
平成２５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 テックランド帯広２号店
帯広市西５条南３７丁目７番２２ほ
か ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年4月15日 2013年12月16日 4,965

北海道 北海道 わくわくタウン　おとふけ
音更町木野大通東１２丁目１－１ほ
か

、
三井住友ファイナ
ンス＆リース DCMホーマック ダイイチ 2 2013年4月19日 2013年12月20日 18,044

北海道 北海道 ホクレンショップ沼ノ端店
苫小牧市沼ノ端中央３丁目６４０－
１ほか

グリーンサブライ
ン ホクレン 2013年5月16日 2014年1月17日 1,218

北海道 北海道 ケーズデンキ新ひだか店
新ひだか町静内木場１丁目２－１ほ
か デンコードー デンコードー 2013年5月21日 2014年1月22日 1,721

北海道 北海道 ツルハドラッグ　千歳高台店 千歳市高台４丁目 ツルハ ツルハ 2013年5月31日 2014年2月1日 1,150

北海道 北海道 スイートデコレーション苫小牧店 苫小牧市明野元町１丁目１１－２１ ワールドホーム ワールドホーム 2013年6月27日 2014年2月28日 5,148

北海道 北海道 アクロスプラザ鳥取大通 釧路市鳥取大通２丁目６－２ほか 芙蓉総合リース エコノス ダイソー 1 2013年8月6日 2014年4月7日 2,698

北海道 北海道 （仮称）ホーマック上江別店 江別市上江別４２９番地１ほか 三菱ＵＦＪリース ホーマック 2013年8月28日 2014年4月29日 5,293

北海道 北海道
（仮称）サッポロドラッグストアー
室蘭東町店 室蘭市東町１丁目１８－２

エヌ・ティ・ティ都
市開発

サッポロドラッグ
ストアー 2013年9月12日 2014年5月13日 1,262

北海道 北海道
サッポロドラッグストアー北見栄
町店 北見市栄町３丁目４－８　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 2013年11月19日 2014年7月20日 1,270

北海道 北海道
スーパーセンタートライアル苫小
牧東店 苫小牧市柳町１丁目６番１ほか

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2013年11月20日 2014年7月21日 3,828

北海道 北海道
スーパーセンタートライアル千歳
清流店 千歳市清流東２丁目１３６７番地４

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2013年11月22日 2014年7月23日 3,875

北海道 北海道
サッポロドラッグストアー帯広西１
５条店 帯広市西１５条北１丁目１番地ほか

サッポロドラッグ
ストアー エスブリット

サッポロドラッグ
ストアー セブンイレブン 2013年12月4日 2014年8月5日 1,399

北海道 北海道 コメリパワー苫小牧東店 苫小牧市新開２丁目２－１ほか コメリ コメリ 2013年12月12日 2014年8月13日 8,989

北海道 北海道 テックランドNew北見店 北見市西三輪６丁目１番１ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年12月16日 2014年8月17日 3,322

北海道 北海道 サッポロドラッグストアー余市店 余市町黒川町１２丁目６７－２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 2013年12月20日 2014年8月21日 1,266

北海道 北海道
スーパーセンタートライアル登別
栄町店 登別市栄町４丁目２８－１ほか

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2013年12月24日 2014年8月25日 3,031

北海道 北海道
スーパーセンタートライアル岩見
沢店 岩見沢市東町６７６番地５ほか

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2014年1月7日 2014年9月8日 2,687

北海道 北海道 コメリパワー砂川店
砂川市空知太東１条２丁目３７６番
地３ほか コメリ コメリ 2014年1月22日 2014年9月23日 8,858

北海道 北海道 ニトリ旭川四条店
旭川市豊岡３条１丁目２９７番２５ほ
か ニトリ ニトリ 2014年1月24日 2014年12月5日 5,176

北海道 北海道
（仮称）スーパーセンタートライア
ル北見店 北見市中ノ島２－１－６１

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2014年2月14日 2014年10月15日 4,190

北海道 北海道
スーパーセンタートライアル釧路
川端店 釧路市川端町２－１

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2014年2月20日 2014年10月21日 2,774

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
サッポロドラッグストアー旭川永
山３条店 旭川市永山３条８丁目１番１５号

サッポロドラッグ
ストアー

サッポロドラッグ
ストアー 2014年2月25日 2014年10月26日 1,296

北海道 北海道 （仮称）ツルハドラッグ旭川大町店 旭川市春光町１０－５５ほか ツルハドラッグ ツルハ 2014年2月28日 2014年10月29日 1,513

北海道 札幌市 ダイイチ清田店 札幌市清田区清田2条3丁目11 エムジーリース ダイイチ
ツルハホールディ
ングス 1 2013年4月5日 2013年11月1日 3,517

北海道 札幌市 西野1条3丁目商業施設 札幌市西区西野1条3丁目55-1ほか

、 井
住友ファイナンス
＆リース

海
アール・フレッシュ
ネス・リテール

サッポロドラッグ
ストアー 2013年5月13日 2013年11月20日 1,483

北海道 札幌市
サッポロドラッグストアー清田2条
店

札幌市清田区清田2条2丁目20番20
号

サッポロドラッグ
ストアー

サッポロドラッグ
ストアー 2013年5月31日 2013年10月31日 1,383

北海道 札幌市 (仮称)ココカラファイン北28条店
札幌市北区北28条西13丁目840番2
ほか 泰新 ココカラファイン 2013年6月24日 2014年2月24日 1,270

北海道 札幌市 ニトリ新道店
札幌市東区北34条東23丁目110-1
ほか ニトリ ニトリ 2013年7月12日 2014年3月13日 5,174

北海道 札幌市 ラッキー山の手店
札幌市西区山の手1条7丁目1番28
号 北雄ラッキー ラッキー 2013年10月9日 2014年7月14日 1,927

北海道 札幌市 赤れんがテラス
札幌市中央区北2条西4丁目1番地6
ほか

三井不動産、日
本郵便 ベルカディア

郵便局物販サー
ビス 2013年10月25日 2014年8月30日 2,992

北海道 札幌市 コープさっぽろ北郷店
札幌市白石区北郷2条4丁目468-
334ほか コープさっぽろ コープさっぽろ 2013年12月19日 2014年8月1日 1,396

北海道 札幌市
（仮称）スーパーセンタートライア
ル星置店

札幌市手稲区星置3条1丁目175番
17

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2014年1月23日 2014年9月24日 4,403

北海道 札幌市
（仮称）サッポロドラッグストアー
月寒西１条店

札幌市豊平区月寒西1条11丁目443
の内

サッポロドラッグ
ストアー

サッポロドラッグ
ストアー 2014年3月12日 2014年10月30日 1,273

北海道 札幌市 ケーズデンキ厚別店
札幌市厚別区厚別東5条8丁目
1938-26 デンコードー ケーズデンキ 2014年3月28日 2014年11月29日 5,410 ×

東北 青森県 ケーズデンキ青森西店 青森市大字新田字忍４２－５外 デンコードー デンコードー 2013年4月4日 2013年12月5日 2,841

東北 青森県
八戸ニュータウンショッピングセン
ター（Ｂゾーン） 八戸市東白山台一丁目１－３外 ユニバース 1 DCMホーマック Ｖｉｄａｗａｙ 2013年7月16日 2014年3月17日 8,717

東北 青森県 メガ青森勝田店 青森市勝田二丁目２０－１ 紅屋商事 紅屋商事 2013年9月5日 2014年5月6日 1,228

東北 青森県 カブセンター八戸長苗代店 八戸市大字長苗代字前田５３－１外 紅屋商事 紅屋商事 2013年9月5日 2014年5月6日 3,208

東北 青森県
スーパードラッグアサヒ青森石江
店 青森市大字石江字江渡８３－６外 横浜ファーマシー 横浜ファーマシー 2013年10月4日 2014年6月5日 2,349

東北 青森県 マエダストア五戸店 五戸町字下中崎１１外 マエダストア マエダ 2014年1月8日 2014年9月9日 1,394

東北 岩手県
（仮称）マックスバリュ花巻石鳥谷
店 花巻市石鳥谷町第3地割1番地ほか

マックスバリュ北
東北

マックスバリュ北
東北 2013年4月12日 2013年12月13日 2,075

東北 岩手県 （仮称）イオンタウン釜石 釜石市港町二丁目51番41号 イオンタウン
イオンスーパーセ
ンター 2013年5月30日 2014年1月31日 17,394

東北 岩手県
（仮称）イオンスーパーセンター陸
前高田店

陸前高田市米崎町字川崎226番地
ほか

イオンスーパーセ
ンター

イオンスーパーセ
ンター 2013年6月13日 2014年2月14日 4,855

東北 岩手県 （仮称）水沢五反町複合施設 奥州市水沢区佐倉河字五反町23-2 ホーマック ホーマック はま寿司 2013年8月2日 2014年4月3日 7,074

東北 岩手県
（仮称）マルニ大船渡ショッピング
センター 大船渡市立根町字桑原43番1ほか マルニ マルニ ツルハ

創産業
・ゲオホール
ディングス 2013年10月9日 2014年2月10日 4,871

東北 岩手県 マイヤ竹駒店
陸前高田市竹駒町字十日市場307
番地 マイヤ マイヤ 2013年10月22日 2014年10月31日 1,487

東北 岩手県
（仮称）イオンスーパーセンター水
沢桜屋敷西店

奥州市水沢区字桜屋敷西140番地
ほか

イオンスーパーセ
ンター

イオンスーパーセ
ンター 2013年12月19日 2014年8月20日 4,780

東北 岩手県 （仮称）キクコーストア山田店 山田町山田第５地割34番地1ほか キクコウストア キクコウストア 2014年2月5日 2014年10月5日 1,599



東北 岩手県 ユニバース種市店
洋野町種市第23地割124番地12番
ほか ユニバース ユニバース 2014年2月14日 2014年10月15日 1,142

東北 岩手県
ホームセンターかんぶん八幡平
店 八幡平市大更第18地割307番地１ 管文 管文 2014年2月21日 2014年10月22日 2,019

東北 岩手県 （仮称）Ｂ.Ｈ.Ｙａｈａｂａ　Ｔｏｗｎ 矢巾町大字藤沢第1地割20番地１ ベルプラス 2 ベルプラス 薬王堂 3 2014年2月26日 2014年10月27日 4,008

東北 岩手県 ユニバース二戸荷渡店 二戸市石切所字荷渡14番地 1 ユニバース ユニバース
マツモトキヨシ東
日本販売 2014年3月11日 2014年11月12日 2,713

東北 宮城県 （仮称）ヤマザワ杜のまち店 大和町杜の丘一丁目１６番地 ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 未定 2013年5月2日 2014年1月3日 3,511

東北 宮城県 （仮称）コーナンＰＲＯ多賀城店 多賀城市八幡二丁目１２０－１ ダイワロイヤル コーナン商事 1 2013年6月10日 2014年2月11日 2,137

東北 宮城県 （仮称）ヨークベニマル明石台店 富谷町赤石台六丁目1-21 ヨークベニマル ヨークベニマル 2013年7月4日 2014年2月21日 2,120

東北 宮城県 （仮称）フレスコキクチ岩沼ＮＳＣ 岩沼市字大和１３５　外 キクチ キクチ 薬王堂 未定 2013年9月24日 2014年7月20日 2,889

東北 宮城県
（仮称）ドン・キホーテ石巻街道矢
本店

東松島市赤井字川前弐番１２２－１
外

ドンキホーテホー
ルディングス ドン・キホーテ 2013年12月26日 2014年9月1日 2,657

東北 秋田県
秋田トヨタ自動車株式会社鷹巣
店、ブックスモア鷹巣店 秋田県北秋田市栄字中綱58 秋田トヨタ自動車 秋田トヨタ自動車 くるま工房 2013年4月9日 2013年12月9日 1,592

東北 秋田県 コメリ・秋田木材スーパー 潟上市昭和乱橋字下畑48番地1外 コメリ・ツルハ ツルハ コメリ 2013年4月17日 2013年12月18日 1,841

東北 秋田県 テラタ
潟上市天王字上江川47番地287ほ
か テラタ テラタ ツルハ ゴンタロー 2013年4月26日 2013年12月23日 2,591

東北 秋田県 イオンタウン茨島アネックス 秋田市茨島二丁目４－１外 イオンタウン しまむら ダイユーエイト ○ 2013年5月8日 2014年1月9日 3,994

東北 秋田県 いとく川尻店 秋田市川尻みよし町329外1筆 伊徳 いとく 2013年12月27日 2014年8月28日 1,581

東北 秋田県 （仮称）ダイユーエイト秋田寺内店
秋田市寺内蛭根一丁目390-3　他6
筆 ダイユーエイト ダイユーエイト 2014年2月25日 2014年10月26日 7,171

東北 秋田県 ワンダーグー・ツタヤ由利本荘店 由利本荘市中梵天124番 デンコードー
デンコードーエン
タテインメント 2014年3月19日 2014年11月20日 1,148

東北 山形県 (仮称)イオンモール天童
天童市芳賀土地区画整理事業34街
区 イオンモール イオンリテール ○ 2013年4月11日 2013年12月12日 31,171

東北 山形県 (仮称)エイトタウン新庄西
新庄市金沢字下モ田2352番地の１
外 ダイユーエイト ダイユーエイト ○ 2013年5月2日 2014年1月3日 3,855

東北 山形県 (仮称)ジョーシン米沢店 米沢市成島町三丁目2758番地16 新潟ジョーシン 新潟ジョーシン 2013年10月15日 2014年6月16日 2,737

東北 山形県 くらしのセンターコープ千石 鶴岡市長者町８番２号
生活共同組合共
立社

生活共同組合共
立社 1 2013年10月29日 2014年6月30日 1,405

東北 山形県 うめや長井北店 長井市今泉552番地 うめや ○ うめや 未定 2013年11月13日 2014年7月30日 2,270

東北 山形県 テックランド天童店
天童市芳賀土地区画整理事業32街
区 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年12月24日 2014年8月25日 2,684

東北 山形県 おーばん桜田南店 山形市桜田南２番２号外 おーばん おーばん 2014年2月19日 2014年10月30日 1,847

東北 山形県 （仮称）ツルハドラッグ米沢北店 米沢市春日四丁目２番９外 三菱UFJリース ツルハ 2014年2月28日 2014年10月29日 1,206

東北 山形県 ケーズデンキ新東根店 東根市中央南二丁目１１番４３号外 デンコードー デンコードー 2014年3月26日 2014年11月27日 3,382

東北 福島県 （仮称）ファンズ中丁店 川俣町字中丁２４番地の２ほか 運喜 運喜 大創産業 1 2013年4月9日 2013年12月10日 1,777

東北 福島県 （仮称）ＨＤＤ福島仮店舗 福島市鳥谷野字宮畑８８番１ほか 東日本ダイワ ニトリ 　 　 2013年5月20日 2014年1月21日 5,997



東北 福島県 （仮称）ヨークベニマル方八町店 郡山市方八町一丁目３５４番１ほか ヨークベニマル ヨークベニマル 　 　 2013年5月28日 2014年1月29日 1,979

東北 福島県 （仮称）ザ・ビッグ福島本宮店 本宮市字万世２２４番地ほか 三菱ＵＦＪリース マックスバリュ 　 　 2013年6月7日 2014年2月8日 1,927

東北 福島県 （仮称）ヨークタウン谷川瀬 郡山市朝日二丁目１８番２号 ヨークベニマル ヨークベニマル しまむら 　 2013年6月24日 2014年2月25日 5,518

東北 福島県 ユニクロいわき平店
いわき市平南部第二土地区画整理
事業５４街区２ 三菱UFJリース ユニクロ 　 　 2013年8月21日 2014年4月22日 1,493

東北 福島県 （仮称）いわき複合店
いわき市泉第三土地区画整理地１
１２街区ほか 三菱ＵＦＪリース ツルハ 大創産業 　 2013年8月27日 2014年4月28日 1,553

東北 福島県 （仮称）ハシドラッグ福島荒井店 福島市荒井北３丁目１２－５ほか ハシドラッグ ハシドラッグ 　 　 2013年10月25日 2014年6月26日 1,200

東北 福島県 （仮称）ダイユーエイト保原店
伊達市保原町上保原字正地内２２
番地１

ケイエル･リース
＆エステート ダイユーエイト 　 　 2014年1月29日 2014年9月30日 5,305

東北 福島県 （仮称）ザ・ビッグ郡山喜久田店
郡山市喜久田東原土地区画整理地
４０街区１ほか テム産業 マックスバリュ 　 　 2014年2月14日 2014年10月15日 2,000

