
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）コープさっぽろイースト店 登別市美園町１丁目８－１ほか
生活協同組合
コープさっぽろ

生活協同組合
コープさっぽろ 未定 2014年4月10日 2014年12月11日 3,082

北海道 北海道 サツドラ恵庭新町店 恵庭市新町３０番１ 中道リース
サッポロドラッグ
ストアー 2014年4月14日 2014年12月15日 1,310

北海道 北海道
サッポロドラッグストアー江別一
番町店 江別市一番町４－１９ほか はやし

サッポロドラッグ
ストアー 2014年4月21日 2014年12月22日 1,329

北海道 北海道 イオンモール旭川駅前 旭川市宮下通7丁目1番地ほか
北海道ジェイ・
アール都市開発 イオン北海道 72 2014年4月24日 2015年3月1日 18,188

北海道 北海道 フレスポ恵み野Ⅱ
恵庭市恵み野里美２丁目４８４－１
ほか 大和リース

オートバックスセ
ブン、しまむら デンコードー

オートバックスセ
ブン しまむら 2014年4月28日 2014年12月29日 5,343

北海道 北海道 ファッション市場サンキ深川店 深川市北光町３丁目４７５０番ほか ヤマダ電機 北海道三喜 2014年5月15日 2015年1月16日 1,369

北海道 北海道
（仮称）スーパーアークス函館大
縄店 函館市大縄町２８番ほか 道南ラルズ 道南ラルズ 2014年5月20日 2015年1月21日 2,196

北海道 北海道 （仮称）ドン・キホーテ釧路店 釧路町国誉１丁目３番１ほか
日本アセットマー
ケティング ドン・キホーテ 2014年6月5日 2015年2月6日 2,485

北海道 北海道
（仮称）調剤薬局ツルハドラッグ広
域紋別病院前店 紋別市落石町１丁目１８番６ ツルハ ツルハ 2014年6月23日 2015年2月24日 1,254

北海道 北海道
（仮称）サッポロドラッグストアー
苫小牧ときわ町店

苫小牧市ときわ町３丁目１７－１０ほ
か

三木正俊、三木
裕美

サッポロドラッグ
ストアー 2014年7月3日 2015年3月4日 1,270

北海道 北海道 フレスポ恵み野Ⅰ
恵庭市恵み野里美２丁目４６１－１
ほか 大和リース ホーマック ダイイチ 13 2014年8月28日 2015年4月29日 14,100

北海道 北海道 美原ファッションモール店 函館市美原１丁目２０４－２３ほか しまむら しまむら 2014年10月23日 2015年6月24日 1,366

北海道 北海道 ツルハドラッグ小樽梅ヶ枝店 小樽市梅ヶ枝町３０－１ほか オリックス ツルハ 2014年11月6日 2015年7月7日 1,155

北海道 北海道
（仮称）サッポロドラッグストアー
千歳末広店 千歳市末広４丁目５７番１、２ アルファコート

サッポロドラッグ
ストアー 2014年11月13日 2015年7月14日 1,256

北海道 北海道
（仮称）帯広市西１９条南２丁目複
合施設 帯広市西１９条南２丁目２９番

オカモトホール
ディングス

サッポロドラッグ
ストアー 未定 2014年11月14日 2015年7月15日 1,400

北海道 北海道
シティーマートくんねっぷ店・ホー
マックニコット訓子府店 訓子府町旭町７０－１ 北雄ラッキー

ホーマックニコッ
ト 北雄ラッキー

ホーマックニコッ
ト 2014年11月17日 2015年7月18日 2,040

北海道 北海道
（仮称）苫小牧糸井ショッピングセ
ンター

苫小牧市しらかば町２丁目１８７－８
ほか コア電子販売 ホクレン商事

サッポロドラッグ
ストアー 2014年12月8日 2015年8月9日 2,479

北海道 北海道 苫小牧市北栄町３丁目ＳＣ 苫小牧市北栄町３丁目１ほか DCMホーマック
マックスバリュ北
海道、ほしの

マックバリュ北海
道 DCMホーマック ＭＹＭ 2014年12月11日 2015年8月12日 8,503

北海道 北海道 DCMホーマック苫小牧弥生店 苫小牧市弥生町１丁目１４－１ DCMホーマック DCMホーマック 2014年12月18日 2015年8月19日 7,165

北海道 北海道 ツルハドラッグ恵み野西店 恵庭市恵み野西３丁目１－１ ツルハ ツルハ 2015年1月6日 2015年9月7日 1,106

北海道 北海道
苫小牧弥生町ショッピングセン
ター 苫小牧市弥生町１丁目１４－１

マックスバリュ北
海道

サッポロドラッグ
ストアー

マックバリュ北海
道

サッポロドラッグ
ストアー 2 2015年1月14日 2015年9月15日 3,880

北海道 北海道 ツルハドラッグ末広北店
旭川市末広１条10丁目261－209ほ
か アトリエ・ユー ツルハ 2015年2月4日 2015年10月5日 1,317

平成２６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】

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 ツルハドラッグ苫小牧日吉町店 苫小牧市日吉町１丁目７－６ほか
ＮＥＣキャピタル
ソリューション ツルハ 2015年2月6日 2015年10月7日 1,302

北海道 北海道 ＤＣＭホーマック倶知安店 倶知安町字高砂91番21ほか 芙蓉総合リース ＤＣＭホーマック 2015年3月31日 2015年12月1日 8,052

北海道 札幌市 ツルハ東札幌店
札幌市白石区東札幌１条１丁目１１
番１ エムジーリース ツルハ 2014年4月14日 2014年11月15日 1,277

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4月16日 2014年12月17日 5,410

北海道 札幌市 伏古10条5丁目複合商業施設
札幌市東区伏古10条5丁目2番1号
他

商事
カネコ小林金物
店

文教堂グループ
ホールディングス

サッポロドラッグ
ストアー 2014年7月15日 2015年3月16日 1,813

北海道 札幌市 手稲鉄北ショッピングセンター 札幌市手稲区前田2条13丁目3－20

海
アール・フレッ
シュネス・リテー

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 1 2014年12月25日 2015年8月26日 2,079

東北 青森県 ツルハドラッグ五所川原本町店 五所川原市字本町２５－２外 NTTファイナンス ツルハ 2014年4月4日 2014年12月5日 1,183

東北 青森県 （仮称）トライアル八戸糠塚店 八戸市大字糠塚字狐森１８－１外
トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2014年4月2日 2014年12月3日 2,150

東北 青森県 コメリパワー十和田店 十和田市東十四番町３４－１外 コメリ コメリ 2014年5月30日 2015年1月31日 8,475

東北 青森県
（仮称）コメリ七戸ショッピングセン
ター 七戸町字笊田７７－１外 コメリ 佐藤長 コメリ 佐藤長 1 2014年7月22日 2015年3月23日 5,531

東北 青森県 ユニバース湊高台店 八戸市湊高台七丁目１－２ ユニバース ユニバース 2014年8月25日 2015年4月26日 1,170

東北 青森県
メガ東青森店・キクヤメガネ県病
通店 青森市東造道三丁目２１－１外 紅屋商事 和田正浩 紅屋商事 キクヤメガネ 2015年1月21日 2015年9月22日 1,444

東北 青森県 マエダストア新城店 青森市大字新城字平岡１７４－１外 前田商事 マエダ ツルハ 2015年2月10日 2015年10月11日 1,870

東北 青森県 むつ柳町複合商業施設 むつ市柳町三丁目２４０－１外 ユニバース 2 ユニバース ツルハ 1 2015年2月13日 2015年10月14日 4,019

東北 青森県 牛込平商業施設 おいらせ町牛込平７２－１外 菅文 2 菅文
青森県民生活協
同組合 3 2015年3月16日 2015年11月17日 5,931

東北 岩手県 （仮称）一関複合施設 一関市中里字神明34番地2 一関開発 ベルプラス しまむら ツルハ 2014年4月30日 2015年1月1日 4,400

東北 岩手県 （仮称）コメリパワー北上店 北上市藤沢15地割121番地2ほか コメリ コメリ 2014年7月17日 2015年3月18日 9,096

東北 岩手県 ユニバース軽米店
軽米町大字上舘第15地割字岩崎88
番地1 ユニバース ユニバース 2014年7月25日 2015年3月26日 1,159

東北 岩手県 花巻南新田タウン 花巻市南新田264番地2
いわて生活協同
組合 サンデー ヤマダ電機 4 2014年9月16日 2015年5月17日 11,777

東北 岩手県
（仮称）スーパーマーケットマルイ
チ久慈店 久慈市門前第6地割11番地1地内 マルイチ 2014年9月26日 2015年5月27日 1,200

東北 岩手県
（仮称）一関複合商業施設西ブ
ロック 一関市中里字南白幡26番地1ほか 一関開発 アルペン ハミューレ 1 2014年11月4日 2015年7月5日 5,027

東北 岩手県
スーパーセンタートライアル北上
店 北上市村﨑野22地割135番３ほか

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2015年3月17日 2015年11月18日 4,400

東北 宮城県 コメリパワー佐沼店
登米市南方町新丸ノ内４９番　外１
９筆 コメリ コメリ 　 4 2014年4月28日 2015年6月1日 13,310 ×

東北 宮城県 テックランド仙台富谷店 富谷町上桜木２丁目５－２ ヤマダ電機 ヤマダ電機 　 2014年8月19日 2015年4月20日 2,975

東北 宮城県 ツルハドラッグ石巻河北店 石巻市相野谷字六本木２０　外 ツルハ ツルハ 未定 2014年8月25日 2015年4月26日 1,381

東北 宮城県 （仮称）カワチ薬品富谷成田店 富谷町成田八丁目２－２　外 山口ビル カワチ薬品 2014年9月29日 2015年5月30日 1,716

東北 宮城県 フーズガーデン玉浦　食彩館 岩沼市玉浦西四丁目１番１号 イトーチェーン イトーチェーン 2014年10月17日 2015年6月27日 3,378





東北 宮城県 〔仮称〕ウジエスーパー岩ヶ崎ＳＣ 栗原市栗駒中野田町西２１３，外 ウジエスーパー ウジエスーパー 未定 2015年3月4日 2015年11月15日 1,864

東北 宮城県 （仮称）フレスコキクチ丸森 丸森町舘矢間舘山直州７５ キクチ キクチ 2015年3月27日 2015年12月1日 1,242

東北 秋田県 （仮称）グランマート一番堰店 由利本荘市一番堰１３５外 ヤカヤナギ タカヤナギ 2014年5月7日 2015年1月8日 1,965

東北 秋田県
サンデー自衛隊通店・いとく自衛
隊通店 秋田市土崎港北二丁目17-14他5筆

三菱ＵＦＪリース・
伊徳 サンデー 伊徳 3 2014年5月21日 2015年1月22日 6,458

東北 秋田県 （仮称）秋田トヨタ大館店 大館市清水五丁目１７－１他１２筆 秋田トヨタ自動車 1 秋田トヨタ自動車 くるま工房 2014年8月13日 2015年4月14日 2,441

東北 秋田県
（仮称）ホームセンターハッピー横
手店 横手市横手町五ノ口33-1　他23筆 日敷 日敷 2014年8月22日 2015年4月23日 5,720

東北 秋田県 （仮称）ニューハッピータウン 横手市横手町五ノ口33-1　他23筆 よねや商事
スーパーマーケッ
トよねや 2 2014年9月3日 2015年5月4日 3,845

東北 秋田県 ビックフレック角館店 仙北市角館町上菅沢360番地7ほか 中央市場 中央市場 未定 2015年1月20日 2015年9月21日 2,455 ×

東北 秋田県 いとく比内店 大館市比内町扇田字中扇田４１ 伊徳 伊徳 菓子舗一ノ関 2015年2月18日 2015年10月19日 1,172

東北 山形県 （仮称）庄交ショッピングセンター 鶴岡市千石町３番地８外
庄交コーポレー
ション 1 主婦の店鶴岡店 ○ 2014年4月7日 2014年12月8日 3,749

東北 山形県 天童芳賀区画整理30街区計画
天童市芳賀土地区画整理事業地30
街区外 須藤不動産 チヨダ 1 2014年4月21日 2014年12月22日 1,274

東北 山形県 テックランドNew酒田店 酒田市こあら二丁目１番２外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2014年5月9日 2015年1月10日 2,971

東北 山形県 スーパースポーツゼビオ天童店
天童市芳賀土地区画整理事業地10
街区外 須藤不動産 ゼビオ 2014年6月27日 2015年2月28日 3,269

東北 山形県 （仮称）ヤマザワ新庄宮内店 新庄市五日町字宮内245番地2外 ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 ○ 2014年6月27日 2015年2月28日 3,230 ×

東北 山形県 （仮称）コメリ新庄宮内店 新庄市五日町字宮内244番地外 コメリ コメリ 2014年6月27日 2015年2月28日 6,631

東北 山形県 （仮称）コメリ余目店 庄内町余目字志戸113番地２外 コメリ コメリ ○ 2014年6月27日 2015年2月28日 6,004

東北 山形県
（仮称）コストコホールセール上山
倉庫店 上山市蔵王みはらしの丘２１番

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 2014年8月8日 2015年5月15日 10,541

東北 山形県 テックランド鶴岡店 鶴岡市宝田三丁目２０番７外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2014年10月1日 2015年6月2日 2,983

東北 山形県 （仮称）ヤマザワ新庄宮内店 新庄市五日町字宮内245番地2外 ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 ○ 2014年11月27日 2015年7月28日 3,259

東北 山形県 酒田ファッションモール 酒田市東大町一丁目48番13外 しまむら しまむら 2015年1月30日 2015年10月1日 2,273

東北 福島県 ケーズデンキいわき錦店 いわき市錦町徳力７番地ほか デンコードー デンコードー 　 　 2014年4月21日 2014年12月22日 2,104

東北 福島県 ヨークタウン新上荒川
いわき市平上荒川字安草４０番地
ほか ヨークベニマル リコーリース ヨークベニマル 　 2 2014年4月23日 2014年12月24日 2,161

東北 福島県 （仮称）エイトタウン南会津 南会津町田島字田島柳３５番１ほか ダイユーエイト ダイユーエイト
リオン・ドール
コーポレーション 2014年11月7日 2015年7月8日 5,781

東北 福島県 ケーズデンキ新白河店 白河市転坂１３１番地ほか デンコードー デンコードー 2015年1月30日 2015年10月1日 3,620

東北 仙台市 みやぎ生活協同組合 鶴ヶ谷店 仙台市宮城野区鶴ヶ谷2丁目1番8
みやぎ生活協同
組合

みやぎ生活協同
組合 はなき 2014年8月8日 2015年4月9日 1,970

東北 仙台市 山一あすと長町商業施設

市 あす 長 目
番1、3番2、3番3、3番4及び3番5地
内 山一地所 ツルハ イリオスネット 2014年10月6日 2015年4月16日 1,335

東北 仙台市 フレスポ六丁の目南町
仙台市若林区六丁の目南町9-2
他22筆 大和リース ヨークベニマル マツモトキヨシ ○ 2014年11月12日 2015年5月22日 6,000





東北 仙台市 アクロスプラザ田子西

市宮城野
番、193番1、195番1の各一部、194
番1、216番、田子字中坪107番、108 鎌田　広司 ツルハ

セブン-イレブン・
ジャパン ○ 2014年11月17日 2015年5月31日 1,949

東北 仙台市 スーパービバホーム仙台中山店 仙台市泉区実沢字中山南31番8 東京センチュリー LIXILビバ 2015年1月30日 2015年8月1日 13,008

