
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 ジョイフルエーケー大麻店 江別市大麻２１１番１ほか
ジョイフルエー
ケー

ジョイフルエー
ケー 2016年4月25日 2016年12月26日 19,383

北海道 北海道 サツドラ函館港店 函館市港町１丁目２３－１ほか
サッポロドラッ
グストアー

ン・ジャパン、
坂上東樹

サッポロドラッ
グストアー

セブン－イレ
ブン・ジャパン

トロイカ洋菓
子店 2016年5月12日 2017年1月13日 1,227

北海道 北海道 コメリパワー岩見沢店
岩見沢市２条東１５丁目５番１
ほか コメリ コメリ 2016年5月19日 2017年1月20日 9,061

北海道 北海道 サツドラ旭川緑町店
旭川市緑町１８丁目２１４８－１
４ほか

サッポロドラッ
グストアー プレナス

サッポロドラッ
グストアー プレナス 2016年5月31日 2017年2月1日 1,387

北海道 北海道 サツドラ江別錦店 江別市錦町４３番地３
トミーコーポ
レーション

サッポロドラッ
グストアー 2016年6月23日 2017年2月24日 1,257

北海道 北海道 ＡＳＰＯ
河東郡士幌町字士幌西２線１
６１－１２４ほか

士幌町農業協
同組合

コット、北嶋商
店

士幌町農業協
同組合

ホーマックニ
コット 4 2016年7月29日 2017年3月30日 3,414

北海道 北海道 コメリパワー旭川宮前店 旭川市宮前１条３丁目６番地 コメリ コメリ 2016年8月30日 2017年5月1日 9,897

北海道 北海道 ツルハドラッグ函館的場店 函館市的場町２０番１ エビス商会 ツルハ 2016年9月21日 2017年9月1日 1,398

北海道 北海道
（仮称）マックスバリュセイ
リョー店

帯広市西１８条南２丁目５番地
１７ほか

マックスバリュ
北海道

マックスバリュ
北海道 2016年11月4日 2017年7月5日 1,442

北海道 北海道 フードＤ双葉食彩館
苫小牧市双葉町２丁目４２－１
ほか 豊月 豊月 2016年11月18日 2017年7月19日 1,778

北海道 北海道
スーパーセンタートライアル
恵庭島松店 恵庭市島松寿町１丁目４番１

トライアルカン
パニー

トライアルカン
パニー 2017年2月15日 2017年10月16日 3,732

北海道 北海道 サツドラ倶知安店
虻田郡倶知安町南７条東１丁
目１－１ほか

サンリバーは
せがわ

サッポロドラッ
グストアー 2017年3月1日 2017年11月2日 1,270

北海道 北海道
（仮称）ＤＣＭホーマック室蘭
中島店

室蘭市中島本町１丁目３－１
の内

新日鉄興和不
動産

ＤＣＭホーマッ
ク 2017年3月2日 2017年11月3日 7,447

北海道 北海道 ホーマックニコット利尻店
利尻郡利尻富士町鴛泊字富
士野４６番２の内ほか

ホーマックニ
コット

ホーマックニ
コット 2017年3月17日 2017年11月18日 1,154

北海道 北海道 ケーズデンキ旭川大雪通店
旭川市大雪通２丁目４８３-１ほ
か デンコードー デンコードー 2017年3月22日 2017年11月23日 5,287

北海道 北海道 サツドラ岩内清住店
岩内郡岩内町字清住２４８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 2017年3月29日 2017年11月30日 1,279

北海道 北海道 ニトリ帯広店
帯広市西１７条南３丁目２３番
１号ほか ニトリ ニトリ 2017年3月30日 2017年12月1日 4,535

北海道 札幌市 コープさっぽろ二十四軒店
札幌市西区二十四軒３条１丁
目６－１ほか

北海道酒類販
売

生活協同組合
コープさっぽろ 2016年4月25日 2016年11月26日 1,988

北海道 札幌市
マックスバリュ北40条東１丁
目店

札幌市東区北40条東1丁目
803－7ほか

マックスバリュ
北海道

マックスバリュ
北海道 2016年11月30日 2017年7月20日 2,201

北海道 札幌市
ＤＣＭホーマック東苗穂店・１
００満ボルト東苗穂店

札幌市東区東苗穂3条2丁目
497番地9ほか

イナンス＆
リース

ＤＣＭホーマッ
ク サンキュー 2016年12月2日 2017年6月10日 11,674

北海道 札幌市
スーパービバホーム白石本
通店

札幌市白石区本通２０丁目南
５ほか

芙蓉総合リー
ス ＬＩＸＩＬビバ 2017年2月1日 2017年10月2日 8,381

北海道 札幌市
産直生鮮市場北野店・サツド
ラ北野３条店

札幌市清田区北野３条１丁目
９１－１ほか 産直

サッポロドラッ
グストアー 産直

サッポロドラッ
グストアー 2017年2月9日 2017年8月25日 1,843

北海道 札幌市 (仮称)新発寒2条1丁目計画
新発寒２条１丁目１１１５番地３
１４ほか オリックス 三喜

マックスバリュ
北海道

サッポロドラッ
グストアー 3 2017年2月28日 2017年10月25日 5,536
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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 札幌市 アクロスプラザ清田 札幌市清田区清田237他
大和情報サー
ビス