東北 福島県 テックランドNew相馬店
相馬市馬場野字雨田１６８番地１ほ
か 赤門 ヤマダ電機 　 　 2014年3月5日 2014年11月6日 2,697

東北 仙台市 ＩＫＥＡ仙台
仙台市太白区あすと長町二丁目1-
2 イケア・ジャパン イケア・ジャパン 2013年7月19日 2014年9月1日 20,000

東北 仙台市 アクロスプラザ南光台東 仙台市泉区松森字陣ヶ原13-3外 三菱ＵＦＪリース コーナン商事 ヨークベニマル カワチ薬品 2013年7月19日 2014年2月20日 7,413

東北 仙台市 ファミーナ鶴ヶ谷店
仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目8番
12号 ファミーナ ファミーナ 2013年8月13日 2014年4月1日 2,324

東北 仙台市 （仮称）カワチ薬品愛子店 仙台市青葉区下愛子字榎2-1 カワチ薬品 カワチ薬品 2013年11月18日 2014年6月1日 1,420

東北 仙台市
みやぎ生活協同組合太子堂店・
リベラファーストビル 仙台市太白区諏訪町478番1、2

みやぎ生活協同
組合

みやぎ生活協同
組合 ツルハ 2 2014年3月28日 2014年11月27日 3,304

関東 茨城県
（仮称）ひたちなか新光町複合施
設新築計画 ひたちなか市新光町２７番１ 芙蓉総合リース アルペン ジーユー 2013年4月10日 2013年10月25日 5,143

関東 茨城県
ビッグハウス・ショッピングモール
鉾田 鉾田市滝浜字西街道４８２番１　外 タイヨー タイヨー 2013年4月18日 2013年12月19日 3,351

関東 茨城県
（仮称）小美玉ショッピングセン
ター

小美玉市堅倉字浜海道付１５９８－
８　外 コメリ セイミヤ コメリ セイミヤ 2013年6月11日 2014年2月12日 7,634

関東 茨城県 ケーズデンキ大子店
久慈郡大子町大字池田５７７番１
外 日榮産業

ケーズホールディ
ングス 2013年6月20日 2014年2月21日 1,661

関東 茨城県 ケーズデンキ常陸太田店 常陸太田市馬場町５６番１　外 ＨＥＩＳＥＩ
ケーズホールディ
ングス 2013年7月4日 2014年3月5日 2,103

関東 茨城県 カスミ佐和店
ひたちなか市高場字神田後１９８
外 カスミ カスミ 2013年7月19日 2014年3月20日 1,582

関東 茨城県
スーパーセンタートライアル笠間
店 笠間市旭町字旭平４４２番１　外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2013年7月26日 2014年3月27日 5,462

関東 茨城県 （仮称）カインズホーム下妻店 下妻市堀籠７２１番地　外 カインズ カインズ 2013年7月30日 2014年3月31日 5,716

関東 茨城県
（仮称）コストコホールセールひた
ちなか倉庫店 ひたちなか市新光町41番２

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 2013年8月9日 2014年4月10日 10,121

関東 茨城県 （仮称）さえき新鉾田店 鉾田市鉾田広町２３０２番２　外 茨城さえき 茨城さえき 2013年8月9日 2014年4月10日 1,422

関東 茨城県 カワチ薬品石下店
常総市新石下字横堤浦４０７６番
ほか カワチ薬品 カワチ薬品 2013年8月27日 2014年4月28日 1,880

関東 茨城県 エコス新大子店
大子町大字池田下小沢１２９３番２
外 河内屋 富士屋 エコス 2013年9月13日 2014年5月14日 2,711

関東 茨城県 （仮称）マルト稲田店
ひたちなか市大字稲田字円明３３番
１　外

マルトグループ
ホールディングス マルト 2013年9月19日 2014年5月20日 1,524



関東 茨城県 山新土浦店 土浦市東真鍋町３３９２番　外
山新家具チェー
ン平店 山新 2013年11月20日 2014年7月21日 6,718

関東 茨城県 （仮称）カスミ葛城店
つくば市葛城特定土地区画整理事
業施行地区内Ｂ２５街区５画地　外 カスミ カスミ コーナン商事 2013年11月25日 2014年7月26日 7,996

関東 茨城県 ベイシア石岡店 石岡市東光台四丁目２８５７番１ ベイシア ベイシア 2013年11月29日 2014年7月30日 2,137

関東 茨城県 （仮称）カワチ薬品城里店
城里町大字那珂西字西大堀２５６１
番１ カワチ薬品 カワチ薬品 2013年12月24日 2014年7月20日 1,312

関東 茨城県
サンユーストアー千波町店・ツル
ハドラッグ

水戸市千波町字十一軒２２７２番１
外 サンユーストアー ツルハ サンユーストアー ツルハ 2013年12月26日 2014年8月27日 1,807

関東 茨城県 カスミ牛久田宮店 牛久市田宮町字梗木６５３番１　外 カスミ カスミ 2014年1月29日 2014年9月30日 3,214

関東 茨城県 ＭＧＭパワーセンター境店 境町１３２７番地の１ 一六商事 カスミ 2014年2月5日 2014年10月6日 8,142

関東 茨城県
スーパーセンタートライアルつく
ば学園都市店

市葛城 体 特定
整理事業施行地区内Ａ２９街区５画
地　外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2014年2月14日 2014年10月15日 5,167

関東 茨城県 鹿嶋ファッションモール 鹿嶋市長栖字蒲池２２８８番７　外 しまむら しまむら 2014年2月20日 2014年10月21日 1,399

関東 茨城県 ウエルシア牛久上柏田店 牛久市上柏田二丁目３３番１１　外 ウエルシア関東 ウエルシア関東 2014年2月28日 2014年10月29日 1,217

関東 茨城県 （仮称）ヨークタウンつくば竹園 つくば市竹園一丁目３番１　外 ヨークベニマル ヨークベニマル 2014年3月12日 2014年11月13日 5,355

関東 茨城県 （仮称）ドン・キホーテ研究学園店

市葛城 体 特定
整理事業施行地区内Ｅ１０６街区１
画地　外

日本アセットマー
ケティング ドンキホーテ 2014年3月31日 2014年11月30日 3,501

関東 栃木県 たいらやゆいの杜店
宇都宮市ゆいの杜四丁目12番地2
外 芙蓉総合リース たいらや 2013年5月8日 2014年1月9日 1,758

関東 栃木県 大曽シティーカルナ 宇都宮市大曽三丁目370番地1　外 カルナ かましん カワチ 2 2013年6月10日 2014年2月11日 6,211

関東 栃木県 ヨークタウン栃木大平町

栃 市 皆 番 　
[栃木藤岡バイパス下皆川・富田土
地区画整理事業19街区1　外] ヨ－クベニマル 1 ヨークベニマル 大創産業 1 2013年6月17日 2014年2月18日 5,258

関東 栃木県 小山城南ファッションモール 小山市西城南2丁目29-1　外 しまむら 1 しまむら 2013年7月19日 2014年3月20日 1,999

関東 栃木県 テックランド小山北店 下野市川中子字東原3329-6　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年8月9日 2014年4月10日 2,031

関東 栃木県
ヤオハンスーパー日光七里店・
（仮称）カワチ薬品日光店 日光市七里667番　外 ランドグラン 1

八百半フードセン
ター 2 2013年10月29日 2014年6月28日 1,367

関東 栃木県 （仮称）ケーズデンキ小山店
小山栃木都市計画事業雨ヶ谷土地
区画整理事業　3街区（仮換地）

ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2013年11月1日 2014年7月2日 4,985

関東 栃木県 アバンセ壬生店
壬生町大字安塚字西南原880番1
外

フジタコーポレー
ション

フジタコーポレー
ション 2013年11月15日 2014年7月16日 1,572

関東 栃木県 （仮称）カワチ薬品都賀インター店 栃木市大宮町字北堀ノ内2815　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2013年11月20日 2014年7月21日 2,105

関東 栃木県 （仮称）ケーズデンキ日光店 日光市芹沼1530番1　外 三菱ＵＦＪリース
ケーズホールディ
ングス 2013年11月13日 2014年7月17日 2,646

関東 栃木県 ケーズデンキ矢板店 矢板市富田字三斗蒔157番地　外
ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2014年1月15日 2014年9月16日 2,328

関東 栃木県 カワチ薬品下永田店
那須塩原市下永田一丁目1003番1
外 カワチ薬品 カワチ薬品 2014年1月14日 2014年9月15日 1,497

関東 栃木県 ビッグワンブックス鹿沼店 鹿沼市晃望台店22番地1　外 ビッグワン ビッグワン 2014年2月4日 2014年10月5日 1,261

関東 栃木県 たいらや佐野植上店
佐野市植上町字新屋敷町1786番1
外 オリックス不動産 たいらや 2014年2月4日 2014年10月5日 1,617 ×

関東 栃木県
(仮称)フェドラＰ＆Ｄ宇都宮ショッ
ピングプラザ 宇都宮市簗瀬町１８５０番地１外 ブルーヒルズ ジーエムシー 2014年2月26日 2014年10月27日 1,720



関東 群馬県 ニトリ太田店 太田市南矢島町１８街区１－１　外 ニトリ ニトリ 2013年4月30日 2013年12月31日 5,176

関東 群馬県 青葉ガーデン 前橋市関根町１１番１　外 青葉四条 イーエックス 文真堂書店 2013年5月24日 2014年1月25日 1,627

関東 群馬県 クスリのアオキ伊勢崎今泉店 伊勢崎市今泉町一丁目1204番 クスリのアオキ クスリのアオキ 2013年6月6日 2014年2月7日 1,397

関東 群馬県 フレッセイ高崎新町北店 高崎市新町2140-5　外
フレッセイホール
ディングス

フレッセイホール
ディングス クスリのマルエ 2013年6月19日 2014年2月20日 2,587

関東 群馬県 藤岡市上大塚複合商業施設 高崎市上大塚一本木313番外 大和リース ユニクロ AOKI 2013年7月31日 2014年4月1日 1,452

関東 群馬県 クスリのアオキ伊勢崎寿店 伊勢崎市西田町６７番１ クスリのアオキ クスリのアオキ 2013年8月9日 2014年4月10日 1,398

関東 群馬県 カワチ薬品下小出店 前橋市下小出町一丁目１番５　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2013年8月14日 2014年4月15日 1,465

関東 群馬県 とりせん飯塚賃貸ショップ 高崎市飯塚町３７４－１　外 とりせん 田原屋
ドコモ・ビジネス
ネット 2013年9月3日 2014年5月4日 1,215

関東 群馬県 クスリのアオキ高崎新町店 高崎市新町１８０３番地　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2013年9月20日 2014年5月21日 1,561

関東 群馬県 クスリのアオキ富岡店 富岡市富岡字本宿１３４６番６　　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2013年10月11日 2014年6月12日 1,551

関東 群馬県 カワチ薬品高崎飯塚店 高崎市飯塚町220 外 植原　直美 カワチ薬品 2013年11月15日 2014年7月17日 1,449

関東 群馬県 ジーユー高崎問屋町店 高崎市飯問屋町二丁目１１番４外 中道リース ジーユー 2014年2月28日 2014年10月29日 1,530

関東 群馬県
健康の里　季楽里・コメリH&G邑
楽板倉店 邑楽町大字海老瀬８４８７－１　外 板倉町 コメリ 板倉町 コメリ 2014年2月12日 2014年10月13日 1,307

関東 群馬県 ケーズデンキ太田店 太田市高林寿町１８０９番１
ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2014年3月18日 2014年11月19日 5,008

関東 群馬県 とりせん太田八幡町店 太田市八幡町２９番１３　外 とりせん とりせん 2014年3月18日 2014年11月19日 2,382

関東 埼玉県 (仮称)Joshin北本店 北本市中丸三丁目137番1号 蔵前 上新電機 2013年4月10日 2013年12月11日 2,723

関東 埼玉県 ベルク坂戸石井店
坂戸市都市計画事業石井土地区画
整理事業地90街区1画地外 ベルク ベルク ○ 2013年4月15日 2013年12月16日 2,686

関東 埼玉県 ニトリ鳩ケ谷店 川口市坂下町四丁目1096番2外 ニトリ ニトリ 2013年4月15日 2013年12月16日 5,130

関東 埼玉県 ケーズデンキ上尾店 上尾市大字久保字芝通69番2外
ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2013年4月24日 2014年1月30日 6,262

関東 埼玉県 テックランド川越店 川越市氷川町45-1外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年4月24日 2013年12月25日 3,353

関東 埼玉県 カネコ商店ビル 春日部市大場字沼端１４番１外 カネコ商店 カネコ商店 スーパーバリュー 2013年5月1日 2014年1月2日 1,498

関東 埼玉県
（仮称）フードオアシスオータニ幸
手店 幸手市東四丁目14番地 オータニ オータニ 2013年6月5日 2014年2月6日 1,789

関東 埼玉県 スーパービバホーム春日部店
春日部市下柳字古川端７６９番地１
外 ＬＩＸＩＬビバ ＬＩＸＩＬビバ 1 2013年8月5日 2014年4月6日 15,453

関東 埼玉県 （仮称）ＳＤ・Ｇ５行田持田店 行田市大字持田字油免2220外 ダイワロイヤル アルペン ノムラ 2013年8月27日 2014年4月28日 4,414

関東 埼玉県 （仮称）鴻巣商業施設 鴻巣市鴻巣字沼田941番2 オリックス ヤオコー セキ薬品 1 2013年10月31日 2014年7月1日 2,967

関東 埼玉県 ベルク坂戸八幡店 坂戸市八幡二丁目803番1外 ベルク ベルク 2013年11月8日 2014年7月9日 1,901

関東 埼玉県 ライフガーデン東松山 東松山市あずま町四丁目8番3 美蓉総合リース カスミ トップカルチャー 5 2013年11月25日 2014年7月26日 8,476



関東 埼玉県 ベイシアマートつきのわ店 滑川町月の輪七丁目29番1外 ベイシア ベイシア 2013年11月26日 2014年7月27日 1,368

関東 埼玉県 （仮称）島忠ホームズ川越的場店 川越市的場新町２１-４ 島忠 島忠 2013年12月5日 2014年8月6日 8,246

関東 埼玉県 テックランド花園インター店 深谷市小前田字塚屋310番1外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年12月5日 2014年8月6日 1,400

関東 埼玉県 ベルク加須久下店 加須市久下四丁目11番地1外 ベルク ベルク 2014年2月18日 2014年10月19日 2,124

関東 埼玉県 ヴェルモ志木 志木市本町六丁目2231番1 サンドラッグ ヤオコー サンドラッグ 2014年2月21日 2014年10月22日 3,040

関東 埼玉県
（仮称）美徳商事株式会社賃貸店
舗

川越市大字石田字八ツ島町252番
外 美徳商事 ジーユー 1 2014年2月28日 2014年11月1日 1,586

関東 埼玉県 ヤオコー八潮店

潮市 潮南部中央 体 特定
地区画整理事業地内77街区5画地
外 ヤオコー ヤオコー 2014年2月28日 2014年11月1日 1,843

関東 埼玉県
三井ショッピングパーク ららぽー
と富士見 富士見市山室一丁目742番4外 三井不動産 ヤオコー 180 2014年2月28日 2015年3月31日 60,000

関東 埼玉県 （仮称）テックランド東所沢店 所沢市下安松960番1外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2014年2月28日 2014年11月1日 2,940

関東 埼玉県 BENIBANA　WALK　桶川

桶 市桶 都市 事業
東特定土地区画整理事業地区内４
２街区１画地（保留地） ユニー ユニー ○ 2014年3月4日 2014年11月17日 20,787

関東 埼玉県 イオンタウン吉川美南 吉川市美南三丁目23-1ほか イオンタウン イオンリテール 5 2014年3月5日 2014年11月6日 6,800

関東 千葉県 （仮称）カスミ柏中新宿店 柏市中新宿三丁目２６１番地２ほか カスミ カスミ 2 2013年4月2日 2013年12月3日 6,153

関東 千葉県 ヤオコー松戸稔台店 松戸市稔台五丁目８番地７ほか ヤオコー ヤオコー 2013年4月17日 2013年12月18日 1,850

関東 千葉県 金田東地区１０－２街区商業施設
木更津都市計画事業金田東特定土
地区画整理事業10-2街区 新昭和 アルペン

ケーズホールディ
ングス 2013年4月25日 2013年12月27日 7,747

関東 千葉県 スーパーベルクス西船橋店 船橋市山野町９０番ほか
サンベルクスホー
ルディングス サンベルクス 2013年5月14日 2014年1月15日 1,164

関東 千葉県 テックランド四街道店 四街道市中央１番１２ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年5月21日 2014年1月31日 4,961 ×