東北 仙台市 仙台パルコ2

市青葉 中央 目 番 、
番3、7番7、7番8、7番9、7番10、
7番11、7番13 パルコ

ブアールピーエム
スタジオ 67 2015年3月27日 2016年7月1日 9,891

関東 茨城県 ホームプラザナフコ　日立店 日立市日高町四丁目10番　外 ナフコ ナフコ 2014年4月25日 2014年11月13日 4,160

関東 茨城県
（仮称）ヨークベニマルひたち野う
しく店

牛久市ひたち野西三丁目２９番９
外 ヨークベニマル ヨークベニマル 2014年5月15日 2015年1月16日 2,319

関東 茨城県 （仮称）テックランド小美玉店
小美玉市栗又四ケ字逆井２５４８番
３８　外 ヤマダ電機 中村　光雄 ヤマダ電機 2014年5月23日 2015年4月8日 3,406

関東 茨城県 カスミ水海道栄町店 常総市水海道栄町２６８０番２　外 青野産業 カスミ 2014年6月11日 2015年2月12日 2,835

関東 茨城県 （仮称）マルト春日店 ひたちなか市春日町６番１号　外 伊勢甚本社 マルト 2014年7月4日 2015年3月5日 2,230

関東 茨城県 ダイユーエイト土浦おおつ野店 土浦市おおつ野八丁目１６４番　外 ダイユーエイト ダイユーエイト 2014年7月11日 2015年3月12日 6,008

関東 茨城県 ケーズデンキ波崎店
神栖市波崎字本郷新田８３６６番
外 日榮産業

ケーズホールディ
ングス 2014年7月17日 2015年3月18日 2,989

関東 茨城県 松代ショッピングセンター つくば市松代四丁目１９番１　外 筑波都市整備 マスダ 2014年7月31日 2015年4月1日 2,029

関東 茨城県
（仮称）桜の郷ショッピングセン
ター 茨城町桜の郷３２９２番５　外 コメリ 三菱ＵＳＪリース コメリ タイヨー 2014年7月31日 2015年3月10日 8,191

関東 茨城県 （仮称）Ｃ56街区複合計画
つくば市学園の森二丁目１番地１の
一部 ダイワロイヤル シューマート 2014年8月28日 2015年4月29日 2,574

関東 茨城県 ホームプラザナフコ　潮来店
潮来市潮来字潮来前６０５２番１
外 ナフコ ナフコ 2014年10月20日 2015年7月1日 4,986

関東 茨城県 テックランドつくばみらい店
つくばみらい市筒戸字諏訪2231番１
外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2014年11月20日 2015年7月21日 4,130

関東 茨城県 （仮称）セイミヤ鉾田安房店 鉾田市安房字水砂1409番１　外 セイミヤ セイミヤ 2014年12月1日 2015年8月2日 2,456

関東 茨城県
ホームプラザナフコ　かすみがう
ら店 かすみがうら市深谷2806 ナフコ ナフコ 2014年12月3日 2015年8月4日 2,338

関東 茨城県
（仮称）テックランド下妻店・（仮
称）ウエルシア下妻新古沢店 下妻市古沢字屋敷東552番１　外

ヤマダ電機・ウエ
ルシア薬局 ヤマダ電機 ウエルシア薬局 2015年1月7日 2015年9月8日 4,116

関東 茨城県 とりせん小堤店 古河市小堤字原1916－１　外 ダイワロイヤル とりせん 2015年1月27日 2015年9月28日 1,809

関東 茨城県 （仮称）マルト諏訪店 日立市諏訪町四丁目532番１　外
マルトグループ
ホールディングス マルト 2015年2月13日 2015年10月15日 1,818

関東 茨城県 ホームプラザナフコ　北鹿嶋店 鹿嶋市和784－１ ナフコ ナフコ 2015年3月6日 2015年11月7日 2,626

関東 茨城県 （仮称）ヨークタウン守谷
守谷市松並土地区画整理事業地内
40街区１画地　外 ヨークベニマル ヨークベニマル 2015年3月12日 2015年11月13日 4,950

関東 栃木県 ゲオ佐野高萩店 佐野市高萩町字屋敷西411番 ゲオ ゲオ 2014年4月3日 2014年12月5日 1,880

関東 栃木県 ベイシアマート野木店 野木町大字友沼4857-1　外 ベイシア ベイシア 2014年4月25日 2014年12月26日 1,323

関東 栃木県 ヨークタウン針ヶ谷店 宇都宮市針ヶ谷町字新田472-6　外 ヨークベニマル ヨークベニマル 3 2014年4月30日 2015年1月1日 4,871

関東 栃木県 スーパーダイユー黒羽店
大田原市大豆田字道下330番地１
外 ダイユー ダイユー 2014年5月1日 2015年1月2日 1,667

関東 栃木県 GU宇都宮御幸ケ原店 宇都宮市御幸ケ原62番地34外 東建築設計室 ジーユー 2014年5月26日 2015年1月27日 1,550





関東 栃木県 東京インテリア家具大田原店 大田原市中央2-14-11
東京インテリア家
具

東京インテリア家
具 2014年5月27日 2015年1月28日 3,507

関東 栃木県 ニトリ佐野店 佐野市高萩町1343番1　外 ニトリ ニトリ 2014年6月6日 2015年2月7日 3,541

関東 栃木県 ツルハドラッグ宇都宮野沢店 宇都宮市野沢町字吉内51番1　外 芙蓉総合リース ツルハ 2014年6月12日 2015年2月13日 1,095

関東 栃木県 （仮称）ＳＤＧ５栃木箱森店 栃木市箱森町1036番地1　外 三菱UFJリース アルペン 2014年7月31日 2015年4月1日 3,785

関東 栃木県 ヨークタウン栃木平柳店
栃木市平柳町二丁目字古宿1152番
外 ヨークベニマル ヨークベニマル 3 2014年9月4日 2015年5月5日 4,800

関東 栃木県
（仮称）フードオアシスオータニ高
根沢店

高根沢町宝積寺中坂上土地区画整
理事業地内5街区 オータニ オータニ 2014年10月9日 2015年6月10日 1,647

関東 栃木県 宇都宮市中央卸売市場関連棟 宇都宮市簗瀬町1493番地 宇都宮市 アオショー 2014年10月10日 2015年6月11日 2,969

関東 栃木県 ケーズデンキ佐野店 佐野市田島町字東119番1　外 オリックス
ケーズホールディ
ングス 2014年11月20日 2015年7月21日 4,522

関東 栃木県 カワチ薬品小山駅東通り店 小山市大字稲葉郷字小相　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2014年11月20日 2015年7月21日 1,457

関東 栃木県 かましん栃木店 栃木市平柳町一丁目540番　外 かましん かましん 2014年11月26日 2015年7月27日 1,972

関東 栃木県

仮称 薬品針 店　 仮称）
TSUTAYAUTSUNOMIYA･MINAMI
店

宇都宮市針ヶ谷町座新田472番地7
外 カワチ薬品 カワチ薬品 ビッグワン 2014年11月27日 2015年7月28日 3,077

関東 栃木県 （仮称）カワチ薬品小山間々田店
小山市大字間々田字愛宕北2419
外 カワチ薬品 カワチ薬品 2015年1月30日 2015年10月1日 1,459

関東 栃木県 ホームプラザナフコ田沼店 佐野市田沼町字千房地268-1　外 ナフコ ナフコ 2015年2月12日 2015年10月13日 3,179

関東 群馬県 カインズホーム前橋川曲店 前橋市川曲町513番1　外 カインズ カインズ 2014年7月9日 2015年10月15日 5,400

関東 群馬県 ベイシア伊勢崎駅前店
伊勢崎市伊勢崎駅周辺第一土地区
画整理事業２－１街区 ベイシア ベイシア 2014年7月28日 2015年3月29日 3,479

関東 群馬県 クスリのアオキ相生店
桐生市相生町二丁目字中西裏７０９
番２ クスリのアオキ クスリのアオキ 2014年8月20日 2015年4月22日 1,400

関東 群馬県 ファーマーズ野田宿店 吉岡町上野田１０４６番２　外 エーコープ関東 エーコープ関東 2014年11月19日 2015年7月20日 2,030

関東 群馬県 Gunma BMW 前橋店
前橋市駒形町字西簗場１３６３番３
外 モトーレン群馬 モトーレン群馬 2014年11月25日 2015年12月1日 1,101

関東 群馬県 セキチュー沼田恩田店 沼田市恩田町字上川原２３９　外 セキチュー セキチュー 2015年1月20日 2015年9月21日 7,316

関東 群馬県 フレッセイ沼田恩田店 沼田市恩田町字上川原３２４　外 セキチュー フレッセイ 三喜 2015年1月20日 2015年9月21日 3,757

関東 群馬県 ＪＡファーマーズ朝日町店
前橋都市計画事業二中地区（第三）
土地区画整理事業２街区３２２　外 エーコープ関東 エーコープ関東 2015年2月6日 2015年10月7日 1,893

関東 群馬県 ベルク高崎下豊岡店
高崎市下豊岡町字下北久保９０８－
２番　外 ベルク ベルク

外三者（未確
定） 2015年2月10日 2015年10月11日 4,571

関東 群馬県 フレッセイ榛東新井店
榛東村大字新井字十二前２２２２－
２　外 フレッセイ フレッセイ クスリのマルエ 2015年2月23日 2015年10月24日 2,396

関東 群馬県 とりせん群馬町店 高崎市中泉町６０５番１３　外 とりせん とりせん
外一者(未確
定) 2015年3月31日 2015年12月1日 2,822

関東 埼玉県 クスリのアオキ七本木店 上里町大字七本木1890番1外 芙蓉総合リース クスリのアオキ 2014年4月22日 2014年12月24日 1,549

関東 埼玉県 ケーズデンキ越谷店 越谷市大字弥十郎409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 2014年4月30日 2015年1月1日 5,005

関東 埼玉県 ベルク熊谷銀座店 熊谷市銀座二丁目226番ほか ベルク ベルク 2014年5月22日 2015年1月23日 2,584





関東 埼玉県 ベイシアマート南栗橋店 久喜市南栗橋八丁目2番9外 ベイシア ベイシア 2014年5月23日 2015年1月24日 1,257 ×

関東 埼玉県
（仮称）カインズホーム鶴ヶ島店
資材館

鶴ヶ島市三ツ木新町１丁目2-2他1
筆 中里　博 カインズ 2014年5月30日 2015年1月31日 3,397

関東 埼玉県 （仮称）カスミ越谷レイクタウン店
越谷都市計画事業越谷レイクタウン
特定土地区画整理事業 大和ハウス カスミ 未定 2014年7月10日 2015年3月11日 2,299

関東 埼玉県 （仮称）越谷市谷中町二丁目計画 越谷市谷中町二丁目59番1 タケシマ ＭｅＬＴＳ ドン・キホーテ 2014年8月20日 2015年4月21日 2,041

関東 埼玉県 越谷花田複合店舗
越谷市花田二丁目2番地3、2番地
4、2番地5

井住友 ラ
ト・パナソニック
ファイナンス ヨークマート しまむら 2014年8月29日 2015年4月30日 4,100

関東 埼玉県 ウエルシア川越新宿店 川越市新宿町六丁目27番5 小谷野 ウエルシア 高松浩章 1 2014年9月5日 2015年5月6日 1,272

関東 埼玉県 ケーズデンキ羽生店 羽生市大字上岩瀬656-1外 NTTファイナンス
ケーズホールディ
ングス 2014年10月17日 2015年6月18日 2,962

関東 埼玉県 細谷ビル 北本市二ツ家四丁目133番地1他 細谷商事 ヨークマート 2014年10月31日 2015年7月1日 1,942

関東 埼玉県 ベルク北坂戸店 坂戸市末広町20番2 ベルク ベルク 2014年11月21日 2015年7月22日 2,777

関東 埼玉県 文真堂書店　狭山入曽店
狭山市大字北入曽字御狩場689番
地1外

東亜ディーケー
ケー 文真堂書店 2014年12月9日 2015年8月10日 2,125

関東 埼玉県 ヤオコー朝霞岡店 朝霞市岡二丁目1398-1 ヤオコー ヤオコー 2014年12月10日 2015年8月11日 1,772

関東 埼玉県 （仮称）西友朝霞根岸店 朝霞市根岸台五丁目3番20号 髙野　志津夫 西友 2014年12月10日 2015年8月11日 1,589

関東 埼玉県 ベイシアマート寄居桜沢店
寄居町大字桜沢字後田738-1他15
筆 ベイシア ベイシア 2015年1月30日 2015年10月1日 1,300

関東 埼玉県 ベイシアマートときがわ店 ときがわ町大字玉川4332-2外 ベイシア ベイシア 2015年2月4日 2015年10月5日 1,382

関東 埼玉県 ベイシアＳＭ鳩山店
鳩山町今宿東地区土地区画整理事
業5街区8ほか ベイシア ベイシア 2015年2月16日 2015年10月17日 2,569

関東 埼玉県 （仮称）カワチ薬品本庄東店 本庄市鵜森字富士255外 カワチ薬品 カワチ薬品 2015年2月23日 2015年10月24日 1,518

関東 埼玉県 テックランド上尾店 上尾市愛宕三丁目1番17号外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2015年2月26日 2015年10月27日 4,978

関東 埼玉県 （仮称）フタバスポーツ朝霞新店 朝霞市幸町三丁目1番1　他1筆 フタバスポーツ フタバスポーツ 2015年2月27日 2015年10月28日 1,702

関東 埼玉県 ベルク北本東間店 北本市東間5丁目53　他 ベルク ベルク 2015年2月27日 2015年10月28日 2,055

関東 埼玉県 （仮称）でんきち杉戸店計画 杉戸町清地二丁目587番1 でんきち でんきち 2015年2月27日 2015年11月1日 1,581

関東 埼玉県 マルヤ大袋店 越谷市袋山1470 細沼淳平 2 マルヤ 2015年3月6日 2015年11月7日 1,494

関東 埼玉県 マルヤ北川辺店 加須市柳生1959-1 マルヤ マルヤ 2015年3月6日 2015年11月7日 1,260

関東 埼玉県 マルヤ高野台店 杉戸町高野台西二丁目6番1号 深井工務店 マルヤ 2015年3月6日 2015年11月7日 1,371

関東 埼玉県
（仮称）マミーマートふじみ野鶴ヶ
舞店 ふじみ野市鶴ヶ舞二丁目40番1　外 マミーマート マミーマート 2015年3月6日 2015年11月15日 3,544

関東 千葉県 ライフガーデン茂原
茂原市六ツ野字八貫野２７８５番地
１ほか１６筆 芙蓉総合リース 0 カスミ 5 2014年4月1日 2014年12月2日 7,558

関東 千葉県 ダイソー木更津太田店 木更津市太田四丁目11番20 大創産業 0 大創産業 0 2014年4月18日 2014年12月19日 1,287 ×

関東 千葉県 イオンタウン野田船形 野田市泉一丁目１番１ほか イオンタウン 1 アルペン 1 2014年4月21日 2014年10月31日 11,214





関東 千葉県 （仮称）南流山70街区商業施設 流山市大字木字下谷407番地ほか ヤオコー 2 ヤオコー 2 2014年5月14日 2015年1月15日 19,869

関東 千葉県
スーパーセンタートライアル旭川
口店 旭市川口字及内3435番1ほか

トライアルカンパ
ニー 0

トライアルカンパ
ニー 0 2014年5月26日 2015年1月27日 4,145

関東 千葉県 ホームプラザナフコ茂原長生店 長生村七井戸字中割1506番1ほか ナフコ 0 ナフコ 0 2014年5月27日 2015年1月28日 6,847 ×

関東 千葉県 テックランド富里インター店
富里市七栄字南新木戸1006番4ほ
か ヤマダ電機 0 ヤマダ電機 0 2014年5月27日 2015年1月28日 3,347

関東 千葉県 ホームプラザナフコ市原東店 市原市うるいど南5丁目1番2 ナフコ 0 ナフコ 0 2014年5月27日 2015年1月28日 8,892

関東 千葉県 ホームセンターコーナン船橋店 船橋市宮本九丁目２５０番地１ 京成電鉄 0 コーナン商事 2 2014年6月12日 2015年2月13日 12,070

