電機 上新電機 2008年11月13日 2009年7月14日 2,315

近畿 奈良県 （仮称）万代葛城北花内店 葛城市北花内３７－１他 万代 万代 ○ 2008年12月5日 2009年8月6日 1,718

近畿 奈良県 コープ朱雀 奈良市朱雀６丁目９－５他 ならコープ ならコープ ○ 2008年12月12日 2009年8月13日 2,078

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 ○ 2008年4月10日 2008年12月1日 1,700

近畿 和歌山県
（仮称）ケーズデンキ紀ノ川パワ
フル館 和歌山市狐島５８８－１

関西ケーズデン
キ ケーズデンキ 2008年6月20日 2009年3月1日 4,171

近畿 和歌山県 （仮称）エバグリーン布引店 和歌山市布引字宇太748-2　他 廣甚 廣甚 2008年9月30日 2009年5月31日 1,320

近畿 和歌山県
（仮称）ケーズデンキ川辺パワフ
ル館・ヤマイチプラザ川辺 和歌山市里字五段５番１　外３３筆

関西ケーズデン
キ

ヤマイチ・エ
ステート

関西ケーズデン
キ ○ 2008年10月30日 2009年7月1日 7,242

近畿 和歌山県 （仮称）ジョーシン田辺新庄店 田辺市新庄町字田鶴１６２８－４ 上新電機 上新電機 2008年11月28日 2009年7月29日 2,220

近畿 和歌山県 （仮称）ジョーシン和歌山平井店
和歌山市平井字西前島120番地1
他 上新電機 上新電機 2009年3月23日 2009年11月24日 2,946

近畿 和歌山県
（仮称）ホームセンターコーナン田
辺店２号館

田辺市下万呂字落合754-1　他12
筆 コーナン商事 コーナン商事 2009年3月31日 2009年12月1日 3,730

近畿 京都市 ベルタウン（仮称）太秦店 右京区常盤東ノ町２６－５ (株)マツモト (株)マツモト 2008年6月30日 2009年3月1日 2,637

近畿 京都市 京都御幸ビル改築計画
中京区烏丸通四条上る笋町６８９番
地

(株)御幸ビルディ
ング 未定 ○ 2008年7月31日 2009年4月1日 1,267

近畿 京都市 （仮称）四条烏丸ビル
京都市中京区烏丸通錦小路下る笋
町６９６－１ NTT都市開発(株) 未定 ○ 2008年8月29日 2010年10月31日 3,150



近畿 京都市
（仮称）京都リサーチパーク商業
施設計画

京都市下京区中堂寺粟田町９０，９
１，９２番地

(株)アーバネック
ス (株)ＴＳＵＴＡＹＡ ○ 2009年1月30日 2010年10月1日 1,630

近畿 大阪市 （仮称）上本町駅南複合ビル 天王寺区上本町6丁目1番55号 近畿日本鉄道 未定 2008年6月12日 2010年4月1日 8,275

近畿 大阪市 （仮称）ライフ天神橋店 中央区島町2丁目38番
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2008年6月30日 2009年2月28日 1,922

近畿 大阪市
阿倍野地区第二種市街地再開発
事業　A2棟 阿倍野区阿倍野筋1丁目80番1　他 東急不動産 イトーヨーカドー 未定 2008年9月2日 平成２３年春頃 63,130

近畿 大阪市 （仮称）茶屋町東地区再開発ビル 北区茶屋町200番（一部）
茶屋町東地区市
街地再開発組合 阪急電鉄 未定 2008年9月26日 2011年4月1日 3,133

近畿 大阪市 （仮称）ライフ三津屋店 淀川区三津屋中3丁目8番38号 細川石油
ライフコーポレー
ション 2008年9月30日 2009年5月31日 1,210

近畿 大阪市 （仮称）ライフ下寺店 浪速区下寺2丁目5番13号　他
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2008年11月4日 2009年7月5日 2,700

近畿 大阪市
（仮称）イオン太子橋ショッピング
センター 旭区太子橋3丁目407番1

エヌ・ティ・ティ都
市開発 光洋 タキヤ 2008年12月17日 2009年8月18日 3,122

近畿 大阪市
シーサイドレジデンスコスモスク
エア駅前 住之江区南港北1丁目38番1　他 JFE都市開発 2 エーコープ近畿 未定 2009年3月5日 2009年11月6日 1,369

近畿 神戸市 ヤマダ電機テックランド垂水本店
垂水区多聞町字小束山868番地の6
他 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2008年6月20日 2009年2月21日 8,279

近畿 神戸市 オートバックス学園南 垂水区小束台868番1038
Ｇ－７ホルディン
グス オートセブン 1 2008年6月26日 2009年2月27日 2,019

近畿 神戸市 (仮)万代伊川谷店 西区伊川谷町潤和1125番地 山本興産 万代 2 2008年7月16日 2009年3月17日 1,715

近畿 神戸市 プレンティ二番館 西区糀台5丁目6番1号
神戸ニュータウン
開発センター シティオ 4 2009年3月6日 2009年11月13日 1,091

近畿 堺市 (仮称)ニトリ堺大仙店 堺区協和町5丁479番2 ニトリ ニトリ 2008年6月9日 2009年2月9日 4,600

近畿 堺市
(仮称)ホームセンターコーナン堺
石津店 堺市堺区石津北町90番3　他 コーナン商事 コーナン商事 2008年9月22日 2009年5月23日 7,159