関東 千葉県 ららぽーと柏の葉北館

柏都市 事業柏 部中央
体型特定土地区画整理事業１４８街
区 三井不動産 ノジマ 3 2013年6月7日 2014年4月1日 6,196

関東 千葉県 ダイエー浦安駅前店 浦安市北栄三丁目７７１番１ほか ダイエー ダイエー 2013年7月4日 2014年3月5日 2,088

関東 千葉県 ケーズデンキ山武成東店 山武市成東１９６８番４ほか
ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2013年8月20日 2014年3月27日 2,975

関東 千葉県 Ｇ－７モール木更津

更津都市 事業 東特定
地区画整理事業１１２－１街区３画
地

Ｇ－７ホールディ
ングス Ｇ－７モータース 4 2013年9月30日 2014年6月1日 2,914

関東 千葉県 （仮称）おどや小櫃店
君津市末吉字八重成田１０３２番１
ほか 佐生興産 おどや 2013年10月8日 2014年6月9日 1,748

関東 千葉県 （仮称）ドン・キホーテ旭店 旭市鎌数４３３９番地１ほか ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2013年10月9日 2014年6月10日 2,590

関東 千葉県
富里セントラルガーデンナリタヤ
富里店

富里市七栄字獅子穴６４９番５５ほ
か ナリタヤ ナリタヤ 0 2013年10月18日 2014年6月19日 2,324

関東 千葉県 （仮称）カスミ印西西の原店 印西市西の原二丁目２番２ほか カスミ カスミ 1 2013年10月29日 2014年6月30日 2,240

関東 千葉県 テックランド四街道店 四街道市中央１番１２ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年11月18日 2014年7月19日 4,959

関東 千葉県 （仮称）サンキ八街店 八街市八街字松島ほ９６１番１ほか 三喜 三喜 2013年12月6日 2014年8月3日 2,578

関東 千葉県 ベルク流山東深井店
流山市東深井字東原８７１番３５ほ
か オリックス ベルク 2013年12月11日 2014年8月12日 2,116



関東 千葉県
（仮称）カインズホーム船橋習志
野店 船橋市習志野四丁目４７番８ カインズ カインズ 2013年12月20日 2014年8月21日 12,200

関東 千葉県 TTECビル 市原市更級一丁目９番４ほか ツルヤマテクノス アルペン 2013年12月25日 2014年8月26日 4,010

関東 千葉県 ＳＧリアルティ柏店 柏市十余二字庚塚２７６番６０ほか ＳＧリアルティ
ケーズホールディ
ングス 2014年1月16日 2014年9月17日 7,607

関東 千葉県 オーケー船橋競馬場店 船橋市若松一丁目２８９０番地９ よみうりランド オーケー 2014年1月21日 2014年9月22日 2,344

関東 千葉県 イオンモール木更津 木更津市築地１番４ イオンモール イオンリテール 84 2014年1月24日 2014年10月14日 53,000

関東 千葉県 ニトリ新成田店
成田市不動ヶ岡字論田１９９４番１５
ほか ニトリ ニトリ 2014年2月13日 2014年10月14日 5,126

関東 千葉県
スーパーセカンドストリート八千代
店

八千代市大和田新田字壱本松前１
３８番６６ほか 吉田総業 ゲオ 2014年3月6日 2014年11月7日 1,662

関東 千葉県 てらお食品八千代店
八千代市大和田新田字天谷５７２番
４ほか 中村光雄 てらお食品 2014年3月27日 2014年11月28日 1,666

関東 東京都 (仮称）池袋Sプロジェクト 豊島区東池袋一丁目２１番４ 三井不動産 ユニクロ 2013年4月17日 2014年3月20日 2,980

関東 東京都
(仮称）千住大橋ポンテグランテ
TOKYO　A街区 商業施設計画 足立区千住橋戸町１番１３他 三井地所 未定 2013年4月25日 2014年3月1日 11,051

関東 東京都 （仮称）新砂三丁目計画 江東区新砂三丁目３番１号 ぱぱす 1 ぱぱす AOKI 1 2013年5月9日 2014年1月10日 1,655

関東 東京都
（仮称）南小岩七丁目西地区第一
種市街地再開発事業 江戸川区南小岩七丁目2354番地外

スターツコーポ
レーション 1 サミット 未定 未定 2013年5月9日 2015年6月1日 2,457

関東 東京都 秋葉原ＵＤＸ 千代田区外神田四丁目１４番１号
ユーディーエック
ス アポステータス ワイズマート 4 2013年5月14日 2014年1月15日 1,716

関東 東京都 （仮称）オーケー立川富士見町店 立川市富士見町六丁目３６４番２号
オーケー店舗保
有 オーケー 2013年6月7日 2014年2月8日 2,299

関東 東京都 （仮称）ベルク町田店 町田市野津田２２５番地 ベルク ベルク 2013年6月12日 2014年2月13日 2,242

関東 東京都
（仮称）吉祥寺南町２丁目プロジェ
クト

武蔵野市吉祥寺南町二丁目２１１２
番６ ライチ合同会社 ヤマダ電機 2013年6月28日 2014年3月1日 4,013

関東 東京都 （仮称）吉祥寺本町二丁目計画
武蔵野市吉祥寺本町二丁目２０２３
番ほか二筆 野村不動産 ユニクロ 2013年7月5日 2014年8月1日 2,895

関東 東京都
（仮称）稲城若葉第二丁目商業施
設 稲城市若葉台二丁目８番

大和情報サービ
ス ヤマダ電機 あさひ 2013年7月24日 2014年3月25日 4,458

関東 東京都 （仮称）IKEA立川 立川市緑町６番 イケア・ジャパン イケア・ジャパン 2013年7月30日 2014年4月1日 23,723

関東 東京都
(仮称）サミットストア練馬南田中
店 練馬区南田中二丁目２７４番地 サミット サミット 2013年7月30日 2014年3月31日 1,418

関東 東京都
（仮称）東京都中央区銀座一丁目
PRJ　A敷地 中央区銀座一丁目８番 ジーケージョン 未定 6 2013年8月6日 2014年9月1日 4,153

関東 東京都
飯田橋駅西口地区第一種市街地
再開発事業 千代田区富士見二丁目１０番内

飯 橋
区第一種市街地
再開発組合 未定 8 2013年8月28日 2014年7月1日 2,277

関東 東京都 オーケー亀戸店 江東区亀戸九丁目２６６番２ オーケー オーケー 2013年10月2日 2014年6月3日 1,930

関東 東京都 (仮称)東久留米計画 東久留米市下里五丁目612番ほか
東久留米卸売市
場協同組合 1

東久留米卸売市
場協同組合

ケーズホールディ
ングス 2013年11月14日 2014年7月15日 6,000

関東 東京都 テックランド江東新砂店 江東区新砂三丁１番１号 阿部　信子 ヤマダ電機 2013年12月6日 2014年8月7日 4,466

関東 東京都 （仮称）京王重機ビル再開発事業 渋谷区笹塚一丁目４７番１号 京王重機整備 未定 ○ 2014年1月22日 2014年9月23日 4,400

関東 東京都 （仮称）イオンモール多摩平の森 日野市多摩平二丁目4番１号ほか イオンモール イオンリテール ○ 2014年1月31日 2014年10月1日 16,455



関東 東京都 （仮称）ベイシア青梅店 青梅市新町六丁目16番１5ほか ベイシア ベイシア ○ 2014年1月31日 2014年10月1日 6,870

関東 東京都 (仮称）ドン・キホーテ後楽園ビル 文京区本郷一丁目３３番
ドンキホーテホー
ルディングス ドン・キホーテ 2014年2月14日 2014年10月15日 2,897

関東 東京都 コーチャンフォー若葉台店 稲城市若葉台二丁目９番２ほか リラィアブル リラィアブル 2014年2月26日 2014年10月27日 5,900

関東 東京都 (仮称)新宿中村屋ビル 新宿区新宿三丁目26番13号 中村屋 未定 3 2014年2月28日 2014年10月29日 1,270

関東 東京都 (仮称）ドン・キホーテ新瑞穂店 瑞穂町むさし野三丁目１１番３ほか 双葉観光 ドン・キホーテ 2014年3月7日 2014年11月8日 3,154

関東 東京都 (仮称）ヨークマート葛飾青戸店 葛飾区青戸６９１－１ほか ヨークマート ヨークマート 2014年3月31日 2014年12月1日 1,390

関東 神奈川県 テックランド新座間店 座間市ひばりが丘４－27の１ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年4月5日 2013年12月6日 4,647

関東 神奈川県 ヤオコー平塚宮松町店 平塚市宮松町231の１ほか ヤオコー ヤオコー 2 2013年4月17日 2013年12月18日 3,422

関東 神奈川県 ヤオコー藤沢柄沢店
藤沢市柄沢特定土地区画整理事業
地内　18街区 ヤオコー ヤオコー 2013年4月24日 2013年12月25日 1,730

関東 神奈川県 カインズホーム三浦店
三浦市初声町入江新田字二番地
273の３ほか カインズ カインズ 2013年6月24日 2014年2月25日 7,464

関東 神奈川県 （仮称）山北ＳＣ 山北町岸字丸砂58－３　ほか 小田原百貨店 1 小田原百貨店 1 2013年7月9日 2014年3月10日 1,991

関東 神奈川県 テックランド横須賀店 横須賀市日の出町３－１の12ほか 住友商事 ヤマダ電機 2013年7月19日 2014年3月20日 4,314

関東 神奈川県 （仮称）ヤオコー秦野店 秦野市平沢423の１ ヤオコー ヤオコー 5 2013年8月29日 2014年5月1日 4,547

関東 神奈川県 （仮称）エイビイ衣笠店 横須賀市小矢部３－1000の35ほか エイヴイ エイヴイ 2013年8月29日 2014年4月30日 1,618

関東 神奈川県 （仮称）テックランド新大和深見店 大和市深見488の１ほか ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年9月11日 2014年5月12日 4,978

関東 神奈川県
（仮称）ノジマ横須賀複合商業施
設 横須賀市平成町３－28の２ ノジマ ノジマ 4 2013年10月4日 2014年6月5日 11,431

関東 神奈川県 (仮称)ロピア藤沢石川店 藤沢市石川５－９の26  他９筆 ロピア ロピア 2013年10月30日 2014年7月1日 2,997

関東 神奈川県 フラワーランド伊勢原本店
伊勢原市西富岡字南実蒔原774の
１ フラワーランド フラワーランド 2013年12月10日 2014年8月11日 2,069

関東 神奈川県 湘南Ｔ－ＳＩＴＥ 藤沢市辻堂元町６－4,176の15ほか ソウ・ツー
カルチュア・コンビ
ニエンス・クラブ 未定 2014年1月14日 2014年9月15日 2,781

関東 神奈川県
（仮称）小田急海老名駅東口開発
施設 海老名市中央１－556の１ほか 小田急電鉄 未定 13 2014年1月24日 2014年9月25日 3,041

関東 新潟県
（仮称）ライフガーデン新発田複
合商業施設計画 新発田市舟入町3丁目541-2外 ダイワロイヤル 1 カワチ薬品 4 2013年4月4日 2013年12月5日 2,704

関東 新潟県 (仮称）クスリのアオキ川原町店 上越市川原町865-2外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2013年6月4日 2014年2月5日 1,602

関東 新潟県 (仮称)クスリのアオキあかね店 胎内市あかね町126番地39外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2013年8月14日 2014年4月15日 1,261

関東 新潟県 (仮称)クスリのアオキ燕白山店 燕市白山町３丁目2745番地 クスリのアオキ クスリのアオキ 2013年10月23日 2014年6月24日 1,390

関東 新潟県 (仮称)クスリのアオキ住吉店 新発田市住吉町５丁目590番地外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2013年10月24日 2014年6月25日 1,465

関東 新潟県 (仮称)SD（G５）三条店 三条市下須頃62外 アルペン アルペン 2013年10月4日 2014年6月5日 3,538

関東 新潟県 (仮称)ウオロク桜木店 柏崎市桜木町885外 ウオロク ウオロク 2013年11月29日 2014年7月31日 2,020



関東 新潟県 (仮称）ナルス南高田店
上越市上中田北部土地区画整理事
業地内１街区 ナルス ナルス 星光堂薬局 3 2014年2月19日 2014年10月20日 4,833

関東 新潟県 (仮称）コメリパワー上越高田店
上越市上中田北部土地区画整理事
業地内２街区 コメリ コメリ 2014年2月21日 2014年10月22日 8,679

関東 新潟県 (仮称)蔦屋書店長岡新保店
長岡市新保中央土地区画整理事業
地内13街区 トップカルチャー トップカルチャー 2014年3月4日 2014年11月5日 2,818

関東 長野県 HAMAフラワーパーク安曇野 安曇野市三郷温5919-2外 ハマ園芸 ハマ園芸 伊那食品工業 1 2013年4月26日 2013年12月27日 2,191

関東 長野県 （仮称）バロー笹部店 松本市笹部2-10-1外 バロー バロー 1 2013年4月30日 2013年12月31日 2,184

関東 長野県
（仮称）東京インテリア家具松本
店 松本市南松本2-15-10外

東京インテリア家
具

東京インテリア家
具 2013年5月31日 2014年2月1日 8,908

関東 長野県 カワチ薬品伊那店 伊那市境1367-1外 カワチ薬品 カワチ薬品 2013年6月17日 2014年2月18日 1,775

関東 長野県 佐久中込ショッピングセンター 佐久市中込447-5外 アップルランド
ウエルシア
関東 アップルランド ウエルシア関東 1 2013年9月9日 2014年5月10日 3,671

関東 長野県 水沢上庭10街区複合店舗 長野市水沢上庭１０街区
大和情報サービ
ス

エービーシー・
マート ジェイアイエヌ 1 2013年9月12日 2014年5月13日 1,231

関東 長野県 テックランド駒ヶ根店 駒ヶ根市東町14958－１外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年10月17日 2014年6月18日 1,493

関東 長野県 A・コープびんぐし店 坂城町大字上五明字久保田610外
ちくま農業協同組
合 モリキ

ちくま農業協同組
合 モリキ 2013年10月22日 2014年6月23日 2,074

関東 長野県 神畑ショッピングパーク 上田市神畑700-1外 ツルヤ ツルヤ 2 2013年11月29日 2014年8月1日 4,054

関東 長野県 （仮称）原信篠ノ井東店 長野市水沢上庭６街区 原信 原信 ココカラファイン 2013年12月24日 2014年8月25日 2,822

関東 長野県 ホームセンターナフコ中野店 中野市大字吉田922-1外 ナフコ ナフコ 2014年2月12日 2014年10月13日 3,121

関東 山梨県 （仮称）フォレストモール富士川 富士川町青柳町973番1外 フォレスト オギノ 2013年6月28日 2014年3月1日 5,268

関東 山梨県
（仮称）ホームセンターくろがねや
富士川店 富士川町青柳町867番1外 くろがねや くろがねや 2013年6月28日 2014年3月1日 5,284

関東 山梨県 山梨市複合施設 山梨市小原西974番地2外 いちやまマート いちやまマート 2013年7月24日 2014年3月25日 2,983

関東 山梨県
株式会社ホンダ四輪販売甲信ホ
ンダカーズ山梨甲府店（仮称） 甲府市国母六丁目3番10号 本田技研工業

ホンダ四輪販売
甲信 2013年12月10日 2014年8月11日 1,289

関東 山梨県 南アルプス市白根複合施設
南アルプス市在家塚1271番地の1
外

巨摩野農業協同
組合 1

巨摩野農業協同
組合

マツモトキヨシ甲
信越販売 2014年2月28日 2014年10月29日 1,884

関東 山梨県 ＡＯＫＩ甲府昭和総本店 昭和町西条71番地1 ＡＯＫＩ ＡＯＫＩ 2014年3月5日 2014年9月6日 2,423

関東 静岡県 （仮称）テックランド静岡湖西店 湖西市鷲津字小名川1095-1外 エッチ・ピー・エス ヤマダ電機 2013年4月26日 2013年12月27日 1,974

関東 静岡県
（仮称）カインズホーム伊東八幡
野店 伊東市八幡野字ニタ塚1143-1外 カインズ カインズ 2013年5月1日 2014年1月2日 3,770

関東 静岡県 （仮称）杏林堂磐田西貝塚店 磐田市西貝塚3025-1 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2013年5月30日 2014年1月31日 1,998

関東 静岡県
（仮称）マックスバリュ富士宮朝日
町店 富士宮市朝日町2188　外

マックスバリュ東
海

マックスバリュ東
海 3 2013年5月30日 2014年1月31日 2,428

関東 静岡県 （仮称）杏林堂薬局焼津店
焼津市南部土地区画整理事業第70
街区画地符号１、外 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2013年8月9日 2014年4月10日 2,238

