
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 コメリパワー帯広店（本館）
帯広市清流東２丁目12番地１
ほか コメリ コメリ 未定 2015年4月22日 2015年12月23日 8,907

北海道 北海道
コメリパワー帯広南店（資材
館）

帯広市清流東２丁目13番地１
ほか コメリ コメリ 未定 2015年4月22日 2015年12月23日 6,049

北海道 北海道 ツルハドラッグ恵み野里美店 恵庭市恵み野里美1丁目1-3 エムジーリース ツルハ 2015年4月23日 2015年12月24日 1,260

北海道 北海道 (仮称)中標津複合施設
中標津町西5条南11丁目5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 2015年4月30日 2016年1月1日 2,717 ×

北海道 北海道 (仮称)東川町複合商業施設 東川町北町4丁目521番6 エムジーリース コメリ ツルハ コメリ 2015年4月30日 2015年12月31日 1,998

北海道 北海道 ツルハドラッグ八雲店 八雲町東雲町22番19号 松澤　壽保 ツルハ
はるやま
チェーン プレナス 2015年4月23日 2015年12月24日 1,728

北海道 北海道 スーパーアークス七飯店 七飯町鳴川4丁目207-1ほか 道南ラルズ 道南ラルズ 2015年4月27日 2015年12月28日 2,240

北海道 北海道 ツルハドラッグ富良野弥生店
富良野市弥生町4489-4、
4493-6 イーエムワイ ツルハ

オフィスプライ
ム 2015年5月22日 2016年1月23日 1,818

北海道 北海道
神戸物産森町大型ショッピン
グセンター

茅部郡森町字赤井川76-1ほ
か19筆 神戸物産 未定 未定 2015年8月24日 2016年4月24日 7,113

北海道 北海道 （仮称）中標津複合施設
中標津町西5条南11丁目5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 未定 2015年9月28日 2016年5月29日 2,532

北海道 北海道
ツルハドラッグ清水店、コメリ
ハード＆グリーン十勝清水店 清水町南2条11丁目1-1ほか 芙蓉総合リース コメリ ツルハ コメリ 2015年12月4日 2016年8月5日 1,995

北海道 北海道 田家商業施設 函館市田家町11番地１ほか 大和リース
サッポロドラッ
グストアー メガネトップ 2016年1月21日 2016年9月22日 1,770

北海道 北海道 イエローグローブ斜里店 斜里町字豊倉43番5ほか テーオー小笠原
テーオー小笠
原 2016年1月28日 2016年9月29日 2,221

北海道 北海道 コメリパワー苫小牧西店
苫小牧市明徳2丁目7番地1ほ
か コメリ コメリ 2016年2月12日 2016年10月13日 9,053

北海道 北海道 コメリホームセンター美唄店
美唄市東5条北5丁目1453番
地157ほか コメリ コメリ セコマ 2016年3月25日 2016年11月26日 4,959

北海道 北海道 コメリホームセンター栗山店 夕張郡栗山町字湯地95-3 コメリ コメリ 2016年3月25日 2016年11月26日 4,817

北海道 札幌市
札幌信用金庫・ゼロゲートビ
ル

札幌市中央区南２条西３丁目
15－1 札幌信用金庫 パルコ

JAPAN
RETAIL 2015年4月24日 2015年12月25日 1,867

北海道 札幌市 （仮称）清田商業施設 札幌市清田区清田２３７他 オリックス ユニクロ ジーユー 2016年1月29日 2016年9月30日 2,999

北海道 札幌市 サツドラ旭ヶ丘南８条店
札幌市中央区南８条西２３丁
目４番１号

ＮＴＴ都市開発
北海道

サッポロドラッ
グストアー 2016年3月14日 2016年10月28日 1,331

北海道 札幌市 DCMホーマック旭ヶ丘店
札幌市中央区南9条西22丁目
1番2 ＤＣＭホーマック

ＤＣＭホーマッ
ク 2016年3月16日 2016年11月1日 5,990

北海道 札幌市 コープさっぽろほんどおり店
札幌市白石区本通８丁目南１
番１号

ＮＴＴ都市開発
北海道 コープさっぽろ 大創産業 2016年3月25日 2016年10月29日 3,203

東北 青森県 南町複合商業施設
三沢市南町二丁目３１－３０２
０外 デンコードー 1 デンコードー ツルハ 2015年4月2日 2015年12月3日 3,990

東北 青森県 マエダ三沢モール 三沢市三沢字南山７２－５外 マエダ 1 マエダ サンデー 1 2015年8月25日 2016年4月26日 5,030

平成２７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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東北 青森県
ユニバース福地店・ツルハド
ラッグ福地南部店

南部町大字苫米地字白山堂１
－２外 ユニバース 1 ユニバース マエダ 2015年11月30日 2016年7月31日 2,593

東北 青森県 （仮称）十和田複合商業施設 十和田市東一番町７－１１ ユニバース 3 ユニバース サンドラッグ 5 2016年3月18日 2016年11月19日 6,210

東北 岩手県 ネクサス北上店
北上市北鬼柳18地割35番地
ほか サトウ企画 ネクサス 2015年5月14日 2016年1月15日 1,285

東北 岩手県
（仮称）大船渡再開発ショッピ
ングセンター

駅周辺地区土地区画整理事
業　仮換地44-1街区、44-2街 マイヤ 2

ＤＣＭホーマッ
ク マイヤ 3 2015年11月2日 2016年4月21日 8,561

東北 岩手県 北上柳原町複合店
北上市柳原町一丁目143番１
号ほか 小清呉服店 ツルハ キャンドゥ 2 2015年11月27日 2016年7月27日 1,518

東北 岩手県 （仮称）共同店舗棟 山田町川向町208番５ほか

建
設運営会社山
田 びはん 太田一幸 1 2015年12月1日 2016年8月2日 1,572

東北 岩手県
西松屋久慈市役所前店・イエ
ローハット久慈市役所前店

久慈市川崎町第２地割１番地
79 新日本橋通商 1

西松屋チェー
ン ホットマン 2016年2月16日 2016年10月17日 1,389

東北 宮城県
（仮称）多賀城駅北地区第一
種市街地再開発事業 多賀城市中央二丁目地内

多賀城駅北開
発

カルチャコンビ
ニエンスクラブ

ソウ・ツープラ
ス 2015年7月13日 2016年3月14日 1,937

東北 宮城県 （仮称）ヨークタウン登米中田
登米市中田町石森字駒牽３８
９－１外 ヨークベニマル

ヨークベニマ
ル ダイユーエイト 2015年8月4日 2016年4月5日 8,068

東北 宮城県
（仮称）コストコホールセール
富谷倉庫店 富谷町字北沢２４番地１外

コストコホール
セールジャパン

セールジャパ
ン 2015年10月23日 2016年4月15日 9,983

東北 宮城県
（仮称）ウジエスーパー築館Ｎ
ＳＣ 栗原市築館源光９７，外 ウジエスーパー

ウジエスー
パー 薬王堂 2015年11月20日 2016年7月20日 3,393

東北 宮城県 （仮称）あいのや新蛇田店
石巻市新蛇田団地２街区７－
１画地ほか あいのや あいのや 2015年12月4日 2016年8月5日 1,717

東北 宮城県
（仮称）ヨークベニマル塩竈北
浜店

塩竈市北浜一丁目１１－１５
外 ヨークベニマル

ヨークベニマ
ル 2015年12月7日 2016年7月8日 1,990

東北 宮城県
スーパーセンタートライアル
名取店 名取市田高字原１７４番　外

オートバックス
セブン

トライアルカン
パニー 2016年2月18日 2016年10月19日 3,300

東北 宮城県
（仮称）山元町新山下駅商業
施設

山元町浅生原字新田１－２
外 キクチ 1 キクチ 薬王堂 2016年2月29日 2016年10月27日 2,238

東北 秋田県
（仮称）ツルハドラック毛馬内
店

鹿角市十和田毛馬内字南陣
場２７番１　外

NTTファイナン
ス ツルハ 未定 2015年5月14日 2015年10月1日 1,324

東北 秋田県
（仮称）ガイア大曲内商業施
設計画 大仙市花館字中台117番地他 オリックス ドン・キホーテ 2015年8月26日 2016年4月27日 2,141

東北 秋田県 ネクサス由利本荘店
由利本荘市石脇字田尻野17
番地24 大日向 ネクサス 2015年10月22日 2016年6月23日 1,299

東北 山形県 ケーズデンキ南陽高畠店 高畠町深沼2890番地外 デンコードー デンコードー 2015年7月6日 2016年3月7日 2,095

東北 山形県 (仮称）おーばん上山店
上山市美咲町二丁目38番１号
外 おーばん おーばん 2015年7月21日 2016年3月22日 1,775

東北 山形県 天童ファッションモール
天童市芳賀土地区画整理事
業地74街区外 須藤不動産 しまむら 2015年7月24日 2016年3月25日 3,093

東北 山形県 （仮称）オリックス貸店舗 山形市南三番町６番５ オリックス
マックスバリュ
東北 未定 2015年9月29日 2016年5月30日 1,525

東北 山形県 ケーズデンキ長井店 長井市館町北６番地６外 デンコードー デンコードー 2015年10月21日 2016年6月22日 1,929

東北 山形県 （仮称）ヤマザワ村山駅西店
村山市大字楯岡字楯岡西
8055番地1外 ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 未定 2016年3月16日 2016年11月17日 2,674

東北 福島県
（仮称）ツルハドラッグ福島泉
崎店

泉崎村大字泉崎字八丸165番
１

NECキャピタル
ソリューション ツルハ 2015年9月1日 2016年5月2日 1,181

東北 福島県 カワチ薬品棚倉店
棚倉町大字下山本字愛宕平6
番外 カワチ薬品 カワチ薬品 2016年2月4日 2016年10月5日 1,499

東北 仙台市 ｔｅｋｕｔｅながまち
番の一部、591番2の一部、あ
すと長町一丁目5番1、5番2

ＪＲ東日本東北
総合サービス 菓匠三全 12 2015年4月15日 2015年12月10日 1,586

東北 仙台市 ヨークベニマル仙台田子西店
仙台市宮城野区田子字中坪
33番他 ＭＵＬプロパティ

ヨークベニマ
ル 2015年7月30日 2016年3月30日 2,110

東北 仙台市 ヨークベニマル仙台西の平店
仙台市太白区西の平二丁目
37番1　外 ヨークベニマル

ヨークベニマ
ル 2015年12月18日 2016年8月19日 2,124



東北 仙台市 クロスモール仙台荒井A
仙台市荒井西土地区画整理
事業58街区1～20区画 オリックス ケーヨー ニシムラ 2015年12月18日 2016年9月15日 6,546

東北 仙台市 クロスモール仙台荒井B
仙台市荒井西土地区画整理
事業59街区1～28区画 オリックス

みやぎ生活協
同組合

マツモトキヨシ
東日本販売 2 2015年12月18日 2016年9月15日 6,220

東北 仙台市 クロスモール仙台荒井C
仙台市荒井西土地区画整理
事業61街区1～16区画 オリックス デンコードー 2015年12月18日 2016年9月15日 3,926

東北 仙台市 セルバテラス
仙台市泉区泉中央一丁目6番
3　外 住友商事

ン　ヘルスケ
ア 17 2016年3月29日 2016年11月30日 4,864

東北 仙台市 ヤマザワ荒井店
仙台若林区荒井三丁目29番3
外 ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 1 2016年3月31日 2016年12月1日 3,457

関東 茨城県 カスミゆめみ野店 取手市ゆめみ野三丁目８番２ カスミ カスミ 〇 2015年4月3日 2015年12月4日 3,062

関東 茨城県
(仮称)ヴィクトリアゴルフつく
ば学園東大通り店

土浦市中村南六丁目番外26
番236　外 ゼビオ ゼビオ 2015年4月14日 2015年12月15日 2,012

関東 茨城県 マルヤ総和店
古河市下辺見字長町2439番
地　外 オカヤス マルヤ 2015年4月14日 2015年12月15日 2,107 ×

関東 茨城県
(仮称)WonderREX水戸県庁
前店 水戸市笠原町978番50

業リート投資法
人

ワンダーコー
ポレーション 2015年4月24日 2015年12月19日 2,065

関東 茨城県
(仮称)ヨークベニマル日立川
尻店

日立市川尻町七丁目38番１
外 オリックス

ヨークベニマ
ル 2015年5月29日 2016年1月30日 1,975

関東 茨城県
(仮称)スーパーまるもおおつ
野店

土浦市おおつ野二丁目２番地
５ スーパーマルモ

スーパーマル
モ 2015年6月17日 2016年2月18日 1,576

関東 茨城県 コメリホームセンター鉾田店
鉾田市塔ヶ崎字塙下1076番１
外 コメリ コメリ 2015年7月28日 2016年3月29日 6,539

関東 茨城県 (仮称)カスミ笹野店
ひたちなか市笹野北土地区画
整理地３街区符号１　外 日立ライフ カスミ 2015年8月6日 2016年4月7日 3,571

関東 茨城県 (仮称)カワチ薬品千波店 水戸市笠原町1044番地１ カワチ薬品 カワチ薬品 2015年8月12日 2016年4月28日 1,363

関東 茨城県 (仮称)ドン・キホーテ日立店
日立市東滑川町四丁目1943
番４ オリックス 　 ドン・キホーテ 2015年9月24日 2016年5月25日 3,784

関東 茨城県
(仮称)ライフガーデン神栖複
合商業施設計画 神栖市平泉8－80　外 ダイワロイヤル 　

ケーズホール
ディングス 三喜 4 2015年9月28日 2016年5月29日 15,450

関東 茨城県
(仮称)テックランドＮｅｗ神栖
店 神栖市平泉字北口527-25　外 ヤマダ電機 　 ヤマダ電機 2015年9月29日 2016年5月30日 3,300