中国 鳥取県 （仮称）デオデオ新鳥取本店 鳥取市安長７１－１ FGB デオデオ 2008年10月10日 2009年6月11日 4,761

中国 岡山県 ホームプラザナフコ矢掛店 矢掛町本堀字七九1088-1外 ナフコ ナフコ 2008年4月30日 2008年12月31日 3,885

中国 岡山県 ひまわり久世店 真庭市久世字河元2291番1外 ハピーマート ププレひまわり 紀ノ国屋 2 2008年5月2日 2008年10月31日 1,916

中国 岡山県
ファッションセンターしまむら玉野
店 玉野市築港5丁目7-11 しまむら しまむら 2008年5月2日 2009年1月3日 1,098

中国 岡山県 中畝ファッションモール 倉敷市中畝9丁目273-1外 しまむら しまむら 2008年12月25日 2009年8月26日 2,314

中国 岡山県 （仮称）山陽マルナカ日生店 備前市穂浪字小柳2541-1外 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2009年1月29日 2009年9月30日 5,155

中国 岡山県
（仮称）ヤマダ電機テックランド倉
敷神田店 倉敷市神田4丁目2-5外

オリックス・アル
ファ ヤマダ電機 2009年3月19日 2009年11月20日 2,369

中国 広島県
ホームセンタージュンテンドー廿
日市店 廿日市市本町５９９番１外 ジュンテンドー ジュンテンドー 2008年4月1日 2008年11月13日 2,342

中国 広島県 ビックハウス世羅店 世羅町大字寺町1186番地外 藤三 藤三 2008年4月1日 2008年12月1日 2,648

中国 広島県
ホームセンタージュンテンドー大
崎店 大崎上島町中野４１００番４外 ジュンテンドー ジュンテンドー 2008年4月4日 2008年11月6日 2,188

中国 広島県 （仮称）万惣吉田店
安芸高田市吉田町吉田830番地1
外 万惣 万惣 2008年5月2日 2009年3月23日 1,688

中国 広島県 ホームプラザナフコ黒瀬店 黒瀬春日野一丁目132番4外 ナフコ ナフコ 2008年6月2日 2009年2月1日 2,349

中国 広島県
フレスタ警固屋店・ウォンツ警固
屋店・ポイント呉警固屋店 呉市警固屋４丁目２２３番１０外 フレスタ 2 フレスタ ハーティウォンツ タカミヤ 2008年6月18日 2009年2月19日 2,847



中国 広島県 マックスバリュ広東店 呉市広白石２丁目１１３０８－１外
マックスバリュ西
日本 マックスバリュ 2008年6月30日 2009年1月20日 1,958

中国 広島県 ザグザグ庄原店 庄原市戸郷町84番地外 ザグザグ オリックス㈱ 2008年7月15日 2009年2月1日 1,275

中国 広島県 ジュンテンドー中庄店
尾道市因島中庄町字油屋新開チ印
4673番外 ジュンテンドー ジュンテンドー 2008年7月25日 2009年7月1日 1,856

中国 広島県
エブリイ西条店･ひまわり西条西
店

東広島市西条町西条東字山崎1033
番外 エブリィ 1 エブリィ ププレひまわり 2008年7月25日 2009年1月26日 1,618

中国 広島県
（仮称）尾道新浜ショッピングセン
ター 尾道市新浜一丁目9番地1外 ジョイネット エブリィ ププレひまわり 1 2008年8月22日 2009年3月1日 1,845

中国 広島県 （仮称）コープ東広島
東広島市西条町寺家東猿屋敷6579
番1外

生活協同組合ひ
ろしま 1

生活協同組合ひ
ろしま レデイ薬局 2008年9月16日 2009年5月17日 2,296

中国 広島県
ホームセンタージュンテンドー音
戸店

呉市音戸町波多見十一丁目5732-1
外 ジュンテンドー ジュンテンドー 2008年10月29日 2009年7月1日 1,869

中国 広島県 ダイキ三原円一店 三原市円一町2丁目6番1外 ダイキ ダイキ ププレひまわり 2009年1月29日 2009年9月30日 6,625

中国 広島県 万惣・セガミ呉坪ノ内店 呉市坪ノ内町２番３８外 万惣 1 万惣 セガミメディクス 2009年2月27日 2009年10月28日 1,612

中国 広島県 焼山西三丁目複合商業施設 呉市焼山西三丁目１６５４番外
オリックス・アル
ファ 1 西松屋チェーン チヨダ 4 2009年3月23日 2009年9月1日 2,555

中国 広島県 デオデオ東広島本店
東広島市西条町御薗宇4599番1外7
筆 エディオンWEST エディオンWEST 2009年3月25日 2009年11月26日 7,272

中国 広島県
ファッションセンターしまむら三次
店 三次市南畑敷町752番地4外 しまむら しまむら 2008年12月22日 2009年8月23日 1,110

中国 山口県 (仮称)ハローデイ古屋店 下関市古屋町１－１７６２ ハローデイ ハローデイ 2008年4月1日 2008年12月2日 2,651

中国 山口県 クスリ岩崎チェーン萩土原店 萩市大字土原３８３－６ 岩崎宏健堂 岩崎宏健堂 2008年4月8日 2008年12月9日 1,490

中国 山口県
スーパードラッグコスモス新下関
店

下関市大字伊倉新下関西土地区画
整理事業地内３５街区２３ コスモス薬品 コスモス薬品 2008年6月20日 2009年2月21日 1,542

中国 山口県
スーパードラッグコスモス防府緑
町店 防府市緑町２－１１２２－１

ウィルコーポレー
ション コスモス薬品 1 2008年6月30日 2009年3月1日 1,480

中国 山口県
スーパーセンタートライアル防府
店 防府市浜方１９－１

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2008年7月24日 2009年3月25日 3,714

中国 山口県 (仮称)宇部北琴芝複合店舗 宇部市北琴芝２－５６９－１ 青山商事 青山商事 ハーティウォンツ 2008年7月31日 2009年4月1日 1,854

中国 山口県
ファッションセンターしまむら昭和
店 宇部市昭和町４－５２５、１５２５－４ しまむら しまむら 2008年10月3日 2009年6月4日 1,250