関東 静岡県 （仮称）ノジマ三島店 三島市東本町二丁目1-60 ノジマ ノジマ 2013年8月23日 2014年4月24日 3,077

関東 静岡県
（仮称）クリエイトエス・ディー裾野
滝頭店 裾野市茶畑字滝頭691-1　外 オオヤ

クリエイトエス・
ディー 2013年9月18日 2014年5月19日 1,303



関東 静岡県 （仮称）ハックドラッグN新沢田店 沼津市新沢田町186
CFSコーポレー
ション 1

CFSコーポレー
ション ファミリーマート 2013年10月28日 2014年6月29日 1,810

関東 静岡県 （仮称）マキヤ富士厚原商業施設 富士市厚原1383-1 マキヤ マキヤ 1 2013年11月15日 2014年7月16日 1,208

関東 静岡県 ユニクロ沼津店・ジーユー沼津店 沼津市寿町813-1　外
大和情報サービ
ス ユニクロ ジーユー 2013年12月27日 2014年8月28日 2,923

関東 静岡県 （仮称）ビッグ富士吉田店 吉田町神戸字日の出227-2　外 ビッグ富士 ビッグ富士 2014年2月24日 2014年10月25日 1,471

関東
さいたま
市 （仮称）マミーマート南中野店

台・一ノ久保特定土地区画整理事
業地内12街区1画地　外 マミーマート マミーマート 2013年4月22日 2013年12月23日 1,949

関東
さいたま
市 カインズホーム浦和美園店

市都市 事業 和東部
第二特定土地区画整理事業区域内
32街区2画地　外 カインズ カインズ 2013年6月21日 2014年2月22日 16,210

関東
さいたま
市

（仮称）さいたま市南区内谷店舗
計画

市南 　
戸田市大字美女木字向田1026-1
外 ロッテ不動産 島忠 2013年7月8日 2014年3月9日 10,550

関東
さいたま
市

（仮称）フタバ図書ＧＩＧＡ武蔵浦
和本店 さいたま市南区沼影3-1-1　外

ジェイアール東日
本都市開発 フタバ図書 2013年9月6日 2014年5月7日 2,726

関東
さいたま
市 （仮称）島忠ホームズ与野店

さいたま市中央区新中里3-55　外
20筆 島忠 島忠

未定
（食品ｽｰﾊﾟｰ） 2013年12月18日 2014年8月19日 12,550

関東
さいたま
市

（仮称）ビバモールさいたま新都
心

さいたま市浦和区上木崎1-4973-1
外

三井住友ファイナ
ンス＆リース ＬＩＸＩＬビバ

未定
（食品ｽｰﾊﾟｰ）

定
（スポーツ専
門店　他） 2014年2月27日 2014年10月28日 22,945

関東
さいたま
市 （仮称）ベルク南与野店

さいたま市中央区鈴谷二丁目735-1
外 ベルク ベルク 2014年3月13日 2014年11月14日 1,939

関東 千葉市 （仮称）ライフガーデン千葉
千葉市中央区仁戸名町698番地１
ほか ダイワロイヤル サンベルクス くすりの福太郎 4 2013年7月24日 2014年3月25日 5,726

関東 千葉市 （仮称）稲毛土地再開発計画
千葉市美浜区稲毛海岸二丁目1番
430　他２筆 京葉土地開発 ヤオコー 未定 未定 2013年7月31日 2014年4月1日 2,541

関東 千葉市 （仮称）ベルク千葉浜野店 千葉市中央区村田町110番地 ベルク ベルク 2013年10月18日 2014年6月19日 2,092

関東 千葉市
（仮称）クリエイトＳ・Ｄ千葉千城台
店 千葉市若葉区千城台東３丁目１－１

クリエイトエス・
ディー

クリエイトエス・
ディー 2014年1月28日 2014年9月29日 1,268

関東 横浜市
(仮称)ケーズデンキたまプラーザ
店 新石川ニ丁目５番の１ほか

ケーズホールディ
ングス

ケーズホールディ
ングス 2013年4月10日 2014年2月1日 3,857

関東 横浜市
(仮称)みなとみらい21　43街区計
画 みなとみらい四丁目5-3ほか 岡田ビル 未定 2013年7月31日 2014年4月1日 5,903

関東 横浜市
（仮称）横浜市港北区大豆戸字塚
田計画 港北区大豆戸町字塚田529番５ ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2013年9月30日 2014年5月31日 3,040

関東 横浜市 (仮称）ライフ戸塚汲沢店 戸塚区汲沢町字細田1158番１ほか
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション コーナン商事 2014年1月31日 2014年10月1日 4,758

関東 横浜市
(仮称）緑区中山複合商業施設計
画 緑区台村町225盤地１ほか 丸台商事 ビック・ライズ しまむら 2014年2月28日 2014年10月30日 2,804

関東 横浜市 （仮称）ベルク鶴見元宮店
鶴見区元宮二丁目769番19号　ほ
か ベルク ベルク 未定 2014年3月28日 2014年11月29日 4,072

関東 川崎市
ＧＲＡＮＤ　ＴＲＥＥ　ＭＵＳＡＳＨＩＫ
ＯＳＵＧＩ

川崎市中原区新丸子東三丁目１１３
５番１他 イトーヨーカ堂 イトーヨーカ堂 その他 2013年6月27日 2014年9月30日 37,000

関東 川崎市 ららテラス武蔵小杉
川崎市中原区新丸子東三丁目１３０
２番

武蔵 杉 南
地区東街区市街
地再開発組合

ロクシタンジャポ
ン その他 2013年7月8日 2014年4月15日 6,217

関東 川崎市
ホームセンターコーナン川崎小田
栄店

川崎市川崎区小田栄二丁目１番１
他 芙蓉総合リース コーナン商事 ノジマ 2013年11月12日 2014年9月1日 18,026

関東 川崎市 クリエイト川崎田尻町店 川崎市中原区田尻町６７番１号　他 織戸組
クリエイトエス・
ディ 2013年12月17日 2014年8月18日 1,196

関東 川崎市 （仮称）ライフ宮内2丁目店
川崎市中原区宮内二丁目２８０－
２、８４１－１

ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2014年1月10日 2014年9月11日 3,699

関東 川崎市
いなげや新ゆりヨネッティー王禅
寺前店

川崎市麻生区東百合丘３丁目５番５
号 いなげや いなげや 未定 2014年1月28日 2015年6月1日 3,043



関東 相模原市 （仮称）ヤオコー相模原光が丘店 相模原市中央区光が丘2-5209-12 ヤオコー ヤオコー 2013年9月3日 2014年5月4日 3,180

関東 相模原市 （仮称）相模原ＳＣ計画 相模原市中央区下九沢765-1ほか 東急不動産
ケーズホールディ
ングス オーケー 2013年9月27日 2014年7月31日 6,660

関東 相模原市 コピオ相模原川尻 相模原市緑区川尻1447-5
スーパーアルプ
ス スーパーアルプス ノジマ 2014年3月31日 2014年12月1日 9,630

関東 新潟市 リオン・ドール白根店
新潟市南区大字白根字横二番町
2793 小池 リオン・ドール 2013年6月28日 2014年3月1日 2,001

関東 新潟市 （仮称）亀貝３街区東商業開発
新潟市亀貝土地区画整理事業地内
３街区 ダイワロイヤル ウエルシア関東 2013年10月17日 2014年6月18日 1,757

関東 新潟市
新潟市食と花の交流センター直
売所

新潟市中央区清五郎字川西403－9
外 新潟市

いくとぴあ食花グ
ループ 2013年12月27日 2014年9月1日 1,282

関東 新潟市
（仮称）HARD OFF 新潟黒埼イン
ター店

新潟市西区山田字中道上の中400
番地　外 原信

ハードオフコーポ
レーション 2014年3月4日 2014年11月5日 1,504

関東 新潟市 （仮称）原信五十嵐東店
新潟市西区五十嵐一丁目7036－5
外 原信 原信 2014年3月25日 2014年11月26日 2,088 ×

関東 新潟市 (仮称）ゲオ寺尾店
新潟市西区五十嵐一丁目7022－23
外 原信 ゲオ 2014年3月25日 2014年11月26日 1,219 ×

関東 静岡市 （仮称）バロー竜南店
静岡市葵区竜南二丁目223番　外２
筆 バロー バロー 2013年5月2日 2014年1月3日 1,322

関東 静岡市
（仮称）静岡呉服町第一地区再開
発ビル 静岡市葵区呉服町一丁目20番

静岡呉服町第一
地区再開発ビル

カルチュア・コンビ
ニエンス・クラブ 2013年8月1日 2014年4月2日 2,083

関東 静岡市 しずてつストア千代田店
静岡市葵区千代田一丁目28番9
外７筆 静岡鉄道 静鉄ストア 2013年9月27日 2014年5月28日 1,186

関東 浜松市 (仮称)雑貨屋ブルドッグ葵東店 浜松市中区葵東二丁目２５番地４５ 雑貨屋ブルドッグ 雑貨屋ブルドッグ 2013年7月25日 2014年3月26日 1,097

関東 浜松市 (仮称)遠鉄ストア東伊場店
浜松市中区東伊場二丁目1183-1、
1183-10 遠鉄ストア 遠鉄ストア 2013年9月11日 2014年5月12日 2,192

関東 浜松市 (仮称)フィール浜松新津店
浜松市中区新津町字村前709番
外17筆

フィールホール
ディングス

フィールコーポ
レーション 2013年11月19日 2014年7月20日 1,835

関東 浜松市 (仮称)杏林堂薬局高丘東店 浜松市中区高丘東三丁目115番2 杏林堂 杏林堂 2014年3月19日 2014年11月20日 1,946

関東 浜松市 (仮称)フィルタウンA-1区画
浜松市中区小豆餅四丁目1485番の
一部 エディオン エディオン 2014年3月27日 2014年11月28日 2,645

関東 浜松市 (仮称)フィルタウンA-2区画 浜松市中区小豆餅四丁目1485番5
フィールホール
ディングス

フィールコーポ
レーション 2014年3月27日 2014年11月28日 2,521

関東 浜松市 (仮称)フィルタウンA-3区画 浜松市中区小豆餅四丁目1485番6 カインズ カインズ 2014年3月27日 2014年11月28日 4,334

関東 浜松市 (仮称)フィルタウンB区画
浜松市中区小豆餅四丁目1520番
外9筆

フィールホール
ディングス 未定 2014年3月27日 2014年11月28日 2,130

中部 愛知県 （仮称）ヨシヅヤ勝幡店
愛西市勝幡町駒捨場1300番地ほか
11筆 義津屋 義津屋 未定 2013年4月17日 2013年12月18日 2,962

中部 愛知県 テラスウォーク一宮 一宮市両郷町１丁目６番地 ユニー ユニー 未定 2013年4月26日 2013年12月27日 17,750

中部 愛知県 （仮称）三河屋　西尾市一色店
西尾市一色町一色古新田４５番地
ほか３筆 三河屋 三河屋 2013年4月30日 2013年12月31日 1,322

中部 愛知県
（仮称）バロー一宮伝法寺ショッピ
ングセンター

尾張都市計画事業一宮伝法寺土地
区画整理事業71街区1画地 バロー バロー 未定 2013年6月28日 2014年3月1日 3,451

中部 愛知県
ゲンキー今伊勢店・（仮称）あか
のれん一宮今伊勢店 一宮市今伊勢町本神戸字宮山１ ゲンキー 1 ゲンキー 1 2013年7月1日 2014年3月2日 2,902

中部 愛知県 ヴェルサウォーク西尾 西尾市高畠町三丁目23-9 ユニー ユニー 未定 2013年8月13日 2014年4月14日 17,602

中部 愛知県 （仮称）春日井如意申町複合施設
春日井市如意申町四丁目5番地3ほ
か4筆

ディーホールディ
ングス 1

ビー・アンド・
ディー

アイレクスリテイ
ル 2013年8月30日 2014年5月1日 1,370



中部 愛知県 （仮称）西尾一色複合商業施設
西尾市一色町一色古新田２９番地
の１　ほか３筆 三河屋

スギホールディン
グス 未定 2013年8月30日 2014年5月1日 1,629

中部 愛知県
（仮称）カーマホームセンター豊川
西店　別館 豊川市八幡町足洗47番地ほか９筆 カーマ カーマ 2013年9月19日 2014年5月20日 1,776

中部 愛知県 （仮称）ケーズデンキ清須店 清須市助七芳花19番ほか6筆 ギガス ギガス 2013年10月4日 2014年6月5日 3,673

中部 愛知県
（仮称）西尾寄住ショッピングセン
ター 西尾市寄住町泡原14番地1 ヤマナカ 1 ヤマナカ ヤマダ電機 3 2013年10月17日 2014年6月18日 9,799

中部 愛知県 （仮称）テックランド愛知知立店 知立市長篠町新田東25番1ほか5筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年10月30日 2014年7月1日 4,109

中部 愛知県 （仮称）平和堂春日井店 春日井市宮町一丁目1-1ほか5筆 平和堂 平和堂 2013年10月31日 2014年7月1日 1,976

中部 愛知県 ロイヤルホームセンター長久手
長久手中央土地区画整理地内12街
区

ロイヤルホームセ
ンター

ロイヤルホームセ
ンター 2013年11月14日 2014年7月15日 6,450

中部 愛知県 （仮称）マックスバリュ津島店 津島市江西町4丁目115-1ほか6筆
マックスバリュ中
部

マックスバリュ中
部 2013年12月20日 2014年8月21日 1,640

中部 愛知県 （仮称）マックスバリュ小牧駅西店 小牧市小牧四丁目115番地 オリックス不動産
マックスバリュ中
部 2014年1月8日 2014年9月9日 2,212 ×

中部 愛知県 （仮称）バロー岡崎福岡店
岡崎市福岡町字荒巻26番1ほか11
筆 バロー バロー 2014年1月30日 2014年10月1日 1,826

中部 愛知県 （仮称）ヨシヅヤ豊山店 豊山町大字豊場字幸田197-3ほか 義津屋 義津屋 2014年3月20日 2014年11月21日 7,490

中部 愛知県 ゴルフ５春日井店 春日井市東野町5丁目1番地1 アルペン アルペン 2014年3月24日 2014年11月25日 1,165

中部 愛知県
（仮称）カーマホームセンター碧南
店 碧南市弥生町5丁目46ほか19筆 カーマ カーマ 2014年3月31日 2014年12月1日 4,911

中部 愛知県
（仮称）カーマホームセンター刈谷
小垣江店 刈谷市小垣江町北諸峻1-3ほか1筆 カーマ カーマ 2014年3月31日 2014年12月1日 7,798

中部 岐阜県 (仮称)関市寿町複合店舗 関市寿町二丁目81 オリックス あかのれん 中部薬品 1 2013年4月2日 2013年12月3日 2,026

中部 岐阜県 ゲンキー苗木店 中津川市苗木字岡田2524番1　外 ゲンキー ゲンキー 2013年4月18日 2014年1月9日 1,980

中部 岐阜県 (仮称)バロー大垣中ノ江店 大垣市中ノ江二丁目3番1　外 バロー バロー あかのれん 2013年4月19日 2013年12月20日 3,206

中部 岐阜県 (仮称)ﾊﾞﾛｰ下石店 土岐市下石町字西山304番89　外 バロー バロー 2013年6月21日 2014年2月22日 1,751

中部 岐阜県 ゲンキー下米田店 美濃加茂市下米田町今174-1 ゲンキー ゲンキー 2013年6月27日 2014年3月6日 1,367

中部 岐阜県 ゲンキー関ヶ原東町店
関ケ原町大字関ケ原字森前3685番
1　外 ゲンキー ゲンキー 2013年6月27日 2014年3月6日 1,367

中部 岐阜県 (仮称)多治見商業施設 多治見市小田町6丁目1番4　外
ケイエル・リース
＆エステート 2 ヒマラヤ スギヤマ薬品 タクティー 2013年6月28日 2014年3月1日 3,871

中部 岐阜県
(仮称)クスリのアオキ岐阜県庁前
店 岐阜市今嶺二丁目5番1号　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2013年7月16日 2014年4月1日 1,718

中部 岐阜県 関緑ヶ丘商業施設 関市緑ヶ丘二丁目30番　外 中部薬品 中部薬品 2 2013年9月13日 2014年5月14日 1,506

中部 岐阜県 (仮称)ｸｽﾘのｱｵｷ西郷店 岐阜市中二丁目172-1　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2013年9月18日 2014年5月15日 1,552

中部 岐阜県 湯の華市場 可児市土田字大脇4733-4　外 シティ不動産 シティ観光 魚太郎 3 2013年10月1日 2014年6月2日 1,323

中部 岐阜県 ゲンキー揖斐南方店 揖斐川町上南方字松原184番　外 ゲンキー ゲンキー 2013年10月2日 2014年5月29日 1,364

中部 岐阜県
(仮称)クスリのアオキ岐阜羽島駅
前店 羽島市舟橋町八丁目1番　外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2013年10月17日 2014年6月1日 1,333