関東 千葉県 島忠ホームズ千葉ニュータウン店 印西市西の原五丁目７番 島忠 0 島忠 0 2014年6月19日 2015年2月20日 8,875

関東 千葉県 コメリパワー旭店 旭市川口字及内３４３５番地１ほか コメリ 0 コメリ 0 2014年7月22日 2015年3月23日 8,901

関東 千葉県 ホームプラザナフコ茂原長生店
長生村七井土字中割１５０６番１ほ
か ナフコ 0 ナフコ 0 2014年8月20日 2015年4月21日 6,847

関東 千葉県 （仮称）テックランド千葉横芝光店
横芝光町横芝字折戸２１５８番１ほ
か ヤマダ電機 0 ヤマダ電機 0 2014年8月22日 2015年4月28日 1,999

関東 千葉県 （仮称）ターミナルシティ本八幡
市川市八幡三丁目１２４５番１８ほ
か 市川ビル 6 カスミ 7 2014年9月19日 2015年9月18日 5,877

関東 千葉県 イオンタウン成田富里 成田市花崎町１３９番１ほか イオンタウン 0
マックスバリュ関
東 35 2014年9月24日 2015年7月1日 15,000

関東 千葉県 （仮称）マミーマート松戸新田店 松戸市松戸新田３０番 マミーマート 0 マミーマート 2 2014年9月26日 2015年6月1日 3,300

関東 千葉県 スーパーガッツ馬立店
市原市馬立字出戸美１９１６番１ほ
か 木村屋 0 木村屋 0 2014年9月29日 2015年5月30日 1,726

関東 千葉県 ヒューマックス成田ビル 成田市ウイング土屋８３番ほか ヒューマックス 0 ドン・キホーテ 0 2014年10月22日 2015年6月1日 3,543

関東 千葉県 （仮称）咲が丘三丁目計画 船橋市咲が丘三丁目３７４番２ほか 三菱ＵＦＪリース 0 カスミ 1 2014年11月4日 2015年7月5日 1,356

関東 千葉県 マミーマート松戸中和倉店 松戸市中和倉字稲荷下４５番１ほか マミーマート 0 マミーマート 0 2014年12月8日 2015年8月9日 1,982

関東 千葉県 （仮称）カスミ柏千代田店 柏市千代田二丁目１５３４番１０
テルウェル東日
本 0 カスミ 0 2014年12月10日 2015年8月11日 1,530

関東 千葉県 （仮称）柏高柳駅前商業施設計画

柏都市 事業高柳 側特定
地区画整理事業　１８街区符号１２
ほか オリックス 0 ヤオコー ○ 2015年1月15日 2015年9月16日 4,676

関東 千葉県
スーパーセンタートライアル八街
店

八街市八街字北富士見ほ７４２番１
ほか

トライアルカンパ
ニー 0

トライアルカンパ
ニー 0 2015年1月20日 2015年9月21日 4,382

関東 千葉県 ダイソー木更津太田店 木更津市太田四丁目１１番２０ 地曵　雅夫 1 大創産業 0 2015年1月20日 2015年9月21日 1,287

関東 千葉県 セブンパークアリオ柏

柏都市 事業 南中央
整理事業商業街区５街区１画地ほ
か イトーヨーカ堂 0 イトーヨーカ堂 134 2015年1月30日 2016年1月31日 46,990

関東 千葉県
（仮称）カスミ多古台店・（仮称）
ヤックスドラッグ多古台店

多古町多古字多古台２０００番１３８
ほか カスミ 1 カスミ 1 2015年2月20日 2015年10月21日 3,113

関東 千葉県 WonderRex千葉ニュータウン店 印西市泉野三丁目１１８６番５ほか
ワンダーコーポ
レーション 0

ワンダーコーポ
レーション 0 2015年3月3日 2015年11月4日 2,557

関東 千葉県
大和情報(株)サービス貸店舗柏
の葉複合店舗

柏北部中央地区一体型特定土地区
画整理事業１８２街区３ほか 第一リース 0 三和 1 2015年3月3日 2015年11月4日 1,489

関東 千葉県 （仮称）東習志野商業施設計画 習志野市東習志野七丁目１番１ 三菱ＵＦＪリース 0 カスミ 2 2015年3月19日 2015年11月20日 3,394

関東 東京都 （仮称）花畑団地F街区商業施設 足立区花畑五丁目１３番１ サンベルクス サンベルクス 未定 4 2014年4月1日 2014年12月2日 4,580





関東 東京都 スーパーバリュー福生店 福生市熊川９８３番１ほか スーパーバリュー スーパーバリュー 2014年4月8日 2014年12月9日 1,187

関東 東京都
（仮称）二子玉川東第二地区市街
地再開発ビル（Ⅱ－ａ街区）

世田谷区玉川一丁目５１００番１ほ
か

東第
地区市街地再開
発組合

カルチュア・コンビ
ニエンンス・クラブ 未定 17 2014年4月30日 2015年4月1日 12,176

関東 東京都 ニトリ江戸川店
江戸川区上一色三丁目３０１番１ほ
か ニトリ ニトリ 2014年5月7日 2015年1月8日 6,641

関東 東京都 (仮称）アウトドアヴィレッジ 昭島市田中町６１０番２ほか 昭和飛行機工業 未定 13 2014年5月15日 2015年1月16日 5,095

関東 東京都 （仮称）小岩ＳＣ
江戸川区南小岩六丁目２７番１４ほ
か 池田ビル 未定 2014年6月2日 2015年2月3日 1,367

関東 東京都
(仮称）大泉学園駅北口地区商業
施設 練馬区東大泉一丁目６００番

園
地区市街地再開
発組合 三浦屋 未定 2014年7月3日 2015年3月4日 4,120

関東 東京都
(仮称）サミットストア東中野駅前
店 中野区東中野四丁目３番６０ほか サミット サミット サミット・コルモ 2014年7月28日 2015年3月29日 2,760

関東 東京都
(仮称）北品川五丁目第１地区第
一種市街地再開発事業　Ｅ棟 品川区北品川五丁目５６９番

品 目第
１地区市街地再
開発組合 未定 4 2014年7月30日 2015年4月20日 1,527

関東 東京都 （仮称）稲城若葉台商業施設 稲城市若葉台一丁目５５番 三菱UFJリース ウエルシア関東 5 2014年8月12日 2015年4月13日 2,595

関東 東京都
（仮称）京成押上駅前ビル新築計
画 墨田区押上一丁目１０番３号 京成電鉄

ライフコーポレー
ション ニトリ 2014年9月30日 2015年11月30日 5,878

関東 東京都
西富久地区市街地再開発事業商
業施設計画 新宿区富久町１４番地ほか 芙蓉総合リース イトーヨーカ堂

セブン‐イレブン・
ジャパン 8 2014年10月10日 2015年9月20日 2,380

関東 東京都 （仮称）ビーバープロ町田木曽店 町田市木曽西三丁目２６番地７ほか
三和ホールディン
グス 1 ビーバートザン 2014年11月28日 2015年7月29日 2,012

関東 東京都
（仮称）志村ＰＪ新築工事（商業
棟） 板橋区前野町三丁目２０番地１ほか ヒューリック 未定 2014年12月25日 2015年8月26日 5,593

関東 東京都 （仮称）ニトリ大田東糀谷店 大田区東糀谷二丁目１２番地 ニトリ ニトリ 2015年1月7日 2015年9月8日 6,938

関東 東京都 東京楽天地浅草開発計画 台東区浅草二丁目６番地４ほか 東京楽天地 未定 2015年1月14日 2015年11月1日 2,642

関東 東京都
（仮称）中央土地八重洲一丁目プ
ロジェクト 中央区八重洲一丁目１０５番ほか 中央土地 ヤマダ電機 2015年1月14日 2015年9月15日 6,479

関東 東京都 （仮称）オーケー三鷹上連雀店 三鷹市上連雀八丁目１２番１ほか 横山　敏子 オーケー 2015年1月20日 2015年9月21日 1,660

関東 東京都 （仮称）ペットエコ多摩店 八王子市別所二丁目３７番１
ヨネヤマプランテ
イシヨン

ヨネヤマプランテ
イシヨン 2015年1月30日 2015年10月1日 1,408

関東 東京都 （仮称）北区浮間計画 北区浮間五丁目３番１号ほか 島忠 1 島忠 オーケー 2015年1月30日 2015年10月1日 11,476

関東 東京都 スーパーバリュー八王子高尾店 八王子市東浅川町５４６番２０ほか スーパーバリュー スーパーバリュー 2015年2月26日 2015年10月27日 9,541

関東 東京都 あすとウィズ 大田区蒲田四丁目１００番

京 蒲
前地区市街地再
開発組合

ライフコーポレー
ション ○ 2015年3月6日 2015年11月7日 3,000

関東 東京都 （仮称）ららぽーと立川立飛 立川市泉町９３５番１ほか
立飛ホールディン
グス 未定 ○ 2015年3月16日 2015年11月17日 44,678

関東 東京都 スーパーオザム足立保木間店 足立区保木間一丁目２２番９ほか
谷古宇商事不動
産部 オザム 2015年3月19日 2015年11月20日 1,242

関東 東京都 （仮称）オーケー西府店
府中市本宿町（西府土地区画整理
事業内１３街区１区画）

オーケー店舗保
有 オーケー 2015年3月31日 2015年12月1日 2,898

関東 東京都 （仮称）nonowa国立ＷＥＳＴ 国立市北一丁目１４番１７ほか 東日本旅客鉄道 未定 2015年3月31日 2016年4月1日 1,620

関東 東京都 (仮称)ドン・キホーテ板橋志村店 板橋区志村三丁目32番16号 志村産業 ドン・キホーテ 2015年3月31日 2016年3月1日 3,250

関東 神奈川県 （仮称）ヨークマート久里浜店 横須賀市久里浜7-3 ヨークマート ヨークマート 2014年5月30日 2015年2月1日 1,885





関東 神奈川県 (仮称)ユニクロ横須賀大津店 横須賀市大津町１－73の１ほか 木村商店 ユニクロ 2014年6月30日 2015年3月1日 2,005

関東 神奈川県 サミットストア藤沢駅北口店
藤沢市藤沢字東横須賀610の１ほ
か 前田建設工業 サミット 2014年7月18日 2015年3月19日 2,422

関東 神奈川県 ららぽーと海老名

海 市　海
整理事業施工地区内　仮換地13街
区１ほか78画地 三井不動産 未定 2014年10月23日 2015年10月1日 40,200

関東 神奈川県 （仮称）たからやフレサ上荻野店 厚木市上荻野805の１ほか 岸愈晧 たからや 2014年10月31日 2015年7月1日 1,455

関東 神奈川県
（仮称）大滝町二丁目地区再開発
ビル 横須賀市大滝町２－６

目
区市街地再開発
組合 未定 2015年2月26日 2015年11月18日 2,789

関東 神奈川県 伊勢原成瀬複合店舗 伊勢原市下糟屋3,022の１ほか 芙蓉総合リース ヨークマート 2 2015年3月30日 2015年12月1日 4,208

関東 新潟県 （仮称）原信荒川店 村上市下鍛冶屋４００番３外 原信・日本建機 原信 星光堂薬局 2014年4月23日 2014年12月24日 2,896

関東 新潟県 （仮称）ピアレマート十日町店
十日町市高山字水上８２０番地１３
外 スポット スポット 2014年4月28日 2014年12月29日 1,591

関東 新潟県 (仮称）マルイ堀之内店 魚沼市堀之内4071番1外 マルイ マルイ 2014年5月9日 2015年1月10日 1,488

関東 新潟県 （仮称）フレスポ新発田 新発田市富塚三丁目12番13号外 大和リース
オーシャンシステ
ム

ワッツオースリー
販売 2 2014年8月29日 2015年4月30日 3,691

関東 新潟県 コメリホームセンター水原店 阿賀野市上中字和田屋敷62番　外 コメリ コメリ 2015年3月27日 2015年11月28日 5,018

関東 長野県 いちやまマート岡谷店 岡谷市長地権現町３－950－１ほか いちやまマート いちやまマート 2014年5月16日 2015年1月17日 2,566

関東 長野県 デリシアガーデン安茂里 長野市大字安茂里3582ほか アップルランド アップルランド 2014年5月28日 2015年1月29日 2,954

関東 長野県
ひらせいホームセンター長野坂
城店 坂城町坂城6637ほか

ひらせいホーム
センター

ひらせいホームセ
ンター 2014年5月29日 2015年1月30日 1,865

関東 長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ南松本店 松本市宮田２－７ ロータス シナノポリ ベストバイ 2014年7月1日 2015年3月2日 2,708

関東 長野県 カインズホーム中野店
中野市大字七瀬字街渠365－１ほ
か カインズ カインズホーム 2014年8月26日 2015年4月26日 5,650

関東 長野県
（仮称）ホームセンタームサシ長
野南店別館 長野市水沢上庭33区

アークランドサカ
モト

アークランドサカ
モト 2014年10月9日 2015年6月10日 2,379

関東 長野県 綿半スーパーセンター豊科店 安曇野市豊科500－１ほか 綿半ホームエイド 綿半ホームエイド 2014年10月10日 2015年6月11日 5,468

関東 長野県 ツルヤ飯山店

飯 市飯 都市 事業新幹線飯
山駅周辺土地区画整理事業４街区
１・２画地ほか ツルヤ ツルヤ 2014年11月20日 2015年6月30日 2,416

関東 長野県 小諸御影新田複合店舗 小諸市御影新田2597－１外
大和情報サービ
ス アルペン ユニクロ 2014年12月18日 2015年8月19日 5,954

関東 長野県 （仮称）バロー塩尻店 塩尻市桟敷字原300－１外 バロー バロー 赤のれん 2014年12月26日 2015年8月26日 2,888

関東 山梨県 スーパー公正屋都留店 都留市四日市場37番地の4 志保屋 公正屋 2014年5月15日 2015年1月16日 1,210

関東 山梨県 オギノ下石田店 甲府市国母一丁目778番外 オギノ オギノ 未定 2014年8月19日 2015年4月20日 2,146

関東 山梨県 オギノ上今井店 甲府市上今井町769番外
大和情報サービ
ス オギノ 未定 2014年8月19日 2015年4月20日 1,787

関東 山梨県 湯村複合施設 甲府市湯村一丁目１９５４番１外
サンドラッグ
マキヤ サンドラッグ マキヤ 大創 2014年10月29日 2015年6月30日 2,644

関東 山梨県 竜王駅前ショッピングセンター 甲斐市大下条字上河原1672番1外 ケーヨー ケーヨー 未定 2015年1月15日 2015年9月16日 6,452

関東 山梨県 ケーズデンキ甲府店 甲府市国母五丁目2152番外
ケーズホール
ディングス

ケーズホールディ
ングス 2015年1月21日 2015年9月22日 5,953





関東 山梨県 バロー甲府昭和店 昭和町清水新居字小松田191番1外 バロー バロー 2015年3月19日 2015年11月20日 3,323

関東 静岡県 （仮称）ニトリ沼津西沢田店 沼津市西沢田字西荒253-1　外 ニトリ ニトリ 2014年4月7日 2014年12月8日 5,137

関東 静岡県 PLAZA21見付 磐田市見付字大谷口1830-1　外 ビルド21 3 遠鉄ストア あかのれん 2 2014年4月28日 2014年12月29日 4,673

関東 静岡県 （仮称）富士松岡商業施設 富士市松岡字寺新田565-1　外 杏林堂薬局 1 杏林堂薬局 しまむら 2014年4月30日 2014年12月31日 3,561

関東 静岡県 （仮称）オギノ御殿場大坂店 御殿場市大坂字今堀319-15　外
シーエーティーブ
イ富士五湖 オギノ 2014年5月23日 2015年1月24日 1,507