中国 山口県
（仮称）マックスバリュ下関宮田町
店 下関市宮田町１－８－１

合同会社リバー
フィールド

マックスバリュ西
日本 2008年11月13日 2009年7月14日 1,604

中国 山口県 （仮称）ザ・ビッグ周東店 岩国市周東町下久原４７４－１
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 2008年12月12日 2009年8月13日 7,847

中国 山口県 アルク慶万店 周南市慶万町１８３３－１
エヌ・ティ・ティ都
市開発 丸久 2008年12月26日 2009年8月27日 1,095

中国 山口県
スーパードラッグコスモス萩新川
店 萩市椿東３１１９－１ アドレ・エステート コスモス薬品 2009年1月19日 2009年9月20日 1,491

中国 山口県 （仮称）ゆめタウン新下関 下関市伊倉新町３－３０１４－１ イズミ ベスト電器 イズミ ベスト電器 2009年3月25日 2009年11月26日 30,482

中国 山口県 アルク徳山中央店 周南市花畠町１２７－１
周南システム産
業 丸久 2009年3月27日 2009年11月30日 1,845

中国 広島市
若草町地区第一種市街地再開発
事業テラス住宅棟 広島市東区若草町１７００番

広島若草都市開
発合同会社 未定 2008年4月2日 2010年2月1日 4,800

中国 広島市
若草町地区第一種市街地再開発
事業ホテル・ビジネス棟 広島市東区若草町１７０４番

広島若草都市開
発合同会社 未定 2008年4月2日 2010年2月1日 3,080

中国 広島市 ホームプラザナフコ西広島店
広島市佐伯区五日市港四丁目１１
番１外 ナフコ ナフコ 2008年4月25日 2008年12月26日 8,719



中国 広島市 （仮称）アルパーク別館
広島市西区草津南四丁目２００３番
地１外 三井不動産 未定 2008年5月9日 2009年4月1日 8,104

中国 広島市 せらかぐ本通ビル 広島市中区本通３番５号外 せらかぐ 未定 2008年9月9日 2009年4月1日 2,610

中国 広島市
（仮称）ホームセンターコーナン祇
園店

広島市安佐南区祇園六丁目４０１番
１外 コーナン商事 コーナン商事 2008年10月14日 2009年6月15日 6,544

中国 広島市 ゆめタウンみゆき 広島市南区宇品西六丁目１３６９番 イズミ イズミ あり 2008年11月27日 2009年11月1日 17,244

中国 広島市 （仮称）フォレオ広島東
広島市東区温品一丁目１１２１番地
１外 大和ハウス工業

マックスバリュ西
日本 あり 2009年1月20日 2009年9月21日 15,125

中国 岡山市 （仮称）キタムラPC　DEPO岡山店 岡山市新保字観音堂892-1外
キタムラピーシー
デポ

キタムラピーシー
デポ 2008年4月15日 2008年12月15日 1,319

中国 岡山市 ホームプラザナフコ大福店 岡山市大福字前阪337番1外 ナフコ ナフコ 2008年5月28日 2009年1月29日 7,111

中国 岡山市 ハローズ岡南店 岡山市松浜町4番3外 ハローズ ハローズ 2008年8月22日 2009年4月23日 1,549

中国 岡山市 Ａコープたかまつ 岡山市高松141-1外
岡山市農業協同
組合 ＪＡ岡山 岡山木村屋 2008年9月2日 2009年5月3日 1,159

中国 岡山市 （仮称）ゴルフ５岡山青江店 岡山市青江5丁目921-15外 アルペン アルペン 2008年10月14日 2009年6月15日 1,221

中国 岡山市
洋服の青山新岡山大安寺店・くす
りのラブ大安寺店 岡山市大安寺南町1丁目623-1外 青山商事

ラブドラッグ
ス 青山商事 ラブドラッグス 2008年11月17日 2009年7月18日 1,586

中国 岡山市 （仮称）エブリィ古新田店 岡山市古新田字五反田1221-1外 エブリィ エブリィ ププレひまわり 2008年12月11日 2009年7月1日 2,051

中国 岡山市 （仮称）岡山久米複合店舗 岡山市久米字河本310-1外
ジョイントアーク１
８ ミスターマックス ヒマラヤ 2009年3月6日 2009年11月1日 8,131

四国 徳島県 ケーズデンキ脇町店
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南
１０６番地１ほか ビッグ・エス ビッグ・エス 2008年6月17日 2009年2月18日 3,980

四国 徳島県 ヤマダ電機テックランド松茂店
板野郡松茂町広島字小ハリ25番1
外11筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2008年10月10日 2009年6月11日 3,494 ×