関東 茨城県 (仮称)ベルク古河駒羽根店 古河市駒羽根41番　外 ベルク ベルク 2015年12月25日 2016年8月26日 2,130

関東 茨城県
（仮称）カワチ薬品守谷松並
店

守谷市松並土地区画整理事
業69街区1-1，1-2 カワチ薬品 カワチ薬品 2016年3月7日 2016年11月8日 1,849

関東 茨城県 （仮称）アクロスプラザ北茨城
北茨城市大津町北町字盲廻り
3240　外

大和情報サービ
ス

ヨークベニマ
ル ツルハ 2016年3月9日 2016年11月8日 2,900

関東 茨城県 (仮称)古河複合店舗
古河市東牛谷字道南1459番１
外 ダイワロイヤル カスミ 2016年3月30日 2016年12月1日 2,856

関東 栃木県 ヨークタウン佐野田島店
佐野市赤坂町字三上面511番
１外 ヨークベニマル

ヨークベニマ
ル 2 2015年4月13日 2015年12月14日 4,303

関東 栃木県
（仮称）カワチ薬品栃木城内
店

栃木市城内町二丁目字高田
631-1　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2015年5月13日 2016年1月14日 1,528

関東 栃木県 ヨークベニマル鶴田店
宇都宮市鶴田町上ノ前1421番
1外 ヨークベニマル

ヨークベニマ
ル 2015年8月27日 2016年4月28日 2,100

関東 栃木県 とりせん小山土塔店
小山市小山東部第一地区区
画整理事業27街区15画地 大和リース とりせん 2015年9月11日 2016年5月12日 1,734

関東 栃木県 かましん小山天神町店 小山市天神町一丁目269-１外 オーソリティ かましん 2015年12月25日 2016年8月26日 2,010

関東 栃木県
（仮称）フードオアシスオータ
ニ一の沢店

宇都宮市鶴田町字鹿沼道北
2180-3外 オリックス オータニ 1 2016年2月9日 2016年10月10日 2,349

関東 栃木県 （仮称）WonderREX真岡店
真岡市下高間木二丁目12番
地5 文真堂書店

ワンダーコー
ポレーション 2016年3月11日 2016年11月12日 1,210

関東 栃木県 （仮称）カワチ薬品上三川店
河内郡上三川町大字上三川
字上野田4671番地1外 エコス カワチ薬品 2016年3月22日 2016年11月23日 1,236



関東 栃木県 戸祭元町ショッピングセンター 宇都宮市戸祭元町2354番外 オリックス
ヨークベニマ
ル 1 2016年3月31日 2016年12月1日 2,945

関東 群馬県
ハードオフ・オフハウス・ホ
ビーオフ前橋天川店 前橋市天川町4番8　外 文真堂書店

ハードオフコー
ポレーション 2015年7月30日 2016年3月31日 1,292

関東 群馬県 ワンダーレックス高崎店 高崎市貝沢町字北470番6　外 フレッセイ
ワンダーコー
ポレーション 羽鳥　美樹 2015年9月18日 2016年5月19日 1,607

関東 群馬県 ケーズデンキ前橋川曲店 前橋市川曲町318-1
ケーズホール
ディングス

ケーズホール
ディングス 2016年2月5日 2016年10月6日 3,983

関東 群馬県
コメリホームセンター高崎箕
郷店

高崎市箕郷町上柴字西龍ノ宮
６１１番　外 コメリ コメリ 2016年2月9日 2016年10月10日 4,951

関東 群馬県 クスリのアオキ伊勢崎宮子店 伊勢崎市宮子町3469番3　外 クスリのアオキ
クスリのアオ
キ 2016年2月9日 2016年10月10日 1,541

関東 群馬県 フレッセイ前橋蒼海店
海店土地区画整理事業７８街
区 フレッセイ フレッセイ 2016年2月10日 2016年10月11日 2,181

関東 群馬県 JAファーマーズ朝倉店 前橋市朝倉町１４４番１　外 エーコープ関東
エーコープ関
東

クスリのアオ
キ 2016年3月9日 2017年4月1日 2,470

関東 群馬県 ベイシア前橋岩神店 前橋市岩神町二丁目５８９－６ ベイシア ベイシア 2016年3月29日 2016年11月30日 5,007 ×

関東 群馬県 中之条ショッピングプラザ
吾妻郡中之条町大字中之条
字長岡１８６５番１　外 ヤオコー ヤオコー 2016年3月24日 2016年11月25日 4,455

関東 埼玉県 ヤオコー鶴ヶ島店
鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘字仲丸前
336番1　外4筆 ヤオコー ヤオコー 2015年5月18日 2016年1月19日 1,670

関東 埼玉県
スーパーオザム草加両新田
店 草加市両新田西町441番1　外 三菱UFJリース オザム 2015年5月21日 2016年1月22日 1,443

関東 埼玉県
ヤオコー小川ショッピングセン
ター 小川町大字大塚1130 ヤオコー ヤオコー 2015年5月26日 2016年1月27日 3,359

関東 埼玉県 （仮称）島忠春日部下柳店
春日部市下柳字森田前314番
外 島忠 島忠 2015年5月28日 2016年1月29日 8,665

関東 埼玉県
（仮称）マミーマート坂戸八幡
店 坂戸市八幡一丁目17番1　外 津野田興産 マミーマート AOKI 1 2015年6月1日 2016年2月2日 5,191

関東 埼玉県
(仮称)クスリのアオキ行田長
野店

行田市大字長野字小道街道
1881番1　他 クスリのアオキ

クスリのアオ
キ 2015年6月5日 2016年2月6日 1,428 ×

関東 埼玉県 ヤオコー熊谷箱田店 熊谷市箱田一丁目695番1号 ヤオコー ヤオコー 2015年8月11日 2016年4月12日 3,524

関東 埼玉県
ケーズデンキ越谷レイクタウ
ン店

越谷市レイクタウン九丁目2番
地２

三井住友信託
銀行

ケーズホール
ディングス 2015年8月20日 2016年4月21日 2,316

関東 埼玉県
株式会社住友倉庫（仮称）戸
田駅前商業施設

曽第一土地区画整理事業地
内124街区） 住友倉庫 オーケー

明文堂プラン
ナー 1 2015年8月28日 2016年4月29日 7,816

関東 埼玉県 イエローハット美女木店 戸田市美女木1323-6　他
ジェイアール東
日本都市開発 イエローハット

ドライバースタ
ンド 1 2015年8月28日 2016年4月29日 1,999

関東 埼玉県 （仮称）ベルク富士見関沢店 富士見市関沢１丁目7番9号 ベルク ベルク 2015年12月4日 2016年8月5日 2,083

関東 埼玉県 松村ビル
川越市小室字亀甲54番1　外
39筆 松村企画 LIXILビバ 2015年12月4日 2016年8月5日 8,990

関東 埼玉県 （仮称）オーケー北戸田店 戸田市笹目北町２番１９
オーケー店舗保
有 オーケー 2016年1月12日 2016年9月25日 1,743

関東 埼玉県
越谷レイクタウン２０１街区複
合店舗

越谷市レイクタウン九丁目１番
地２９の一部 大和ハウス工業 カンセキ 2016年2月29日 2016年10月30日 1,136

関東 埼玉県 スーパーバリュー川口伊刈店
東第４土地区画整理事業地内
４４街区７画地外

スーパーバ
リュー

スーパーバ
リュー 2016年3月1日 2016年11月2日 1,505

関東 埼玉県 （仮称）ベルク三郷戸ヶ崎店 三郷市戸ヶ崎二丁目５８１番外 ベルク ベルク 2016年3月3日 2016年11月4日 1,991

関東 埼玉県 ケーズデンキ新入間店 入間市東藤沢二丁目９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 2016年3月4日 2016年11月5日 4,769

関東 埼玉県 ホームプラザナフコ北加須店 加須市柳生字新田３０２ ナフコ ナフコ 2016年3月7日 2016年11月8日 4,223

関東 埼玉県
（仮称）島忠ホームズ所沢小
手指店 所沢市青葉台１３２４番６外 島忠 島忠 2016年3月7日 2016年11月8日 7,665



関東 千葉県 マルヤ高柳店
柏市高柳字向原１４９４番地１
ほか マルヤ 0 マルヤ 0 2015年5月22日 2016年1月24日 1,535

関東 千葉県 マルヤ新木店 我孫子市南新木一丁目１番２ マルヤ 0 マルヤ 0 2015年5月22日 2016年1月24日 1,422

関東 千葉県 （仮称）カスミゆりのき台店
八千代市ゆりのき台三丁目４
番１ほか

東京ステンレス
研磨興業 0 カスミ 0 2015年6月4日 2016年2月5日 2,084

関東 千葉県
（仮称）柏の葉公園商業施設
計画

一地区土地区画整理事業１の
１街区１ほか ヨークマート 2 ヨークマート 3 2015年7月15日 2016年3月16日 5,877

関東 千葉県
スーパーベルクス松戸六高
台店

松戸市六高台九丁目７３番２
ほか

ホールディング
ス 0 サンベルクス 0 2015年7月16日 2016年3月17日 1,711

関東 千葉県 アクロスプラザ流山
流山市向小金一丁目２４１番１
ほか 第一リース 0 ロピア 2 2015年7月17日 2016年3月18日 4,660

関東 千葉県 イオンタウンユーカリが丘
佐倉市西ユーカリが丘七丁目
３番地１４ほか

三井住友ファイ
ナンス＆リース 1

イオンリテー
ル 82 2015年7月31日 2016年4月1日 39,000

関東 千葉県 ゆめまち習志野台モール
船橋市習志野台８丁目１９８３
番４２ほか 新昭和 0 ロピア 4 2015年9月4日 2016年5月5日 5,975

関東 千葉県 ＤａｙＯｎｅタワー 柏市柏一丁目１０００番
第一地区市街
地再開発組合 0

ちば東葛農業
協同組合 7 2015年9月14日 2016年5月15日 1,808

関東 千葉県 マミーマート柏の葉店
地区一体型特定土地区画整
理事業２１１街区１３号ほか マミーマート 0 マミーマート 1 2015年9月16日 2016年5月17日 2,805

関東 千葉県
アクロスプラザ千葉ニュータ
ウン西 白井市桜台一丁目１番１ほか 三菱UFJリース 0 ヤオコー 4 2015年9月18日 2016年5月19日 3,850

関東 千葉県 ナフコ２１スタイル市原東店 市原市うるいど南五丁目１番２ ナフコ 0 ナフコ 0 2015年9月18日 2016年5月19日 8,789

関東 千葉県
スーパーベルクス柏豊四季
店

柏市豊四季字向屋敷１３５番１
５ほか 中山　弘 0 サンベルクス 1 2016年2月12日 2016年10月15日 1,950

関東 千葉県 ホームプラザナフコ大多喜店
夷隅郡大多喜町猿稲字菖蒲
田３９７番１ほか ナフコ 0 ナフコ 0 2016年2月25日 2016年10月26日 3,348

関東 千葉県
（仮称）ロイヤルホームセン
ター松戸新田

松戸市松戸新田字吉兵衛屋
舗１２５番１ほか 三菱UFJリース 0

ロイヤルホー
ムセンター 0 2016年2月26日 2016年10月27日 6,800

関東 千葉県 ヤオコー柏南増尾店
柏市南増尾一丁目２１５１番３
ほか 芙蓉総合リース 0 ヤオコー 0 2016年3月23日 2016年11月24日 1,804

関東 東京都 トヨタ池袋ビル 豊島区東池袋三丁目３番５号 トヨタ自動車 ヴィクトリア 2015年5月1日 2016年1月2日 1,719

関東 東京都 和田Uビル
多摩市大字和田1434番地1ほ
か 由木　勉

ゼロエミッショ
ン 2015年5月7日 2016年1月8日 1,210

関東 東京都 (仮称)いなげや保谷本町店
西東京市保谷町五丁目８番１
２号

サビアコーポ
レーション いなげや 未定 2015年5月28日 2016年1月29日 3,402

関東 東京都
(仮称)ペンブローク六本木七
丁目計画

港区六本木七丁目113番１ほ
か

ロッポンギ７・リ
アルエステート・

バーニーズ
ジャパン 未定 2015年6月5日 2016年4月1日 1,842

関東 東京都 (仮称)新宿駅新南口ビル
渋谷区千駄ケ谷五丁目24番地
ほか

東日本旅客鉄
道 未定 2015年6月12日 2016年3月1日 7,985

関東 東京都
(仮称）ビバホーム足立神明
店 足立区神明二丁目６番２３号 住友商事 LIXILビバ 未定 2015年6月26日 2016年2月27日 5,969

関東 東京都 (仮称)コープ(新)高倉店
八王子市高倉町４９番地３ほ
か

生活協同組合
コープみらい 1

生活協同組合
コープみらい 未定 2015年7月7日 2016年3月8日 3,943

関東 東京都 (仮称）ライフ西小岩店
江戸川区西小岩三丁目９３６
番地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 2015年7月29日 2016年3月30日 2,340