中部 岐阜県 (仮称)ゲンキー岩野田店 岐阜市粟野西三丁目65番1　外 ゲンキー ゲンキー 2013年11月20日 2014年7月21日 1,281

中部 岐阜県 (仮称)瑞穂ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
瑞穂市穂積字タリ3110番1・字向野
3474番1 カーマ 上新電機 カーマ 上新電機 1 2014年1月10日 2014年9月11日 17,939

中部 岐阜県 (仮称)ｸｽﾘのｱｵｷ東島店
各務原市蘇原東島町三丁目55番
外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2014年1月10日 2014年8月28日 1,386

中部 岐阜県
(仮称)大垣駅北ショッピングモー
ル 大垣市林町六丁目80番55　外 大黒天物産 2 大黒天物産 AOKI 1 2014年2月3日 2014年8月31日 6,955

中部 岐阜県
スーパーセンタートライアル安八
店 安八町大明神字宮裏187番1　外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2014年2月7日 2014年10月8日 4,836

中部 岐阜県 （仮称）マックスバリュ水海道店 岐阜市水海道二丁目6番3　外9筆 マックスバリュ マックスバリュ 2014年3月28日 2014年11月29日 1,644

中部 三重県 (仮称)マックスバリュ山城店 四日市市山城町字西大谷760番1 イチタケ商事
マックスバリュ中
部 2013年4月12日 2013年11月25日 1,691

中部 三重県 (仮称)イオンタウン桑名西別所
桑名市大字西別所字駒広2104ほか
45筆 イオンタウン

マックスバリュ中
部 2013年4月24日 2013年12月25日 5,773

中部 三重県 (仮称)前田紡績四日市商業店舗
四日市市日永3丁目1217番地1ほか
7筆 前田紡績

ブックオフコーポ
レーション 2013年4月25日 2013年12月16日 2,997

中部 三重県 (仮称)ジョーシン松阪店 松阪市久米町字長井1174番地3 上新電機 上新電機 2013年4月25日 2013年12月26日 2,514

中部 三重県
(仮称)スーパーセンタートライア
ル松阪店 松阪市東町88-2ほか

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2013年6月12日 2014年2月13日 5,474

中部 三重県
ぎゅーとら五ヶ所店・コメリH&G南
勢店 南伊勢町船越2843ほか

三重外湾漁業協
同組合 コメリ ぎゅーとら コメリ 2013年6月26日 2014年2月27日 1,651

中部 三重県
（仮称）ホームセンターコーナン松
阪店 松阪市塚本町26-1ほか コーナン商事 コーナン商事 2013年7月30日 2014年3月31日 10,014

中部 三重県 （仮称）イオンタウン伊賀 伊賀市四十九町字堂山1850番ほか イオンタウン
マックスバリュ中
部 未定 2013年8月23日 2014年3月1日 6,875

中部 三重県 （仮称）ＳＤ四日市日永店 四日市市日永一丁目138ほか
大和情報サービ
ス アルペン 2013年9月13日 2014年3月14日 3,050

中部 三重県 （仮称）四日市日永商業施設
四日市市日永一丁目747番ほか10
筆 中部薬品

四日市木材
市場 中部薬品 タチヤ 2013年11月15日 2014年7月16日 1,880

中部 三重県
（仮称）ホームセンターバロー松
阪店

松阪市松崎浦町字下権現前99番2
ほか63筆 バロー バロー 2013年12月20日 2014年8月21日 11,209

中部 三重県 （仮称）鈴鹿ラッツ 鈴鹿市西條町字城之西480番地 三交不動産 ゼビオ 上州屋 未定 2013年12月24日 2014年8月25日 4,713

中部 三重県 ぎゅーとらラブリー一志店 津市一志町田尻479-1ほか8筆 ランド・二十一 ぎゅーとら
ココカラファインヘ
ルスケア セリア 2013年12月27日 2014年7月31日 2,245

中部 三重県 （仮称）バロー別名店
四日市市別名六丁目74番11ほか1
筆 バロー バロー 未定 2014年2月17日 2014年10月18日 2,488

中部 三重県 （仮称）イオンビッグ玉城町店 玉城町世古字カリコ354番ほか イオンビッグ イオンビッグ 2014年2月25日 2014年10月26日 7,270

中部 富山県 （仮称）ケーズデンキ氷見店 氷見市上泉80番　ほか11筆 アイエヌエル 北越ケーズ 2013年6月17日 2014年2月18日 2,515

中部 富山県
（仮称）クスリのアオキ氷見柳田
店 氷見市柳田字水替田1950番　ほか クスリのアオキ クスリのアオキ 2013年8月30日 2014年3月28日 1,584

中部 富山県 （仮称）ケーズデンキ砺波店
砺波市中神土地区画整理事業地内
29街区 ノースランド 北越ケーズ 未定 2013年12月9日 2014年6月20日 5,069

中部 富山県 （仮称）黒部ショッピングタウン 黒部市植木773番１　ほか９筆 ＫＤＬ黒部
マックスバリュ北
陸 サンキュー 未定 2013年12月10日 2014年7月15日 5,394

中部 富山県 （仮称）アルビス氷見店 氷見市窪295-1　ほか12筆 アルビス アルビス 未定 2014年1月22日 2014年9月4日 1,900

中部 石川県 ゲンキー山代北口店 加賀市山代温泉参五５番３ほか６筆 ゲンキー ゲンキー 2013年4月11日 2013年12月12日 1,881



中部 石川県 ジョーシン羽咋店 羽咋市石野町ト６番地ほか８筆 三共ジョーシン 三共ジョーシン 2013年5月10日 2014年1月11日 2,051

中部 石川県 100満ボルト金沢直江店
金沢市直江町37街区１番地ほか75
筆 サンキュー サンキュー 2013年5月24日 2014年1月25日 4,181

中部 石川県 Aコープつばた店 津幡町字加賀爪ハ99 ジャコム石川 ジャコム石川 2013年5月30日 2014年1月31日 1,530

中部 石川県 ケーズデンキ野々市新庄店 野々市市新庄２丁目810番外38筆 北越ケーズ 北越ケーズ 2013年7月17日 2014年3月18日 5,392

中部 石川県 （仮称）イオンタウン野々市白山 野々市市白山町205番１ほか２筆 東レ建設
マックスバリュ北
陸 未定 2014年2月14日 2014年10月15日 7,215

中部 名古屋市 ケーズデンキ新守山店
名古屋市守山区新守山801番　外7
筆 ギガス ギガス 2013年4月12日 2013年12月13日 3,333

中部 名古屋市 イオンモール西茶屋
名古屋市港区茶屋新田土地区画整
理地内73街区 イオンモール イオンリテール ○ 2013年6月14日 2014年3月20日 55,000

中部 名古屋市
カーマホームセンター名古屋城北
店（北館） 名古屋市北区浪打町1丁目52番地 カーマ カーマ 2013年6月24日 2014年2月25日 5,300

中部 名古屋市
カーマホームセンター名古屋城北
店（南館）

名古屋市北区浪打町1丁目50　番
地　外1筆 カーマ カーマ 2013年6月24日 2014年2月25日 7,375

中部 名古屋市 マックスバリュ鳴子店 名古屋市緑区鳴子町四丁目1番 マックスバリュ マックスバリュ 2013年10月30日 2014年7月1日 2,125

中部 名古屋市 カインズホーム名古屋守山店
名古屋市守山区下志段味特定土地
区画整理地内146-1街区仮7番 カインズ カインズ 2013年10月30日 2014年7月1日 7,411

* 名古屋市 大名古屋ビルヂング
名古屋市中村区名駅三丁目2701番
外25筆 三菱地所 未定 2013年11月5日 2015年11月1日 7,000

中部 名古屋市 ダイエー金山店
名古屋市中区金山一丁目1107番
ほか7筆 前藏 ダイエー 2014年1月9日 2014年9月10日 5,100

中部 名古屋市 名古屋ゼロゲート
名古屋市中区栄三丁目2805番1
ほか17筆 パルコ 未定 2014年1月15日 2014年9月16日 5,550

中部 名古屋市 名古屋市中区錦三丁目計画
名古屋市中区錦三丁目1712番ほか
5筆 エヌエイオー ドン・キホ-テ 2014年2月4日 2014年10月5日 4,683

中部 名古屋市
ファッションセンターしまむら水広
下店

名古屋市緑区水広下土地区画整理
地内31街区7及び8 しまむら しまむら 2014年2月20日 2014年10月21日 1,112

中部 名古屋市 港区木場複合店舗
名古屋市港区木場町8番地17 ほか
3筆

大和情報サービ
ス 大創産業 タカラ・エムシー 2014年3月31日 2014年12月1日 2,253

近畿 福井県 （仮称）グルメ館舞屋店
福井市舞屋町７字１０１番地　外２５
筆 ヤスサキ ヤスサキ 2013年4月2日 2013年12月5日 2,850

近畿 福井県 （仮称）アカチャンホンポ福井店 福井市大田和12字66番　外４筆 ニトリ 赤ちゃん本舗 2013年6月27日 2014年3月1日 2,068

近畿 福井県 （仮称）ゲンキー薗部店 高浜町薗部４１字１５　外９筆 ゲンキー ゲンキー 未定 2013年7月18日 2014年3月19日 1,788

近畿 福井県 （仮称）ママーストアー東小浜店 小浜市遠敷五丁目４０１　他 ママーストアー ママーストアー 2013年7月18日 2014年3月19日 1,395

近畿 福井県 （仮称）テックランド福井中央店 福井市渕三丁目４０９　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年10月4日 2014年6月5日 4,963

近畿 福井県 ゲンキー高瀬店 越前市高瀬一丁目５４番 ゲンキー ゲンキー 2013年12月26日 2014年7月31日 1,281

近畿 福井県 （仮称）ハーツおばま店
小浜市遠敷九丁目５０１番地　外２
０筆

福井県民生活協
同組合

福井県民生活協
同組合 未定 2014年3月14日 2014年11月6日 2,743

近畿 滋賀県 コメリパワー水口店 甲賀市水口町水口5916番地 コメリ バロー コメリ バロー
メガネパート
ナー 2013年4月22日 2013年11月20日 10,983

近畿 滋賀県 (仮称)クスリのアオキ霊仙寺店 栗東市霊仙寺一丁目462番　外５筆 クスリのアオキ クスリのアオキ 2013年5月2日 2013年12月25日 1,211

近畿 滋賀県 （仮称）平和堂新日野店
日野町大字松尾字岨ノ下745-2の
一部　外40筆 平和堂 コメリ 平和堂 コメリ 未定 2013年6月25日 2014年2月15日 9,623



近畿 滋賀県 (仮称)クスリのアオキ幸町店 東近江市幸町57-２　外７筆 クスリのアオキ クスリのアオキ 2013年7月1日 2014年2月1日 1,177

近畿 滋賀県 (仮称)ホームプラザナフコ日野店 日野町大字松尾三斗887　外８筆 ナフコ ナフコ 2013年7月5日 2014年3月6日 2,375

近畿 滋賀県 (仮称)ホームプラザナフコ土山店
甲賀市土山町頓宮字中野181-1
他４筆 ナフコ ナフコ 2013年7月5日 2014年3月6日 1,650

近畿 滋賀県 コープぜぜ店
大津市竜が丘字石ヶ谷184番２　ほ
か５ コープしが

ユタカファー
マシー コープしが

ユタカファーマ
シー 2013年9月30日 2014年7月1日 2,122

近畿 滋賀県 （仮称）大津市真野複合商業施設 大津市真野五丁目1780-1外５筆
大和情報サービ
ス ユニクロ

エービーシー・
マート 2013年8月13日 2014年3月下旬 1,239

近畿 京都府
（仮称）ホームセンターコーナン京
都久御山店 久御山町佐山籾池２３　他５筆 コーナン商事 コーナン商事 2013年6月25日 2014年2月26日 5,539

近畿 京都府
（仮称）フレッシュバザール長岡京
店 長岡京市神足大張12-1の一部他 ダイワロイヤル さとう 2013年7月5日 2014年3月6日 1,470

近畿 京都府
（仮称）ホームセンタージュンテン
ドー新福知山店 福知山市字新庄小字岡安11-１他 ジュンテンドー ジュンテンドー 2013年12月20日 2014年9月20日 2,533

近畿 京都府 (仮称）万代長岡京店 長岡京市友岡西畑６－１他 万代 万代 2014年2月27日 2014年10月28日 1,686

近畿 京都府 （仮称）ゴダイドラッグ新網野店 京丹後市網野町網野60番１他 ゴダイ ゴダイ 2014年3月28日 2014年11月29日 2,007

近畿 京都府 （仮称）ゴダイドラッグ大宮店
京丹後市大宮町周枳小字芦田2062
番１他 ゴダイ ゴダイ 2014年3月28日 2014年11月29日 1,348

近畿 大阪府 コスタモール二色浜跡地計画 貝塚市澤890番1、931番2，939番1
トライアルカンパ
ニー 1

トライアルカンパ
ニー （未定） 2013年4月5日 2013年12月6日 7,582

近畿 大阪府 （仮称）ラ・ムー岸和田三田店 岸和田市三田町637番１他 大黒天物産 大黒天物産 （未定） 2013年4月12日 2013年12月13日 2,786

近畿 大阪府 （仮称）ジョーシン柏原複合店 柏原市本郷五丁目964番6 他 上新電機 上新電機 万代 (未定） 2013年4月12日 2013年12月13日 7,250

近畿 大阪府
（仮称）スーパーセンターオークワ
河南店 河南町大字中403番3 他 オークワ オークワ 2013年4月19日 2013年12月20日 5,666

近畿 大阪府 （仮称）ドラッグコスモス島頭店 門真市島頭四丁目415番1 他 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年4月30日 2013年12月31日 1,550

近畿 大阪府 (仮称）アルカドラッグ河内長野店 河内長野市本多町８３６外 ナガタ薬品 ナガタ薬品 2013年5月16日 2014年1月17日 1,622

近畿 大阪府 ドラッグコスモス大東氷野店 大東市氷野二丁目158番3他 澤邊和水 コスモス薬品 2013年6月7日 2014年2月8日 1,368

近畿 大阪府
（仮称）ホームセンターコーナン吹
田市吹東町店 吹田市吹東町２２２番1 他 コーナン商事 コーナン商事 2013年7月26日 2014年3月27日 3,242

近畿 大阪府 （仮称）大阪和泉計画 和泉市あゆみ野四丁目４番１　外

井 動産
三井住友ファイナ
ンス＆リース コストコ 65 2013年7月12日 2014年3月1日 60,589

近畿 大阪府
（仮称）関西スーパー京阪大和田
店 門真市常称寺町３０番１他

関西スーパー
マーケット

関西スーパー
マーケット 2013年8月2日 2014年3月30日 2,100

近畿 大阪府 （仮称）ドラッグコスモス南別府店 摂津市南別府町１１３５番１他 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年8月6日 2014年4月7日 1,386

近畿 大阪府 （仮称）ドラッグコスモス金剛店 大阪狭山市半田一丁目１３番１　他 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年9月20日 2014年5月21日 1,633

近畿 大阪府
（仮称）ドラッグコスモスりんくうタ
ウン店 泉佐野市りんくう往来北1番829　他 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年10月7日 2014年6月8日 2,027

近畿 大阪府 （仮称）トライアルりんくう店 泉佐野市りんくう往来北1番10　他
トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2013年11月20日 2014年7月21日 7,839

近畿 大阪府
（仮称）ドラッグコスモス鴻池徳庵
店 東大阪市鴻池徳庵町1252番1　他 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年11月25日 2014年7月26日 1,372

近畿 大阪府
（仮称）ホームセンターコーナン羽
曳野西浦店 羽曳野市西浦1549番ほか コーナン商事 コーナン商事 2013年12月25日 2014年8月26日 6,291



近畿 大阪府 （仮称）ライフ羽曳野西浦店 羽曳野市西浦1541番ほか コーナン商事
ライフコーポレー
ション 2013年12月25日 2014年8月26日 1,324