四国 徳島県 ホームプラザナフコ鳴門店
鳴門市里浦町粟津字西開１６８番１
ほか ナフコ ナフコ 2009年1月8日 2009年9月9日 6,670

四国 徳島県 ヤマダ電機テックランド松茂店
板野郡松茂町広島字小ハリ25番1
ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2009年1月15日 2009年9月16日 3,934

四国 徳島県 ファミリー両国国府店
徳島市国府町早淵字久保４０－１
ほか （有）ファミリー ファミリー両国 2009年3月25日 2009年11月26日 1,567

四国 香川県
スーパードラッグコスモスさぬき
三木店

木田郡三木町大字下高岡字新開
2159番１外

オリックス・アル
ファ コスモス薬品 2008年5月19日 2009年1月20日 1,475

四国 香川県 西村ジョイ観音寺店(Bエリア)
観音寺市坂本町６丁目甲２７７番１
外 西村ジョイ 西村ジョイ 2008年5月29日 2009年1月30日 1,578

四国 香川県
スーパードラッグコスモス多度津
店

仲多度郡多度津町大字南鴨字糺
287番1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2008年6月9日 2009年2月10日 1,536

四国 香川県 新鮮市場きむら国分寺店
高松市国分寺町福家甲3135番地1
外 ㈱きむら ㈱きむら 2008年7月4日 2009年3月5日 1,255

四国 香川県 新鮮市場きむら丸亀三条店
丸亀市三条町黒嶋1130番1外

㈱きむら ㈱きむら 2008年7月10日 2009年3月11日 1,476

四国 香川県 新鮮市場きむら観音寺店
観音寺市柞田町字三つ塚2401番地
1外 ㈱きむら ㈱きむら 2008年8月7日 2009年4月8日 1,279

四国 香川県 新鮮市場きむら長尾店 さぬき市長尾西1098番2外 ㈱きむら ㈱きむら 2008年8月27日 2009年4月28日 1,395

四国 香川県 新鮮市場きむら太田店
高松市太田上町字皿井1087番地1
外 ㈱きむら ㈱きむら 2008年8月29日 2009年4月30日 1,270

四国 香川県 コープ宇多津 綾歌郡宇多津町浜五番丁49番1 コープかがわ コープかがわ 2008年9月5日 2009年5月6日 1,533

四国 香川県
ファッションセンターしまむら志度
店 さぬき市志度字西渕1788番1 しまむら しまむら 2008年12月18日 2009年10月18日 1,117



四国 香川県 ハローズ仏生山店 高松市仏生山町甲1314外 ハローズ ハローズ ザグザグ 2009年3月3日 2009年11月4日 6,251

四国 愛媛県 南久米ショッピングセンター 松山市南久米町538　外 フジ フジ 2008年4月30日 2008年12月31日 1,894

四国 愛媛県 マルナカ宇和島店 宇和島市保田字若藤甲841-2 マルナカ マルナカ 2008年5月29日 2009年1月30日 4,944

四国 愛媛県 ダイキ宇和店
西予市宇和町卯之町四丁目518番
地3外 ダイキ ダイキ 2008年6月3日 2009年2月4日 2,370

四国 愛媛県 ドン･キホーテ松山店 松山市土居田町133-1他 ドン･キホーテ ドン･キホーテ 2008年6月6日 2009年2月7日 2,072

四国 愛媛県 コープ三津 松山市高山町3441番外 三菱ＵＦＪリース コープ 2008年6月13日 2009年2月15日 1,474

四国 愛媛県 ダイキ宇和島店 宇和島市保田字宮ノ段甲672番　外 ダイキ ダイキ 2008年7月15日 2009年3月16日 5,593

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7月17日 2009年3月18日 2,683 ×

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
オリックス・アル
ファ ヤマダ電機 2008年8月14日 2009年4月15日 2,683

四国 愛媛県 平田ショッピングセンター敷地Ａ 松山市平田町162番地1外 ダイキ ダイキ 2008年8月20日 2009年4月20日 5,506

四国 愛媛県 平田ショッピングセンター敷地Ｂ 松山市平田町190番地外
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 2008年8月20日 2009年4月20日 2,066

四国 愛媛県 マルナカ今治松本店 今治市松本町5丁目1-1外 マルナカ マルナカ 2008年8月29日 2009年4月30日 2,433

四国 愛媛県 マルナカ西条店 西条市福武字沢ノ前甲971番1外 マルナカ マルナカ 2008年9月24日 2009年5月25日 3,064

四国 愛媛県 セブンスター東長戸店 松山市東長戸四丁目688-１　外 一六本舗 セブンスター 一六本舗 2008年9月29日 2009年6月1日 1,758

四国 愛媛県 コーナンホームストック久万店
上浮穴郡久万高原町入野1180番地
他 コーナン商事 コーナン商事 2008年10月20日 2009年6月21日 2,502

四国 愛媛県 藤原ショッピングセンター 松山市藤原二丁目8番1　外 フジ ダイキ フジ ダイキ 2008年11月7日 2009年7月8日 5,657

四国 愛媛県
ヤマダ電機テックランド松山２号
店 松山市問屋町240番1号　外

オリックス・アル
ファ ヤマダ電機 2009年2月27日 2009年10月28日 5,007

四国 高知県 ニトリ高知南久保店 高知市南久保６６番地ほか ニトリ ○１ ニトリ ローソン 2008年5月13日 2008年12月12日 5,317

四国 高知県 サンシャイン高岡 土佐市高岡町字岡ノ下2745番１外 サンシャイン旭 サンシャイン旭 2008年9月30日 2009年6月1日 1,505

四国 高知県
ファッションセンターしまむら神田
店 高知市神田字山地1209番1他3筆 磯久　義明 しまむら 2008年12月26日 2009年8月27日 1,117