関東 東京都
(仮称）ロイヤルホームセン
ター南千住

荒川区南千住四丁目３４６番１
ほか 大和ハウス工業

ロイヤルホー
ムセンター 2015年7月29日 2016年3月30日 6,970

関東 東京都
(仮称)立川市羽衣町一丁目
計画

立川市羽衣町一丁目８８番地
１ほか

三井住友ファイ
ナンス＆リース サミット 2015年7月29日 2016年3月30日 1,805

関東 東京都 ミラザ新宿 新宿区新宿三丁目３６番１０号
みずほ信託銀
行

アインファーマ
シーズ 3 2015年7月31日 2016年4月1日 1,500

関東 東京都
（仮称）恵比寿駅前西口開発
ビル 渋谷区恵比寿南一丁目6番１ アトリウム 未定 2015年8月10日 2016年4月11日 4,084

関東 東京都 銀座五丁目再開発計画 中央区銀座五丁目1番１ほか
サッポロ不動産
開発 ○ 未定 2015年8月25日 2016年6月15日 2,721



関東 東京都
(仮称)京橋二丁目西地区第
一種市街地再開発事業 中央区京橋二丁目２番２７

地区市街地再
開発組合 明治屋 ○ 2015年8月25日 2016年11月1日 3,707

関東 東京都 東京ガーデンテラス
千代田区紀尾井町１番地２ほ
か

西武プロパ
ティーズ 未定 ○ 2015年8月25日 2016年4月26日 1,495

関東 東京都
(仮称)オーケー北八王子高倉
町店 八王子市高倉町７番２号

オーケー店舗保
有 オーケー 2015年8月26日 2016年4月27日 1,747

関東 東京都 （仮称）金町Ⅰ計画商業棟
葛飾区新宿六丁目２４００番２
６ 住友不動産 いなげや ○ 2015年8月26日 2016年4月27日 2,127

関東 東京都 ヤオコー稲城南山店
稲城市大字東長沼九号２５３０
番地 ヤオコー ヤオコー 2015年9月18日 2016年5月19日 1,773

関東 東京都
(仮称)BMW　LHNLプロジェク
ト 江東区青海二丁目７９番１２号

ビー・エム・ダブ
リュー

ビー・エム・ダ
ブリュー 2015年9月25日 2016年5月26日 3,247

関東 東京都 ニトリ東八三鷹店
調布市深大寺東町八丁目３３
番地１ほか

ニトリホールディ
ングス ニトリ 2015年11月11日 2016年7月12日 3,497

関東 東京都
（仮称）糀谷駅前地区第一種
市街地再開発ビル 大田区西糀谷四丁目１４６０番

糀 前
市街地再開発
組合 マルエツ ○ 2015年11月30日 2016年12月1日 1,286

関東 東京都
(仮称）セントラルビル（ドン・キ
ホーテ環七梅島店）

足立区中央本町五丁目５番１
４号 セントラル商事 ドン・キホーテ 2015年12月1日 2017年8月2日 3,832

関東 東京都 ニトリ世田谷用賀店
世田谷区玉川台二丁目１９０
番地１ ニトリ ニトリ 2015年12月9日 2017年12月2日 6,831

関東 東京都 （仮称）府中寿町プロジェクト
府中市寿町二丁目４番４２ほ
か コープみらい コープみらい ○ 2016年2月10日 2016年10月11日 2,160

関東 東京都
（仮称）新宿三丁目国際マン
ションビル

新宿区新宿三丁目１１０番６ほ
か 国際マンション ドン・キホーテ 2016年2月16日 2017年6月1日 1,582

関東 東京都
（仮称）京王電鉄調布駅周辺
開発計画Ａ棟

調布市布田四丁目４番２２ほ
か 京王電鉄 未定 2016年2月29日 2017年10月1日 6,106

関東 東京都
（仮称）京王電鉄調布駅周辺
開発計画Ｂ棟

調布市小島町二丁目４８番６
ほか 京王電鉄 未定 2016年2月29日 2017年10月1日 3,343

関東 東京都 （仮称）クロスガーデン調布
調布市菊野台一丁目３３番３
ほか オリックス 未定 2016年2月29日 2017年3月15日 7,200

関東 東京都 （仮称）ライフ東馬込店 大田区東馬込二丁目５６４番
ＮＴＴ東日本プロ
パティーズ

ライフコーポ
レーション 2016年3月4日 2016年12月1日 2,184

関東 東京都
（仮称）立川駅北口西地区第
一種市街地再開発ビル

立川市曙町二丁目５００番地
ほか

地区市街地再
開発組合 ヤマダ電機 2016年3月11日 2016年11月12日 6,451

関東 東京都 (仮称)新日比谷プロジェクト
千代田区有楽町一丁目１２番
１ほか 三井不動産 未定 2016年3月14日 2018年2月1日 9,150

関東 東京都
（仮称）ホームセンターコーナ
ン北区王子店 北区堀船一丁目２１３番１ほか コーナン商事 コーナン商事 1 2016年3月28日 2017年3月1日 9,801

関東 神奈川県
（仮称）なぎさモール辻堂SC
計画 藤沢市辻堂西海岸2-11 中道リース マルエツ 2 2015年5月15日 2016年1月16日 2,476

関東 神奈川県
（仮称）ノジマ大和市深見台
店

大和市深見台１－1,126の１ほ
か

大和ビルディン
グ ノジマ 2015年9月24日 2016年5月25日 4,461

関東 神奈川県 （仮称）三和寒川店 寒川町岡田５－490の４ほか
三和ホールディ
ングス 三和 2015年9月30日 2016年6月1日 4,329

関東 神奈川県 （仮称）岩瀬不動産貸店舗
小田原市鴨宮字宝町636-１ほ
か 岩瀬不動産 ヤオマサ 2 2015年10月29日 2016年6月30日 2,419

関東 神奈川県
（仮称）小田原東町土地商業
施設計画 小田原市東町５－45の７ほか 小田急電鉄

ケーズホール
ディングス 1 2015年10月30日 2016年7月1日 4,553

関東 神奈川県
三井ショッピングパークらら
ぽーと湘南平塚 平塚市天沼700-17ほか ヒラツカ 未定198 2015年12月3日 2016年8月4日 47,838

関東 神奈川県
(仮称）足柄上郡中井町複合
店舗計画 中井町井ノ口1,846の６ほか

ビックライズホー
ルディングス ビック・ライズ 未定1 2015年12月28日 2016年8月29日 2,392

関東 神奈川県
（仮称）BRANCH茅ヶ崎（H街
区） 茅ヶ崎市浜見平496の８ 大和リース たまや 未定 2016年3月31日 2016年12月1日 5,800

関東 新潟県
(仮称)ケーズデンキ長岡堺東
店 長岡市堺東町66番地　外 北越ケーズ 北越ケーズ 2015年4月24日 2015年12月25日 5,079

関東 新潟県
（仮称）佐和田ショッピングセ
ンター

佐渡市中原字談議所前472番
地4外 ｉＲ 北越ケーズ 2015年6月1日 2016年2月2日 2,729



関東 新潟県
（仮称）喜多町ショッピングセ
ンター

長岡市喜多町土地区画整理
事業地内４街区 中興ビルヂング ダイレックス ワンラブ 2015年6月19日 2016年2月20日 3,615

関東 新潟県 （仮称）ダイレックス上越店 上越市安江二丁目90番3　外 ダイワロイヤル ダイレックス 2015年7月10日 2016年3月11日 1,718

関東 新潟県
（仮称）ニトリ三条燕インター
店 燕市井土巻五丁目162外 ニトリ ニトリ 2015年8月6日 2016年4月7日 3,535

関東 新潟県 (仮称)バロー上越寺店 上越市寺157番地2　外 バロー バロー 2015年10月27日 2016年6月28日 2,850

関東 新潟県 （仮称）南魚沼市浦佐計画 南魚沼市浦佐4001　外
ひらせいホーム
センター 1

ひらせいホー
ムセンター

ウエルシア薬
局 2015年12月28日 2016年10月1日 2,829

関東 新潟県
ひらせいホームセンター三条
大崎店

三条市西大崎一丁目1764番
地　外

ひらせいホーム
センター

ひらせいホー
ムセンター 2016年1月8日 2016年9月9日 2,790

関東 新潟県 リップス旭岡25街区
長岡市上条高畑土地区画整
理事業地内25街区 高野不動産 原信 2016年3月1日 2016年11月2日 5,975

関東 新潟県 リップス旭岡26街区
長岡市上条高畑土地区画整
理事業地内26街区 高野不動産 ユニクロ 2016年3月1日 2016年11月2日 3,643

関東 新潟県
（仮称）花園ショッピングセン
ター

長岡市花園南部土地区画整
理事業地内25区画 原信 原信 2016年3月16日 2016年11月17日 6,360

関東 新潟県 富士屋スクエア 上越市大字土橋2283番地　外
富士屋マルコ商
店 銀座 2016年3月16日 2016年11月17日 1,179

関東 新潟県 リオン・ドール北三条店
三条市西裏館1丁目127番地
11外

コーポレーショ
ン

コーポレーショ
ン 2016年3月18日 2016年11月25日 1,808

関東 新潟県
（仮称）アクロスプラザ長岡七
日町A街地区 長岡市七日町字河原485外

大和情報サービ
ス 原信 2016年3月25日 2016年11月26日 5,602

関東 長野県 綿半スーパーセンター塩尻店 塩尻市広丘堅石250－７外
綿半ホールディ
ングス

綿半ホームエ
イド 2015年4月22日 2015年12月23日 6,176

関東 長野県 平安堂茅野店 茅野市本町4604－１ほか グリーン企画 平安堂 1 2015年7月2日 2016年3月3日 1,312

関東 長野県 ツルハドラッグ軽井沢店 軽井沢町大字長倉1714－１外 三菱UFJリース ツルハ 2015年7月17日 2016年3月18日 1,300

関東 長野県 ナナーズ佐久安原店 川上村大深山1186 ナナーズ ナナーズ 2015年8月21日 2016年4月21日 1,522

関東 長野県 フレスポ大町 大町市大町2500－７の一部 大和ﾘｰｽ ナフコ ナフコ アップルランド 3 2015年8月27日 2016年4月28日 7,736

関東 長野県 （仮称）レイクウォーク岡谷 岡谷市銀座1-4777-1外 ユニー ユニー ○ 2015年10月9日 2016年6月10日 18,000

関東 長野県
（仮称）ホームセンタームサシ
上田店 上田市上田原441-1外

アークランドサカ
モト

アークランドサ
カモト 2015年10月21日 2016年5月3日 7,805

関東 長野県 ツルヤ長野中央店 長野市平林１－344外 ツルヤ ツルヤ 2015年11月20日 2016年6月30日 2,105

関東 長野県 （仮称）ケーズデンキ中野店
中野市大字一本木字桜木30-
1ほか

ＮＴＴファイナン
ス 北越ケーズ 2016年1月7日 2016年9月8日 2,755 ×

関東 長野県 （仮称）プラスワン長野店 長野市大字北長池2045 プラスワン プラスワン 2016年1月27日 2016年10月1日 4,346

関東 長野県 （仮称）カワチ薬品軽井沢店
軽井沢町大字長倉字北熊沢
1558－１ほか カワチ薬品 カワチ薬品 2016年2月24日 2016年10月24日 1,389

関東 長野県 ホームプラザナフコ千曲店 千曲市稲荷山1733ほか ナフコ ナフコ 2016年3月8日 2016年11月9日 3,968

関東 長野県 芳川ファッションモール 松本市小屋北２－964ほか しまむら しまむら 2016年3月23日 2016年3月24日 2,939

関東 山梨県 オギノ塩山店 甲州市塩山上於曽853番1
オギノホール
ディングス オギノ 2015年10月29日 2016年6月30日 2,816

関東 山梨県 グリーンタウン甲府東 甲府市向町字蛭田123番1外 オンザサミット 大創産業 マツモトキヨシ 2015年12月24日 2016年8月25日 3,910

関東 山梨県 カインズ都留店 都留市井倉字美通328番1外 カインズ カインズ 2016年2月26日 2016年10月27日 7,220

関東 静岡県

（仮称）掛 前東街 市街
地再開発事業施設建築物内
店舗 掛川市駅前5-1外 弥栄かけがわ 弥栄かけがわ 梅木屋 2 2015年4月28日 2015年12月29日 2,118



関東 静岡県 （仮称）ビッグ富士富士宮店 富士宮市富士見ケ丘481-1外 ビッグ富士 ビッグ富士 2015年6月17日 2016年2月18日 1,541

関東 静岡県 テックランド藤枝
藤枝市内瀬戸字セキヤガイト
124-1外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2015年6月26日 2016年2月27日 3,307

関東 静岡県 田子重清里店 藤枝市清里一丁目2-1 田子重 田子重 2015年7月6日 2016年3月7日 1,989

関東 静岡県
杏林堂ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ下山
梨店

袋井市下山梨字川田1952-4
外 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2015年7月21日 2016年3月22日 2,272

関東 静岡県
クリエイトエス・ディー御殿場
大坂店 御殿場市大坂字海道114-1外

クリエイトエス・
ディー

クリエイトエ
ス・ディー 2015年8月19日 2016年4月20日 1,196 ×

関東 静岡県
（仮称）吉田町ショッピングセ
ンター 吉田町神戸480-2外

マックスバリュ東
海 1

マックスバリュ
東海 ノジマ 1 2015年10月29日 2016年6月30日 6,077

関東 静岡県 (仮称)熱海駅ビル 熱海市田原本町131-1　外
東日本旅客鉄
道 未定 2016年2月1日 2016年10月2日 2,421

関東 静岡県 （仮称）ノジマ藤枝駅前店 藤枝市駅前三丁目20-1 ノジマ ノジマ 2016年3月3日 2016年11月4日 2,132

関東 静岡県
（仮称）京急伊豆の国複合商
業施設 伊豆の国市古奈151外

大和情報サービ
ス

クリエイトエ
ス・ディー

セブン-イレブ
ン・ジャパン 2016年3月17日 2016年11月18日 1,397

関東 静岡県 しずてつストア長泉中土狩店
駿東郡長泉町中土狩字ニタ松
田326-1外 静岡鉄道 静鉄ストア 2016年3月24日 2016年11月25日 1,643