近畿 大阪府 （仮称千里山駅前商業施設 吹田市千里山霧が丘５番１ 大和リース 阪食 2013年12月26日 2014年8月27日 1,798

近畿 大阪府 （仮称）ニトリ箕面店 箕面市瀬川四丁目６８８番３　他 東洋紡不動産 ニトリ 2014年1月17日 2014年9月18日 5,005

近畿 大阪府 （仮称）マックスバリュ守口店 守口市高瀬町五丁目33番 外 光洋 光洋 2014年1月17日 2014年9月18日 1,362

近畿 大阪府
（仮称）ドラッグユタカ枚方西招提
店 枚方市西招提町1247番１　ほか

ユタカファーマ
シー

ユタカファーマ
シー 2014年2月6日 2014年8月1日 1,304

近畿 兵庫県
スーパーマルハチウッディタウン
店 三田市あかしあ台５丁目31番１　他 ダイセイ マルハチ 2013年4月4日 2013年12月5日 1,971

近畿 兵庫県 （仮称）万代西宮門戸店 西宮市野間町33番４ 万代 万代 2013年5月8日 2014年1月9日 1,331

近畿 兵庫県
（仮称）マナベインテリアハーツ川
西店 川西市加茂六丁目13番１ K&K

マナベインテリア
ハーツ ネットトヨタ神戸 2013年5月31日 2014年2月1日 6,218

近畿 兵庫県 （仮称）ニトリ南あわじ店
南あわじ市広田広田字畑田109番１
外 ニトリ ニトリ 2013年6月25日 2013年12月20日 3,449

近畿 兵庫県 （仮称）テックランド兵庫小野店 小野市王子町95番１　他 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年7月30日 2014年3月31日 1,500

近畿 兵庫県 （仮称）ニトリたつの店
たつの市揖保町揖保中字砂田201-
1,265-2 ニトリ ニトリ 未定 2013年8月15日 2014年2月14日 3,640

近畿 兵庫県
（仮称）SUPER CENTER PLANT
淡路店 淡路市志筑新島９番７ ＰＬＡＮＴ ＰＬＡＮＴ 2013年10月28日 2014年6月29日 7,728

近畿 兵庫県 （仮称）ドラッグコスモス大久保店
明石市大久保町西脇 西脇土地区
画整理事業52街区１画地　他 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年11月1日 2014年7月2日 1,196

近畿 兵庫県 （仮称）ジョーシン新福崎店 福崎町南田原2903番１他 上新電機 上新電機 2013年11月28日 2014年7月29日 2,700

近畿 兵庫県 （仮称）ドラッグコスモス西蒲田店 姫路市広畑区城山町1400番87 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年1月27日 2014年9月28日 1,298

近畿 兵庫県
（仮称）ホームセンターコーナン和
田山店

朝来市和田山町枚田岡字上野
190ー１ほか コーナン商事 コーナン商事 2014年3月6日 2014年11月7日 6,013

近畿 兵庫県
スーパーセンタートライヤル姫路
店 姫路市別所町小林字谷田346ほか

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2014年3月24日 2014年11月25日 3,664

近畿 奈良県
（仮称）ﾒｯｻｵｰｸﾜ北登美ヶ丘店・ｺ
ｺｶﾗﾌｧｲﾝ北登美ヶ丘店

奈良市北登美ヶ丘六丁目１５００
他 オークワ 1 オークワ

ココカラファインヘ
ルスケア 2013年5月15日 2014年1月16日 2,684

近畿 奈良県
（仮称）スーパーセンターオークワ
奈良中町店 奈良市中町２３３－１　他２５筆 オークワ オークワ 2013年6月27日 2014年2月28日 3,637

近畿 奈良県
（仮称）スーパーセンターオークワ
田原本店 田原本町十六面５２－１　他４４筆 オークワ オークワ 2013年10月30日 2014年7月1日 9,339

近畿 奈良県 ケーズデンキ大和高田店
大和高田市曽大根１丁目１５番３０
号

関西ケーズデン
キ

関西ケーズデン
キ 2013年12月13日 2014年8月14日 3,000

近畿 和歌山県 （仮称）テックランド和歌山北店 和歌山市松江北二丁目672番262 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年7月16日 2014年3月17日 4,150

近畿 和歌山県
（仮称）スーパーエバグリーン福
島店 和歌山市福島89番1　外

本
セット・プランニン
グ 廣甚 2013年7月31日 2014年4月1日 2,842

近畿 和歌山県

（仮称）
和歌山店・スーパースポーツゼビ
オ和歌山店 和歌山市小雑賀８０５番１　外 オークワ ゼビオ オークワ ゼビオ 未定 2013年9月4日 2014年5月5日 15,708 ×

近畿 和歌山県 （仮称）ケーズデンキ紀伊田辺店 田辺市稲成町２４５－１　外１８筆
関西ケーズデン
キ

関西ケーズデン
キ 2013年10月24日 2014年6月25日 2,985

近畿 和歌山県
（仮称）ホームプラザナフコかつら
ぎ店 かつらぎ町大字萩原６０１番　外６筆 ナフコ ナフコ 2013年12月10日 2014年8月11日 2,644

近畿 和歌山県 （仮称）岩出ファッションモール
岩出市中迫字塚本１３４番１　外５
筆 しまむら しまむら 2013年12月19日 2014年8月20日 2,082



近畿 和歌山県 セントラルシティ和歌山 和歌山市小雑賀８０５番１　外 オークワ ゼビオ オークワ ゼビオ キャンドゥ 2013年12月27日 2014年8月28日 15,719

近畿 和歌山県
（仮称）スーパーエバグリーン岩
出店 岩出市高塚１８８番１　外 廣甚 廣甚 2014年1月9日 2014年9月10日 3,865

近畿 和歌山県 ユニクロ国体道路店 和歌山市小雑賀７０４　外 ゴトウ洋服店 ゴトウ洋服店 2014年1月24日 2014年10月1日 1,576

近畿 和歌山県 （仮称）エバグリーン有田店 有田市宮崎町字箕川１１０番１　外 廣甚 廣甚 2014年3月31日 2014年12月1日 1,697

近畿 京都市 （仮称）イオンモール京都桂川
京都市南区久世高田町376番1他
京都府向日市寺戸町九ノ坪50番1 イオンモール イオンリテール 2013年5月23日 2014年10月1日 53,049

近畿 京都市 （仮称）京都BAL再開発計画
京都市中京区河原町通三条下る二
丁目山崎町251番地 中澤 丸善 ビーエーエル 2013年7月31日 2015年4月15日 12,691

近畿 京都市 （仮称）バロー下鳥羽店
京都市伏見区下鳥羽澱女町102番
ほか バロー バロー 2013年8月30日 2014年5月1日 1,466

近畿 京都市 （仮称）ライフ西大路花屋町店 京都市下京区西七条掛越町61
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2013年9月30日 2014年6月1日 2,680

近畿 京都市 （仮称）万代五条西小路店 京都市右京区西院六反田町33他 万代 万代 2013年12月27日 2014年8月28日 4,653

近畿 京都市
（仮称）京阪神四条河原町ビル計
画

京都市中京区河原町通四条上る二
丁目下大阪町354，米屋町376他

京阪神ビルディン
グ

ム　へネス・アン
ド・マウリッツ 2013年12月27日 2014年10月1日 3,008

近畿 大阪市 （仮称）フレンドタウン深江橋 大阪市城東区永田三丁目9番5 平和堂 平和堂 16 2013年7月31日 2014年4月1日 5,540

近畿 大阪市 （仮称）日生球場跡地計画Ａ敷地
大阪市中央区森ノ宮中央一丁目1
番1の一部　外 東急不動産 未定 2013年9月25日 2015年4月1日 7,566

近畿 大阪市 （仮称）ライフ森ノ宮店
大阪市中央区森ノ宮中央二丁目1
番2の一部

ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション エディオン 未定 2013年9月25日 2015年4月1日 6,746

近畿 大阪市 （仮称）ライフ中道店
大阪市東成区中道三丁目12番1
外

ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2013年10月15日 2014年6月16日 1,770

近畿 大阪市 （仮称）ライフ北畠店
大阪市阿倍野区王子町四丁目１番
37

ＪＡ三井リース建
物

ライフコーポレー
ション 2014年1月23日 2014年9月24日 3,315

近畿 大阪市 （仮称）ドラッグコスモス高見店
大阪市此花区高見一丁目１番106
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年2月28日 2014年10月29日 1,766

近畿 大阪市
（仮称）ドラッグコスモス平野長吉
店

大阪市平野区長吉六反一丁目29街
区3画地　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年2月28日 2014年10月29日 1,492

近畿 大阪市 （仮称）ドン・キホーテ深江橋店 大阪市東成区深江北１丁目13番地
ドンキホーテホー
ルディングス ドン・キホーテ 2014年3月28日 2014年11月29日 3,897

近畿 大阪市 （仮称）イズミヤ法円坂店 大阪市中央区法円坂２丁目２番１
ジェイアール西日
本不動産開発 イズミヤ 2014年3月31日 2014年12月1日 4,700

近畿 神戸市 （仮称)ライフ下山手通店
神戸市中央区下山手通7丁目1番2
号

ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2013年5月23日 2014年1月24日 1,698

近畿 神戸市 (仮称)小束山複合商業施設
神戸市垂水区多聞町字小束山868
番753　他

三井住友ファイナ
ンス＆リース 万代 ゼビオ 2013年12月4日 2014年8月5日 4,915

近畿 堺市
(仮称)ホームセンタームサシ美原
店 堺市美原区太井586-1

アークランドサカ
モト

アークランドサカ
モト 2014年1月21日 2014年9月22日 8,765

中国 鳥取県
ドラッグストアウェルネス角盤店・
ａｕショップ米子 米子市角盤町３丁目８４外 ウェルネス湖北

西日本モバ
イル ウェルネス湖北 西日本モバイル 2013年4月25日 2013年12月26日 1,138

中国 鳥取県 （仮称）ドラッグコスモス明治町店 境港市明治町１２２番外 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年7月4日 2014年3月5日 1,530

中国 鳥取県
スーパーセンタートライアル米子
大谷店 米子市大谷町２８ 丸信商事

トライアルカンパ
ニー 2013年12月18日 2014年8月19日 2,985

中国 鳥取県 （仮称）ドラッグコスモス湯梨浜店 湯梨浜町大字田後３５６－１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年12月27日 2014年8月28日 1,965

中国 鳥取県 （仮称）ドラッグコスモス安長店 鳥取市安長２６０－１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年2月7日 2014年10月8日 1,963



中国 島根県 （仮称）１００満ボルト新松江店
松江市乃白北土地区画整理事業施
行地区内１０９街区外 サンキュー サンキュー 2013年4月15日 2013年12月16日 3,489

中国 島根県 ホームプラザナフコ益田北店 益田市久城町６７３番１外 ナフコ ナフコ 2013年4月30日 2013年12月31日 5,175

中国 島根県 （仮称）ドラッグコスモス東出雲店
松江市東出雲町意宇東二丁目６－
２外 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年5月2日 2014年1月3日 1,653

中国 島根県 みしまや大田店 大田市長久町長久イ282-2外 みしまや みしまや 2013年6月12日 2014年2月18日 1,868

中国 島根県 （仮称）万代書店新松江店 松江市学園１－８－２１外 いない ノック 2013年7月5日 2014年3月6日 2,460

中国 島根県 （仮称）斐川町荘原複合店舗 出雲市斐川町荘原１２３１番地外 日本地所倉庫 日本地所倉庫 ナフコ ○ 2013年7月31日 2014年4月1日 8,087

中国 島根県 ホームプラザナフコ湖陵店 出雲市湖陵町差海409番１外 ナフコ ナフコ 2013年9月12日 2014年5月13日 2,351

中国 島根県
スーパーセンタートライアル 出雲
斐川店 出雲市斐川町直江５１３５－１外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2013年11月22日 2014年7月23日 4,076

中国 岡山県 ホームプラザナフコ邑久店
瀬戸内市邑久町豊中字中井十三１
２６番１ほか ナフコ ナフコ 2013年5月29日 2014年1月30日 2,340

中国 岡山県 （仮称）ユニクロ平田店 倉敷市平田字苅丸６１５番地１ほか 日東社 ユニクロ 2013年8月14日 2014年4月15日 1,499

中国 岡山県 （仮称）ザグザグ笠岡店 笠岡市富岡４７７番地ほか ダイワロイヤル ザグザグ 2013年8月29日 2014年4月30日 1,711

中国 岡山県 ドラッグコスモス倉敷駅前店 倉敷市昭和二丁目４９８番地１ 中国JRバス ドラッグコスモス 2013年9月12日 2014年5月13日 1,203

中国 岡山県 新鮮市場きむら児島駅前店 倉敷市児島駅前二丁目1番ほか きむら きむら 2013年9月18日 2014年5月19日 1,137

中国 岡山県 （仮称）ザグザグ平田店 倉敷市平田字傘６７６番１ほか ザグザグ ザグザグ 2013年10月8日 2014年6月5日 1,474

中国 岡山県 （仮称）ザグザグ美作店 美作市入田223番1ほか ザグザグ ザグザグ 2013年11月6日 2014年7月7日 1,669

中国 岡山県
ダイレックス茶屋町店・ゲオ茶屋
町店 倉敷市茶屋町1620番１ほか

天満屋ハピー
マート,姫井工業 ダイレックス ゲオ 2013年11月28日 2014年7月29日 1,353

中国 岡山県 （仮称）ケーズデンキ浅口店
浅口市鴨方町六条院中1331番1ほ
か ダイワロイヤル ビッグ・エス 2014年1月31日 2014年10月1日 2,044

中国 岡山県 (仮称)ドラッグコスモス湯郷店 美作市湯郷３６０番１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2014年2月27日 2014年10月28日 1,697

中国 岡山県 (仮称)ドラッグコスモス野村店 津山市野村字砂田３０４番１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2014年3月27日 2014年11月28日 1,765

中国 広島県 ひまわり新涯店 福山市西新涯町二丁目10番11号 ㈱ププレひまわり ㈱ププレひまわり ㈱メガネトップ 2013年5月29日 2014年1月30日 1,419

中国 広島県 （仮称）エディオン福山新本店
広島県福山市入船町一丁目80番1
外20筆 エディオン エディオン 2013年8月2日 2014年4月3日 6,050

中国 広島県 ひまわり広東店 呉市広中町１１１６５－１２外 日本貨物鉄道 ププレひまわり 2013年9月9日 2014年4月1日 1,307

中国 広島県 エブリイ本庄店テナント棟 福山市南本庄町一丁目10番11号 エブリイ ププレひまわり 大創産業 映クラ 2013年9月24日 2014年5月26日 1,283

中国 広島県 （仮称）フレスタ多治米店 福山市多治米町五丁目935番1ほか オリックス不動産 フレスタ ザグザグ 2013年9月27日 2014年5月28日 2,224

中国 広島県 （仮称）ドラッグコスモス世羅店 世羅町大字本郷字小森958-3外 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年9月27日 2014年5月28日 1,820

中国 広島県 ホームプラザナフコ　吉田店
安芸高田市吉田町常友字宮之沖
618番1ほか ナフコ ナフコ 2013年10月31日 2014年7月1日 2,642

中国 広島県 ディオ呉広店 呉市広駅前一丁目７番30号 大黒天物産 大黒天物産 2013年11月15日 2014年5月15日 1,687



中国 広島県 （仮称）エブリイ海田店 安芸郡海田町畝二丁目1262番1 エブリイ エブリイ ○ 2014年1月31日 2014年8月1日 3,612

中国 広島県 （仮称）ドラッグコスモス向島店 尾道市向島町字九軒島5583番4 コスモス薬品 ドラッグコスモス 2014年2月24日 2014年10月25日 2,037

中国 広島県
スーパーセンタートライアル大竹
店 大竹市晴海二丁目10番48号

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー ○ 2014年3月4日 2014年11月5日 5,408

中国 広島県 （仮称）ドラッグコスモス阿品店
廿日市市阿品二丁目２５３４-１,２５
３９-１,２５４３-１,２５４３-４ コスモス薬品 社コスモス薬品 2014年3月27日 2014年11月28日 1,496

中国 広島県 （仮称）ドラッグコスモス大竹店 大竹市東栄一町目１番16号 コスモス薬品 ○ コスモス薬品 ○ 2013年12月27日 2014年8月28日 1,747

中国 山口県 （仮称）椋野ショッピングセンター 下関市新椋野一丁目1017番 イズミ イズミ 2013年4月15日 2013年12月15日 13,538

中国 山口県
スーパーセンタートライアル周南
店 周南市野村三丁目4787番地1

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2013年5月16日 2014年1月17日 3,982

中国 山口県
（仮称）ドラッグストアモリ防府高
井店 防府市大字高井920番1 ナチュラル ナチュラル 2013年5月17日 2014年1月18日 1,221

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス平井店 山口市平井字大道1216 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年7月29日 2014年3月30日 1,866

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス古泉店 周南市古泉一丁目1074-1 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年7月29日 2014年3月30日 1,702

中国 山口県 （仮称）ジュンテンドー新菊川店 下関市菊川町大字田部483-1 ジュンテンドー ジュンテンドー 2013年9月18日 2014年6月1日 2,212