四国 高知県 マルナカ土佐山田店
香美市土佐山田町秦山町3丁目59
－4外 マルナカ マルナカ 2009年1月28日 2009年9月29日 1,454

四国 高知県
（仮称）ダイワロイヤル株式会社
高知駅前商業ビル 高知市北本町二丁目39番地１号 ダイワロイヤル ビッグ・エス 2009年3月31日 2009年12月1日 4,250

九州 福岡県
スーパードラッグコスモスうきは吉
井店

福岡県うきは市吉井町新治字柿木
畑２１４番１ コスモス薬品 コスモス薬品 2008年4月7日 2008年12月8日 1,486

九州 福岡県 （仮称）マックスバリュ水巻店
福岡県遠賀郡水巻町頃末北４丁目
１３７９番４ ワイアンドケイ

マックスバリュ九
州 2008年4月15日 2008年12月16日 2,318

九州 福岡県 （仮称）マックスバリュ十三部店
福岡県久留米市野中町字沼尻３８９
番１ 三菱地所

マックスバリュ九
州 2008年4月22日 2008年12月23日 2,271

九州 福岡県
スーパードラッグコスモス直方下
境店 福岡県直方市大字下境３２８１番１ コスモス薬品 コスモス薬品 2008年5月19日 2009年1月20日 1,490

九州 福岡県
スーパードラッグコスモス柏の森
店 福岡県飯塚市大字柏の森６０７番３ コスモス薬品 コスモス薬品 2008年6月11日 2009年2月12日 1,336

九州 福岡県 ホームプラザナフコ瀬高店
福岡県みやま市瀬高町下庄字東欠
橋７２３番１ ナフコ ナフコ 2008年6月11日 2009年2月12日 4,130



九州 福岡県 スーパードラッグコスモス吉井店
福岡県うきは市吉井町生葉字赤長
７３２番２ コスモス薬品 コスモス薬品 2008年6月25日 2009年2月26日 1,330

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 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2008年6月30日 2009年3月1日 2,171

九州 福岡県 アスタラビスタ黒木店
福岡県八女郡黒木町大字今字古賀
ノ原１５６ アスタラビスタ アスタラビスタ 2008年7月3日 2009年3月4日 1,600

九州 福岡県 （仮称）那珂川商業施設
福岡県筑紫郡那珂川町松原４３０番
地１

ＳＢＩホールディン
グス 未定 2008年7月25日 2009年4月1日 3,792

九州 福岡県 （仮称）ドッとあ～るZONE須恵
福岡県糟屋郡須惠町大字須恵字サ
ル田１０５１番１　外

コマーシャル・
アールイー

コマーシャル・
アールイー 未定 2008年8月18日 2009年4月19日 9,935 ×

九州 福岡県 （仮称）ルミエール水巻店
福岡県遠賀郡水巻町立屋敷一丁目
４５３番１　外 三角商事 三角商事 2008年8月18日 2009年4月19日 3,339

九州 福岡県 マルキョウ杷木店 福岡県朝倉市杷木池田５３３－１ マルキョウ マルキョウ 花の中山 2008年8月20日 2009年4月21日 1,225

九州 福岡県 マックスバリュ小郡店
福岡県小郡市小板井字蓮輪９２番４
外

マックスバリュ九
州

マックスバリュ九
州 2008年8月25日 2009年4月26日 2,221

九州 福岡県 （仮称）Hilltop Terrace
福岡県遠賀郡水巻町頃末南二丁目
１０８８番１　外 豊田通商 サンリブ ダイキ 未定 2008年8月28日 2009年4月29日 23,671

九州 福岡県 ホームプラザナフコ杷木店
福岡県朝倉市杷木久喜宮字中島１
９９９番の４１ ナフコ ナフコ 2008年9月4日 2009年5月5日 1,839

九州 福岡県 ホームプラザナフコ稲築店 福岡県嘉麻市平１５６１番１　外 ナフコ ナフコ 2008年9月18日 2009年5月19日 2,978

九州 福岡県
スーパーセンタートライアル八女
店 福岡県八女市蒲原８２９　外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 未定 2008年10月14日 2009年6月15日 6,188

九州 福岡県 （仮称）マックスバリュ前原店
福岡県前原市浦志一丁目１４８番１
外

マックスバリュ九
州

マックスバリュ九
州 2008年11月18日 2009年7月19日 2,271

九州 福岡県 ドラッグストアモリ甘木インター店
福岡県朝倉市一木字合畝１２２１番
１　外 ナチュラル ナチュラル 2008年12月17日 2009年8月18日 1,400

九州 福岡県
ホームプラザナフコ飯塚南資材
館 福岡県飯塚市椿８９番９ ナフコ ナフコ 2009年1月16日 2009年9月17日 1,653

九州 福岡県
ファッションセンターしまむら国分
店 福岡県久留米市国分町９５６－１ しまむら しまむら 2009年1月16日 2009年9月17日 1,220

九州 福岡県 （仮称）ダイソー小郡店
福岡県小郡市小板井字蓮輪１０６番
１　外 大創産業 大創産業 2009年2月4日 2009年10月5日 1,098

九州 福岡県 ジョイント久留米
福岡県久留米市東合川二丁目６番
１０　外 小林食品 小林食品 サンドラッグ 2009年3月25日 2009年11月26日 1,729