関東
さいたま
市

（仮称）マミーマートさいたま
三室店 さいたま市緑区三室３６６　外 マミーマート マミーマート 2015年5月13日 2016年1月14日 2,060

関東 さいたま市
（仮称）緑区中尾商業施設計
画

さいたま市緑区中尾字駒前９５
９番　外 齋藤　義近 ヤオコー 2015年7月28日 2016年3月29日 1,596

関東
さいたま
市 （仮称）ロヂャース大和田店

さいたま市見沼区大和田町二
丁目１２３５　他 北辰商事 北辰商事 2015年10月29日 2016年6月30日 2,835

関東
さいたま
市 コープ指扇店

さいたま市西区指扇１０４９－
１

生活協同組合
コープみらい

生活協同組合
コープみらい 1 2016年2月19日 2016年10月20日 1,676

関東 横浜市
（仮称）ＭＭ21新港地区４街
区開発事業

横浜市中区新港一丁目12番
３、12番８、12番９

三菱商事都市
開発 未定 2015年4月1日 2015年12月2日 4,636

関東 横浜市 （仮称）オーケー川和町店
都筑区川和町字土腐根106番
外 テクノフレックス オーケー 2015年7月17日 2016年3月20日 1,658

関東 横浜市 （仮称）オーケー並木店 金沢区並木一丁目17番9号 オーケー オーケー 2015年9月30日 2016年6月1日 1,695

関東 横浜市
（仮称）オーケーみなとみらい
店

西区みなとみらい六丁目3番7
一部ほか オーケー オーケー 4 2016年3月22日 2016年11月23日 4,726

関東 川崎市 （仮称）尻手駅前計画
川崎市幸区南幸町三丁目１１
４番１　外 深瀬貴正 サミット 4 2015年5月21日 2016年1月22日 2,014

関東 川崎市
マーケットスクエア川崎イース
ト

川崎市川崎区富士見一丁目５
番５号 よみうりランド ビック・ライズ ニトリ しまむら他 2015年5月28日 2016年1月29日 12,080

関東 川崎市
（仮称）コーナン幸区小向西
町店 幸区小向西町二丁目１番　他 コーナン商事 コーナン 　 　 2015年8月27日 2016年4月28日 3,027

関東 川崎市
川崎駅東口広場地下街１ブ
ロック 川崎区駅前本町２６番地２ 川崎アゼリア コクミン キャメル珈琲 ローソン他 2015年8月31日 2016年3月31日 1,010

関東 川崎市
川崎駅東口広場地下街５・６
ブロック 川崎区駅前本町２６番地２ 川崎アゼリア 未定 　 　 2015年8月31日 2016年3月31日 1,673

関東 相模原市
（仮称）エスポット相模原淵野
辺店

相模原市中央区淵野辺五丁
目１番　ほか マキヤ マキヤ 2016年3月22日 2016年11月23日 5,261

関東 相模原市
（仮称）相模原中央商業施設
計画

相模原市中央区中央一丁目
217-1番　外

三和ホールディ
ングス ユニクロ 2016年3月30日 2016年12月1日 1,643

関東 新潟市 （仮称）クスリのアオキ新津店
新潟市秋葉区山谷南4521-1
外 クスリのアオキ 1

クスリのアオ
キ

サークルＫサ
ンクス 2015年4月10日 2015年12月11日 1,724

関東 新潟市 （仮称）ウオロク亀田大月店
新潟市江南区亀田大月1丁目
2番地　外 第一建設工業 ウオロク 2015年7月22日 2016年3月23日 2,082

関東 新潟市 ヨドバシ新潟
新潟市中央区弁天町1丁目18
番 ヨドバシカメラ ヨドバシカメラ 2015年9月18日 2016年5月19日 5,856

関東 新潟市 ウオロク馬越店
新潟市中央区本馬越2丁目
860番1　外 堀川醸造 ウオロク 2016年3月4日 2016年11月5日 1,498



関東 静岡市 （仮称）ドン・キホーテ山崎店
静岡市葵区山崎一丁目27番
1、28番1、2、3、4 ドン・キホーテ ドン・キホーテ 2015年6月1日 2016年2月2日 2,000

関東 静岡市 （仮称）カインズ静岡清水店
静岡市清水区長崎字大池102
番１　字五反田266番１ カインズ カインズ 2015年11月27日 2016年7月27日 4,999

関東 浜松市
（仮称）クックマート佐鳴湖南
店

浜松市西区入野町8878-2　他
23筆 デライト クックマート 2015年10月8日 2016年6月10日 1,225

関東 浜松市 杏林堂薬局　和田店 浜松市東区和田町220-1　他 杏林堂薬局 杏林堂薬局 イケダヤ 2015年12月2日 2016年8月7日 3,156

中部 愛知県 アピタ岩倉店 岩倉市旭町一丁目２５番地 ユニー ユニー 未定 2015年4月23日 2015年12月24日 11,150

中部 愛知県
バロー安城日の出ショッピン
グセンター

安城市日の出町４番１ほか４
筆 バロー バロー 未定 2015年5月1日 2016年1月2日 4,544

中部 愛知県 クスリのアオキ矢作店
岡崎市舳越町字朝日13番ほ
か10筆 クスリのアオキ

クスリのアオ
キ 　 2015年7月1日 2016年3月2日 1,335

中部 愛知県
（仮称）ゴルフ５豊川インター
店 豊川市天神町16番 深田崇敬 アルペン 　 2015年7月3日 2016年3月4日 1,215

中部 愛知県 （仮称）ドミー豊田小坂店
豊田市小坂町二丁目60ほか
14筆 ドミー ドミー 　 2015年7月8日 2016年3月9日 1,684

中部 愛知県
（仮称）スーパーセンターオー
クワ幸田店

幸田六栗土地区画整理事業
地10街区ほか オークワ オークワ 　 2015年7月10日 2016年3月11日 5,980

中部 愛知県
（仮称）ＤＣＭカーマ瀬戸店
本館

瀬戸市西原町二丁目68番地
ほか DCMカーマ DCMカーマ 　 2015年7月17日 2017年2月10日 7,950

中部 愛知県
（仮称）ＤＣＭカーマ瀬戸店
園芸館

瀬戸市西原町二丁目45番地
ほか DCMカーマ DCMカーマ 　 2015年7月17日 2016年3月18日 1,892

中部 愛知県
（仮称）ＤＣＭカーマ瀬戸店
資材館

瀬戸市西原町二丁目27番地
ほか DCMカーマ DCMカーマ 　 2015年7月17日 2016年5月1日 2,365

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稲荷
前287番地ほか９筆 三心 三心 　 2015年8月28日 2016年4月29日 2,229

中部 愛知県 （仮称）ラ・ムー小牧店
小牧市外堀１丁目１番７ほか２
筆 大黒天物産 大黒天物産 　 2015年9月11日 2016年5月12日 1,965

中部 愛知県 ロイヤルホームセンター津島 津島市柳原町三丁目1-1ほか
ロイヤルホーム
センター

ロイヤルホー
ムセンター

サークルKサ
ンクス

菓子問屋カ
ナモリ 2015年9月18日 2016年5月19日 12,142

中部 愛知県 クスリのアオキ春日店
清須市春日宮重118番1ほか
31筆 クスリのアオキ

クスリのアオ
キ 　 2015年10月8日 2016年6月9日 1,479

中部 愛知県
イオンモール長久手・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5、10、11、12街区 イオンモール

ロイヤルホー
ムセンター

イオンリテー
ル

ロイヤルホー
ムセンター 未定 2015年10月22日 2016年11月1日 43,150

中部 愛知県
（仮称）ケーズデンキ豊橋曙
店

豊橋市曙町字測点20番地1ほ
か6筆 ギガス ギガス 2015年10月30日 2016年7月1日 2,468

中部 愛知県
（仮称）豊田自動車学校複合
施設

豊田市前山町一丁目26番地4
ほか18筆 明豊自動車

トヨタ生活協同
組合 未定 2015年11月19日 2016年11月1日 7,299

中部 愛知県 エディオン知立店
知立市南新地1丁目13番地13
ほか13筆 エディオン エディオン 2015年12月7日 2016年11月11日 2,463

中部 愛知県
（仮称）豊田市四郷ショッピン
グセンター

豊田市上原町一丁田23番地
ほか８筆 豊岡商事 山信商店 未定 2016年1月29日 2016年10月19日 4,272

中部 愛知県 （仮称）日進赤池ＳＣ
日進赤池箕ノ手土地区画整理
事業地内（11街区） イトーヨーカ堂 イトーヨーカ堂 　 未定 2016年2月25日 2017年11月1日 30,759

中部 愛知県 ロイヤルホームセンター清須 清須市助七芳花14番ほか
ロイヤルホーム
センター

ロイヤルホー
ムセンター 　 　 2016年2月29日 2016年11月1日 2,425

中部 岐阜県 ｸｽﾘのｱｵｷ鷺山店
岐阜市大字鷺山字中洙1319-
1 クスリのアオキ

クスリのアオ
キ 2015年4月3日 2015年12月4日 1,130

中部 岐阜県

ﾘ ﾘ
店・ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ土岐下石西
店

岐阜県土岐市下石町西山３０
４番２７　外 コメリ 1 コメリ

セブン-イレブ
ン・ジャパン 2015年4月30日 2015年12月31日 1,144

中部 岐阜県
ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰしまむら中津川
店

中津川市駒場字後洞1450番１
外 しまむら しまむら 2015年8月14日 2016年4月15日 1,161

中部 岐阜県 ｸｽﾘのｱｵｷ北方中央店
本巣郡北方町北方字長谷川
1857番17 クスリのアオキ 1

クスリのアオ
キ ローソン 2015年8月31日 2016年5月1日 2,101

中部 岐阜県
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾊﾞﾛｰ可児坂戸店
（Aｿﾞｰﾝ） 可児市坂戸字落田102番　外

バローホール
ディングス

ホームセン
ターバロー 2015年10月9日 2016年6月2日 8,258



中部 岐阜県
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾊﾞﾛｰ可児坂戸店
（Bｿﾞｰﾝ） 可児市坂戸字高坪70番　外

バローホール
ディングス

ホームセン
ターバロー 2015年10月9日 2016年6月2日 2,761

中部 岐阜県
(仮称)ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰｵｰｸﾜ瑞浪
稲津店 瑞浪市稲津町小里1275　外 オークワ オークワ 2015年10月16日 2016年6月17日 6,181

中部 岐阜県
(仮称)ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰｵｰｸﾜ中津
川店

中津川市茄子川字津戸井
1710番1　外 オークワ オークワ 2015年10月30日 2016年7月1日 6,703

中部 岐阜県 コメリホームセンター美濃店 美濃市中央八丁目60番1 コメリ コメリ 2015年12月11日 2016年7月10日 5,046

中部 岐阜県
（仮称）ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰｵｰｸﾜ可
児御嵩ｲﾝﾀｰ店 可児市瀬田字神田865番１　外 オークワ オークワ 2016年2月23日 2016年10月24日 6,221

中部 岐阜県 (仮称)ｴﾃﾞｨｵﾝ大垣店
大垣市室村町三丁目74番地5
外 エディオン エディオン 2016年2月26日 2016年10月27日 6,731

中部 岐阜県 V・drug高山中央店
高山市岡本町三丁目6番10
外 中部薬品 中部薬品 2016年3月7日 2016年11月8日 1,459 ×

中部 三重県
（仮称）ドラッグコスモス東日
野店 四日市市東日野町94－1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2015年4月10日 2015年12月11日 2,351

中部 三重県
（仮称）ドラッグコスモス松阪
郷津店

松阪市郷津町宇牛之越185番
ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2015年4月30日 2015年12月31日 1,867

中部 三重県
(仮称)ドラッグコスモス中河原
店 津市中河原247ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2015年6月26日 2016年2月27日 1,703

中部 三重県 （仮称）ドン・キホーテ伊勢店 伊勢市中須町627-3
日本アセット
マーケティング ドン・キホーテ 2015年7月2日 2016年3月3日 2,401

中部 三重県 （仮称）ケーズデンキ鈴鹿店 鈴鹿市算所町字山之相417-1 ギガス ギガス 2015年8月20日 2016年4月21日 6,772

中部 三重県 ホームプラザナフコ伊賀店
伊賀市上之庄字池ノ尻1534番
1　ほか5筆 ナフコ ナフコ 2015年12月15日 2016年8月16日 4,227

中部 三重県
（仮称）ドラッグコスモス生桑
店 四日市市野田一丁目965－1ほ コスモス薬品 コスモス薬品 2016年1月28日 2016年9月30日 1,541

中部 三重県
（仮称）ドラッグコスモス三日
市店 鈴鹿市三日市町字中ノ池1837番コスモス薬品 コスモス薬品 2016年1月28日 2016年9月30日 1,685

中部 三重県 （仮称）ケーズデンキ津店 津市柳山津興3309番地 ギガス ギガス 2016年2月26日 2016年10月26日 3,472

中部 三重県
（仮称）イオンタウン鈴鹿南玉
垣店 鈴鹿市南玉垣町5520番1ほか イオンタウン イオン 2016年2月29日 2016年10月30日 8,358

中部 三重県 (仮称)明和町複合商業施設
多気郡明和町大字有爾中字
発し943 コメリ コメリ サンシ 2016年3月1日 2016年11月2日 6,222

中部 三重県
（仮称）ホンダカーズ三重北
亀山オートモール 亀山市長明寺町字池ノ谷701番ホンダカーズ ホンダカーズ 2016年3月18日 2016年11月19日 5,720

中部 富山県 アルビス小矢部店
小矢部市桜町宇産田1672番
ほか60筆 アルビス アルビス 2015年4月30日 2015年12月1日 2,453

中部 富山県
(仮称)ジ―ユー富山天正寺
店・(仮称)ホダカ富山店 富山市天正寺1119番地　ほか 水宝商事 ジ―ユー DCMカーマ

メガネハウ
ス・江戸寿司 2015年4月30日 2015年10月30日 2,089

中部 富山県 （仮称）ジョーシン富山南店
富山市大町字種田割146番地
ほか13筆

北信越ジョーシ
ン

北信越ジョー
シン 2015年12月28日 2016年6月20日 2,427

中部 富山県 （仮称）アルビス高原町店
富山市中川原字土場割65番6
ほか オリックス アルビス 2016年1月5日 2016年9月6日 2,000

中部 石川県 マルエー寺井店 能美市寺井町た８０外１６筆 マルエー マルエー フローリス 2015年4月10日 2015年12月11日 1,300

中部 石川県
ひらせいホームセンター美川
インター店

白山市鹿島町二号６番地、７
番地、８番地の一部

ひらせいホーム
センター

ひらせいホー
ムセンター 2015年8月28日 2016年4月29日 1,893

中部 石川県 アルビス野々市店
野々市市堀内四丁目９１番地
外５４筆 アルビス アルビス 未定 2016年2月19日 2016年10月20日 4,664

中部 石川県
（仮称）ドン・キホーテ金沢コ
ロナワールド店

金沢市無量寺四丁目１２１番
地外３８筆 ユニー ドン・キホーテ 2016年3月3日 2016年11月4日 2,998

中部 名古屋市 豊田五丁目計画
名古屋市南区豊田五丁目
1209番5　ほか3筆

ナンス＆リース
平和堂 2 LIXILビバ 平和堂 2 2015年4月24日 2015年12月25日 27,500

中部 名古屋市 千種新西店舗
名古屋市千種区新西一丁目
201番　ほか12筆

日本アセット
マーケティング ドン・キホーテ 2015年9月4日 2016年5月5日 2,753



中部 名古屋市
東京インテリア家具名古屋本
店

区画整理地内105街区-1及び
105街区-2

東京インテリア
家具

東京インテリ
ア家具 2015年12月4日 2016年8月5日 17,636

中部 名古屋市 コノミヤ砂田橋店
名古屋市東区砂田橋四丁目
110番2、110番4 コノミヤ コノミヤ 未定 2015年12月28日 2016年8月29日 2,561