中国 山口県
（仮称）山田石油株式会社 周陽
複合店舗 周南市周陽一丁目57番6 山田石油 アルペン ローソン 2014年2月5日 2014年10月6日 1,202

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス末武上店 下松市大字末武上字久保田1802-3 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年3月25日 2014年11月26日 1,699

中国 広島市 フジ三篠店
広島市西区三篠町一丁目15番１ほ
か 中国企業 フジ ○ 2013年4月11日 2014年2月20日 1,833

中国 広島市 ゆめマート二葉の里
広島市東区二葉の里三丁目３番１
号 泉不動産 イズミ ○ 2013年4月12日 2013年12月12日 1,970

中国 広島市 (仮称)マックスバリュ高取北店
広島市安佐南区高取北三丁目90番
7ほか

マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 2013年12月27日 2014年8月28日 1,211

中国 広島市 信和広島ビル 広島市中区紙屋町二丁目２番１０ 今治造船 ソフマップ 青山商事 2014年2月26日 2014年11月1日 1,237

中国 広島市 （仮称）アルク井口明神店
広島市西区井口明神一丁目１０番１
３１ほか

本
セット・プランニン
グ 丸久 2014年2月28日 2014年11月1日 1,538

中国 岡山市 （仮称）ジョーシン岡山岡南店
岡山市北区岡南町二丁目347番3ほ
か 上新電機 上新電機 2013年4月23日 2013年12月24日 2,840

中国 岡山市
(仮称）ホームセンターコーナン岡
山北区南方店

岡山市北区南方一丁目1番107号ほ
か

ジェイアール西日
本不動産開発 コーナン 2013年6月28日 2014年3月1日 4,465

中国 岡山市 ザグザグ妹尾店 岡山市南区妹尾1883番地1ほか ザグザグ ザグザグ 2013年7月22日 2014年3月23日 1,215

中国 岡山市 （仮称）ドラッグコスモス大福店 岡山市南区大福字鴨池16番1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2013年7月30日 2014年3月31日 1,490

中国 岡山市
（仮称）新鮮市場きむら岡山大供
店 岡山市北区大供本町１１５１番ほか きむら きむら 2013年8月9日 2014年4月9日 1,166

中国 岡山市 イオンモール岡山 岡山市北区下石井一丁目18番1 イオンモール イオンリテール 2013年10月23日 2014年10月31日 60,000

四国 徳島県 ザ・ビッグエクストラ阿南店 阿南市領家町天神前447番1
マックスバリュ西
日本

マックスバリュ西
日本 2013年4月12日 2013年12月13日 6,663

四国 徳島県 ドラッグコスモス脇町店 美馬市脇町1708番地４外 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年5月2日 2014年1月3日 1,820

四国 徳島県 ハローズ鳴門店 鳴門市大津町吉永436番2外 ハローズ ハローズ 2 2013年5月8日 2014年1月9日 3,844



四国 徳島県 ドラッグコスモス阿南店 阿南市日開野町西居内421番地 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年7月1日 2014年3月2日 1,860

四国 徳島県 マルナカ二軒屋店
徳島市南二軒屋町三丁目１番地１８
外 マルナカ マルナカ 2013年8月8日 2014年4月9日 1,606

四国 徳島県 ハローズ北島店 北島町鯛浜字西ノ須22番1外 ハローズ ハローズ
ファンタジー
ワールド 2013年10月15日 2014年6月16日 2,041

四国 徳島県
ドラッグストアモリ徳島鳴門駅前
店

鳴門市撫養町小桑島字前浜２５４番
地２外 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2013年12月25日 2014年8月26日 1,298

四国 香川県 テックランド香川高瀬店
三豊市高瀬町上高瀬字竹田1359-3
外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年4月19日 2013年12月20日 2,013

四国 香川県 ドラッグコスモス白鳥店 東かがわ市白鳥字城泉259番1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年6月4日 2014年2月5日 1,530

四国 香川県 ケーズデンキ白鳥店 東かがわ市白鳥字田高田100番1外 ビッグ・エス ケーズデンキ 2013年7月5日 2014年3月6日 2,110

四国 香川県 ケーズデンキ郷東店 高松市郷東町457番外 平野金属 ケーズデンキ 2013年7月30日 2014年3月31日 3,059

四国 香川県
ファッションセンターしまむら鹿角
店 高松市鹿角町字間夫220番1外 井上商店 しまむら 2013年8月5日 2014年4月6日 1,125

四国 香川県 ドラッグコスモス詫間店
三豊市詫間町詫間字経面2087番1
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年9月18日 2014年5月19日 1,670

四国 香川県 高松林町複合店舗 高松市林町1183番1外 きむら きむら レデイ薬局 2013年10月18日 2014年6月19日 2,945

四国 香川県 ザグザグ高松香南店
高松市香南町由佐字大溝850番地1
外 ザグザグ ザグザグ 2013年11月7日 2014年7月8日 1,547

四国 香川県 ダイレックス土庄店
土庄町字廻り池甲1171番3の一部
外 イシイ ダイレックス 2014年2月5日 2014年10月6日 1,269

四国 香川県 ケーズデンキ高瀬店 三豊市高瀬町下勝間1640番外 ビッグ・エス ケーズデンキ 2014年2月28日 2014年10月29日 3,556

四国 愛媛県 （仮称）アルペン東大洲店 大洲市東大洲657番 アルペン アルペン 2013年4月12日 2013年12月13日 2,439

四国 愛媛県
（仮称）ドラッグストアモリ西条朔
日市店 西条市朔日市字兵衛田322番　外 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2013年5月14日 2014年1月15日 1,431

四国 愛媛県
（仮称）ドラッグコスモス今治別名
店 今治市別名字中河原373番地 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年5月17日 2014年1月18日 1,499

四国 愛媛県 ハローズ新居浜郷店 新居浜市郷5丁目58番1　外24筆 ハローズ ハローズ 2013年5月29日 2014年1月30日 2,390

四国 愛媛県 フジグラン北浜 八幡浜市北浜１丁目1590-24 フジ フジ 2013年6月24日 2014年2月25日 7,274

四国 愛媛県 マルナカ西条氷見店 西条市氷見乙1184番地　外 マルナカ マルナカ 2013年7月9日 2014年3月9日 4,430

四国 愛媛県
ドラッグストアモリ四国中央妻鳥
店

四国中央市妻鳥町字上柳ノ内515
番地1　外 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2013年7月31日 2014年4月1日 1,216

四国 愛媛県
くすりのレディ和泉店・シュー・プ
ラザ松山はなみずき通り店 松山市和泉南二丁目7番地1　外

伊賀メディカル、
泉パールハイツ レディ薬局 シュー・プラザ 2013年8月2日 2014年4月3日 1,244

四国 愛媛県 コープ余戸店 松山市余戸中4丁目1465　外
コープえひめ、レ
デイ薬局 コープえひめ レデイ薬局 2013年9月2日 2014年6月16日 2,378

四国 愛媛県 （仮称）ドラッグコスモス中沢町店
宇和島市中沢町2丁目甲867-1、甲
872-1、甲873-1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年9月30日 2014年5月31日 1,203

四国 愛媛県 ダイレックス伊予店 伊予市下吾川字南西原1603番　外 ＮＴＴファイナンス ダイレックス 2013年11月27日 2014年7月28日 1,696

四国 愛媛県 （仮称）ドラッグストアモリ今治店 今治市南高下町一丁目1676番　外 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2014年2月28日 2014年10月29日 1,419

四国 愛媛県 （仮称）エディオン松山本店 松山市宮西1丁目3-44 エディオン エディオン 2014年3月31日 2014年12月1日 6,314



四国 高知県 よどやドラッグ南金田店 高知市南金田３９番他 よどや よどや 2013年5月7日 2014年1月8日 1,263

四国 高知県 ダイキ御座店 高知市北御座４０２番地２ほか ダイキ ダイキ 2013年7月31日 2014年4月1日 5,570

四国 高知県 よどやドラッグ一宮店
高知市一宮中町三丁目1757番1ほ
か よどや よどや 2013年8月28日 2014年4月29日 1,694

四国 高知県
ダイレックス南国店・手芸センター
ドリーム南国店 南国市篠原１８７番１　ほか

大和情報サービ
ス ダイレックス

手芸センタード
リーム 2014年1月30日 2014年10月1日 1,979

四国 高知県 ケーズデンキ安芸店
安芸市川北字入口甲１７１４番地８
ほか ビッグ・エス ビッグ・エス 2014年3月28日 2014年11月29日 2,072

四国 高知県 ドラッグコスモス中村店 四万十市右山２０３５番２５　ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2014年3月28日 2014年11月29日 1,700

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス合川店 久留米市合川町字石丸１６５９番外 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年4月19日 2013年12月20日 1,492

九州 福岡県 （仮称）春日PJ第６工区計画
春日市星見ヶ丘一丁目７２番、７３
番、７４番、７５番、７６番、７７番

大和情報サービ
ス

エービーシー・
マート エイティー今藤 2 2013年4月19日 2013年11月1日 2,175

九州 福岡県
（仮称）イオン小郡ショッピングセ
ンター 小郡市大保１７番１ イオン九州 イオン九州 未定 2013年4月19日 2013年12月20日 25,689

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス鞍手店 鞍手町大字中山２２５８－２ コスモス薬品 コスモス薬品 2013年4月23日 2013年12月24日 1,653

九州 福岡県
あんくるふじや・あんくる夢市場甘
木店 朝倉市大字甘木字白鳥２８３－４外 あんくるふじや あんくるふじや エム・ティ・シー 2013年5月2日 2014年1月3日 1,238

九州 福岡県
（仮称）コメリホームセンター宮田
店 宮若市本城字岩坪１１５６番１外 コメリ コメリ 2013年5月7日 2014年1月8日 4,668

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス豊前八屋
店 豊前市大字八屋１８９番地１ コスモス薬品 コスモス薬品 2013年6月5日 2014年2月6日 1,600

九州 福岡県 （仮称）ダイレックス久留米国分店
久留米市国分町字但ノ牟田１３２７
番１ほか

ケイエル・リース
＆エステート ダイレックス 2013年6月19日 2014年2月20日 1,193

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス須恵店 須恵町大字旅石字赤坂５７番３ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2013年7月2日 2014年3月3日 1,868

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス古賀中央
店

古賀市駅東一丁目６１５番４の一部
ほか タカハラ コスモス薬品 2013年7月3日 2014年3月4日 1,701

九州 福岡県
スーパーセンタートライアル小竹
店 小竹町大字勝野１５３２

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2013年7月4日 2014年3月5日 3,992

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス吉富町広
津店

吉富町大字広津735-1、735-3、
736-1、737-1、738-1 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年7月31日 2014年4月1日 1,706

九州 福岡県 （仮称）ダイレックス三潴店 三潴町玉満字佐賀利２３７２番１
大津隆茂
大津祐介 ダイレックス 2013年8月2日 2014年4月3日 1,258

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス瀬高店
みやま市瀬高町文廣１６２３－１ほ
か コスモス薬品 コスモス薬品 2013年8月9日 2014年4月10日 1,497

九州 福岡県 レッドキャベツ甘木店 朝倉市甘木字竹原１６７７番１ほか
駅前イーグルハ
ウス レッドキャベツ 2013年8月23日 2014年4月24日 1,366

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス春日宝町
店 春日市大和町四丁目３６番 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年8月23日 2014年4月24日 1,187

九州 福岡県 （仮称）ドラッグストアモリ福間店
福津市福間駅東土地区画整理事業
地内５５街区２ほか ナチュラル ナチュラル 2013年8月30日 2014年5月1日 1,649

九州 福岡県 （仮称）ダイレックス東福間店 福津市津丸字桜１１２０番３ほか ダイレックス ダイレックス 2013年9月13日 2014年5月14日 1,581

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス夜須店 筑前町松延５０８番１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2013年10月16日 2014年6月17日 1,702

九州 福岡県
スーパーセンタートライアル苅田
店 苅田町幸町５番１

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2013年10月24日 2014年6月25日 4,455

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス堀池店 飯塚市堀池字弓木９９番ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2013年10月31日 2014年7月1日 1,654



九州 福岡県
（仮称）ミスターマックスＳｅｌｅｃｔ宇
美店

宇美町桜原三丁目２６９３番地３６
ほか ミスターマックス ミスターマックス 2013年11月12日 2014年7月13日 2,153

九州 福岡県 ドラッグストアモリ瀬高店 みやま市瀬高町文廣１６７８ ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2013年11月12日 2014年7月13日 1,350

九州 福岡県 ダイレックス朝倉店 朝倉市須川２５１１番地 ダイレックス ダイレックス 2013年11月15日 2014年7月16日 1,144

九州 福岡県 （仮称）ラ・ムー久留米店 久留米市白山町５６２－１ほか 大黒天物産 大黒天物産 大創産業 2013年11月25日 2014年7月26日 2,457

九州 福岡県
（仮称）ホームセンターコーナン新
宮店 新宮町大字三代字壁塗９９９ほか 大和ハウス工業 コーナン商事 2013年11月29日 2014年7月30日 8,089

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス広川町天
広川町大字新代字松ノ木６６０番１
ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2013年12月6日 2014年8月7日 1,666

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス甘木イン
ター店 朝倉市甘木４１８番８ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2013年12月16日 2014年8月17日 1,857

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス大木一木
店

大川市大字一木字西田７１７番１ほ
か コスモス薬品 コスモス薬品 2013年12月19日 2014年8月20日 1,489

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス那珂川店 那珂川町松木六丁目１２番ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2013年12月24日 2014年8月25日 2,030

九州 福岡県 （仮称）アスタラビスタ柳川店 柳川市東蒲池字潟１５４１ほか アスタラビスタ アスタラビスタ 2014年1月7日 2014年9月8日 2,200

九州 福岡県 アスタラビスタ太刀洗店 筑前町高田２５５４－１ほか アスタラビスタ アスタラビスタ 2014年1月7日 2014年9月8日 1,800

九州 福岡県 ゆめモール柳川
柳川市柳川駅東部土地区画整理事
業区域内３７街区４画地 イズミ イズミ 未定 2014年1月17日 2014年9月18日 11,957

九州 福岡県
（仮称）フェスティバルガーデン春
日 春日市大字上白水１３０８番１ほか ダイワロイヤル アルペン

オートバックス福
岡 未定 2014年1月20日 2014年9月1日 5,110

九州 福岡県 （仮称）マックスバリュ那珂川店 那珂川町松原４３０番１ほか
アライアンスサー
ビス

マックスバリュ九
州 2014年2月28日 2014年10月29日 1,462

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス前原東店 糸島市浦志二丁目３００番１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2014年3月13日 2014年11月14日 1,405

九州 福岡県 （仮称）飯塚市平塚複合商業施設 飯塚市平塚２９４－１
川食
コスモス薬品 川食 コスモス薬品 2014年3月26日 2014年11月27日 2,544

九州 福岡県 （仮称）エーブック飯塚店
飯塚市秋松字上江野８７９番地３ほ
か

エーブック
平和開発 明林堂書店 ゲオ 2014年3月31日 2014年12月1日 2,235

九州 佐賀県 （仮称）唐津商業施設計画 唐津市鏡3709-1　外 オリックス ミスターマックス 2013年8月28日 2014年5月15日 6,948

九州 佐賀県 ダイレックス武雄店 武雄市武雄町大字武雄4956番地 ダイレックス ダイレックス 2013年8月30日 2014年5月1日 1,443

九州 佐賀県 ホームプラザナフコ小城店
小城市小城町畑田字散三本十五割
2460番１ほか ナフコ ナフコ 2013年10月30日 2014年7月1日 2,801

九州 佐賀県 (仮称）ドラッグコスモス鹿島南店
鹿島市大字納富分字山田4342番1
外9筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年11月27日 2014年7月28日 1,694

九州 佐賀県
ホームプラザナフコ多久インター
店

多久市北多久町大字多久原1639番
地9ほか ナフコ ナフコ 2013年12月27日 2014年8月28日 2,067

九州 佐賀県 （仮称）唐津和多田複合店舗
唐津市和多田西山4379番地1　外
11筆

九州リースサービ
ス

マックスバリュ九
州 フタタ 未定 2014年3月26日 2014年11月27日 5,189

九州 長崎県 （仮称）長崎浜町プラザ 長崎市浜町4-11 博多大丸 未定 2013年4月3日 2013年12月3日 2,653

九州 長崎県
（仮称）コメリホームセンター佐世
保店

佐世保市広田四丁目232番12　外2
筆 コメリ コメリ 2013年4月12日 2013年12月13日 6,129

九州 長崎県 （仮称）ドゥイングオサダ福江店 五島市上大津町182番8 ドゥイング ドゥイング 2013年4月15日 2013年12月15日 2,344

九州 長崎県
（仮称）ドラッグコスモス島原萩原
店 島原市萩原二丁目5182 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年4月26日 2013年12月27日 1,585