九州 佐賀県 マックスバリュ尼寺店
佐賀県佐賀市大和町尼寺１４７７の
４　外 マックスバリュ マックスバリュ 2008年4月4日 2008年12月5日 2,026

九州 佐賀県 スーパードラッグコスモス神埼店
佐賀県神埼市神埼町枝ヶ里字一本
松４９番１　外 ダイワロイヤル コスモス薬品 2008年4月8日 2008年12月9日 1,417

九州 佐賀県 トライアル三日月店
佐賀県小城市三日月町樋口字五条
１４２０　外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2008年7月11日 2009年3月18日 4,348

九州 佐賀県 トライアル上峰タウン（仮称）
佐賀県三養基郡上峰町大字坊所字
七本谷1581-2　外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2008年9月5日 2009年5月6日 3,125

九州 佐賀県 スーパーモリナガ小城店 佐賀県小城市小城町松尾字一坪 スーパーモリナガ スーパーモリナガ 2008年10月16日 2009年6月17日 1,479

九州 佐賀県 （仮称）マックスバリュ巨勢店
佐賀県佐賀市巨勢町牛島字一本松
１２１番地１　外 オリックス

マックスバリュ九
州 2008年11月4日 2009年7月5日 1,744

九州 佐賀県 （仮称）ドン・キホーテ佐賀店 佐賀県佐賀市新中町１８３－１他 ドン・キホーテ ドン･キホーテ 2008年11月28日 2009年7月28日 3,338

九州 佐賀県 スーパードラッグコスモス小城店
佐賀県小城市小城町畑田２４６６番
１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 未定 2008年12月25日 2009年8月26日 1,373

九州 佐賀県 （仮称）レッドキャベツ多布施店
佐賀県佐賀市多布施一丁目２９４番
地外 レッド・キャベツ レッド・キャベツ 未定 2009年2月20日 2009年10月21日 1,912

九州 佐賀県
スーパードラッグコスモス佐賀有
田店

佐賀県西松浦郡有田町丸尾１９２２
番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2009年2月27日 2009年10月28日 1,322



九州 長崎県 レッドキャベツ佐世保大和店
長崎県佐世保市大和町３８７番地３
外１６筆 レッド・キャベツ レッド・キャベツ 未定 2008年4月28日 2008年12月29日 2,225

九州 長崎県 （仮称）ララコープ長与店
長崎県西彼杵郡長与町高田郷1175
番地1　外

生活協同組合ラ
ラコープ

生活協同組合ラ
ラコープ 未定 2008年5月15日 2009年1月16日 1,400

九州 長崎県 （仮称）ＨＩＵ　ＰＬＡＣＥ 長崎県佐世保市日宇町2743-1　外 鳴戸興産 浜電気 メガネスーパー 2008年6月24日 2009年2月25日 1,345

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 2008年6月24日 2009年2月25日 1,540

九州 長崎県
ファッションセンターしまむら諌早
西店 長崎県大村市溝陸町786番6 しまむら しまむら 2008年8月7日 2009年4月8日 1,099

九州 長崎県 ドラッグストアモリ島原店
長崎県島原市城内三丁目925番地1
外8筆 ナチュラル ナチュラル 2008年9月12日 2009年5月13日 1,321

九州 長崎県
（仮称）ヤマダ電機テックランド諌
早店 長崎県諫早市仲沖町２７７番１ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2008年12月16日 2009年8月17日 3,330

九州 長崎県
ファッションセンターしまむら対馬
店

長崎県対馬市美津島町大字雞知
347-2外 しまむら しまむら 2009年3月12日 2009年11月13日 1,117 ×

九州 熊本県 ロッキー佐伊津店
天草市佐伊津町字野屋敷760-1ほ
か ロッキー ロッキー 2008年4月2日 2008年12月3日 2,970

九州 熊本県 菊南ショッピングセンター 合志市須屋字上ノ原1937番ほか
九州リースサービ
ス ハローデイ ナフコ ○ 2008年4月21日 2008年12月22日 7,009

九州 熊本県 マックスバリュ光の森店
菊池郡菊陽町光の森五丁目14-1ほ
か

マックスバリュ九
州

マックスバリュ九
州 2008年5月29日 2009年1月30日 2,355

九州 熊本県 ケーズデンキ荒尾本店 荒尾市原万田御馬給662-1ほか
九州ケーズデン
キ

九州ケーズデン
キ 2008年8月8日 2009年4月9日 4,988

九州 熊本県
スーパーセンタートライアル宇土
店 宇土市善道寺町綾織22-1ほか

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2008年9月3日 2009年5月4日 5,230

九州 熊本県 ＴＡＩＹＯ牛深店 天草市久玉町新久玉5711-36 太陽電気工業所 太陽電気工業所 2008年10月21日 2009年6月22日 1,489

九州 熊本県 スーパーミカエル鹿本店 山鹿市鹿本町来民711ほか ビッグミカエル ビッグミカエル 2008年10月31日 2009年7月1日 1,721

九州 大分県 フレンドピア宇佐 宇佐市大字葛原２３４番１号 ゼロワン オーケー 大創産業 2008年5月16日 2009年1月17日 1,546

九州 大分県 ベスト電器高城店 大分市仲西町１丁目１１番３ほか 光綜合工業 ベスト電器 2008年5月30日 2009年1月31日 2,403

九州 大分県 マックスバリュ桜坂店
大分市大字牧字井ノ平１０３０番１
号ほか

マックスバリュ九
州 マックスバリュ 2008年6月30日 2009年3月1日 2,320

九州 大分県 ホームプラザナフコ津久見店 津久見市千怒字牛ヶ浦７５番地 ナフコ ナフコ 2008年9月29日 2009年5月30日 2,104

九州 大分県
スーパードラッグコスモス四日市
店 宇佐市大字閤字宮ノ元３５４番ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2008年10月6日 2009年6月11日 1,488