中部 名古屋市
（仮称）マックスバリュ左京山
店

名古屋市緑区四本木530番
ほか22筆

ＪＡ三井リース
建物

マックスバリュ
中部 未定 2016年3月29日 2016年11月30日 2,204

近畿 福井県
（仮称）１００満ボルト新武鯖
店

４０７番、４０８番、４０９番、４１
０番、４１１番、４１２番、４１３番 サンキュー サンキュー 2015年8月21日 2016年4月22日 3,747

近畿 福井県 クスリのアオキ木崎店 敦賀市木崎24号7番1　外8筆 クスリのアオキ
クスリのアオ
キ 2015年10月9日 2016年6月10日 1,552

近畿 福井県
（仮称）ヤスサキグルメ館東
鯖江店 鯖江市新横江一丁目801番　外ヤスサキ ヤスサキ 2015年12月17日 2016年6月24日 2,360

近畿 福井県 クスリのアオキ鯖江西店
鯖江市小黒町一丁目６０９　外
３筆 クスリのアオキ

クスリのアオ
キ 2016年3月22日 2016年11月21日 1,576

近畿 滋賀県
（仮称）マナベインテリアハー
ツ草津店

草津市駒井沢町字四ノ坪11ほ
か43筆

マナベインテリ
アハーツ

マナベインテリ
アハーツ 2015年4月7日 2015年11月20日 6,267

近畿 滋賀県
（仮称）ドラッグコスモス夏見
店

湖南市夏見字二ツ橋2131番
ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2015年5月21日 2016年1月22日 1,728

近畿 滋賀県 クスリのアオキ西今店
彦根市西今町字小橋ヶ板306-
1　ほか12筆 クスリのアオキ

クスリのアオ
キ 2015年8月18日 2016年4月19日 1,527

近畿 滋賀県 （仮称）西大津商業施設計画
大津市柳が崎字小麦尻43番１
ほか８筆

大和情報サービ
ス ドン・キホーテ 2015年8月24日 2016年4月25日 3,319

近畿 滋賀県 （仮称）ラ・ムー守山店
守山市播磨田町字蔵垣内
1342番１の一部ほか７筆 大黒天物産 大黒天物産 2015年12月17日 2016年6月20日 1,932

近畿 滋賀県
（仮称）ドラッグコスモス豊郷
店

犬上郡豊郷町大字沢字一町
地175番５ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2015年12月28日 2016年8月29日 1,703

近畿 滋賀県
スーパーセンタートライアル
彦根川瀬馬場店

彦根市川瀬馬場町字ヘラガタ
235番ほか

トライアルカンパ
ニー

トライアルカン
パニー 2016年3月4日 2016年11月5日 6,171

近畿 滋賀県 （仮称）平和堂長浜南店
長浜市平方町字八光田331番
ほか１筆 平和堂 平和堂 2016年3月17日 2016年10月15日 2,179

近畿 滋賀県
（仮称）ドラッグコスモスベル
ロード店 彦根市平田町字清草546ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2016年3月18日 2016年11月19日 1,494

近畿 滋賀県 （仮称）マックスバリュ月輪店
大津市月輪三丁目字南流701
番１ほか

マックスバリュ中
部

マックスバリュ
中部 2016年3月23日 2016年11月24日 2,651

近畿 京都府 (仮称)中村屋梅美台店
木津川市梅美台８丁目１番地
５ 中村屋 中村屋 ダイソー スギ薬局 2015年8月12日 2016年4月13日 2,359

近畿 京都府
（仮称）ゴダイドラッグ峰山新
町店

京丹後市峰山新町小字樋口
2462番地2ほか ゴダイ ゴダイドラッグ 2015年9月10日 2016年5月11日 1,548

近畿 京都府
（仮称）ドン・キホーテ福知山
店

福知山市字荒河小字声田和9
番19号他

日本アセット
マーケティング ドン・キホーテ 2015年10月23日 2016年6月24日 3,230

近畿 京都府 ベルタウン（仮称）長岡馬場店 長岡京市馬場図所２２番１ほか マツモト マツモト 2015年11月18日 2016年7月19日 2,498

近畿 大阪府 （仮称）ニトリモール枚方 枚方市北山1丁目2550番2他
ニトリホールディ
ングス ニトリ 未定 2015年4月17日 2015年12月20日 32,092

近畿 大阪府
（仮称）枚方市駅前プロジェク
ト 枚方市岡東町758番地

ター・グローバ
ル・パートナー

ター・グローバ
ル・パートナー 1 2015年4月23日 2015年12月24日 6,981

近畿 大阪府
（仮称）ナフコツーワンスタイ
ル和泉店

和泉市あゆみ野一丁目１番
外 ナフコ ナフコ 2015年4月30日 2015年12月31日 8,890

近畿 大阪府
（仮称）富田林ファッション
モール

富田林市中野町西二丁目95
番１ほか しまむら しまむら 2015年5月13日 2016年1月14日 2,340

近畿 大阪府
（仮称）コーナンPRO門真島
頭店

門真市島頭四丁目291番１　ほ
か コーナン商事 コーナン商事 2015年5月29日 2016年1月30日 2,663

近畿 大阪府 （仮称）ビバモール和泉 唐国町三丁目738番2外
東京センチュ
リーリース ＬＩＸＩＬ ビバ アルペン 1 2015年6月19日 2016年2月20日 24,294

近畿 大阪府
（仮称）ジャングルジャングル
岸和田和泉インター店

和泉市あゆみ野一丁目11番
他 ジェイランド ジェイランド 2015年8月13日 2016年4月14日 1,414

近畿 大阪府 （仮称）箕面小野原東店舗 箕面市小野原東六丁目２番１ 阪神電気鉄道 光洋 未定 2015年8月18日 2016年4月19日 1,862



近畿 大阪府 （仮称）吹田片山東商業施設 吹田市片山町二丁目53番１
ＪＲ西日本大阪
開発 阪食 2015年8月31日 2016年5月1日 2,706

近畿 大阪府 （仮称）テックランド豊中店 豊中市庄内東町二丁目３７ 望月ビル ヤマダ電機 2015年11月17日 2016年6月30日 4,688

近畿 大阪府 （仮称）アクロスプラザ大東
大東市氷野二丁目230番１　ほ
か

前川電気鋳鋼
所 万代 5 2015年12月25日 2016年8月26日 4,322

近畿 大阪府
バロー・ナフコツーワンスタイ
ル寝屋川店

寝屋川市寝屋南二丁目3166
番

バローホール
ディングス ナフコ

バローホール
ディングス ナフコ 未定 2016年1月22日 2016年9月23日 10,043

近畿 大阪府 （仮称）コノミヤ富田林店
富田林市昭和町一丁目541番
１ 越井林業 コノミヤ エディオン 2016年2月19日 2016年10月20日 5,088

近畿 大阪府
（仮称）ドラッグコスモス箕面
彩都店

箕面市彩都粟生南2丁目121
番　他 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年3月10日 2016年11月11日 1,705

近畿 大阪府 （仮称）ラ・ムー東大阪店
東大阪市古箕輪一丁目437番
ほか 大黒天物産 大黒天物産 2016年3月29日 2016年11月30日 2,003

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス和田
山店 朝来市和田山町桑原557外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年4月17日 2015年12月18日 1,871

近畿 兵庫県
ホームプラザナフコ和田山イ
ンター店 朝来市和田山町御堂ワタシ14番ナフコ ナフコ 2015年5月22日 2016年1月23日 4,054

近畿 兵庫県 （仮称）洲本複合商業施設 洲本市大野字平成1847番ほか ダイワロイヤル チヨダ 1 2015年6月24日 2016年2月25日 1,350

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス丹波
春日店

丹波市春日町七日市626－1
ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2015年6月26日 2016年2月27日 1,680

近畿 兵庫県
（仮称）ダイレックス姫路城東
店 姫路市城東町129－１ほか ダイレックス ダイレックス 1 2015年6月29日 2016年3月1日 1,293

近畿 兵庫県 （仮称）Ｂｉｖｉ土山店 播磨町北野添二丁目1604番１ 大和リース 未定 10 2015年7月16日 2016年3月17日 2,160

近畿 兵庫県 ＪＲ塚口駅ビル 尼崎市上坂部一丁目36番14
ＪＲ西日本不動
産開発 未定 10 2015年7月31日 2016年4月1日 1,721

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス
砥堀店 姫路市砥堀字中北野1224番地 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年8月12日 2016年4月13日 1,701

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス
山崎南店 宍粟市山崎町下広瀬104-1ほかコスモス薬品 コスモス薬品 2015年8月12日 2016年4月13日 1,638

近畿 兵庫県
ンター宝塚、（仮称）万代
宝塚東洋町店 宝塚市東洋町１番24ほか

ﾛｲﾔﾙﾎｰﾑｾﾝﾀｰ、
万代

ﾛｲﾔﾙﾎｰﾑｾﾝ
ﾀｰ、万代 2015年8月31日 2016年5月1日 9,450

近畿 兵庫県
（仮称）姫路大津西土井複
合施設

大津区西土井字井ノ元372番
33ほか 高浜興産 サンドラッグ 2 2015年9月2日 2016年3月31日 2,377

近畿 兵庫県
（仮称）ドン・キホーテ川
西店 多田院西2-3-8

延田エンター
プライズ

ドン・キホー
テ 2015年9月7日 2016年5月8日 2,004

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス
多可店 多可町中区森本165-１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2015年10月2日 2016年6月3日 1,681

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス
姫路北原店 姫路市北原553-1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2015年10月5日 2016年6月6日 1,198

近畿 兵庫県 ハローズ東姫路店 姫路市阿保甲７-33ほか ハローズ ハローズ 2015年10月7日 2016年6月8日 2,003

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス飾東町店 姫路市飾東町庄字二反田164番コスモス薬品 コスモス薬品 2015年10月30日 2016年7月1日 1,733

近畿 兵庫県 （仮称）姫路駅東高架下店舗 姫路市北条字定㫖234－23ほか
JR西日本不動
産開発 コーナン商事 2015年12月28日 2016年11月1日 2,607

近畿 兵庫県 （仮称）ジョーシン太子店 太子町鵤字秋貞414ほか 上新電機 上新電機 2016年1月29日 2016年9月30日 2,542

近畿 兵庫県 （仮称）ラ・ムー相生店 相生市本郷町2012ほか 共栄商事 大黒天物産 2016年2月15日 2016年10月15日 1,365

近畿 兵庫県 ゴダイドラッグ山崎南店 宍粟市山崎町中井185番地 ゴダイ ゴダイ 2016年2月18日 2016年10月19日 1,190

近畿 兵庫県 （仮称）コーナン洲本ＳＣ 洲本市上内膳字舟川原404番１
コーナン商事
マルナカ

コーナン商事
マルナカ 2016年2月24日 2016年10月25日 8,307

近畿 兵庫県 （仮称）ダイレックス王子店 小野市王子町157-1ほか ダイレックス ダイレックス 2016年3月1日 2016年11月2日 1,647



近畿 兵庫県 パピオス　あかし 明石市大明石町一丁目1192-2
区市街地再開
発組合

丸善ジュンク
堂書店 13 2016年3月28日 2016年12月1日 3,055

近畿 奈良県 ケーズデンキ吉野大淀店 大淀町土田222他
関西ケーズデン
キ

関西ケーズデ
ンキ 2015年4月22日 2015年12月23日 1,550 ×

近畿 奈良県 万代法隆寺店 斑鳩町興留1丁目431他 万代 万代 2015年5月14日 2016年1月15日 1,417

近畿 奈良県 (仮称)東生駒商業施設 生駒市東生駒2丁目207番9他 Kカンパニー 2
関西ケーズデ
ンキ 光洋 1 2015年5月15日 2016年1月16日 6,170

近畿 奈良県 (仮称)ドラッグコスモス上牧店 上牧町上牧3052番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年6月10日 2016年2月11日 1,678

近畿 奈良県 （仮称）ラムー奈良葛城店 葛城市忍海236-1　外 大黒天物産 大黒天物産 2015年6月19日 2016年2月20日 1,831

近畿 奈良県 (仮称）ドン・キホーテ天理店 天理市田井庄町470番1　他
大和情報サービ
ス ドン・キホーテ 2015年7月9日 2016年3月10日 1,960

近畿 奈良県 コープ七条 奈良市七条西町2丁目1101他 ならコープ ならコープ 未定 2015年8月19日 2017年3月10日 2,700

近畿 奈良県
(仮称)ドラッグコスモス桜井大
福店 奈良市大福1260番他 コスモス薬品 コスモス薬品 未定 2015年10月7日 2016年6月8日 1,899

近畿 奈良県 (仮称)ドラッグコスモス秋篠店 奈良市秋篠町1348-1他 コスモス薬品 コスモス薬品 未定 2015年10月16日 2016年6月17日 2,215