関東 静岡県 カインズモール藤枝 藤枝市内瀬戸字向山15-1　外 カインズ カインズ ベイシア 1 2014年5月27日 2015年1月28日 12,780

関東 静岡県 （仮称）ハードストック沼津店 沼津市松長字改正600　外 エンチョー エンチョー 2014年5月28日 2015年1月29日 2,099

関東 静岡県 （仮称)ポテトひばりが丘店 富士宮市ひばりが丘98 マキヤ マキヤ 2014年6月20日 2015年2月21日 1,284

関東 静岡県 （仮称）エスポット松岡店 富士市松岡1210-2 マキヤ マキヤ 2014年8月22日 2015年4月23日 3,393

関東 静岡県
（仮称)ジャンボエンチョー藤枝店
東館 藤枝市築地１丁目680-1　外 エンチョー エンチョー 2014年9月8日 2015年5月9日 1,217

関東 静岡県 （仮称）ハックドラッグ南條店
伊豆の国市南條字上大久保453-17
外

ＣＦＳコーポレー
ション

CFSコーポレー
ション 2014年11月5日 2015年7月6日 1,320

関東 静岡県 えびせんべいの里御殿場店
御殿場市東田中字便船塚1234-1
外

えびせんべいの
里

えびせんべいの
里 2014年11月17日 2015年7月18日 1,792

関東 静岡県
（仮称）カーマホームセンター沼津
店 沼津市本字丸子町752-1　外 沼津中央青果 カーマ 2014年12月17日 2015年8月18日 5,662

関東 静岡県 浅羽ショッピングタウンパディ 袋井市浅岡350　外 遠鉄ストア 遠鉄ストア 2015年1月19日 2015年9月20日 4,144

関東 静岡県 KOマート大井川店 焼津市高新田字鶴巻327-1外 京王商事 京王商事 2015年3月16日 2015年11月17日 1,576

関東 静岡県 （仮称）テム・リアルター貸店舗 富士市宮島字大崎861-1外 テム・リアルター カインズ 2015年3月17日 2015年11月18日 5,059

関東 静岡県
クリエイトエス・ディー函南大土肥
店 函南町仁田字西の前124-4外

クリエイトエス・
ディー

クリエイトエス・
ディー 2015年3月19日 2015年11月20日 1,241

関東 静岡県 （仮称）ビッグ富士磐田二之宮店 磐田市二之宮字宮本1409-1外 ビッグ富士 ビッグ富士 2015年3月20日 2015年11月21日 1,532

関東 静岡県 アピタ磐田店 磐田市今之浦三丁目1-3外 ユニー ユニー 未定 2015年3月24日 2015年11月25日 15,976

関東
さいたま
市 （仮称）テックランド浦和美園店

都市 事業東部第
地区画整理事業区域内７６街区６画
地　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2014年9月2日 2015年5月3日 3,185

関東
さいたま
市 （仮称）さいたま市内谷ビル

さいたま市南区内谷７丁目422番
外３筆 サンベルクス サンベルクス ○ 2014年9月8日 2015年5月7日 4,300

関東
さいたま
市 （仮称）ベルクさいたま根岸店

さいたま市南区根岸五丁目１７番地
２　外 ベルク ベルク 2014年10月28日 2015年6月29日 1,931

関東
さいたま
市 （仮称）ベルクさいたま岩槻店 岩槻区宮町一丁目2578-1　外 ベルク ベルク 1 2015年3月2日 2015年11月3日 2,800

関東
さいたま
市 （仮称）浦和駅高架下店舗計画 浦和区高砂一丁目139-3　外121筆 東日本旅客鉄道 未定 ○ 2015年3月20日 2015年11月21日 2,178

関東 千葉市
（仮称）ロイヤルホームセンター千
葉別館 若葉区若松町2130番１　外 中嶋　とく

ロイヤルホームセ
ンター 2014年4月24日 2014年12月25日 1,761

関東 千葉市 （仮称）ヤオコー稲毛海岸磯辺店 美浜区磯辺五丁目52番地8 ヤオコー ヤオコー 2014年10月17日 2015年7月1日 1,720

関東 横浜市 島忠ホームズ港北高田店 港北区高田西一丁目７番 島忠 島忠 2014年4月30日 2014年12月4日 7,822





関東 横浜市 （仮称）オーケー東戸塚店 戸塚区品濃町549番地８ かねいち オーケー 2014年5月2日 2015年1月3日 2,603

関東 横浜市 （仮称）いなげや南本宿店 旭区南本宿町29番５　ほか いなげや いなげや 2014年6月27日 2015年3月1日 1,616

関東 横浜市 （仮称）ヨークマート戸塚深谷町店 戸塚区深谷町字西之脇1200番１ ヨークマート ヨークマート 2014年7月10日 2015年3月11日 1,819

関東 横浜市
（仮称）ロイヤルホームセンター戸
塚深谷 戸塚区深谷町字西之脇1051番１

三井ファイナンス
＆リース

ロイヤルホームセ
ンター 2014年7月10日 2015年3月11日 5,981

関東 川崎市 （仮称）日立マクセル中野島ビル 多摩区中野島字石河原2319-1　外 日立マクセル いなげや 未定 2014年6月26日 2015年3月1日 3,050

関東 川崎市 新川崎スクエア 川崎市幸区鹿島田１丁目１番３号 三井不動産 マルエツ 4 2014年7月10日 2015年3月25日 4,031

関東 川崎市
（仮称）川崎宮前区有馬５丁目計
画 宮前区有馬5丁目21番12号 持田サダ

ライフコーポレー
ション 2014年12月25日 2015年9月1日 1,421

関東 川崎市
川崎駅東口広場地下街３ブロック
及び４ブロック 川崎区駅前本町２６番地２ 川崎アゼリア

ザ・ガーデン自由
が丘 箱根ベーカリー 29 2015年2月23日 2015年7月31日 1,410

関東 川崎市 （仮称）遠藤町開発計画 幸区遠藤町５７番　外 三五紙業 三和 2015年3月30日 2015年12月1日 1,820

関東 相模原市 （仮称）三和富士見店 中央区富士見六丁目5344番1
三和ホールディン
グス 三和 未定 2015年3月27日 2015年11月28日 3,663

関東 新潟市 （仮称）原信五十嵐東店 西区五十嵐東１丁目7036-5 原信 原信 2014年4月9日 2014年12月10日 2,088

関東 新潟市 （仮称）ゲオ寺尾店 西区五十嵐東１丁目7022-23 原信 ゲオ 2014年4月9日 2014年12月10日 1,219

関東 新潟市 （仮称）亀貝１４街区商業開発
西区亀貝土地区画整理事業地内１
４街区 伊平 アミング

エービーシー・
マート アミング 2014年4月28日 2014年12月29日 1,375

関東 新潟市 （仮称）ウエルシア新潟秋葉通店 東区秋葉通3丁目12-1 外 ダイワロイヤル ウエルシア関東
セブン‐イレブン・
ジャパン 2014年5月12日 2015年1月27日 1,486

関東 新潟市 ニトリ新潟東店 東区小金町1丁目44-1 外 ニトリ ニトリ 2014年9月4日 2015年5月5日 5,186

関東 新潟市 （仮称）白根ショッピングセンター 南区能登425番1 外 日生不動産 ウエルシア せいだ 未定 2015年1月14日 2015年9月15日 2,116

関東 新潟市
（仮称）女池上山ショッピングセン
ター

中央区女池上山土地区画整理事業
地内37街区 原信 原信 ユニクロ

シ甲信越販
売 2015年2月20日 2015年10月21日 3,839

関東 新潟市 清水フードセンター西内野店 西区五十嵐上崎山69 清水商事 清水商事 未定 2015年2月24日 2015年10月25日 1,996

関東 静岡市 （仮称）エディオン静岡曲金店 駿河区曲金七丁目385番１　外5筆 新崎　清志 エディオン 2014年12月3日 2015年8月4日 2,623

関東 静岡市 アイアイ家具
駿河区中田三丁目381番地　外10
筆 アイアイ家具 アイアイ家具 2015年3月24日 2015年11月25日 2,235

関東 静岡市 (仮称）ＤＣＭカーマ清水東大曲店 清水区東大曲町1384番29　外21筆 ＤＣＭカーマ ＤＣＭカーマ 2015年3月26日 2015年11月27日 7,772

関東 浜松市 （仮称）ビッグ富士和合店 中区和合町字マグソ谷206番1　他 ビッグ富士 ビッグ富士 2014年10月8日 2015年6月9日 1,646

関東 浜松市 メルセデス・ベンツ浜松和田 東区和田町642番1　ほか 浜松ヤナセ 浜松ヤナセ 2015年2月17日 2015年10月18日 1,405

中部 愛知県
クリエイトエス・ディー豊橋小松町
店 豊橋市小松町233‐3ほか4筆

クリエイトエス・
ディー

クリエイトエス・
ディー 2014年4月10日 2014年12月10日 1,162

中部 愛知県 （仮称）岩津ショッピングセンター
岡崎市岩津町字於御所196番1ほか
14筆 岡崎商業開発 ドミー

スギホールディン
グス㈱ 2014年4月11日 2014年12月11日 2,750

中部 愛知県 （仮称）バロー西尾平坂店 西尾市平坂町如月２番１ほか25筆 バロー バロー 2014年4月18日 2014年12月19日 1,777

中部 愛知県
（仮称）ＪＡ尾張中央　ファーマー
ズマーケット

春日井市松本町一丁目1-1ほか13
筆

尾張中央農業協
同組合 1

尾張中央農業協
同組合

愛知県経済農業
協同組合連合会 2014年4月30日 2015年3月27日 2,455





中部 愛知県 （仮称）ケーズデンキ豊川店 豊川市正岡町流田496-1ほか18筆 ギガス ギガス 2014年4月30日 2014年12月31日 4,636

中部 愛知県 ピアゴ尾西店 一宮市小信中島東鵯平59番地 ユニー ユニー 未定 2014年5月8日 2015年1月9日 5,900

中部 愛知県 ゲンキー徳永店
西尾市徳永町東側２０番１ほか２８
筆 ゲンキー ゲンキー 2014年5月29日 2015年1月30日 1,281

中部 愛知県
（仮称）バロー豊橋牟呂ショッピン
グセンター

豊橋柳生川南部土地区画整理事業
70街区7、1-B バロー バロー 中部薬品 あかのれん 2014年6月6日 2015年2月7日 4,925

中部 愛知県 クリエイトエス・ディー豊山町店 豊山町大字豊場字冨士155ほか
クリエイトエス・
ディー

クリエイトエス・
ディー 2014年6月18日 2015年2月19日 1,643

中部 愛知県 （仮称）ケーズデンキ蒲郡店 蒲郡市上本町49番1ほか33筆 ギガス ギガス 2014年6月30日 2015年3月1日 2,934

中部 愛知県 （仮称）キンブルみよし店
三好根浦特定土地区画整理事業地
内１－Ｂ街区4画地ほか9筆 キンブル キンブル ○ 2014年7月18日 2015年3月19日 2,074

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8月8日 2015年4月9日 2,049

中部 愛知県 ゲンキー田戸店
高浜市田戸町四丁目3番地10ほか9
筆 ゲンキー ゲンキー 2014年8月8日 2015年4月9日 1,281

中部 愛知県 ゲンキー吉浜八幡店 高浜市八幡町2丁目3番地6ほか9筆 ゲンキー ゲンキー 2014年8月8日 2015年4月9日 1,281

中部 愛知県 （仮称）ケーズデンキ新西尾店 西尾市住崎町出崎42番ほか22筆 ギガス ギガス 2014年8月12日 2015年4月13日 3,418

中部 愛知県 （仮称）バロー西春店
北名古屋市沖村山ノ神30番地ほか
4筆 バロー 1 バロー 中部薬品 2014年8月13日 2015年4月14日 2,882

中部 愛知県 （仮称）シティータワー岡崎康生
岡崎市康生通西三丁目15－４ほか
４筆 フジケン アオキスーパー 未定 2014年8月21日 2015年4月22日 1,586

中部 愛知県 （仮称）イオンモール常滑 常滑市りんくう町二丁目20番3号 イオンモール イオンリテール 未定 2014年8月28日 2015年4月29日 51,018

中部 愛知県 （仮称）ユーホーム新城店 新城市的場25番11ほか23筆 ユニー ユニー 未定 2014年9月5日 2015年5月6日 2,460

中部 愛知県 （仮称）豊川正岡町複合施設 豊川市正岡町流田504-1ほか18筆 白与興産
アイレクスリテイ
ル 未定 2014年9月5日 2015年5月6日 2,143

中部 愛知県
（仮称）クリエイトエス・ディー春日
井高蔵寺店

春日井市高蔵寺町二丁目２８－３ほ
か４筆

クリエイトエス・
ディー

クリエイトエス・
ディー 2014年9月9日 2015年5月10日 1,398

中部 愛知県 （仮称）コーナン清須店 清須市春日立作１番 コーナン商事 コーナン商事 2014年9月22日 2015年5月23日 6,272

中部 愛知県
（仮称）カーマホームセンター新城
店

新城市野田字上ドドメキ１番地ほか
35筆 カーマ カーマ 2014年10月15日 2015年6月16日 5,950

中部 愛知県 ラスパ太田川 東海市大田町下浜田102番1 ユニー ユニー 未定 2014年10月24日 2015年3月11日 9,192

中部 愛知県 （仮称）フィール幸田岩堀店
幸田岩堀土地区画整理事業地内10
街区

フィールホール
ディングス

フィールコーポ
レーション 未定 2014年10月31日 2015年7月1日 1,862

中部 愛知県 （仮称）ケーズデンキ津島店 津島市常盤町三丁目8番ほか18筆 ギガス ギガス 2014年11月27日 2015年7月28日 3,317

中部 愛知県 ピアゴ碧南店 碧南市天王町二丁目１番地 ユニー ユニー 未定 2014年12月5日 2015年8月6日 4,382

中部 愛知県 飯村ファッションモール 豊橋市飯村北５丁目２－11ほか８筆 しまむら 1 しまむら 2015年1月8日 2015年9月9日 2,093

中部 愛知県 (仮称）ラ・ムー豊橋店 豊橋市牟呂町字松崎１番６ほか３筆 大黒天物産 大黒天物産 2015年1月23日 2015年9月24日 1,830

中部 愛知県 オートバックスとよはし店 豊橋市下地町字境田100ほか3筆 クライム クライム 1 2015年1月29日 2015年9月30日 2,245

中部 愛知県
（仮称）四世代コミュニティガーデ
ン 豊川市光明町一丁目19番ほか

ハクヨプロデュー
スシステム 遠鉄ストア 1 2015年1月29日 2015年11月1日 5,771





中部 愛知県 （仮称）スーパー三心新玉ノ井店
一宮市木曽川町玉ノ井字高畑43番
地ほか12筆 三心 三心 2015年3月24日 2015年11月25日 1,654 ×

中部 愛知県 （仮称）平和堂春日井庄名店
春日井市庄名土地区画整理事業区
域内５街区１画地 平和堂 平和堂 2015年3月30日 2015年12月1日 1,982

中部 岐阜県 （仮称）ゲンキー土山店
各務原市那加土山町２丁目１６４番
外 ゲンキー ゲンキー 2014年4月18日 2014年12月19日 1,281

中部 岐阜県
（仮称）ゲンキーいちょう通り前洞
新町店

各務原市那加前洞新町４丁目１７８
番地 ゲンキー ゲンキー 2014年4月18日 2014年12月19日 1,281

中部 岐阜県
（仮称）垂井町ショッピングセン
ター複合商業施設 垂井町表佐字大持野５５番１　外 義津屋 義津屋 2014年4月21日 2014年12月22日 8,042