九州 大分県 ケーズデンキ佐伯パワフル館
佐伯市脇津留土地区画整理地内
Ａー７の一部

九州ケーズデン
キ

九州ケーズデン
キ 2008年10月15日 2009年6月16日 2,985

九州 大分県

（仮称）スーパードラッグコスモス
日田友田店・（仮称）キューイン大
分日田店

日田市大字友田字森ノ木８２０番２
ほか

コスモス薬品・
キューイン コスモス薬品 キューイン 2008年11月7日 2009年7月8日 1,389

九州 大分県 フレスポ中津北
中津市大字大新田字六番通り２７６
番１ほか 大和リース ユニクロ ほか未定 2008年12月25日 2009年9月11日 5,658

九州 大分県 スーパードラッグコスモス下郡店
大分市下郡南三丁目２２３番地ほか
二筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2009年1月19日 2009年9月20日 1,158

九州 大分県 （仮称）マックスバリュ別府新港店 別府市新港町１６番　外５筆 三菱地所
マックスバリュ九
州 2009年3月12日 2009年11月13日 2,117

九州 大分県 ケーズデンキ宇佐パワフル館
宇佐市大字法鏡寺字川島409番1
外

九州ケーズデン
キ

九州ケーズデン
キ 2009年3月16日 2009年11月17日 3,580

九州 宮崎県 ﾀｲﾖｰ佐土原店
宮崎市佐土原町下田島９０９１番
外３８筆 タイヨー タイヨー 2008年8月22日 2009年4月23日 2,056

九州 宮崎県
DIYﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾊﾝｽﾞﾏﾝ　New吉尾
店　本館 都城市吉尾町７７２番地　外１５筆 ハンズマン ハンズマン 2008年8月28日 2009年4月29日 8,180



九州 宮崎県
DIYﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾊﾝｽﾞﾏﾝ　New吉尾
店　別館 都城市吉尾町８０８番地　外７筆 ハンズマン ハンズマン 2008年8月28日 2009年4月29日 2,221

九州 宮崎県 A・コープ三股店
北諸県郡三股町樺山４９６３番１
外

エーコープみやざ
き

エーコープみやざ
き 2008年10月17日 2009年6月11日 1,500

九州 宮崎県 (仮称)西鷹尾ショッピングセンター 都城市鷹尾５丁目４３４２番地１　外 下森建装 ながやま 2008年10月21日 2009年6月22日 5,219

九州 宮崎県
スーパードラッグコスモス小林西
店

小林市大字細野字榎原１５６７－１
外９筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2008年10月28日 2009年6月29日 1,187

九州 宮崎県 （仮称）ドン・キホーテ宮崎神宮店
宮崎市神宮東１丁目６８番１　外７
筆 ドン・キホーテ ドン･キホーテ 2009年2月10日 2009年10月11日 2,378

九州 宮崎県
スーパードラッグコスモス下田島
店

宮崎市佐土原町下田島字牟田ノ一
１０１５８番１　外３筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2009年2月16日 2009年10月17日 1,317

九州 宮崎県 （仮称）タイヨー日南店
日南市大字星倉字貝守４４２６番地
２　外１９筆

オリックス・アル
ファ タイヨー 2009年3月5日 2009年11月6日 2,973

九州 宮崎県
ファッションセンターしまむら早鈴
店 都城市早鈴町１９２４番１　外６筆 しまむら しまむら 2009年3月9日 2009年11月10日 1,266

九州 鹿児島県 （仮称）武岡ピュアタウンSC 鹿児島市武岡一丁目659番３外 九州農林開発 マツモトキヨシ 大創産業 2008年4月11日 2008年12月12日 1,868

九州 鹿児島県 スーパードラッグコスモス重富店
姶良郡姶良町平松字六反田2878番
12外 コスモス薬品 コスモス薬品 2008年5月12日 2009年1月13日 1,306

九州 鹿児島県 ケーズデンキ指宿店 指宿市東方字野付ノ後8268番１外
ケーズホールディ
ングス

九州ケーズデン
キ 2008年5月27日 2009年1月28日 2,960

九州 鹿児島県 ＡＺスーパーセンター隼人店
霧島市隼人町真孝字西濱田3700番
外320筆 マキオ マキオ 2008年6月25日 2009年3月10日 26,343

九州 鹿児島県 タイヨー岩川店
曽於市大隅町岩川字宮前下7379番
１　外10筆 タイヨー タイヨー 2008年9月30日 2009年6月1日 2,907

九州 鹿児島県 コープタウン田上
鹿児島市田上町3749番地１　外12
筆 下園紙工業 ＰＬＡＣＥ しまむら 2008年10月27日 2009年6月28日 1,709