近畿 奈良県 コープなんごう
大和高田市大谷７５８－１の一
部 ならコープ ならコープ 未定 2015年10月28日 2016年8月1日 3,500

近畿 奈良県
（仮称）スーパーエバグリーン
広陵店

北葛城郡広陵町大字平尾712
番1ほか

エバグリーン廣
甚

エバグリーン
廣甚 2015年11月6日 2016年7月7日 2,426

近畿 奈良県
（仮称）ココカラファイン天理
店

天理市守目堂町105番1、106
番2 Kカンパニー

ココカラファイ
ンヘルスケア 未定 2015年12月25日 2016年8月26日 1,702

近畿 和歌山県 コメリホームセンター那賀店 紀の川市名手市場434 コメリ コメリ 未定 2015年4月20日 2015年12月21日 7,101

近畿 和歌山県
ホームプラザナフコ　和歌山
北インター店 和歌山市直川字船渡田401番1 ナフコ ナフコ 2015年4月20日 2015年12月21日 9,411

近畿 和歌山県 （仮称）ケーズデンキ橋本店 橋本市市脇三丁目286番1外
関西ケーズデン
キ

関西ケーズデ
ンキ 2015年5月21日 2016年1月22日 2,485

近畿 和歌山県
（仮称）ドラッグコスモス下井
阪店 紀の川市中井阪字轟塚460番1 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年6月19日 2016年2月20日 1,710

近畿 和歌山県
（仮称）エバグリーン紀伊勝浦
店 東牟婁郡那智勝浦町朝日二丁

エバグリーン廣
甚

エバグリーン
廣甚 2015年7月30日 2016年4月1日 1,995

近畿 和歌山県
（仮称）ドラッグコスモス
貴志川店 紀の川市貴志川町神戸字貫井 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年10月2日 2016年6月3日 1,702

近畿 和歌山県
（仮称）ドラッグコスモス中黒
店 岩出市金池字春日45－1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年10月2日 2016年6月3日 1,722

近畿 和歌山県 （仮称）ジュンテンドー新古屋 和歌山市古屋字保ジ本203番2 ジュンテンドー ジュンテンドー 2015年10月19日 2016年6月19日 2,607

近畿 和歌山県 （仮称）ドラッグコスモス湊店 和歌山市湊字堤外坪1827－5外コスモス薬品 コスモス薬品 2015年10月23日 2016年6月24日 1,693

近畿 和歌山県
（仮称）ケーズデンキ和歌山
店 和歌山市手平一丁目5番7号

関西ケーズデン
キ

関西ケーズデ
ンキ 2015年11月16日 2016年7月17日 5,012

近畿 和歌山県 （仮称）デリシャス広岡有田店
有田市宮崎町字箕川123番1
外 廣岡 廣岡 2016年1月29日 2016年9月30日 1,713

近畿 和歌山県
（仮称）スーパーエバグリーン
東高松店

和歌山市東高松三丁目84番1
外

エバグリーン廣
甚

エバグリーン
廣甚 2016年2月26日 2016年10月27日 2,220 ×

近畿 京都市 （仮称）京都四条通開発計画
京都市下京区四条通高倉東
入立売中之町８４番地

平成ビルディン
グ ヒューリック 未定 2015年9月30日 2017年4月1日 2,128

近畿 京都市
（仮称）コーナンPRO伏見下
鳥羽店

京都市伏見区下鳥羽但馬町１
０１ほか コーナン商事 コーナン商事 2015年9月30日 2016年6月1日 2,584

近畿 京都市
（仮称）ドラッグコスモス吉祥
院店

京都市南区吉祥院蒔絵町２６
番 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年1月29日 2016年9月30日 1,316

近畿 京都市
（仮称）コーナンPRO吉祥院
店

京都市南区吉祥院蒔絵町３１
－１ コーナン商事 コーナン商事 2016年2月29日 2016年11月1日 1,412



近畿 大阪市 (仮称)ライフ久太郎町店 大阪市中央区久太郎町１丁目3 　
ライフコーポ
レーション

ライフコーポ
レーション 2015年6月25日 2016年2月26日 2,261

近畿 大阪市 (仮称)ドン・キホーテ阿倍野店 大阪市阿倍野区旭町１丁目１番
アセッツブレーン
ディワン ドン・キホーテ 2015年10月15日 2016年6月16日 2,060

近畿 大阪市 (仮称)駒川中野店舗 大阪市東住吉区中野３丁目７番光洋 光洋 2016年2月8日 2016年10月9日 1,703

近畿 大阪市 鶴見ファッションモール 大阪市鶴見区安田１丁目72番１しまむら しまむら 2016年2月10日 2016年10月11日 1,406

近畿 大阪市 （仮称）ニトリ住之江店
大阪市住之江区緑木１丁目３
番１ 外１筆 ニトリ ニトリ 2016年2月25日 2016年10月26日 5,681

近畿 神戸市
（仮称）ケーズデンキ西神戸
店

神戸市西区王塚台７丁目131
番1外

関西ケーズデン
キ

関西ケーズデ
ンキ 2015年5月29日 2016年1月30日 4,987

近畿 神戸市 （仮称)万代西神中央店 神戸市西区竹の台6丁目1番2 万代 万代 2015年9月17日 2016年5月18日 4,367

近畿 堺市 (仮称)ケーズデンキ堺美原店 堺市美原区黒山710番1　他
関西ケーズデン
キ

関西ケーズデ
ンキ 2015年8月10日 2016年4月11日 3,650

近畿 堺市
ウエルシア堺上野芝店・(仮
称)バースデイ上野芝店 堺市西区上野芝向ヶ丘町六丁1ウエルシア薬局 しまむら

ウエルシア薬
局 しまむら 2016年2月26日 2016年10月27日 1,817

中国 鳥取県
（仮称）米子市米原６丁目複
合店舗

米子市米原六丁目２５７番地
外 ダイワロイヤル ジーユー 2015年4月13日 2015年12月14日 1,508

中国 鳥取県
スーパーセンタートライアル
境港店 境港市夕日ヶ丘二丁目６ほか

ライアルカンパ
ニー

ライアルカン
パニー 2015年6月10日 2015年2月17日 4,389

中国 鳥取県 はるやま米子店 米子市米原七丁目５７０－１ はるやま商事 はるやま商事 2015年6月12日 2015年1月13日 1,024

中国 鳥取県
（仮称）ドラッグコスモス目久
美店 米子市目久美町２４４－１ コスモス薬品 コスモス薬品 2015年9月16日 2016年5月17日 1,694

中国 鳥取県 （仮称）ゴダイドラッグ用瀬店
鳥取市用瀬町別府字キシ田９
１－２ほか ゴダイ ゴダイ 2015年11月2日 2016年7月3日 1,230

中国 鳥取県
（仮称）ドラッグコスモス琴浦
店

琴浦町大字丸尾字井出領１１
６－１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2015年11月2日 2016年7月3日 1,716

中国 鳥取県 （仮称）ドン・キホーテ鳥取店 鳥取市南吉方町二丁目９ほか 玉川 ドン・キホーテ 2015年11月17日 2016年7月18日 2,376

中国 島根県 グッディー大田店
大田市大田町大田字神田ロ９
３０番２外 ウシオ ウシオ 2015年4月28日 2015年12月29日 1,547

中国 島根県
（仮称）ドラッグコスモス高津
店 益田市高津七丁目１５番５０号 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年5月8日 2016年1月9日 1,665

中国 島根県
（仮称）ドラッグコスモス渡橋
店

出雲市渡橋町字有原４７２番
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年9月28日 2016年5月29日 1,714

中国 島根県
（仮称）ドラッグストアウェルネ
ス平田西店 出雲市平田町１６１４番外

NTTファイナン
ス

プ　　ドラッグ
＆ファーマ 2015年9月29日 2016年5月30日 1,285

中国 島根県 ダイレックス乃白店 松江市乃白町２００９番外 ダイレックス ダイレックス 2015年12月24日 2016年8月25日 1,223

中国 島根県
スーパーセンタートライアル
出雲白枝店

出雲市白枝町字壱丁田４１９
番１外

トライアルカンパ
ニー

トライアルカン
パニー 2016年1月27日 2016年9月28日 4,777

中国 岡山県
（仮称）ドラッグコスモス連島
店

倉敷市連島町連島字三ノ割１
１０番７ほか コスモス薬品 コスモス薬品 ○ 2015年4月3日 2015年12月4日 1,654

中国 岡山県
（仮称）倉敷市北畝一丁目複
合店舗

倉敷市北畝一丁目１３９番１ほ
か 三菱ＵＦＪリース

三菱ＵＦＪリー
ス 2015年5月7日 2015年10月20日 1,504

中国 岡山県 （仮称）ザグザグ天城店
倉敷市藤戸町天城６６６番1ほ
か ザグザグ ザグザグ 2,015年6月11日 2016年2月11日 1,430

中国 岡山県 ハピーズ真備店
倉敷市真備町箭田字太刀塚
880番1ほか

マート代表取締
役　森下和幸

マート代表取
締役　森下和 2015年9月4日 2016年5月5日 1,753

中国 岡山県
（仮称）ドラッグコスモス新見
店

新見市正田字柳ノ坪317番1ほ
か コスモス薬品 コスモス薬品 2015年9月10日 2016年5月11日 1,711

中国 岡山県
（仮称）ドラッグコスモス荘内
店

玉野市長尾字中井手347番１
ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2,015年10月13日 2016年6月14日 1,706

中国 岡山県 ドラッグコスモス桜が丘店
赤磐市桜が丘東五丁目5番
320ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2015年10月28日 2016年6月29日 1,305



中国 岡山県
（仮称）ドラッグコスモス高梁
店

高梁市落合町阿部字伴城免
808番１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2016年3月9日 2016年11月10日 1,542

中国 岡山県
（仮称）ドラッグコスモス矢掛
店

小田郡矢掛町西川面城之下
277番ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2016年3月9日 2016年11月10日 1,729

中国 岡山県 （仮称）ケーズデンキ倉敷老松倉敷市老松五丁目６２６番１ほかオリックス ビック・エス 2016年3月18日 2016年11月19日 4,513

中国 広島県 （仮称）フレスタ府中新地店 府中町新地5014番1外 フレスタ フレスタ 1 2015年4月30日 2015年11月1日 2,045

中国 広島県
（仮称）ドラッグコスモス焼山
北店 呉市焼山北三丁目４２４番 外 コスモス薬品

コスモス焼山
北店 2015年4月20日 2015年12月21日 1,703

中国 広島県 フジ海田店 海田町南本町926番1ほか フジ フジ 未定 2015年4月17日 2015年12月18日 2,869

中国 広島県
(仮称)ドラッグコスモス福山大
門店

福山市大門町一丁目２２６番
ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2015年5月22日 2016年1月23日 1,393 ×

中国 広島県 ホームプラザナフコ尾道店 尾道市東尾道９番５号 ナフコ ナフコ 2015年5月11日 2016年1月12日 6,370

中国 広島県 (仮称）ニチエー三成店
尾道市美ノ郷町三成字見取
1637外 オリックス ニチエー 未定 2015年7月31日 2016年2月15日 2,304

中国 広島県
（仮称）ドラッグコスモス寺家
店

東広島市西条町寺家5021-1
他 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年8月24日 2016年4月25日 1,702

中国 広島県 フジ廿日市店
廿日市市城内二丁目１４番地内

オリックス フジ
その他テナン
ト未定 2015年8月11日 2016年4月12日 1,337

中国 広島県 ラ・ムー坂店
安芸郡坂町平成ヶ浜二丁目
13023-4 大黒天物産 大黒天物産 2015年8月6日 2016年3月1日 2,698

中国 広島県 ダイレックス三次東店 三次市南畑敷町500番15外
ケイエル・リース
＆エステート ダイレックス 2015年9月24日 2016年5月25日 1,164

中国 広島県 （仮称）コメリパワー大竹店 大竹市晴海二丁目10番46号 コメリ コメリ 2015年9月2日 2016年5月3日 10,540

中国 広島県 ジュンテンドー豊栄店
東広島市豊栄町鍛冶屋551番
ほか ジュンテンドー ジュンテンドー 2015年9月11日 2016年5月11日 2,607

中国 広島県 三原宮浦複合施設 三原市宮浦6丁目1番16　外 フレスタ
プ
ドラッグ＆ ハートピア 2015年10月29日 2016年4月30日 1,490

中国 広島県
（仮称）ドラッグコスモス三次
北店

敷
1，377番1，378番，379番，380
番1 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年10月1日 2016年6月2日 1,691

中国 広島県
(仮称）ケーズデンキ福山松
永店

福山市松永町三丁目１９９番
ほか 寺岡企業 ビッグ・エス 2015年12月20日 2016年8月21日 2,447

中国 広島県 エブリイ府中店 府中市高木町字沖126-1外 エブリイ エブリイ 2015年12月1日 2016年6月1日 1,225

中国 広島県 ドラッグコスモス庄原店
庄原市三日市町字下ノ原667-
1の一部 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年12月22日 2016年8月23日 1,537

中国 広島県 藤三吉田店
安芸高田市吉田町常友字祖
利田郷470番1ほか 藤三 藤三 2016年2月10日 2016年10月11日 1,526

中国 広島県
(仮称）ドラッグコスモス南松
永店

福山市南松永町三丁目８９番
１ コスモス薬品 コスモス薬品 2016年2月10日 2016年10月11日 1,703

中国 広島県
（仮称）ドラッグコスモス福山
大門店

福山市大門町一丁目２２６番
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年3月14日 2016年11月15日 1,393