九州 長崎県 （仮称）ララプレイスあたご 長崎市愛宕四丁目18番20号
生活協同組合
ララコープ

生活協同組合
ララコープ 2013年6月17日 2014年2月18日 5,293

九州 長崎県 ドラッグストアモリ小浜店
雲仙市小浜町南本町字脇ノ谷7番
23　外 ヤマダ電機 ナチュラル 2013年7月23日 2014年3月24日 1,210

九州 長崎県 （仮称）ドラッグストアモリ　対馬店
対馬市美津島町鶏知字樽田乙525
番19　ほか ホウトク技研 ナチュラル 2013年8月7日 2014年4月8日 2,331

九州 長崎県 まつばや吉井店 佐世保市吉井町大渡30番地1 松葉屋 松葉屋 2013年8月15日 2014年4月16日 1,409

九州 長崎県
（仮称）ドラッグコスモスダイヤラ
ンド店 長崎市ダイヤランド二丁目19-18 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年9月30日 2014年5月31日 1,490

九州 長崎県 （仮称）ドラッグストアモリ　平戸店
平戸市岩の上町字中山151番1　ほ
か ホウトク技研 ドラッグストアモリ 未定 2013年10月2日 2014年6月3日 2,556

九州 長崎県 （仮称）ドラッグコスモス南安徳店 島原市南安徳町4436　他 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年12月25日 2014年8月26日 1,755

九州 長崎県 （仮称）時津ファッションモール 時津町日並郷字開田1300番48 しまむら しまむら 未定 2014年1月8日 2014年9月9日 6,414

九州 長崎県 ホームセンターユートク相浦店
佐世保市相浦町1772-1の一部、
1772-2の一部 祐徳自動車 祐徳自動車 2014年2月28日 2014年10月29日 1,175

九州 長崎県
（仮称）ドラッグコスモス大村池田
店 大村市池田1丁目38-1　他 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年3月12日 2014年11月13日 1,204

九州 熊本県 （仮称）菊陽町商業施設【B区画】
菊陽第二土地区画整理事業施行地
内２４街区１画地及び６画地

福岡スタンダード
石油 ドン・キホーテ 未定 2013年5月7日 2013年12月15日 5,120

九州 熊本県 （仮称）菊陽町商業施設【A区画】
菊陽第二土地区画整理事業施行地
内２４街区１画地及び６画地

福岡スタンダード
石油

ホームインプルー
ブメントひろせ 2013年5月9日 2013年11月15日 6,270

九州 熊本県 ダイレックス錦町店 錦町大字西3603 ダイレックス ダイレックス 2013年5月9日 2013年11月28日 1,371

九州 熊本県 ゆめタウン玉名 玉名市亀甲字長畑134ほか イズミ イズミ 未定 2013年5月10日 2014年1月10日 6,907

九州 熊本県 ドラッグストアモリ八代中北店 八代市中北町3114番4ほか ナチュラル ドラッグストアモリ 2013年5月22日 2013年11月30日 1,399

九州 熊本県 ホームプラザナフコ大矢野店
上天草市大矢野町上字汐留1272番
１ほか ナフコ ナフコ 2013年5月28日 2013年11月1日 2,525

九州 熊本県 ダイレックス菊陽店
菊陽町大字津久礼字石坂２１９９ほ
か コウタキ ダイレックス 2013年5月31日 2013年12月12日 1,509

九州 熊本県 ドラッグコスモス津久礼店
菊陽町第二土地区画整理事業施行
地内２６街区１番ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2013年6月14日 2014年1月11日 1,986

九州 熊本県 ダイレックス松橋店
宇城市松橋町松橋字浜田２９－４ほ
か

ジャパントライ
サービス 1 ダイレックス 未定 2013年7月4日 2014年1月30日 1,986

九州 熊本県 ホームプラザナフコ南八代店 八代市平山新町字北割5844番ほか ナフコ ナフコ 2013年7月19日 2014年2月1日 4,388

九州 熊本県 youmeマート松橋店
宇城市松橋町松橋字園田878番地1
ほか イズミ イズミ 未定 2013年9月6日 2014年3月13日 4,949

九州 熊本県 ぐるぐる倉庫菊陽店 菊陽町津久礼２７９５番地２号 司観光開発 ジャパン 2013年9月9日 2014年4月1日 2,567

九州 熊本県 ダイレックス荒尾店 荒尾市大島町三丁目４３０番１ほか ダイレックス ダイレックス 2013年9月19日 2014年4月18日 1,630

九州 熊本県 ドラッグコスモス大津室店 大津町大字室１３９５番地１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2014年2月28日 2014年9月6日 1,767

九州 熊本県 ドラッグコスモス多良木店
多良木町大字多良木字菰無田２７９
２番１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2014年3月4日 2014年9月20日 1,858

九州 熊本県 ケーズデンキ人吉店（仮称） 人吉市東間上町３４６１番地ほか
九州ケーズデン
キ

九州ケーズデン
キ 2014年3月5日 2014年11月6日 2,624

九州 熊本県 ホームプラザナフコ芦北店
芦北町大字花岡字古町３０９番２７
ほか ナフコ ナフコ 2014年3月12日 2014年11月13日 2,166



九州 熊本県 ダイレックス阿蘇店 阿蘇市内牧１０６５－１ほか ダイレックス ダイレックス 2014年3月24日 2014年11月5日 1,508

九州 大分県 （仮称）ニトリ別府店 別府市上人ヶ浜町３７５番２　外
ペントハウスクラ
ブ ニトリ 2013年4月19日 2013年12月20日 5,044

九州 大分県 フレインおしの店 大分市大字鴛野字中縄手８７０－２
大同エンジニアリ
ング フレイン 未定 2013年4月23日 2013年12月24日 1,726

九州 大分県 （仮称）ドラッグコスモス新宇佐店
宇佐市大字辛島字白木１９７－１、
１９７－２、１９８－１ コスモス薬品 コスモス薬品 2013年6月27日 2014年2月28日 1,686

九州 大分県 ダイレックス宇佐店 宇佐市大字上田字高塚７６番１　外 ダイレックス ダイレックス 2013年7月1日 2014年3月2日 1,665

九州 大分県
（仮称）ドラッグストアモリ日田田
島店

日田市大字田島字中ノ手４９５番
ほか 西日本企画 ナチュラル 2013年8月2日 2014年4月3日 1,281

九州 大分県
スーパーセンタートライアル下郡
北店 大分市下郡北一丁目２番２号

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2013年8月20日 2014年4月21日 2,992

九州 大分県 （仮称）ツタヤ中津店 中津市大字島田１３４番１　外 ビコムキタムラ ビコムキタムラ 2013年9月26日 2014年5月27日 1,129

九州 大分県 （仮称）ドラッグコスモス六坊北店 大分市六坊北４４８１番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年10月17日 2014年6月18日 1,360

九州 大分県 （仮称）ドラッグコスモス三和店
日田市大字三和字喜四郎１５６番１
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年10月17日 2014年6月18日 1,679

九州 大分県
（仮称）ドラッグストアモリ中津蛎
瀬店

中津市大字蛎瀬８３２番地１　外１
筆 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2013年11月14日 2014年7月15日 1,405

九州 大分県 （仮称）ドラッグコスモス汐見店 大分市汐見二丁目６３６　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年1月20日 2014年9月21日 1,369

九州 大分県
（仮称）ドラッグコスモス別府中島
店 別府市中島町２４４１番 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年1月31日 2014年10月1日 1,422

九州 大分県 （仮称）ドラッグコスモス下郡東店 大分市下郡東一丁目１４９番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年3月19日 2014年11月20日 1,197

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス星倉店 日南市星倉六丁目３３９９番１ コスモス薬品 コスモス薬品 2013年4月18日 2013年12月19日 1,176

九州 宮崎県
（仮称）ドラッグストアモリ都城太
郎坊店 都城市太郎坊町1903番１ ナチュラル ナチュラル 2013年4月19日 2013年12月20日 1,195

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス塩浜店 延岡市塩浜町三丁目1730番１ コスモス薬品 コスモス薬品 2013年7月1日 2014年3月2日 2,002

九州 宮崎県
（仮称）ドラッグスコスモス財光寺
南店

日向市財光寺南土地区画整理事業
地内33街区④　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年7月9日 2014年3月10日 1,490

九州 宮崎県 （仮称）ながの家具宮崎 宮崎市江平東２丁目７番１
長野正典　　長野
弘子 宮崎ながの 2013年8月26日 2014年4月27日 3,644

九州 宮崎県 （仮称）スポーツデポ都城都北店 都城市都北町５７４０番 オリックス アルペン 2013年8月27日 2014年4月28日 3,285

九州 宮崎県 （仮称）ダイレックス国富店 国富町本庄５８３番１　外 オリックス不動産 ダイレックス 2013年9月2日 2014年5月3日 1,523

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス大貫店
延岡市大貫町三丁目１２８３番　外
１１筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年10月7日 2014年6月8日 1,870 ×

九州 宮崎県 （仮称）ダイレックス吉村店
宮崎市吉村町東部第二土地区画整
理事業地内（６４街区１　外） 昭和リース ダイレックス 2013年10月16日 2014年6月17日 1,516

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス大貫店
延岡市大貫町三丁目１２８３番　外
１１筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年11月20日 2014年7月21日 1,532

九州 宮崎県
紳士服はるやま宮崎吉村店・バッ
グのあつた吉村店 宮崎市吉村町尻溝甲１１４８番　外 はるやま商事 熱田本店 はるやま商事 熱田本店 2013年11月20日 2014年7月21日 1,133

九州 宮崎県
（仮称）イオン多々良ショッピング
センター

延岡市多々良土地区画整理事業地
内１９－１－３街区　外 イオン九州 イオン九州 その他未定 2013年12月18日 2014年8月19日 10,055

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス神殿店
高千穂町大字三田井字神殿1270番
２ コスモス薬品 コスモス薬品 2013年12月27日 2014年8月28日 1,535



九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス岡富店 延岡市岡富町894番22　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年1月31日 2014年10月1日 1,536

九州 宮崎県
（仮称）ドラッグコスモス宮崎空港
店

宮崎市大字赤江字飛江田１４５番
１、１４６番１及び１５７番 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年3月26日 2014年11月27日 1,780

九州 宮崎県 スーパー・キッド延岡野田店 延岡市野田町１８６３－１ アレス アレス 2014年3月31日 2014年12月1日 1,300

九州 鹿児島県 (仮称)アクロスプラザ南栄 鹿児島市南栄一丁目11番１号
大和情報サービ
ス ジーユー 未定 2013年5月15日 2014年1月16日 2,268

九州 鹿児島県 ケーズデンキ鹿屋店 鹿屋市旭原町3591番16　外6筆
九州ケーズデン
キ

九州ケーズデン
キ 2013年5月17日 2014年2月1日 3,900

九州 鹿児島県
(仮称)ドラッグストアモリ霧島剣之
宇都店

霧島市国分剣之宇都町９番３　外10
筆 ナチュラル ナチュラル 2013年7月5日 2014年3月6日 1,446

九州 鹿児島県 （仮称）ドラッグコスモス北指宿店
指宿市東方田口田10839番１　外４
筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年8月7日 2014年4月8日 1,532

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグコスモス御陵下
店・ほっともっと川内高校前店

薩摩川内市御陵下町字住連木201
番３　外５筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年11月29日 2015年7月30日 1,556

九州 鹿児島県
（仮称）ドン･キホーテ鹿児島天文
館 鹿児島市山之口町12番９号

ドンキホーテホー
ルディングス ドン・キホーテ 2014年2月24日 2014年10月25日 1,975

九州 鹿児島県 （仮称）ドラッグストアモリ出水店 出水市中央町1481番　外６筆 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2014年3月26日 2014年11月24日 1,433

九州 福岡市 レッドキャベツ複合店舗 福岡市南区老司二丁目31番ほか レッドキャベツ レッドキャベツ
JR九州ドラッグイ
レブン 2013年4月2日 2013年12月3日 2,252

九州 福岡市 （仮称）ミスターマックス美野島店 福岡市博多区美野島二丁目5番5号 矢野特殊自動車 ミスターマックス 2013年4月30日 2013年12月31日 2,169

九州 福岡市 TERASO
福岡市博多区博多駅東二丁目137
番ほか TERASO 西部瓦斯 未定 2013年6月12日 2014年2月14日 2,111

九州 福岡市 （仮称）ドラッグコスモス板付店
福岡市博多区板付六丁目11番2号
ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2013年9月10日 2014年5月11日 1,323

九州 福岡市 （仮称）榎田テナント
福岡市博多区榎田二丁目1番10号
ほか 児島ビルディング

マナベインテリア
ハーツ 2013年10月31日 2014年7月1日 6,137

九州 福岡市 （仮称）D1プロジェクト
福岡市中央区大名一丁目248番ほ
か 三井不動産 未定 2014年3月7日 2015年3月1日 2,509

九州 福岡市 （仮称）横手南ファッションモール 福岡市南区横手南町595番1ほか SKDビルシステム しまむら 2014年3月14日 2014年11月15日 2,257

九州 北九州市 （仮称）テックランド八幡西店
北九州市八幡西区上上津役三丁目
23番1号 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2013年4月25日 2013年12月26日 4,500

九州 北九州市 （仮称）ドラッグコスモス北方店
北九州市小倉南区北方三丁目
1184-1,1188-1 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年6月12日 2014年2月13日 1,258

九州 北九州市 （仮称）篠崎商業施設
北九州市小倉北区原町二丁目797
番１ 九州旅客鉄道

マックスバリュ九
州 2013年6月13日 2014年2月14日 2,770

九州 北九州市
スーパーセンタートライアル門司
片上海岸店 北九州市門司区片上海岸95-15

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2013年6月27日 2014年2月28日 4,488

九州 北九州市 （仮称）ミスターマックス八幡東店
北九州市八幡東区東田一丁目4番
102 ミスターマックス ミスターマックス 2013年8月15日 2014年4月16日 6,545

九州 北九州市 （仮称）ドラッグコスモス守恒店
北九州市小倉南区守恒本町三丁目
2-105 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年8月27日 2014年4月28日 1,326

九州 北九州市 （仮称）ドラッグコスモス学研西店

市若松 敷　
学術・研究都市北部土地区画整理
事業施行地区内170街区１・２ コスモス薬品 コスモス薬品 2013年10月23日 2014年6月24日 1,588

九州 北九州市 （仮称）イオンタウン黒崎 北九州市八幡西区西曲里町４－１ イオンタウン
マックスバリュ九
州 2013年10月25日 2014年6月26日 19,853

九州 北九州市 （仮称）ドラッグコスモス泉台店
北九州市小倉北区泉台二丁目17番
地 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年11月20日 2014年7月21日 1,364

九州 北九州市 （仮称）吉野町商業ビル計画 北九州市小倉北区吉野町10－20 エフワイ
サンキュードラッ
グ AOKI 未定 2014年2月7日 2014年10月8日 2,055



九州 熊本市 ダイレックス熊本店
熊本市東区長嶺南四丁目２１７８番
３５　外６筆 ダイレックス ダイレックス 1 2013年4月17日 2013年11月8日 2,025

九州 熊本市 ゆめマート田崎 熊本市西区田崎二丁目388番地 イズミ イズミ 5 2013年6月10日 2013年11月29日 4,428

九州 熊本市 ドラッグコスモス近見店
熊本市南区近見七丁目1691番1の
一部 コスモス薬品 コスモス薬品 2013年6月21日 2013年12月13日 1,636

九州 熊本市 ケーズデンキ熊本中央店
熊本市中央区大江三丁目６番２５の
一部

九州ケーズデン
キ

九州ケーズデン
キ 2013年11月20日 2014年6月5日 5,963

九州 熊本市 ゆめタウン大江
熊本市中央区大江三丁目６番２５の
一部 イズミ イズミ 15 2014年1月9日 2014年6月26日 7,100

沖縄 沖縄
（仮称）スーパースポーツゼビオ
宜野湾店 宜野湾市真志喜3-292-2他2筆 ゼビオ ゼビオ 2013年4月18日 2013年12月18日 4,532

沖縄 沖縄
(仮称）サンエーV21食品館佐真
下店

宜野湾市我如古一丁目610番１他5
筆 サンエー サンエー 2013年7月31日 2014年3月31日 1,147

沖縄 沖縄 ザ・ビッグエクスプレスもとぶ店 本部町字大浜851-1　他１筆 リウエン イオン琉球 2013年11月27日 2014年7月27日 2,197


	法第５条第１項（新設）