九州 鹿児島県 タイヨー松元店 鹿児島市石谷町1218番１　外15筆 タイヨー タイヨー 2008年11月18日 2009年7月19日 2,950

九州 鹿児島県
(仮称）ドラッグストアモリ国分福
島店

霧島市国分福島字中川原1529番３
外４筆 ナチュラル ナチュラル 2008年12月16日 2009年8月17日 1,178

九州 鹿児島県 （仮称）コミュニティプラザ松元 鹿児島市石谷町1935番１　外７筆
鹿児島県くみあ
い開発 エーコープ鹿児島 2009年1月23日 2009年9月24日 2,370

九州 鹿児島県
（仮称）ホームセンターきたやま東
開店

鹿児島市東開町字東開５番19　外２
筆 ダイワロイヤル きたやま 2009年2月26日 2009年10月27日 7,524

九州 福岡市 マックスバリュ次郎丸店
福岡市早良区次郎丸４－４２８－１
ほか

マックスバリュ九
州

マックスバリュ九
州 2008年4月8日 2008年12月9日 2,315

九州 福岡市 （仮称）福岡今泉開発計画 福岡市中央区今泉１－１９５－１

シャイニング・ノ
ヴァ特定目的会
社 未定 2008年4月22日 2008年12月23日 1,692

九州 福岡市 パセオ野間大池
福岡市南区柳河内１－９６２－１ほ
か

九州リースサービ
ス サンリブ マックハウス 5 2008年5月8日 2009年1月9日 4,927

九州 福岡市 （仮称）博多祇園町開発計画 福岡市博多区祇園町４８７ほか
祗園開発特定目
的会社 ダイエー 2008年5月30日 2009年1月31日 1,900

九州 福岡市 ベスト電器Ｎｅｗ伊都店
福岡市西区大字徳永地内（２１街
区） ベスト電器 ベスト電器 2008年7月18日 2009年3月19日 4,779

九州 福岡市
ホームプラザナフコ　西福岡店家
具館

福岡市西区拾六町２－３８４－１ほ
か ナフコ ナフコ 2008年9月11日 2009年5月12日 4,201

九州 福岡市
（仮称）博多ライフスタイルセン
ター 福岡市博多区諸岡３－２１ほか

合同会社エーエ
スエーＧＫ２４ 未定 2009年2月20日 2009年10月21日 2,995

九州 北九州市 小嶺ファッションモール
北九州市八幡西区小嶺二丁目２１２
番地４ しまむら しまむら アベイル 2008年4月22日 2008年12月23日 3,121

九州 北九州市
スーパードラッグコスモス若松北
湊店 北九州市若松区北湊町４番地４ 旭興業 コスモス薬品 2008年5月27日 2009年1月28日 1,488

九州 北九州市 ドッとあーるgarden小倉【A区画】
北九州市小倉南区沼新町一丁目１
００４番地１

九州リースサービ
ス 丸久 サンドラッグ 大創産業 2008年6月27日 2009年2月28日 3,971



九州 北九州市 ドッとあーるgarden小倉【B区画】
北九州市小倉南区沼新町一丁目１
００４番地５８

九州リースサービ
ス 三喜 1 2008年6月27日 2009年2月28日 3,216

九州 北九州市
ファッションセンターしまむらひび
きの店

北九州市学術研究都市北部１３街
区２、３、４、５ しまむら しまむら 2009年1月23日 2009年9月24日 1,254

九州 北九州市 VIGORタウン
北九州市小倉南区徳吉西一丁目５
２８番１外 石原商事 丸和 7 2009年2月12日 2009年10月13日 1,495

九州 熊本県 ホームプラザナフコ富合店
熊本市南区富合町大字清藤字突田
48ほか ナフコ ナフコ 2008年9月10日 2009年5月11日 8,178

九州 熊本市 ロックタウン西熊本 熊本市南区島町三丁目７－２ほか ロック開発
マックスバリュ九
州 ○ 2009年1月19日 2009年5月11日 3,663

九州 熊本市 ロッキー山ノ神店
熊本市東区山ノ神１丁目3329-1ほ
か ロッキー ロッキー 2009年2月27日 2009年9月20日 1,323

九州 熊本市 ロッキー世安店 熊本市中央区世安町字大畑378-4 ロッキー ロッキー 2009年3月10日 2009年9月30日 1,323

沖縄 沖縄県
フレッシュプラザユニオン宇地泊
店・西松屋宜野湾店 宜野湾市字宇地泊潟原751 野嵩商会

ザユニオン宇地
泊店 西松屋宜野湾店 2008年4月17日 2009年9月10日 1,810

沖縄 沖縄県 サンエーV21まえはら 宜野湾市真栄原三丁目７番６号
株式会社サン
エー

株式会社サン
エー 2008年8月29日 2009年4月30日 1,148

沖縄 沖縄県 （仮称）うるまシティプラザ うるま市江洲487番地 コーベラ ビッグアクセス 2008年10月31日 2009年7月10日 7,370

沖縄 沖縄県 サンエーV21いさがわ食品館 名護市伊差川190番地　他 サンエー サンエー 2008年12月11日 2009年8月15日 1,177

沖縄 沖縄県
（仮称）ヤマダ電機テックランド那
覇店 那覇市おもろまち二丁目５番13

オリックス・アル
ファ 沖縄ヤマダ電機 2009年1月30日 2009年9月30日 6,793

沖縄 沖縄県
（仮称）イオンタウン宮古南ショッ
ピングセンター 宮古島市平良字松原631番地 大栄興産 琉球ジャスコ 2009年2月13日 2009年10月14日 6,243
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