中国 山口県
（仮称）ダイレックス下関羽山
店 下関市羽山町１３２２の１ ダイワロイヤル ダイレックス 2015年4月8日 2015年12月9日 1,644

中国 山口県
ドラッグストアモリ宇部沖ノ旦
店 宇部市沖ノ旦８３１の１

ドラッグストアモ
リ

ドラッグストア
モリ 2015年5月8日 2016年1月9日 1,289

中国 山口県
(仮称)ドラッグコスモス室の木
店

岩国市室の木町一丁目５０７
の１ コスモス薬品 コスモス薬品 2015年5月18日 2016年1月19日 1,321

中国 山口県
(仮称)ドラッグコスモス西岐波
店 宇部市西岐波２４４９番地８ コスモス薬品 コスモス薬品 2015年6月18日 2016年2月19日 1,211

中国 山口県
(仮称)ドラッグコスモス防府植
松店 防府市大字植松８３１ コスモス薬品 コスモス薬品 2015年11月27日 2016年7月28日 1,704

中国 山口県 ゆめタウン徳山(仮称) 周南市青山町１６３６の１２ イズミ イズミ 2015年12月24日 2016年8月31日 14,621



中国 山口県
（仮称）ドラッグコスモス遠石
店 周南市上遠石町１１５９の１ コスモス薬品 コスモス薬品 2016年1月8日 2016年9月9日 1,438

中国 山口県 防府ファッションモール 防府市寿町１５８の１ しまむら しまむら 2016年1月29日 2016年9月30日 2,541

中国 山口県
（仮称）ドラッグコスモス神原
店

宇部市神原町二丁目４６２２番
７号 大和リース コスモス薬品 2016年2月8日 2016年10月9日 1,695

中国 山口県
（仮称）ドラッグコスモス長門
市駅店 長門市東深川字柳ヶ坪949-1 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年2月8日 2016年10月9日 1,540

中国 山口県
(仮称)イオンタウン周南久米A
区画

米中央区画整理事業地内３８
街区１号 イオンタウン ダイソー 2016年3月15日 2017年3月1日 4,319

中国 山口県
(仮称)イオンタウン周南久米B
区画

米中央区画整理事業地内４０
街区１号 イオンタウン ニッカシステム 2016年3月15日 2017年3月1日 1,331

中国 山口県
(仮称)イオンタウン周南久米
C区画

米中央区画整理事業地内３７
街区１号 イオンタウン マックスバリュ 2016年3月15日 2016年11月16日 3,185

中国 広島市
（仮称）ドラッグコスモス可部
南店

広島市安佐北区可部南二丁
目２５－３１ コスモス薬品 コスモス薬品 2016年2月29日 2016年10月30日 1,620

中国 広島市
第一種市街地再開発事業施
設建築物 広島市南区松原町4番ほか

ロック市街地再
開発組合 エディオン 2016年3月24日 2016年11月25日 12,535

中国 岡山市 ホームプラザナフコ　岡山店
岡山市南区富浜町２番２　ほ
か ナフコ ナフコ 2015年4月13日 2015年12月14日 13,469

四国 徳島県 マルナカ新鴨島店
吉野川市鴨島町牛島字四ツ屋
１番１外 マルナカ マルナカ 2015年5月18日 2016年1月19日 7,168

四国 徳島県 ドラッグコスモス市場店
阿波市市場町市場字岸ノ下
159番地１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年5月21日 2016年1月22日 1,665

四国 徳島県 ハローズ江田店
小松島市江田町字腰前61番
地2 ハローズ ハローズ 2015年5月29日 2016年1月30日 3,331

四国 徳島県 ドラッグコスモス宝田店 阿南市宝田町平岡850番地１ コスモス薬品 コスモス薬品 2015年9月8日 2016年5月9日 1,701

四国 徳島県 ドラッグコスモス中田店
小松島市中郷町西野1番地26
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年9月17日 2016年5月18日 1,722

四国 徳島県 ドラッグコスモス松茂店
松茂町中喜来字稲本２１７番
地１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年12月28日 2016年8月29日 1,195

四国 徳島県 DCMダイキ羽ノ浦店
阿南市羽ノ浦町宮倉ながれ３
－５ほか DCMダイキ DCMダイキ 2016年2月22日 2016年10月25日 2,292

四国 徳島県 ドラッグコスモス国府府中店
徳島市国府町中字柿ノ原田
722番地3 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年3月3日 2016年11月4日 1,437

四国 徳島県 （仮称）イオンモール徳島 徳島市南末広町２０－１８ほか イオンモール
イオンリテー
ル 2016年3月7日 2017年4月1日 36,405

四国 徳島県 ハローズ住吉店
徳島市住吉町六丁目96番1ほ
か ハローズ ハローズ 2016年3月31日 2016年12月1日 2,525

四国 香川県 ドラッグコスモス牟礼店
高松市牟礼町牟礼９５７番地
外５筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年4月7日 2015年12月8日 1,700

四国 香川県
ケーズデンキ丸亀競技場前
店（仮称）

丸亀市原田町字西三分一１９
００外11筆 ビッグ・エス ビッグ・エス 2015年4月10日 2015年12月11日 5,364

四国 香川県 (仮称)ニトリ高松屋島店
高松市春日町字片田1628番1
外 ニトリ ニトリ 2015年8月27日 2016年4月28日 3,887

四国 香川県 （仮称）エブリイ高松多肥店
高松市多肥上町字日暮1319
番ほか エブリイ エブリイ 未定 2015年11月30日 2016年8月1日 1,719

四国 香川県 ダイレックス西春日店
高松市西春日町字北山浦
1045番1外 ダイワロイヤル ダイレックス 2015年12月7日 2016年8月8日 1,356

四国 香川県 ダイレックス坂出店
坂出市江尻町字南新開1580
番1 四国ガス産業 ダイレックス 2016年1月15日 2016年9月16日 1,456

四国 香川県 新鮮市場きむら香西店 高松市香西東町333番4　外 きむら きむら 2016年2月15日 2016年10月16日 1,357

四国 香川県 新鮮市場きむら春日店
高松市木太町字中浜2794番
外 きむら きむら 2016年2月29日 2016年10月29日 1,379

四国 香川県 リビンズイソザキ丸亀店
丸亀市山北町字原窪23番地
外6筆 イソザキ イソザキ 2016年2月29日 2016年10月29日 2,010



四国 香川県
(仮称)ホームプラザナフコ西
植田店 高松市西植田町1059-1外6筆 ナフコ ナフコ 2016年3月31日 2016年12月1日 2,709

四国 愛媛県 ｍａｃ松原店
新居浜市松原町甲4365番地8
外 大屋 大屋 2015年5月20日 2016年1月21日 1,635

四国 愛媛県
（仮称）イオンモール今治新
都市 今治市にぎわい広場1番1　外 イオンモール

イオンリテー
ル 2015年6月5日 2016年3月1日 39,700

四国 愛媛県 ＡＥＬ　ＭＡＴＳＵＹＡＭＡ 松山市大街道二丁目5番12 森ビル アクセ 明屋商店 ○ 2015年6月18日 2015年8月26日 1,120

四国 愛媛県
（仮称）ＮＥＣＡＰ松山複合商
業施設 松山市問屋町163番2

ＮＥＣキャピタル
ソリューション ビッグ・エス ゼビオ 2015年7月10日 2016年3月11日 8,930

四国 愛媛県
（仮称）ドラッグコスモス今治
西店

今治市阿方字畑井田甲503番
1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年8月5日 2016年4月6日 1,547

四国 愛媛県 ケーズデンキ今治店
今治市中寺字久信270番地1
外 ビッグ・エス ビッグ・エス 2015年9月14日 2016年5月15日 2,428

四国 愛媛県
ケーズデンキ宇和島店・ドラッ
グコスモス宇和島北店

宇和島市伊吹町字小倉甲
1390番地1　外 ビッグ・エス 1 ビッグ・エス コスモス薬品 2015年11月10日 2016年7月11日 4,619

四国 愛媛県
そごうマート三津屋店・くすり
のレデイ東予店

西条市三津屋東37番地2、37
番地4　外 そごうマート 1 そごうマート レデイ薬局 2016年1月22日 2016年9月23日 2,285

四国 愛媛県
（仮称）ドラッグコスモス桜井
店

今治市古国分一丁目乙181-1
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年3月14日 2016年11月15日 1,520

四国 愛媛県 ダイレックス三津店 松山市高山町3370番　外 大和リース ダイレックス 2016年3月25日 2016年11月26日 1,289

四国 高知県 ｍａｃ大津店 高知市大津乙1063番地外 大屋 大屋 2015年6月29日 2016年2月29日 2,088

四国 高知県 ダイレックス吉田店
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9月9日 2016年5月10日 1,846

四国 高知県 ニトリ土佐道路店 高知市朝倉字榊185－1　ほか ニトリ ニトリ 2015年11月6日 2016年7月7日 5,132

四国 高知県
（仮称）ドラッグストアｍａｃ大
津店 高知市大津乙1075番1　ほか 大屋 大屋 セリア 2016年1月18日 2016年9月19日 2,239

四国 高知県 mac東雲店 高知市東雲町142番地1　ほか 大屋 大屋 2016年3月23日 2016年11月24日 3,591

九州 福岡県 (仮称)カインズ福岡新宮店
新宮町中央駅前二丁目１０番
１ほか カインズ カインズ 2015年4月10日 2015年12月11日 8,302

九州 福岡県 ホームプラザナフコ　うきは店
うきは市吉井町桜井字川原田
２４４番地ほか ナフコ ナフコ 2015年4月13日 2015年12月14日 4,709

九州 福岡県 ホームプラザナフコ　宗像店
宗像市赤間駅前２丁目４７２番
５　外 ナフコ ナフコ 2015年5月22日 2016年1月23日 4,212

九州 福岡県 ドン・キホーテ筑紫野
筑紫野市武蔵三丁目２０２番１
外 ダイワロイヤル ドン・キホーテ 2015年6月1日 2016年2月2日 3,174

九州 福岡県
(仮称)ダイレックス大川上巻
店

大川市大字上巻二反田２１６
外 大和リース ダイレックス 2015年6月11日 2016年2月12日 1,677

九州 福岡県 エーブック幸袋店
飯塚市大字中４２６番地１　外
２０筆

筑豊アルミセン
ター 明林堂書店 〇 2015年7月2日 2016年3月3日 1,479

九州 福岡県
(仮称)マックスバリュ二日市
店

筑紫野市二日市西二丁目８０
１番２ 柏屋

マックスバリュ
九州 2015年7月15日 2016年3月16日 1,105

九州 福岡県
(仮称)ナフコツーワンスタイル
旗崎店

久留米市御井旗崎５丁目８６４
番９　外 ナフコ ナフコ 2015年7月31日 2016年4月1日 5,295

九州 福岡県
(仮称)ドラッグコスモス加布里
店

糸島市加布里字塩屋新開３１
番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年8月3日 2016年4月4日 1,717

九州 福岡県
(仮称)ドラッグコスモス宇美原
田店

糟屋郡宇美町原田二丁目５２
２番１、５２３番１、５２３番４ コスモス薬品 コスモス薬品 2015年8月26日 2016年4月27日 1,212

九州 福岡県
(仮称)ドラッグコスモス国分バ
イパス店

久留米市国分町字名入８１７
番２　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年10月15日 2016年6月16日 1,540

九州 福岡県
(仮称)生鮮市場バリューリン
ク福津店

福津市手光南一丁目２１２７番
５　外 リンク リンク 2015年10月16日 2016年6月17日 2,299

九州 福岡県
スーパーセンタートライアル
鞍手店

鞍手郡鞍手町大字小牧字裏
田２２８１－１　外　２７筆

トライアルカンパ
ニー

トライアルカン
パニー 2015年10月16日 2016年6月17日 5,180



九州 福岡県 (仮称)Ａコープ須恵店
糟屋郡須恵町大字旅石１８４
番地１　外 Ａコープ九州 Ａコープ九州 2015年10月29日 2016年6月29日 1,497

九州 福岡県 (仮称)ルミエール志免店
糟屋郡志免町中央三丁目
１１５０番地　外 三角商事 三角商事 2015年10月30日 2016年7月1日 3,510

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス花瀬
店 飯塚市大字横田５９７番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年11月4日 2016年7月5日 1,713

九州 福岡県 スーパー・キッド前原店 糸島市篠原東３丁目１番２０号 アレス アレス 2015年11月18日 2016年7月19日 1,413

九州 福岡県 (仮称)ダイレックス宇美店
糟屋郡宇美町光正寺二丁目
４４７８番１　外

大和情報サービ
ス ダイレックス 2015年11月27日 2016年7月28日 1,702

九州 福岡県 (仮称)ドラッグコスモス紫店
筑紫野市紫三丁目６４９番１
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年12月21日 2016年8月22日 1,210

九州 福岡県
(仮称)ドラッグストア糸島浦志
店

糸島市前原土地区画整理事
業地内１７街区

ドラッグストアモ
リ

ドラッグストア
モリ 2016年2月2日 2016年10月3日 1,436

九州 福岡県
スーパーセンタートライアル
大刀洗店

井郡 洗 鵜
１
外１３筆

トライアルカンパ
ニー

トライアルカン
パニー 2016年2月10日 2016年10月11日 4,175

九州 福岡県 (仮称)ドラッグコスモス乙金店
大野城市乙金第二区画整理
事業地内２８街区１１号 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年2月26日 2016年10月27日 1,713

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス前原
北店

糸島市前原北二丁目１８７６番
１　外 冨岡木材店 コスモス薬品 2016年3月3日 2016年11月4日 1,695

九州 福岡県 くすりのコ―エイ大任町店
田川郡大任町大字今任原２６
０５番 くすりのコ―エイ

くすりのコ―エ
イ 2016年3月4日 2016年11月2日 1,323

九州 福岡県 (仮称)サンリブのおがた 直方市大字知古７５６番２　外 サンリブ サンリブ その他未定 2016年3月18日 2016年11月19日 4,979

九州 福岡県 ホームプラザナフコ宇美店
糟屋郡宇美町貴船二丁目１０
８９番１　外１６筆 ナフコ ナフコ 2016年3月25日 2016年11月26日 3,953

九州 福岡県 ケーズデンキ飯塚店 飯塚市秋松字古川６７－１　外 オリックス
九州ケーズデ
ンキ 2016年3月28日 2016年11月29日 3,700

九州 福岡県
(仮称)ドラッグコスモス西宮市
店

行橋市行事７丁目４１－１　外
３筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年3月28日 2016年11月29日 1,703