中部 岐阜県 （仮称）ゲンキー曲利東店
羽島市正木町曲利字才勝１４０２番
外 ゲンキー ゲンキー 2014年4月30日 2015年3月5日 1,281

中部 岐阜県
（仮称）スーパーセンターオークワ
関笠屋店

関市笠屋土地区画整理地内１９街
区　外 オークワ オークワ 2014年7月2日 2015年3月3日 6,779

中部 岐阜県 （仮称）バロー川合店
美濃加茂市川合町二丁目2120番
外 バロー バロー 未定 2014年7月15日 2015年3月16日 2,478

中部 岐阜県 （仮称）ゲンキー烏屋場橋西店 可児市下恵土字古川1930番1　外 ゲンキー ゲンキー 2014年7月18日 2015年3月19日 1,660

中部 岐阜県 （仮称）テラスゲート土岐 土岐市土岐ヶ丘四丁目5番3　外
NEXCO中日本開
発 オークワ オークワ 未定 未定 2014年7月31日 2015年4月1日 7,963

中部 岐阜県
（仮称）多治見光ヶ丘複合商業施
設 多治見市光ヶ丘二丁目16番　外 ｵﾘｯｸｽ不動産 オーマツ 中部薬品 アルペン 2014年11月27日 2015年7月28日 2,772

中部 岐阜県
（仮称）ザ・ビッグエクストラ岐阜
山県店 山県市大字高木字戸羽1355　外 ｲｵﾝﾋﾞｯｸﾞ イオンリテール 2014年11月28日 2015年7月29日 7,142

中部 岐阜県 クスリのアオキ山県高富店
山県市大字高富字米野3250番2
外 クスリのアオキ クスリのアオキ 2014年12月3日 2015年7月16日 1,400

中部 岐阜県 コストコホールセール羽島倉庫店 羽島市上中町中字前沼66番　外
ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ

ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙｼﾞｬ
ﾊﾟﾝ 2015年1月13日 2015年11月20日 10,130

中部 岐阜県 ホームセンターバロー北方店
北方町高屋西部土地区画整理事業
地20街区7画地　外 バロー バロー 2015年2月5日 2015年9月24日 8,594

中部 三重県 （仮称）ケーズデンキ桑名店 桑名市大山田一丁目７番２ほか１筆 ギガス ギガス 2014年8月22日 2015年4月23日 4,655

中部 三重県 （仮称）ケーズデンキ尾鷲店 尾鷲市桂ヶ丘67番1ほか24筆 ギガス ギガス
サークルＫサンク
ス 2014年12月18日 2015年8月19日 2,281

中部 三重県 スーパーセンタートライアル津店 津市藤方字西大田571番1ほか
トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 未定 2015年1月15日 2015年9月16日 8,348

中部 富山県 （仮称）高岡蓮花寺モール 高岡市蓮花寺207番１　ほか 広和 北信越ジョーシン 中部薬品 あさひ 2014年4月16日 2014年11月20日 3,766

中部 富山県
(仮称）ＪＲ富山駅新幹線高架下
ショッピングセンター 富山市明輪町75番１　ほか

富山ターミナルビ
ル 未定 2014年4月22日 2015年3月1日 1,945

中部 富山県 コメリパワー砺波店
砺波市中神土地区画整理事業地内
30街区 コメリ コメリ 2014年4月30日 2014年11月1日 9,339

中部 富山県
カーマホームセンター富山大広田
店 富山市中田二丁目１番11　ほか カーマ カーマ 2014年7月3日 2015年3月1日 4,988

中部 富山県 文苑堂TSUTAYA豊田店
富山市豊田町二丁目字前田割93－
4　ほか６筆 文苑堂書店 文苑堂書店 未定 2014年7月15日 2015年3月15日 4,679 ×

中部 富山県 （仮称）ケースデンキ射水店 射水市本開発字前田701番１　ほか サンプラザ 北越ケーズ 2014年8月5日 2015年2月20日 2,996 ×

中部 富山県 ゴルフ５高岡泉店 高岡市泉町１－10 菱富食品工業 アルペン 2014年8月6日 2015年3月20日 1,099

中部 富山県 大阪屋ショップ城川原店
富山市城川原三丁目253番　ほか
14筆 アイエヌエル 大阪屋ショップ 2014年8月12日 2015年4月1日 1,842

中部 富山県
（仮称）魚津市江口・吉島地区商
業施設

魚津市江口字東城1842番１　ほか
38筆 アイエヌエル 北信越ジョーシン

セブン―イレブ
ン・ジャパン 2014年8月19日 2015年3月15日 2,930





中部 富山県
（仮称）三井アウトレットパーク北
陸小矢部 小矢部市西中野字鷲場１－１　ほか 三井不動産 未定 2014年8月29日 2015年7月1日 22,700

中部 富山県 （仮称）サンコー木津店 高岡市木津810番地１　ほか17筆 三幸 三幸 未定 2014年8月29日 2015年3月15日 2,050

中部 富山県 じゅん砺波店
砺波市豊町一丁目354番　ほか23
筆 じゅん じゅん 2014年10月27日 2015年5月1日 1,768

中部 富山県 （仮称）イオンモール砺波
砺波市中神土地区画整理事業地内
31街区31－1　ほか20筆 イオンモール イオンリテール 未定 2014年10月31日 2015年6月30日 25,777

中部 富山県 （仮称）Ｖ・drug砺波中神店
砺波市中神土地区画整理事業地内
11街区

日本都市開発研
究所 中部薬品 未定 2014年11月17日 2015年5月18日 1,140

中部 富山県 文苑堂TSUTAYA豊田店
富山市豊田町二丁目字前田割93－
4　ほか７筆 文苑堂書店 文苑堂書店 2014年12月26日 2015年9月1日 4,580

中部 富山県
（仮称）コストコホールセール射水
倉庫店

射水市上野（小杉インターパーク事
業）地内

ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ

ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙｼﾞｬ
ﾊﾟﾝ 2015年2月4日 2015年8月20日 10,099

中部 富山県 （仮称）クスリのアオキ伏木店
高岡市伏木１丁目256番１の一部
ほか１筆 クスリのアオキ クスリのアオキ 2015年2月19日 2015年9月20日 1,395

中部 富山県 （仮称）ジョーシン射水店 射水市本開発字前田701番　ほか サンプラザ 北信越ジョーシン 2015年3月27日 2015年10月23日 2,892

中部 石川県 大阪屋ショップ大徳店 金沢市松村町ヌ75番ほか８筆 大阪屋ショップ 大阪屋ショップ フラワーズ・デポ 2014年4月18日 2014年12月19日 2,400

中部 石川県 バロー松任東店
白山市番匠町43番地ほか28筆
野々市市郷町198番地ほか2筆 バロー バロー 未定 2014年5月8日 2015年1月9日 4,000

中部 石川県 ゲンキー押野北店 野々市市押野六丁目17番外15筆 ゲンキー ゲンキー 2014年6月26日 2015年2月27日 1,281

中部 石川県 クスリのアオキ御経塚あやめ店
野々市市御経塚３丁目130番外11
筆 クスリのアオキ クスリのアオキ 2014年6月27日 2015年3月1日 1,256

中部 石川県
アルビス羽咋宝達志水店、１００
満ボルト羽咋宝達志水店 宝達志水町ニロへ２番地１外18筆 アルビス アルビス サンキュー 2014年7月25日 2015年4月1日 3,759

中部 石川県 （仮称）アクロスプラザ金沢
金沢市副都心北部大河端土地区画
整理事業施行地区内７街区

大和情報サービ
ス ジーユー 未定 2014年8月14日 2015年4月17日 2,454

中部 石川県 アルプラフーズマーケット大河端
金沢市副都心北部大河端土地区画
整理事業地内８街区１番ほか14筆 平和堂 平和堂 2014年8月20日 2015年4月21日 3,470

中部 石川県 ラスパ白山Ａ棟 白山市倉光５丁目14番ほか41筆 ユニー ユニー 未定 2014年8月21日 2015年4月22日 7,107

中部 石川県 Ａコープ今江店 小松市今江町１－305 ジャコム石川 ジャコム石川 クスリのアオキ 2014年8月28日 2015年4月29日 1,950

中部 石川県 コープおおぬか 金沢市大額２丁目50番外28筆 コープいしかわ コープいしかわ 2014年9月10日 2015年5月11日 1,496

中部 石川県 （仮称）片町Ａ地区再開発新ビル 金沢市片町２丁目２番５号
片町Ａ地区市街
地再開発組合 未定 2014年12月25日 2015年9月18日 7,136

中部 石川県 （仮称）ジョーシン西金沢店 金沢市米泉町10丁目１－６ 北信越ジョーシン 北信越ジョーシン 2015年1月14日 2015年9月15日 2,560

中部 石川県 アルビス西南部店 金沢市八日市出町840番ほか18筆 アルビス アルビス 2015年1月19日 2015年9月20日 1,800

中部 石川県
（仮称）コストコホールセール野々
市倉庫店

野々市市柳町土地区画整理事業施
行地区１街区１、２－１、２－２番

ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ

ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙｼﾞｬ
ﾊﾟﾝ 2015年2月5日 2015年8月20日 10,063

中部 名古屋市 イオンタウン熱田千年
名古屋市熱田区千年一丁目1701番
地 イオンタウン

マックスバリュ中
部 ○ 2014年5月9日 2015年1月10日 5,358

中部 名古屋市 カインズホーム名古屋当知店
名古屋市港区当知一丁目601番地1
ほか1筆 カインズ カインズ 2014年7月30日 2015年3月31日 7,469

中部 名古屋市 グローバルゲート
名古屋市中村区平池町4丁目60番
13　ほか4筆

ささしまライブ24
特定目的会社 未定 未定 2014年8月11日 2017年4月1日 8,100

中部 名古屋市 S3プロジェクト
名古屋市中区栄三丁目818番　ほ
か9筆 平和不動産 丸善書店 2014年9月5日 2015年5月6日 2,755





中部 名古屋市 JPタワー名古屋
名古屋市中村区名駅一丁目1004番
地　ほか18筆

日本郵便
名工建設 未定 未定 2014年12月9日 2015年12月1日 1,546

中部 名古屋市 ファニチャードーム本店 名古屋市港区金城ふ頭二丁目7番 安井家具 安井家具 2014年12月18日 2015年8月19日 17,204

中部 名古屋市 テックランド名古屋港区店
名古屋市港区茶屋新田土地区画整
理地内68街区 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2015年2月4日 2015年10月5日 4,970

近畿 福井県 クスリのアオキ大野店 大野市月美町１００２番地　外３筆 クスリのアオキ クスリのアオキ 2014年6月24日 2015年2月25日 1,254

近畿 福井県 （仮称）ケーズデンキ小浜店 小浜市駅前町２１号４反５番２　外
関西ケーズデン
キ ケーズデンキ 未定 2014年10月10日 2015年6月1日 3,639

近畿 福井県 かじ惣リブレ店 大野市月美町４番８号
かじ惣仏壇製作
所

かじ惣仏壇製作
所 2014年11月14日 2015年5月31日 1,422

近畿 福井県 （仮称）バロー春江中央店
春江随応寺東部土地区画整理事業
地内８街区１番　外２４筆 バロー バロー 未定２件 2015年3月23日 2015年11月15日 3,624

近畿 滋賀県 イオンタウン湖南
湖南市岩根字徳行4509番１　外67
筆 イオンタウン イオンビッグ エディオン ナフコ等 2014年4月4日 2014年12月5日 20,121

近畿 滋賀県 （仮称）バロー南彦根店
彦根市野瀬町字八ノ坪166番　外７
筆 バロー バロー 2014年4月9日 2014年11月6日 1,792

近畿 滋賀県 （仮称）平和堂新長浜店
長浜市北船町字殿町110番　他15
筆 平和堂 平和堂 2014年4月14日 2014年12月1日 2,937

近畿 滋賀県 (仮称)ラ・ムー大津雄琴店 大津市雄琴四丁目448　他 大黒天物産 大黒天物産 その他未定 2014年7月4日 2015年3月5日 3,926

近畿 滋賀県 （仮称）栗東計画 栗東市安養寺八丁目502番１　他
マックスバリュ中
部 ツルハ その他未定 2014年7月15日 2015年3月16日 1,909

近畿 滋賀県
（仮称）ホームプラザナフコ米原
間田店 米原市間田字次助634番　外 ナフコ 2015年2月10日 2015年10月10日 2,645

近畿 滋賀県 バロー守山小島店
守山市小島町字ヒタチカキト1371番
１　外７筆 バロー 2015年2月27日 2015年10月22日 2,238

近畿 滋賀県 コープもりやま店 守山市勝部三丁目15
生活協同組合
コープしが

生活協同組合
コープしが 2015年3月26日 2015年11月19日 2,185

近畿 京都府 （仮称）ドラッグコスモス松花堂店 八幡市盛戸９０番他 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年4月17日 2014年12月19日 1,986

近畿 京都府 （仮称）フレンドマート宇治菟道店 宇治市菟道荒槙1番地 平和堂 平和堂 2014年5月30日 2015年1月31日 1,428

近畿 京都府 ドラッグユタカ園部店 南丹市園部町上木崎四辻12-1外
ユタカファーマ
シー ドラッグユタカ 未定 未定 2014年7月4日 2015年2月15日 1,474

近畿 京都府 京丹波　味夢の里 京丹波町曽根深シノ65番地１ 京丹波町 サンダイコー 2014年7月30日 2015年3月31日 1,303

近畿 京都府 アルペン舞鶴店 舞鶴市下福井小字座尾６５３外 オリックス不動産 アルペン 2014年8月18日 2015年4月19日 3,056

近畿 京都府
（仮称）ホームプラザナフコ京丹
後店 京丹後市峰山町新町２４３９－２外 ナフコ ナフコ 2014年11月28日 2015年7月29日 4,000

近畿 京都府 ビエラタウンけいはんな 精華町光台一丁目4番１ほか
ジェイアール西日
本不動産開発 大黒天物産 サンドラッグ 大創産業 2015年1月5日 2015年9月6日 3,916

近畿 大阪府
(仮称）よみうり文化センター（千
里中央）再整備事業 豊中市新千里東町1丁目1番3

読売新聞大阪本
社 1 イオンモール 未定 2014年4月22日 2015年6月1日 9,320

近畿 大阪府 （仮称）マックスバリュ大東寺川店 大東市寺川三丁目133番１ほか 伊藤忠商事 山陽マルナカ 2014年5月29日 2015年1月30日 1,677

近畿 大阪府 （仮称）テックランド東大阪２号店 東大阪市新家三丁目339番１ほか
フリーマーケット
社 ヤマダ電機 2014年8月5日 2015年4月6日 3,182

近畿 大阪府 （仮称）コープ岸和田カンカン 岸和田市北町31番ほか
大阪いずみ市民
生活協同組合

大阪いずみ市民
生活協同組合 2014年8月8日 2015年4月9日 5,252

近畿 大阪府 （仮称）ドン・キホーテ豊中店 豊中市勝部一丁目９０番１５ 外 NOB　JAPAN ドン・キホーテ 2014年9月4日 2015年5月5日 2,208





近畿 大阪府 ドン・キホーテ箕面牧落店 箕面市牧落四丁目244番　外
ドンキホーテホー
ルディングス

ドン・キホーテ
ホールディングス 2014年9月10日 2015年5月11日 3,530

近畿 大阪府 イオンモール四條畷 四條畷市砂四丁目542番１ほか イオンモール イオンリテール 130程度 2014年11月12日 2015年9月1日 46,680

近畿 大阪府
（仮称）エキスポランド跡地複合施
設開発事業 吹田市千里万博公園23番17ほか 三井不動産 未定 2014年12月16日 2015年10月1日 61,000

近畿 大阪府 （仮称）エディオン箕面船場店 箕面市船場東三丁目２番４他 エディオン エディオン 阪食 2014年12月26日 2015年10月1日 4,795

近畿 大阪府 ドラッグコスモス稲葉店 東大阪市稲葉三丁目241番１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2015年2月20日 2015年10月21日 1,273