九州 佐賀県
（仮称）ダイレックス鹿島中村
店

鹿島市大字中村2018番地1
外4筆

九州リースサー
ビス ダイレックス 2015年4月21日 2015年12月22日 1,592

九州 佐賀県
スーパーセンタートライアル
唐津中原店 唐津市原字笠原1421　外9筆

トライアルカンパ
ニー

トライアルカン
パニー 2015年6月23日 2016年2月24日 5,476

九州 佐賀県 ホームプラザナフコ佐賀店 佐賀市八丁畷町7番地 ナフコ ナフコ 2015年7月13日 2015年12月22日 2,708

九州 佐賀県
（仮称）ドラッグストアモリ神園
店 佐賀市神園六丁目1426番1

ドラッグストアモ
リ

ドラッグストア
モリ 2015年8月28日 2016年4月29日 1,389

九州 佐賀県
（仮称）ドラッグストアモリ本庄
店

佐賀市本庄町大字本庄字五
本谷1268番1　外

ドラッグストアモ
リ

ドラッグストア
モリ 2015年9月10日 2016年5月11日 1,333

九州 佐賀県
（仮称）ドラッグコスモス和多
田複合店舗

唐津市和多田先石3845番1
外

コスモス薬品
ダイワロイヤル コスモス薬品 2016年3月16日 2016年11月17日 2,686

九州 長崎県
ホームプラザナフコ佐世保イ
ンター店家具館 佐世保市干尽町５番２１号 ナフコ ナフコ 2015年4月30日 2015年12月31日 3,975

九州 長崎県
スーパーセンタートライアル
島原店

島原市前浜町丙２２６　外１３
筆

トライアルカンパ
ニー

トライアルカン
パニー 2015年5月20日 2016年1月21日 4,103

九州 長崎県 （仮称）ドン・キホーテ大村店
大村市西大村本町２５９番　他
１筆

日本アセット
マーケティング ドン・キホーテ 2015年6月29日 2016年3月1日 3,041

九州 長崎県
ホームセンターユートク高来
店 諫早市高来町峯４６８－１０６ 祐徳自動車 祐徳自動車 2015年8月6日 2016年4月7日 1,230

九州 長崎県
（仮称）ドラッグコスモス平瀬
店 長崎市平瀬町１番４３ コスモス薬品 コスモス薬品 2015年9月14日 2016年5月15日 1,536

九州 長崎県
（仮称）ドラッグコスモス川棚
店・グリーン東彼新鮮市場

1961-2、1961-3、2041-2、
2042-2 コスモス薬品 1 コスモス薬品

長崎県央農業
協同組合 2015年12月8日 2016年8月9日 1,962

九州 長崎県
（仮称）ドラッグコスモス有明
店

島原市有明町湯江甲１４３番１
他１０筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年12月18日 2016年8月19日 1,529

九州 熊本県 ロッキー甲佐店
熊本県上益城郡甲佐町大字
仁田子字道中460-1 ロッキー ロッキー 2015年8月7日 2016年4月8日 1,782



九州 熊本県 ドラッグストアモリ玉名築地店
熊本県玉名市築地字見堂326
番1ほか 大和リース

ドラッグストア
モリ 2015年9月11日 2016年5月12日 1,419

九州 熊本県 ドラッグコスモス武蔵野台店
熊本県合志市幾久富字建山
1909番52ほか コスモス薬品

ドラッグコスモ
ス 2016年1月28日 2016年9月29日 1,223

九州 熊本県 スーパー・キッド八代高田店 熊本県八代市高下西町1743 アレス
スーパー・キッ
ド 2016年2月17日 2016年10月18日 1,240

九州 熊本県 ケーズデンキ菊池店
熊本県菊池市西寺1807番地
ほか

西日本総合リー
ス ケーズデンキ 2016年2月29日 2016年10月30日 1,655

九州 熊本県 ドラッグコスモス惣領店
熊本県上益城郡益城町大字
惣領字西宅地1089番3ほか コスモス薬品

ドラッグコスモ
ス 2016年3月22日 2016年11月23日 1,685

九州 大分県
（仮称）ドラッグコスモス大分
空港店

国東市武蔵町糸原字上手４１
２９-１０ コスモス薬品 コスモス薬品 2015年7月17日 2016年3月18日 1,704

九州 大分県
（仮称）ドラッグコスモス光吉
店・産直生鮮館

大分市大字光吉字池田１１７３
番　外 コスモス薬品

ライフステー
ジ大分 コスモス薬品

ライフステー
ジ大分 2015年7月30日 2016年3月31日 2,030

九州 大分県
（仮称）ダイレックス別府幸町
店 別府市幸町１４１１番１　外

株式会社ダイア
企画 ダイレックス 2015年9月30日 2016年5月31日 1,787

九州 大分県
（仮称）ドラッグコスモス鬼崎
店

由布市挾間町鬼崎字鶴ノ前１
９６番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年10月7日 2016年6月8日 1,696

九州 大分県 ホームプラザナフコ竹田店 竹田市三宅１８５２番１ ほか ナフコ ナフコ 2015年11月13日 2016年7月14日 3,330

九州 大分県
（仮称）ドラッグコスモス玖珠
山田店

玖珠郡玖珠町大字山田字豆
田１０番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年12月4日 2016年8月5日 1,696

九州 大分県
（仮称）大分県大分市宮崎店
舗

大分市大字宮崎２５８　外５９
筆

日本アセット
マーケティング ドン・キホーテ 2016年1月15日 2016年9月16日 2,952

九州 大分県
（仮称）ドラッグコスモス新玉
川店

日田市大字十二町字下庄手７
９２番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年1月25日 2016年9月26日 1,696

九州 大分県
（仮称）アクロスプラザ大分駅
南

大分市駅南区画整理事業地１
６街区１、２

片倉コープアグ
リ ベスト電器 2016年2月8日 2016年10月9日 5,757

九州 宮崎県
スーパーセンターニシムタ都
城五十市店East

都城市五十町２３０５番地１
外２筆 ニシムタ ニシムタ 2015年6月10日 2016年2月11日 9,014

九州 宮崎県
スーパーセンターニシムタ都
城五十市店Ｗｅｓｔ

都城市五十町２３７５番地５
外１筆 ニシムタ ニシムタ 2015年6月10日 2016年2月11日 7,357

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス浜店 延岡市浜町５０５７番３　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年7月21日 2016年3月22日 1,645

九州 宮崎県
（仮称）ドラッグコスモス小林
上町店

真
454-1,453-1,453-2,453-
13,436-13 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年8月19日 2016年4月20日 1,703

九州 宮崎県
（仮称）ドラッグコスモス大塚
台店

1123番13、1123番21、1123番
26 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年12月24日 2016年8月25日 1,714

九州 宮崎県
（仮称）ドラッグコスモスえび
の店 えびの市大字向江564番3　他 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年1月6日 2016年9月7日 1,694

九州 宮崎県
（仮称）ドラッグコスモス源藤
店

宮崎市源藤町葉山234番地
他 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年2月26日 2016年10月27日 1,671

九州 宮崎県 （仮称）ダイレックス新大塚店 宮崎市大塚町迫田266番１　外
ケイエル・リース
＆エステート ダイレックス 2016年3月22日 2016年8月中旬 1,726

九州 鹿児島県 ダイレックス鹿屋店
鹿屋市寿八丁目7301番１　外
３筆 ダイレックス ダイレックス 2015年6月9日 2016年2月10日 1,640

九州 鹿児島県 イオンタウン姶良
姶良市西餅田下深田264番１
外 イオンタウン イオン九州 その他 2015年6月19日 2016年2月20日 23,257

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグストアモリ鹿屋
札元店

鹿屋市札元一丁目3499番３
外３筆

ドラッグストアモ
リ

ドラッグストア
モリ 2015年6月19日 2016年2月20日 1,463

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグストアモリ和泊
店

大島郡和泊町大字和泊字下
当148番１　外１筆

ドラッグストアモ
リ

ドラッグストア
モリ 2015年7月3日 2016年3月4日 1,409

九州 鹿児島県 （仮称）上荒田開発店舗
鹿児島市上荒田町39-1の一
部，39-16,39-17 九州旅客鉄道

マックスバリュ
九州 その他未定 2015年7月29日 2016年3月30日 2,513

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグコスモス下伊
敷店

鹿児島市下伊敷一丁目44　外
１筆 コスモス薬品

ドラッグコスモ
ス 2015年8月21日 2016年4月22日 1,660

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグコスモス出水
金町店 出水市黄金町484番１ 外３筆 コスモス薬品

ドラッグコスモ
ス 2015年9月16日 2016年5月17日 1,530



九州 鹿児島県 ホームプラザナフコ伊集院店
日置市伊集院町大田字野首
862番１　外10筆 ナフコ ナフコ 2015年11月17日 2016年7月18日 5,064

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 モナミ ユニクロ

クロスカンパ
ニー その他未定 2015年11月20日 2016年7月21日 2,614

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグコスモス西之
表店

西之表市西之表字上ノ河
16064番４　外 コスモス薬品 南国殖産 コスモス薬品 南国殖産 2016年1月5日 2016年9月6日 1,987

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグコスモス中種
子店

熊毛郡中種子町野間字野別
府5121番　外11筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年1月5日 2016年9月6日 1,700

九州 鹿児島県 ドラッグコスモス栗野店
姶良郡湧水町米永字永田585
番２　外６筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年2月29日 2016年10月30日 1,541

九州 福岡市
（仮称）アイランドシティ南エリ
ア産業・複合地区計画

福岡市東区香椎照葉三丁目
26番45号の一部 ラ・アトレ フードウェイ

小山千緑園
ほか未定1店 2015年8月5日 2016年4月6日 2,876

九州 福岡市
（仮称）ドン・キホーテ福岡西
店

福岡市西区西都一丁目18番
外

日本アセット
マーケティング ドン・キホーテ 2015年11月5日 2016年7月6日 2,210

九州 北九州市
ラ･ムー小倉南沼店　サン
キュードラッグ沼店

北九州市小倉南区沼南町一
丁目2-1 大黒天物産

サンキュード
ラッグ ラ･ムー

サンキュード
ラッグ 2015年4月17日 2015年12月18日 2,620

九州 北九州市 ドラッグコスモス曽根北店
北九州市小倉南区曽根北町
2633番7　外 コスモス薬品

ドラッグコスモ
ス 2015年4月17日 2015年12月18日 1,212

九州 北九州市 ハローパーク大手町
北九州市小倉北区大手町11‐
1 ハローデイ ハローデイ しまむら セリア他１店 2015年6月8日 2016年2月9日 4,243

九州 北九州市 ホームプラザナフコ若松店
北九州市若松区くきのうみ中
央267番21　外 ナフコ ナフコ 2015年7月17日 2016年3月18日 4,756

九州 北九州市
（仮称）ドラッグコスモス竹末
店

北九州市八幡西区竹末一丁
目19-2外

セット・プランニ
ング コスモス薬品 2015年7月22日 2016年3月23日 1,511

九州 北九州市 サンリブ折尾　本館 八幡西区大浦三丁目1番1外 サンリブ サンリブ 2015年9月24日 2016年5月24日 4,593

九州 北九州市 サンリブ折尾　新館 八幡西区大浦二丁目4番7外 サンリブ 未定 2015年9月24日 2016年9月25日 2,420

九州 北九州市
（仮称）サンリブきふね　Ⅰ区
画

小倉北区貴船町１番１の内、1
番2 サンリブ サンリブ 2015年10月9日 2016年6月10日 3,634

九州 北九州市
（仮称）サンリブきふね　Ⅱ区
画

小倉北区貴船町１番１の内、1
番2 サンリブ 未定 2015年10月9日 2016年6月10日 2,222

九州 北九州市 （仮称）徳力商業施設
北九州市小倉南区徳力三丁
目10-101　他31筆 オリックス ハローデイ その他未定 2016年3月31日 2017年4月15日 2,761

九州 熊本市 ドラッグコスモス武蔵ケ丘店
熊本市北区武蔵ケ丘六丁目１
５３７番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年5月28日 2016年1月29日 1,219

九州 熊本市
（仮称）ＡＰタウンＴＳＵＮＯＵＲ
Ａ 熊本市北区津浦町６２８番５

セット・プランニ
ング

ミスターマック
ス

マックスバリュ
九州 1 2015年6月19日 2016年2月20日 7,650

九州 熊本市 ドラッグコスモス島崎店
熊本市中央区島崎店一丁目２
４４番１ コスモス薬品 コスモス薬品 2015年9月30日 2016年5月31日 1,365

九州 熊本市 ドラッグコスモス清水亀井店
熊本市北区清水亀井町１６８
番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年11月26日 2016年7月27日 1,228

九州 熊本市 ドラッグコスモス島崎西店
熊本市西区島崎五丁目１４番
９　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2015年12月25日 2016年8月26日 1,197

沖縄 沖縄県
（仮称）ｾｶﾝﾄﾞｽﾄﾘｰﾄ赤嶺店・
ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽﾆｭｰ小禄店

那覇市字高良３丁目４番１号
外 安谷屋　秀光

セカンドスト
リート オードバックス 2015年4月13日 2015年12月14日 1,263

沖縄 沖縄県
（仮称）スーパースポーツゼビ
オうるま店

うるま市字前原173,183-9,183-
10の一部 ユウシン企画

スーパース
ポーツゼビオ 2015年8月17日 2016年4月17日 3,015

沖縄 沖縄県
（仮称）宮古島商業施設新築
工事

宮古島市平良字西里1282－1
ほか

日本アセット
マーケティング ドン・キホーテ 2015年9月24日 2016年5月25日 3,419

沖縄 沖縄県 （仮称）サンエー喜友名店
宜野湾市喜友名一丁目515番
地　ほか サンエー サンエー 2016年1月12日 2017年2月1日 1,830
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