近畿 大阪府
（仮称）ロイヤルホームセンター豊
中　本館

豊中市服部寿町五丁目92番1、92
番3

ロイヤルホーム
センター

ロイヤルホームセ
ンター 2015年2月27日 2015年10月28日 5,281

近畿 大阪府
（仮称）ロイヤルホームセンター豊
中　資材館 豊中市服部西町五丁目110番

ロイヤルホーム
センター

ロイヤルホームセ
ンター 2015年2月27日 2015年10月28日 1,733

近畿 大阪府 ドラッグコスモス我孫子店 泉大津市我孫子111番ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2015年3月2日 2015年11月3日 1,541

近畿 大阪府 （仮称）じゃんぼスクエア熊取 熊取町紺屋一丁目５４番２ほか 賛栄商事 万代 未定 2015年3月3日 2015年11月4日 5,721

近畿 大阪府 （仮称）ジョーシン八尾楽音寺店 八尾市楽音寺一丁目95　ほか 上新電機 上新電機 2015年3月27日 2015年11月28日 2,493

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス上郡店 上郡町竹万字大開キ2278ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2014年5月19日 2015年1月20日 1,698

近畿 兵庫県 ゴダイドラッグ龍野北店 たつの市龍野町島田571―１ ゴダイ ゴダイ 2014年5月27日 2015年1月28日 1,252

近畿 兵庫県 （仮称）お宝市番館姫路店 姫路市花田町一本松87番１ 自然帰依教 イーグル 2014年6月6日 2015年2月7日 2,813

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス篠山東吹店
篠山市東吹字東中道ノ坪1121番ほ
か コスモス薬品 コスモス薬品 2014年6月17日 2015年2月18日 1,653

近畿 兵庫県 ホームプラザナフコ山崎店
宍粟市山崎町御名字井田89番地１
ほか ナフコ ナフコ 2014年6月27日 2015年2月28日 3,311

近畿 兵庫県 ハローズ上手野店
姫路市上手野字又十郎新開309番
１ほか ハローズ ハローズ 4 2014年7月2日 2015年3月3日 4,547

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス南あわじ店
南あわじ市賀集八幡字鯛ノ内173ほ
か コスモス薬品 コスモス薬品 2014年7月11日 2015年3月12日 1,684

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス福崎店 福崎町南田原字中島762-1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2014年7月29日 2015年3月29日 1,628

近畿 兵庫県 二見ファッションモール
明石市二見町西二見駅前４丁目17
番 しまむら しまむら 2014年7月30日 2014年12月17日 2,225

近畿 兵庫県 （仮称）アルカドラッグ姫路手柄店 姫路市手柄字竹ノ前158番１ほか
NTTアセット・プラ
ンニング ナガタ薬品 2014年8月15日 2015年4月16日 1,400

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス丹波柏原店
丹波市柏原町柏原字六反田2914ほ
か コスモス薬品 コスモス薬品 2014年8月22日 2015年4月23日 1,704

近畿 兵庫県 ゴダイドラッグ八鹿店 養父市八鹿町下網場字中野367-1 ゴダイ ゴダイ 2014年9月5日 2015年4月6日 1,114

近畿 兵庫県 阪急オアシス伊丹店 伊丹市西台三丁目534番１ほか
NTTアセット・プラ
ンニング 阪食 2014年9月25日 2015年5月26日 1,612

近畿 兵庫県 ゴダイドラッグ浜坂店 新温泉町戸田464-1 ゴダイ ゴダイ 2014年10月20日 2015年6月21日 1,221

近畿 兵庫県 ゴダイドラッグ町田店 姫路市町田４－１ ゴダイ ゴダイ 2014年10月31日 2015年7月1日 1,277

近畿 兵庫県 アルカスーパードラッグ土山店 播磨町北野添2-6-31 ナガタ薬品 ナガタ薬品 2014年11月17日 2015年5月1日 1,259

近畿 兵庫県 ハローズ高砂店
高砂市米田町米田新字薮下14番ほ
か ハローズ ハローズ 2014年12月9日 2015年8月10日 2,156





近畿 兵庫県
〔仮称）姫路キャスティ21コアゾー
ンBブロック商業ビル 姫路市駅前町字清水町64番地４ 山陽企業 未定 2014年12月17日 2015年7月11日 6,875

近畿 兵庫県
（仮称）JA兵庫南天満六次産業
化施設

稲美町六分一字大池1179番224ほ
か

兵庫南農業協同
組合

兵庫南農業協同
組合 2014年12月22日 2015年11月14日 1,006

近畿 兵庫県 （仮称）太子町東保商業施設 太子町東保319ほか タマホーム ユニクロ ABCマート 2014年12月24日 2015年10月16日 1,995

近畿 兵庫県 ミリオンタウン明石硯町 明石市硯町３丁目455-１ほか 万代 万代 3 2015年2月5日 2015年10月6日 3,040

近畿 兵庫県
（仮称）アルカモール尼崎猪名寺
店 尼崎市猪名寺三丁目111番６ ナガタ薬品 ナガタ薬品 2015年3月18日 2015年10月1日 1,192

近畿 兵庫県 （仮称）ニトリ宝塚店 宝塚市武庫川町104番ほか ニトリ ニトリ 1 2015年3月27日 2015年11月28日 6,893

近畿 兵庫県 万代塚口店
尼崎市上坂部１丁目36番１の一部
ほか 万代 万代 2015年3月31日 2015年12月1日 2,999

近畿 奈良県 （仮称）桜井ショッピングセンター 桜井市大字東新堂４８５－１番地外 大黒天物産 大黒天物産 2 2014年5月14日 2015年1月15日 2,176

近畿 奈良県
（仮称）ザ・ビッグエクストラ平群
店 平群町下垣内３６番１　他８６筆 イオンビッグ イオンビッグ 2014年6月27日 2015年4月1日 7,893

近畿 奈良県 （仮称）ドラッグコスモス壱分店 生駒市壱分町８０－４　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年7月9日 2015年3月10日 1,842

近畿 奈良県 （仮称）ドン・キホーテ香芝店 香芝市上中１５５番地１他４筆 ＮＯＢ　ＪＡＰＡＮ ドン・キホーテ 2014年8月28日 2015年4月29日 2,053

近畿 奈良県
（仮称）ドン・キホーテ奈良桜井大
福店 桜井市大字大福１０５９　他２６筆

ドンキホーテホー
ルディングス ドン・キホーテ 2014年9月26日 2015年5月27日 3,327

近畿 奈良県
スーパーセンタートライアル東九
条店 奈良市東九条町１６７－１　他１３筆

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2014年10月2日 2015年6月3日 2,100

近畿 奈良県 （仮称）ドラッグコスモス田原本店 田原本町大字十六面１８－１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年10月29日 2015年6月30日 1,973

近畿 奈良県 （仮称）ドラッグコスモス南花内店 葛城市南花内９９　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年11月5日 2015年7月6日 1,789

近畿 和歌山県
（仮称）ツルハドラッグ和歌山木ノ
本店 和歌山市木ノ本261番地の8　外 紀洋 ツルハ 2014年5月15日 2015年1月16日 1,299

近畿 和歌山県
（仮称）ホームセンターコーナン和
歌山西浜店

和歌山市西浜字中新堤内ノ坪900
番2外 コーナン 大黒天物産 コーナン 大黒天物産 2014年11月25日 2015年7月26日 6,114

近畿 和歌山県 （仮称）松源橋本林間店 橋本市三石台一丁目2番3外6筆 松源 松源 2015年2月4日 2015年10月5日 2,700

近畿 和歌山県
（仮称）スーパーエバグリーン御
坊店 御坊市湯川町財部50番地外

エバグリーン廣
甚 エバグリーン廣甚 2015年3月18日 2015年11月19日 2,782

近畿 大阪市 （仮称）阪急オアシス神崎川店
大阪市淀川区三津屋北１丁目32番
地 阪食 阪食 2014年4月2日 2014年12月2日 1,523

近畿 大阪市 （仮称）ライフ清水谷店 大阪市天王寺区清水谷町15-8外
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2014年4月30日 2015年1月5日 1,985

近畿 大阪市
（仮称）フェスティバルゲート跡地
開発計画

大阪市浪速区恵美須３丁目2－31
外 マルハン 未定 2014年5月30日 2015年1月31日 5,293

近畿 大阪市 （仮称）道頓堀法善寺ビル 大阪市中央区道頓堀１丁目８－26 原田商事 ツルハ 未定 2014年6月30日 2015年3月1日 1,630

近畿 大阪市
（仮称）ライフ東淡路店、（仮称）エ
ディオン東淡路店

大阪市東淀川区東淡路５丁目16番
１の一部、16番３

ライフコーポレー
ション エディオン

ライフコーポレー
ション エディオン 2014年7月30日 2015年3月31日 5,712

近畿 大阪市 （仮称）京橋蒲生店舗 大阪市城東区蒲生２丁目１番15 光洋 光洋 2 2014年9月25日 2015年3月20日 2,380

近畿 大阪市 （仮称）ライフ高殿店 大阪市旭区高殿５丁目６番３
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2014年10月8日 2015年7月1日 2,684

近畿 大阪市 （仮称）ライフ阿波座駅前店 大阪市西区西本町３丁目41他
ライフコーポレー
ション

ライフコーポレー
ション 2015年2月26日 2015年10月27日 2,089





近畿 大阪市 （仮称）福駅前商業施設 大阪市西淀川区福町３丁目20番１ 日本化学工業 イズミヤ 2015年3月16日 2015年11月17日 7,900

近畿 神戸市 (仮称)Ｇ-７モール上津台 神戸市北区上津台9丁目1番7号
Ｇ-７ホールディン
グス ヤマダ電機 未定7 2014年7月31日 2015年4月1日 7,097

近畿 神戸市 スーパーマルハチ箕谷店
神戸市北区山田町下谷上字皆森
　　　　　　　　　6-1の一部　他 マルハチ マルハチ 2014年12月12日 2015年8月13日 1,822

近畿 堺市
(仮称)ドラッグコスモス美原平尾
店 堺市美原区平尾381-1他 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年9月5日 2015年5月6日 1,531

近畿 堺市 (仮称)イオンモール堺鉄砲町 堺市堺区鉄砲町1番1の一部他 イオンモール イオンリテール 未定 2014年10月31日 2016年3月1日 38,000

近畿 堺市 (仮称)ドラッグコスモス七道東店 堺市堺区七道東町182-1他 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年11月28日 2015年7月29日 1,556

中国 鳥取県 （仮称）ドラッグコスモス伯耆町店 伯耆町大殿７０３番地外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年5月9日 2015年1月10日 1,681

中国 鳥取県 （仮称）テックランドNew米子店 米子市日ノ出町一丁目２３３番外
ジェイアール西日
本不動産開発 ヤマダ電機 2014年5月28日 2015年1月29日 4,667

中国 鳥取県 ゴダイドラッグ鳥取店 鳥取市安長259番地１ ゴダイ ゴダイドラッグ 2014年6月18日 2015年2月19日 1,199 ×

中国 鳥取県 （仮称）マルイ上井店 倉吉市伊木254-1 サンインマルイ 1 サンインマルイ 1 2014年7月10日 2015年2月10日 1,884

中国 鳥取県 ゴダイドラッグ鳥取店 鳥取市安長259番地１ ゴダイ ゴダイドラッグ 2014年7月24日 2015年3月25日 1,199

中国 鳥取県 （仮称）ドラッグコスモス千代水店 鳥取市千代水四丁目73番外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年9月25日 2015年5月26日 2,014

中国 鳥取県 （仮称）ナフコ南部町店 米子市日ノ出町1丁目233外 ナフコ ナフコ 2015年3月10日 2015年11月11日 3,050

中国 鳥取県 （仮称）ドラッグコスモス皆生店 米子市新開一丁目1395-1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年3月19日 2015年11月20日 1,861

中国 島根県
（仮称）ドラッグストア
ウェルネス隠岐の島店 隠岐の島町下西７９１番２外 竹田組 ウェルネス湖北 2014年4月9日 2014年12月10日 1,286

中国 島根県
（仮称）ドラッグコスモス大津新崎
店 出雲市大津新崎町五丁目５番外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年7月4日 2015年3月5日 2,013

中国 島根県 （仮称）テックランドＮｅｗ出雲店 出雲市大塚町７３２番３外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2014年9月3日 2015年5月4日 4,093

中国 島根県 （仮称）ドラッグコスモス安来店 安来市安来町７５２番地１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年10月20日 2015年6月21日 1,460

中国 島根県
（仮称）ホームセンタージュンテン
ドー大庭店

松江市大庭町宇竜谷土地区画整理
事業地内保留地4‐1街区6画地外 ジュンテンドー ジュンテンドー 2014年11月10日 2015年7月1日 4,078

中国 島根県 （仮称）ドラッグコスモス西川津店 松江市西川津町4096番地 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年11月11日 2015年7月12日 1,275

中国 島根県
（仮称）ドラッグコスモス安来赤江
店

安来市赤江町字東川原広１０３３番
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年12月8日 2015年8月9日 1,657

中国 島根県

（仮称） り 庭店
大庭店・店舗Ａ・ドラッグストアウェ
ルネス大庭店

松江市大庭町宇竜谷土地区画整理
事業３街区 ヤマダヤ 3 ヤマダヤ しまむら 2 2015年1月23日 2015年9月23日 4,219

中国 島根県 ウェルネス中野店 出雲市中野町２６４番２外３筆 ＮＴＴファイナンス ウェルネス湖北 2015年1月30日 2015年9月30日 1,183

中国 島根県 出雲ファッションモール店 出雲市渡橋町５９３番 しまむら しまむら 2015年2月27日 2015年10月27日 1,360

中国 岡山県 ゴダイドラッグ周匝店 赤磐市周匝711番1 ゴダイ ゴダイ 2014年6月5日 2015年2月5日 1,271

中国 岡山県 ホームプラザナフコ備前店 備前市穂浪2542番3 ナフコ ナフコ 2014年7月23日 2015年3月23日 3,639

中国 岡山県 （仮称）ひまわり中畝店 倉敷市中畝九丁目300番1外 ププレひまわり ププレひまわり セリア 2014年7月14日 2015年3月15日 1,612





中国 岡山県 ザグザグ中庄店 倉敷市中庄字西中郷6番1 ザグザグ ザグザグ 2014年8月28日 2015年4月29日 1,188

中国 岡山県 ゴダイドラッグ美作江見店 美作市川北字四反田159-1　ほか ゴダイ ゴダイ 2014年9月11日 2015年5月12日 1,330

中国 岡山県 （仮称）新鮮市場きむら玉島店 倉敷市玉島一丁目１４９４番１ほか きむら きむら 2014年11月21日 2015年7月22日 1,340

中国 岡山県
（仮称）コメリ奈義ショッピングセン
ター 奈義町滝本字甚田４７４番１ほか コメリ 大黒天物産 コメリ 大黒天物産 2014年12月22日 2015年8月23日 1,512

中国 岡山県 （仮称）ドラッグコスモス院庄店 津山市院庄字柳ヶ坪958-1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2015年1月13日 2015年9月14日 1,662

中国 岡山県 （仮称）ドラッグコスモス落合店 真庭市開田字東沢328番2ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2015年2月5日 2015年10月6日 1,867

中国 岡山県 （仮称）山陽マルナカ津山川崎店 津山市川崎字宗堂131番1ほか 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2015年2月24日 2015年10月24日 2,850

中国 広島県 エブリイ伊勢丘店 福山市伊勢丘五丁目１番１ほか エブリイ エブリイ 濱岡酒店 千葉生花店 2014年4月25日 2014年12月26日 1,171

中国 広島県 ディオ呉清水店 呉市清水一丁目１４番の一部 大黒天物産 大黒天物産 2014年4月15日 2014年10月15日 1,302

中国 広島県 ショージ高屋駅前店 東広島市高屋町杵原1317番地1外 西條商事 西條商事 2014年6月13日 2015年2月14日 1,257

中国 広島県 （仮称）エブリイ御薗宇店
東広島市西条町御薗宇字滝原
2818-1外 エブリイ エブリイ ハーティウｫンツ 2 2014年6月26日 2015年2月27日 2,691

中国 広島県 （仮称）ザグザグ千代田店
北広島町有田字中頼信1756番地ほ
か ザグザグ ザグザグ 未定 2014年6月20日 2015年2月21日 1,574

中国 広島県 （仮称）ゆめタウン廿日市 廿日市市下平良二丁目1317-5外 イズミ イズミ
その他テナント未
定 2014年7月15日 2015年5月10日 46,000

中国 広島県 (仮称）ダイレックス東尾道店 尾道市東尾道１７番２ ダイレックス ダイレックス 2014年7月30日 2015年3月31日 1,492

中国 広島県 （仮称）ドラッグコスモス宮浦店 三原市宮浦6丁目17番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年8月18日 2015年4月19日 1,288

中国 広島県 みどり町モール 福山市緑町７番４ほか ハローズ ハローズ 2014年12月12日 2015年8月13日 7,804

中国 広島県
（仮称）ドラッグコスモス安芸高田
店

安芸高田市吉田町吉田字左円170-
1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年2月9日 2015年10月10日 1,708

中国 広島県
（仮称）ドラッグコスモス三原本郷
店

三原市本郷町（東本通土地区画整
理内）32街区5　外 コスモス薬品 コスモス薬品 1 2015年2月19日 2015年10月20日 1,702

中国 山口県
（仮称）ドラッグストアモリ小野田
店

山陽小野田市千代町一丁目6414番
4 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2014年4月2日 2014年12月3日 1,452

中国 山口県
（仮称）ドラッグコスモス王喜本町
店 下関市王喜本町四丁目1042-2 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年4月18日 2014年12月19日 1,866

中国 山口県 ホームプラザナフコ周南店 周南市大字久米1503番1 ナフコ ナフコ 2014年6月30日 2015年3月1日 6,691

中国 山口県 エコタウン宇部店 宇部市昭和町四丁目５２５ アービング アービング 2014年7月30日 2015年3月31日 1,612

中国 山口県
（仮称）ドラッグコスモス小野田丸
河内店

山陽小野田市大字丸河内字小野田
若山1032番5 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年8月6日 2015年4月7日 1,699

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス東高泊店 山陽小野田市大字東高泊1408の1 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年9月10日 2015年5月11日 1,768

中国 山口県
（仮称）ドラッグストアモリ宇部東
梶返店 宇部市東梶返三丁目4287番1号 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2014年9月16日 2015年5月17日 1,203

中国 山口県 （仮称）ドラッグストアモリ黒川店 山口市黒川697番 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2014年12月8日 2015年8月9日 1,302

中国 山口県
（仮称）ドラッグストアモリ防府桑
南店 防府市桑南一丁目656番5 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2015年1月29日 2015年9月30日 1,290





中国 山口県 ドラッグストアモリ下松美里店 下松市美里町三丁目1241番1 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2015年2月9日 2015年10月10日 1,390

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス厚南北店 宇部市厚南北一丁目1463番3 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年2月10日 2015年10月11日 1,528

中国 山口県
（仮称）ドラッグストアモリ新下関
店 下関市秋根北町９番１号 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2015年3月10日 2015年11月11日 1,260

中国 広島市
（仮称）広島駅南口Ｂブロック第一
種市街地再開発事業施設建築物 広島市南区松原町100番地

広島 南
ロック市街地再
開発組合 ○12者 ビックカメラ 未定 2014年7月11日 2015年3月12日 7,788

中国 岡山市 くすりのレデイ撫川店 岡山市北区撫川1457番地2
中国ジェイアール
バス レデイ薬局 2014年4月30日 2014年12月31日 1,383

中国 岡山市 （仮称）ニトリ岡山西店 岡山市北区野殿西町323番3外 ニトリ ニトリ 2014年7月30日 2015年3月31日 5,176

中国 岡山市 ケーズデンキ岡山藤田店 岡山市南区藤田字錦560番72外 ビッグ・エス
ビッグ・エス（ケー
ズデンキ） 2014年8月20日 2015年4月21日 5,175

中国 岡山市 ハローズ瀬戸店
岡山市東区瀬戸町瀬戸字七ノ坪
178番 外 ハローズ ハローズ 敷島堂 2014年11月27日 2015年7月1日 1,734

中国 岡山市 （仮称）ラ・ムー平井店 岡山市中区平井六丁目56番1外 オリックス
大黒天物産
（ラ・ムー） 2015年2月6日 2015年7月1日 1,889

四国 徳島県 ドラッグコスモス北田宮店 徳島市北田宮四丁目８３９番外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年5月1日 2015年1月2日 1,542

四国 徳島県 ドラッグコスモス鴨島牛島店
吉野川市鴨島町牛島字中開西2970
番地8外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年6月16日 2015年2月17日 1,543

四国 徳島県 キョーエイ新山城橋店 徳島市南昭和町四丁目92番地79 キョーエイ キョーエイ 2014年9月4日 2015年5月5日 1,362

四国 徳島県 セブン津田店 徳島市津田浜之町１７番１外 セブン セブン 2014年12月24日 2015年8月25日 1,318

四国 徳島県 マルナカ藍住店 藍住町笠木字西野４８番地１外 マルナカ マルナカ 2015年2月24日 2015年10月25日 2,033

四国 徳島県 キョーエイ上中店 阿南市上中町岡３２４番２外 キョーエイ キョーエイ 2015年3月31日 2015年11月30日 1,948

四国 香川県 マルナカ林町店 高松市林町字浴2000番地5外 マルナカ マルナカ 2014年4月25日 2014年12月26日 1,738

四国 香川県 ホームプラザナフコさぬき店 さぬき市寒川町石田東甲781-1 ナフコ ナフコ 2014年6月20日 2015年2月21日 3,399

四国 香川県 ドラッグコスモスさぬき大内店 東かがわ市落合258番外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年7月25日 2015年3月26日 1,666

四国 香川県 ドラッグコスモス高松木太店 高松市木太町1874番地2外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年10月31日 2015年7月1日 1,499

四国 香川県 ドラッグコスモス福家店
高松市国分寺町福家字中福家甲
3195番地1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年12月12日 2015年8月12日 1,738

四国 香川県 新鮮市場きむら東かがわ店 東かがわ市白鳥字城泉244番1外 きむら きむら 2015年3月13日 2015年11月14日 1,662

四国 愛媛県 フジグラン西条Ｂ・Ｃ敷地 西条市新田字新田205番地1 フジ レデイ薬局
メガネの田中
チェーン 2014年7月8日 2015年3月9日 1,551

四国 愛媛県 ダイキ東大洲店 大洲市東大洲1220番6 ダイキ ダイキ 2014年7月11日 2015年3月12日 8,686

四国 愛媛県
（仮称）ドラッグコスモス今治中央
店

今治市北日吉町3丁目甲1131-1
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年9月5日 2015年5月6日 1,369

四国 愛媛県
（仮称）ドラッグコスモス四国中央
店

四国中央市川之江町字下屋敷253-
1 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年9月5日 2015年5月6日 2,027

四国 愛媛県
ユニクロ宇和島店・西松屋宇和島
店・シュープラザ宇和島店 宇和島市祝森甲1672-1　外 ダイワロイヤル ユニクロ 西松屋チェーン チヨダ 2014年9月9日 2015年5月10日 2,272

四国 愛媛県 （仮称）ドラッグコスモス丹原店 西条市丹原町願連寺223-1 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年9月25日 2015年5月26日 1,699





四国 愛媛県 （仮称）ｍａｃ川東店 新居浜市宇高町1丁目445-1　外 大屋 大屋 2014年10月3日 2015年6月4日 1,311

四国 愛媛県 ハローズ中寺店
今治市中寺字宮ノ下965番1　外20
筆 ハローズ ハローズ 2014年11月14日 2015年7月15日 3,313

四国 愛媛県
（仮称）ドラッグコスモス今治石井
店

今治市石井町一丁目228番1、289
番、290番 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年3月12日 2015年11月13日 1,533

四国 愛媛県 （仮称）ケーズデンキ四国中央店 四国中央市川之江町349番1 三菱ＵＦＪリース ビッグ・エス 2015年3月16日 2015年11月17日 4,143

四国 高知県 ダイキ野市店
香南市野市町西野カノ丸１２０５番
地１ ダイキ ダイキ 2014年4月8日 2014年12月9日 4,482

四国 高知県 ドラッグコスモス赤岡店 香南市赤岡町1884番地1 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年5月14日 2015年1月15日 1,848

四国 高知県 ドラッグコスモス北本町店 高知市北本町三丁目303番2 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年6月18日 2015年2月18日 1,470

四国 高知県 （仮称）mac瀬戸店 高知市横浜450番4ほか 大屋 大屋 2014年11月11日 2015年7月12日 1,302

四国 高知県 ドラッグコスモス東雲店 高知市東雲１－１ オリックス コスモス薬品 2015年3月20日 2015年11月21日 1,528

四国 高知県 ダイレックス神田店 高知市神田字八反沢1311番1ほか
大和情報サービ
ス ダイレックス 2015年3月30日 2015年11月28日 1,156

九州 福岡県
（仮称）ミスターマックスSelect福
津店

福津市福間都市 事業福間 東
土地区画整理事業地内１４街区２画
地ほか ミスターマックス ミスターマックス 2014年4月4日 2014年12月5日 2,078

九州 福岡県
（仮称）コメリホームセンター豊前
店 豊前市大字赤熊２３９番ほか コメリ コメリ 2014年4月30日 2014年12月31日 4,774

九州 福岡県 (仮称)ドラッグコスモス勝立店 大牟田市天道町２００番１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2014年7月31日 2015年4月1日 1,367

九州 福岡県 (仮称)ドラッグストアモリ大川店
大川市大字郷原字一町四反５８３番
１ほか ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2014年8月11日 2015年4月12日 1,455

九州 福岡県 (仮称)行橋西泉複合粧業施設 行橋市西泉六丁目２８２７番１ほか ハローデイ しまむら ゲオ
ドン・キホー
テ 2014年8月12日 2015年4月13日 6,368

九州 福岡県 (仮称)ゆめモール筑後 筑後市前津字松葉２番１ほか イズミ イズミ その他6社 2014年8月28日 2015年5月1日 5,767 ×

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス行橋中央
店

行橋市門樋町２５１９－１の一部ほ
か コスモス薬品 コスモス薬品 未定 2014年9月17日 2015年5月18日 1,826

九州 福岡県 （仮称）コメリパワー須恵店
須恵町大字旅石字橋本１７７番１ほ
か コメリ コメリ 2014年9月19日 2015年5月20日 9,313

九州 福岡県
(仮称)ドラッグコスモス芦屋山鹿
店 芦屋町山鹿１０１番１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2014年10月2日 2015年6月3日 1,879

九州 福岡県 (仮称)ドラッグコスモス筑後北店
筑後市大字熊野７６－１、７７－１、
７８－２ コスモス薬品 コスモス薬品 2014年10月2日 2015年6月3日 1,868

九州 福岡県 (仮称)ルミエール苅田店 苅田町大字二崎１１８－２ 三角商事 三角商事 豊島屋 2014年10月7日 2015年6月8日 3,110

九州 福岡県 (仮称)ドラッグコスモス石崎店 筑紫野市石崎一丁目２０６番７ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2014年10月30日 2015年7月1日 1,696

九州 福岡県
(仮称)ドラッグコスモス八女納楚
店 八女市納楚字前田５９４ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2014年12月19日 2015年8月20日 1,699

九州 福岡県
(仮称)コメリホームセンターうきは
店

うきは市吉井町鷹取１６２５番地ほ
か コメリ コメリ 2015年2月20日 2015年10月21日 6,911

九州 福岡県 (仮称)ゆめモール筑後 筑後市前津字松葉２番１ほか イズミ ダイワロイヤル イズミ その他8社 2015年3月20日 2015年11月21日 5,678

九州 福岡県 (仮称)レガネット東郷 宗像市田熊字田辺１１４１番１ 西鉄ストア 西鉄ストア 未定 未定 2015年3月31日 2015年11月30日 2,760

九州 佐賀県
伊万里松島ショッピングセンター
【A区画】 伊万里市松島町641番1　外

嘉穂無線ホール
ディングス ○ 嘉穂無線 ○ 2014年4月11日 2014年12月12日 7,457





九州 佐賀県
伊万里松島ショッピングセンター
【B区画】 伊万里市松島町641番1　外 オリックス不動産 ○ ダイレックス ○ 2014年4月11日 2014年12月12日 2,336

九州 佐賀県 (仮称)鳥栖蔵上複合店舗 鳥栖市蔵上町二丁目１８４番地５筆 SFG ○
ゲオホールディン
グス ○ 2014年5月20日 2015年1月21日 1,130

九州 佐賀県
(仮称)ドラッグコスモス相知鷹取
店

唐津市相知町鷹取１９７７－２他１４
筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年5月30日 2015年1月31日 1,827

九州 佐賀県 (仮称)マックスバリュ南佐賀店 佐賀市南佐賀一丁目224番5
マックスバリュ九
州

マックスバリュ九
州 2014年6月5日 2015年2月6日 1,656

九州 佐賀県 (仮称)ドラッグコスモス井手店 鹿島市大字井手814番1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年7月31日 2015年4月1日 1,537

九州 佐賀県
(仮称)コメリ武雄ショッピングセン
ター

武雄市武雄町大字富岡字六田
12662番1　外 コメリ コメリ ジーユー

オートバック
スセブン 2014年9月12日 2015年5月13日 8,108

九州 佐賀県 (仮称）ドラッグコスモス養父店 鳥栖市養父町字塩塚478番3 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年9月19日 2015年5月20日 1,703

九州 佐賀県 (仮称）なかよし村北波多店
唐津市北波多田中字中牟田924番1
外7筆 エレナ エレナ 2014年10月1日 2015年5月31日 1,769

九州 佐賀県 (仮称)ドラッグコスモス西唐津
唐津市八幡町524-
1,523,522,521,520,507-1 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年10月31日 2015年7月1日 1,881

九州 佐賀県 (仮称)ライフガーデン鳥栖 鳥栖市轟木町1172番1 ダイワロイヤル
九州ケーズデン
キ ダイレックス 2014年11月7日 2015年7月8日 7,284

九州 佐賀県 (仮称)ゆめマート佐賀中央 佐賀市与賀町78　外 イズミ イズミ 未定 2014年11月14日 2015年7月15日 2,680

九州 佐賀県 (仮称)ドラッグコスモス諸富店
佐賀市諸富町大字山領字福田分四
本松四角1132番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年11月27日 2015年7月28日 1,863

九州 佐賀県 ダイレックス江北店
江北町大字佐留志字二本松2070番
外 ダイレックス ダイレックス 2015年2月25日 2015年10月26日 1,617

九州 長崎県
（仮称）ドラッグコスモス大村宮小
路店 大村市宮小路三丁目1031-1他4筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年4月14日 2014年12月15日 1,540

九州 長崎県 （仮称）なかよし村有喜店 諫早市松里町37番1外9筆 中村商事 エレナ 未定 2014年4月17日 2014年11月20日 1,495

九州 長崎県 (仮称）ドラッグコスモス平戸店 平戸市岩の上町229－3　他 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年6月18日 2015年2月19日 1,690

九州 長崎県
スーパーセンタートライアル諫早
店 諫早市長野町1690-1

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2014年6月18日 2015年3月18日 4,281

九州 長崎県 (仮称）諫早小船越複合店舗 諫早市小船越町1070-1　外 おふなこし ジーユー
ゲオホールディン
グス 2014年7月7日 2015年3月8日 1,516

九州 長崎県 （仮称）ＳＤ・Ｇ５・ＭＦ諫早久山店 諫早市久山町2303番1　外 アルペン スポーツデポ ゴルフファイブ ミフト 2014年9月5日 2015年4月30日 4,330

九州 長崎県 まつばや相浦店 佐世保市川下町379番地1　外10筆 松葉屋 松葉屋 かねしめ青果 2014年10月24日 2015年6月25日 1,237

九州 長崎県 まるたか生鮮市場　矢の平店
長崎市矢の平四丁目339番1、343
番5 丸髙商事 丸髙商事 セリア 2014年10月30日 2015年7月1日 1,094

九州 長崎県 (仮称）ドラッグコスモス中里店 佐世保市上本山町869-1外4筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年11月13日 2015年7月14日 1,530

九州 長崎県 (仮称）ドラッグコスモス鹿町店 佐世保市鹿町町土肥ノ浦259番1他 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年11月14日 2015年7月15日 1,700

九州 長崎県
（仮称）ドラッグコスモス雲仙市役
所前店

雲仙市吾妻町牛口名字中榎町
706、707、708 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年11月14日 2015年7月15日 1,702

九州 長崎県 (仮称）ドラッグストアモリ鴨川店 佐々町鴨川免字鴨川165番外 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2014年12月22日 2015年8月23日 1,438

九州 長崎県 ホームプラザナフコ大村北店
大村市富の原二丁目654番2　外14
筆 ナフコ ナフコ 2014年12月26日 2015年8月1日 8,923

九州 長崎県 ダイレックス佐世保店 佐世保市卸本町337番　外 ダイレックス ダイレックス 2015年1月28日 2015年9月29日 1,741





九州 長崎県 まるたか生鮮市場　多良見店 諫早市多良見町囲487 丸髙商事 丸髙商事 セリア 2015年3月31日 2015年12月1日 1,746

九州 熊本県 ドラッグストアモリ鏡店 八代市鏡町下村1157番地1ほか ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2014年5月15日 2014年12月20日 1,653

九州 熊本県 ドラッグコスモス岱明店
玉名市岱明町庄山字中ノ尾７３０番
ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2014年6月30日 2014年12月13日 1,526

九州 熊本県 ドラッグストアモリ松橋店
宇城市松橋町松橋字中原７８３番２
ほか ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 未定 2014年8月22日 2015年2月7日 1,599

九州 熊本県 ドラッグコスモス本渡南店 天草市亀場町食場９５２番２ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2014年9月2日 2015年3月2日 1,706

九州 熊本県 ドラッグコスモス宇土駅店 宇土市城之浦町字大坪８０番ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2014年9月30日 2015年5月31日 1,909

九州 熊本県 ドラッグコスモス田中町店
八代市古閑中町字舟免９４０番１ほ
か コスモス薬品 コスモス薬品 2014年10月20日 2015年6月21日 1,762

九州 熊本県 コメリホームセンター山鹿店 山鹿市山鹿字永田８４０番１ほか コメリ コメリ 2014年10月24日 2015年6月25日 6,463

九州 熊本県
（仮称）スーパー･キッド八代古閑
中町店 八代市古閑中町１２１０ほか

九州リースサー
ビス アレス 2014年12月8日 2015年7月18日 1,589

九州 熊本県 ドラッグコスモス荒尾川登店 荒尾市川登字新屋敷１９２３番ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2014年12月18日 2015年8月19日 1,199

九州 熊本県 ドラッグコスモス原万田店
荒尾市原万田字御馬給６６２番地１
０ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2015年1月28日 2015年9月29日 1,868

九州 熊本県 ドラッグコスモス菊池西寺店
菊池市西寺字上西屋敷１４６０番１
ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2015年2月16日 2015年10月17日 1,661

九州 熊本県 （仮称）ドラッグコスモス松橋店
宇城市松橋町曲野片林１１６番１ほ
か コスモス薬品 コスモス薬品 2015年2月25日 2015年10月26日 1,880

九州 熊本県 ドラッグコスモス大矢野店
上天草市大矢野町上字松原向１４９
８番４ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2015年2月27日 2015年10月28日 1,703

九州 熊本県 ダイレックス八代鏡店
八代市鏡町下村字南開１４７４番１
ほか ダイワロイヤル ダイレックス 2015年3月20日 2015年11月21日 1,705

九州 大分県
（仮称）ドラッグコスモスやまなみ
店

別府市大字北石垣字古寺１４４４番
１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年4月4日 2014年12月5日 1,651

九州 大分県
（仮称）ドラッグコスモス臼杵江無
田店

臼杵市大字江無田字後田1479番３
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年6月2日 2015年2月3日 1,691

九州 大分県 （仮称）ドラッグコスモス南荘園店
別府市大字別府字野口原3088番２
３　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年6月6日 2015年2月7日 1,698

九州 大分県 （仮称）中津田尻複合店舗 中津市大字田尻１１８６番１ コスモス薬品
H.Iコーポレーショ
ン コスモス薬品 大創産業 2014年6月26日 2015年2月27日 2,617

九州 大分県 （仮称）ドラッグコスモス戸次店
大分市大字中戸次字寺ノ内５１１１
番１　外 コスモス薬品 天心堂 コスモス薬品 未定 2014年7月29日 2015年3月30日 2,355

九州 大分県
（仮称）ドラッグコスモス下郡バイ
パス店 大分市片島３７０番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年8月1日 2015年4月2日 1,635

九州 大分県 新鮮市場友田店・ユニクロ日田店
日田市大字友田字森ノ木８０２番１
外 オーケー ダイワロイヤル オーケー ユニクロ 2014年8月15日 2015年4月16日 1,674 ×

九州 大分県 （仮称）フレスポ日出 日出町字佐尾３２４４番１　外１ 大和リース
トキハインダスト
リー

マツモトキヨシ九
州販売 2014年8月15日 2015年4月16日 3,405

九州 大分県 ＨＩヒロセ明野店 大分市猪野１６１７－１
ルーブメントひろ
せ

ホームインプルー
ブメントひろせ 2014年9月2日 2015年5月3日 5,900

九州 大分県 （仮称）ドラッグコスモス城原店 大分市大字城原１８１９－１ コスモス薬品 コスモス薬品 2014年9月24日 2015年5月25日 1,492

九州 大分県 （仮称）ドラッグストアモリ杵築店
杵築市大字杵築字北浜６６５－４９
外 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2014年12月2日 2015年8月3日 1,444

九州 大分県
（仮称）ドラッグコスモス佐伯常盤
東町店 佐伯市常盤東町10193－１ コスモス薬品 コスモス薬品 2014年12月2日 2015年8月3日 1,695





九州 大分県 （仮称）カリーノ日田 日田市三本松二丁目７番　外 アスト ダイレックス 大創産業 2014年12月12日 2015年8月13日 2,439

九州 大分県 （仮称）ドラッグストアモリ別府店 別府市大字鶴見字荒巻2608－１外 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2014年12月17日 2015年8月18日 1,293

九州 大分県
（仮称）ドラッグコスモス王子港町
店 大分市王子港町１－１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年12月19日 2015年8月20日 1,536

九州 大分県 （仮称）フレスポ豊後大野
豊後大野市三重町赤嶺字御手水１
８０９番　外 コメリ コメリ 2015年1月7日 2015年9月8日 6,459

九州 大分県
（仮称）ドラッグコスモス日田若宮
店 日田市大字竹田字高畑418番3　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年1月16日 2015年9月17日 1,643

九州 大分県 （仮称）ダイレックス中津中殿店 中津市中殿町三丁目２番１　外 ダイレックス ダイレックス 2015年1月22日 2015年9月23日 1,624

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス加納店 宮崎市清武町加納１丁目１５番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年4月28日 2014年12月29日 1,511

九州 宮崎県
（仮称）マックスバリュ宮崎橘通西
店

宮崎市橘通西四丁目４番１３号　外
１５筆

マックスバリュ九
州

マックスバリュ九
州 2014年5月9日 2015年1月10日 1,339

九州 宮崎県
ファッションセンターしまむら吉村
店

宮崎市吉村町東部第二土地区画整
理事業地内（１画地及び２画地） しまむら しまむら 2014年5月20日 2015年1月21日 1,167

九州 宮崎県 （仮称）ドン・キホーテ都城店 都城市上川東４丁目５９４８－１
日本アセットマー
ケティング ドン・キホーテ 2014年7月15日 2015年3月16日 2,867

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス高鍋店
高鍋町大字北高鍋字権現前2100－
218　外４筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年8月21日 2015年4月22日 1,680

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグストアモリ蓑原店 都城市蓑原町8519番１　外 大和リース ドラッグストアモリ 2014年10月6日 2015年6月7日 1,440

九州 宮崎県 鮮ど市場南宮崎店 宮崎市大淀三丁目220番地１
ショッピングセン
ター坂元

ショッピングセン
ター坂元 セリア

マツモトキヨ
シ九州販売 2014年10月6日 2015年6月7日 1,970

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス三宅店 西都市右松2222-1 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年10月8日 2015年6月9日 1,584

九州 宮崎県 （仮称）オリックス貸店舗 延岡市昭和町二丁目55番１　外 オリックス アルペン その他未定 2015年1月27日 2015年9月28日 1,215 ×

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス五十市店 都城市五十町2261番２　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年1月30日 2015年10月1日 1,542

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス祇園店 宮崎市祗園三丁目10番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年2月2日 2015年10月3日 1,559

九州 宮崎県 （仮称）オリックス貸店舗 延岡市昭和町二丁目55番１　外 オリックス アルペン その他未定 2015年2月24日 2015年10月25日 1,215

九州 鹿児島県 ＪＡ谷山フードモール（仮称） 鹿児島市西谷山一丁目５番地
鹿児島県くみあ
い開発 エーコープ鹿児島

ＪＲ九州ドラッグ
イレブン ○ 2014年4月16日 2014年12月17日 4,550

九州 鹿児島県 ニトリ出水店 出水市今釜町800番地 ヤマサキ ニトリ 2014年6月3日 2015年2月4日 2,316

九州 鹿児島県 （仮称）鹿屋笠之原複合店舗 鹿屋市笠之原2108番地　外４筆 ダイワロイヤル ユニクロ ○ 2014年6月24日 2015年2月25日 2,873 ×

九州 鹿児島県 ドラッグストアモリ屋久島店 屋久島町小瀬田826番34　外８筆 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2014年7月10日 2015年3月11日 1,601

九州 鹿児島県 ニシムタスカイマーケット鴨池
鹿児島市真砂本町2421番地836
外３筆 南国交通 ニシムタ ○ 2014年8月18日 2015年4月19日 7,710

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグストアモリ徳之島
亀津店

徳之島町亀津字上霜原4927番　外
２筆 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2014年9月29日 2015年5月30日 1,425

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグコスモス出水野田
店

出水市野田町上名字町原496番
外２筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年10月3日 2015年6月4日 1,531

九州 鹿児島県 （仮称）ドラッグストアモリ奄美店 奄美市名瀬和光町17番１　外２筆 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2014年10月15日 2015年6月16日 1,276

九州 鹿児島県 （仮称）コメリパワー出水店 出水市黄金町539番　外19筆 コメリ コメリ 2015年2月10日 2015年10月11日 8,798





九州 鹿児島県
スーパーセンタートライアル東開
店 鹿児島市東開町東開３番16　外３筆

トライアルカンパ
ニー

トライアルカンパ
ニー 2015年3月31日 2015年12月1日 3,604

九州 福岡市
ホームプラザナフコ元岡店生活
館

福岡市西区元浜一丁目36番1号ほ
か ナフコ ナフコ 2014年4月10日 2014年12月11日 2,462

九州 福岡市
ホームプラザナフコ元岡店資材
館

福岡市西区元浜一丁目32番1号ほ
か ナフコ ナフコ 2014年4月10日 2014年12月11日 1,683

九州 福岡市 （仮称）ドラッグコスモス的場店 福岡市南区的場一丁目10-3ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2014年8月27日 2015年4月28日 1,692

九州 福岡市 ドラッグコスモス三筑店
福岡市博多区三筑二丁目1番5号ほ
か 電響社 コスモス薬品 2014年9月18日 2015年5月19日 1,336

九州 福岡市 ハローデイ別府店 福岡市城南区別府四丁目1番 ハローデイ ハローデイ セリア 大賀薬局 2014年10月7日 2015年6月7日 1,455

九州 福岡市 キャスティング福岡店
福岡市博多区東那珂二丁目53番地
ほか マルキョウ ワールドスポーツ 2014年11月11日 2015年7月12日 1,743

九州 北九州市 （仮称）サンリブ西小倉 北九州市小倉北区竪町二丁目 西部ガス興商 サンリブ 未定 2014年4月24日 2014年12月25日 4,370

九州 北九州市 （仮称）ドラッグコスモス春日台店 北九州市八幡西区春日台900番2他 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年8月29日 2015年4月30日 2,132

九州 北九州市 （仮称）八幡東田複合店舗
北九州市八幡東区東田二丁目1番
103号 オークラ コスモス薬品 あさひ 2014年9月26日 2015年5月27日 2,051

九州 北九州市 （仮称）くきのうみ中央複合店舗
北九州市若松区くきのうみ中央
262-7 コスモス薬品 酒本商事 コスモス薬品 ローソン 2014年11月7日 2015年7月8日 1,855

九州 北九州市 (仮称)マルショク深町店 北九州市若松区深町一丁目4-1 サンリブ マルショク 2015年3月19日 2015年11月20日 3,256

九州 熊本市 ドラッグコスモス天明店 熊本市南区奥古閑町280番地 サルビー コスモス薬品 2014年5月7日 2014年11月1日 2,013

九州 熊本市 イオンタウン田崎
熊本市南区田崎町字下寄380番
外

井住友 ラ
ト・パナソニック
ファイナンス

マックスバリュ九
州 キクチ 8 2014年5月21日 2014年11月20日 4,300

九州 熊本市
ゆめマート長嶺店・明林堂書店長
嶺店 熊本市東区月出八丁目1-17 ゆめマート 明林堂書店 ゆめマート 明林堂書店 2014年7月3日 2015年3月4日 1,826

九州 熊本市 ドラッグコスモス馬渡店 熊本市南区馬渡一丁目75番地　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年9月8日 2015年5月9日 1,194

九州 熊本市
ダイレックス植木店・靴のニシム
ラ本店

熊本市北区植木町滴水字町裏１８
番１　外 ダイレックス 丸芳 ダイレックス 丸芳 2014年10月25日 2015年6月16日 2,046 ×

九州 熊本市 ドラッグコスモス戸島西店 熊本市東区戸島西一丁目３２８６番 コスモス薬品 コスモス薬品 2014年11月13日 2015年7月14日 1,862

九州 熊本市
ダイレックス植木店・靴のニシム
ラ本店

熊本市北区植木町滴水字町裏１８
番１　外 ダイレックス 丸芳 ダイレックス 西村本店 2015年3月17日 2015年11月18日 2,055

沖縄 沖縄 （仮称）ニトリ豊見城店 豊見城市字豊崎地区計画区域 光輝 ニトリ 2014年4月30日 2014年12月31日 3,411

沖縄 沖縄 （仮称）ダイレックス安慶名店 うるま市字赤野赤野原1393番１　外 ダイレックス ダイレックス 2014年5月23日 2015年1月24日 1,173

沖縄 沖縄 イオンモール沖縄ライカム
北中城村アワセ土地区画整理事業
区域内４街区１番から212番、214番 イオンモール イオン琉球 2014年7月14日 2015年3月14日 57,418

沖縄 沖縄 （仮称）あわせモール 沖縄市字古謝976、976-2、976-3 UCHI 野嵩商会 2014年8月7日 2015年4月7日 2,853

沖縄 沖縄
（仮称）タウンプラザかねひで与
勝市場

うるま市与那城西原571番地１　他
26筆 東部開発 金秀商事 2014年8月26日 2015年4月26日 1,357

沖縄 沖縄 （仮称）名護ショッピングセンター
名護市名護見取川原4513番　他７
筆 日建ハウジング アルペン 2014年9月1日 2015年5月1日 4,529

沖縄 沖縄 ドラッグストアモリ久米島店
久米島町字比嘉島の前原95番１
外 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2014年10月31日 2015年7月1日 1,432
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