ＪＸTGエネル
ギー 三光産業 ハミューレ 2 2017年3月15日 2017年11月16日 1,236

東北 青森県 メガ小柳店・宮脇書店青森店 青森市小柳5丁目19-8 紅屋商事 1 紅屋商事 宮脇書店 2016年4月6日 2016年12月7日 1,835

東北 青森県 ハルル樹木 弘前市大字樹木5丁目7-1外 スコーレ 佐藤長 サンデー 2016年4月8日 2016年12月10日 7,823

東北 青森県
(仮称）十和田西複合商業施
設

十和田市西二十三番町172-2
外 ユニバース 1 ユニバース サンドラッグ 2016年12月22日 2017年8月23日 2,904

東北 青森県
薬王堂むつ下北町店・ローソ
ンむつ下北町店 むつ市下北町19-1 薬王堂 1 薬王堂 ローソン 2016年12月27日 2017年8月28日 1,145

東北 青森県
ファミリーマートさとう中央店・
薬王堂むつ中央店 むつ市中央1丁目17-10外

ファミリーマー
トさとう 1

ファミリーマー
トさとう 薬王堂 2016年12月27日 2017年8月28日 1,975

東北 青森県
（仮称）八重田ショッピングセ
ンタ― 青森市造道3丁目25－1

ナカノエンター
プライズ

青森県民生活
協同組合

ワッツ東日本
販売 2 2017年3月24日 2017年11月25日 2,396

東北 岩手県 （仮称）コメリHC陸前高田店
陸前高田市米崎町川崎字202
外 コメリ コメリ 2016年6月27日 2017年2月28日 5,467

東北 岩手県
（仮称）陸前高田ショッピング
センター

陸前高 都市 被災市街
地復興土地区画整理事業地
内　KC29街区

高田松原商業
開発協同組合 2 マイヤ ツルハ 17 2016年7月29日 2017年3月31日 4,640

東北 岩手県
キャッセン大船渡　キャッセン
モール＆パティオ

大船渡市大船渡町字野々田
地内

キャッセン大
船渡

フラワーショッ
プもりかわ 川徳 11 2016年10月13日 2017年4月1日 2,044

東北 岩手県 （仮称）サンデー盛岡本宮店 盛岡市本宮五丁目16番地内 サンデー サンデー 2016年11月28日 2017年7月29日 5,559

東北 岩手県
薬王堂一関青葉店・ローソン
一関青葉一丁目店 一関市青葉一丁目５番地内 橋市倉庫 薬王堂 ローソン 2016年12月28日 2017年8月29日 1,137

東北 岩手県 （仮称）カワチ薬品前沢店
奥州市前沢区向田一丁目７番
地　ほか カワチ薬品

ダイワロイヤ
ル カワチ薬品 2017年2月8日 2017年10月9日 1,699

東北 宮城県
（仮称）ヨークベニマル古川中
里店 大崎市古川中里五丁目４０５－

ヨークベニマ
ル ヨークベニマル 2016年5月26日 2017年1月27日 3,154

東北 宮城県
（仮称）フレスコキクチ白石
店・薬王堂白石店 白石市大平森合沖６６番１ キクチ 薬王堂 キクチ 薬王堂 2016年6月1日 2017年2月2日 2,482

東北 宮城県
（仮称）コメリパワー佐沼店・
ケーズデンキ佐沼店

登米市南方町新丸ノ内４９番
外 コメリ デンコードー コメリ デンコードー 2016年6月1日 2017年2月2日 12,022

東北 宮城県
（仮称）ウジエスーパー利府Ｎ
ＳＣ

利府町利府字新神明前１６
外

ウジエスー
パー

ウジエスー
パー 薬王堂 2016年6月13日 2017年4月5日 3,201

東北 宮城県
志津川地区　観光・交流エリ
ア商店外新築

南三陸町志津川字五日町５１
番地Ｔ１９街区４画地

南三陸まちづ
くり未来

ロイヤルフィッ
シュ 18 2016年6月30日 2017年3月3日 1,795

東北 宮城県 ツルハドラッグ登米加賀野店
登米市中田石森字加賀野三
丁目３番地１４　ほか

ＪＡ三井リース
建物 ツルハ 2016年9月30日 2017年5月31日 1,198

東北 宮城県 デイリーポート新鮮館中田店 名取市上余田千刈田２番地９ マルニ マルニ 2016年10月12日 2017年6月13日 1,528

東北 宮城県
（仮称）APPLETOWN南三陸
SC

南三陸町志津川字天王前３１
－５、Ｔ４７街区

ウジエスー
パー

ウジエスー
パー ダイユーエイト 1 2016年10月28日 2017年6月29日 5,533

東北 宮城県 カワチ薬品小牛田店 美里町駅東二丁目１７番７ カワチ薬品 カワチ薬品 1 2017年1月30日 2017年10月1日 1,695

東北 秋田県
ツルハドラッグ大館店・シャン
ブル大館店

大館市片山町三丁目１番地１
外

ティ－シー
エー 1 ツルハ しまむら 2016年4月25日 2016年12月25日 1,800

東北 秋田県 ナイス山手台店 秋田市山手台一丁目１-５　外
秋田フードセ
ンター ナイス 2016年8月25日 2017年4月26日 2,084

東北 秋田県 いとく能代北店 能代市落合字上前田１４７外 伊徳 伊徳 伊徳 伊徳 2016年10月6日 2017年6月7日 5,997

東北 山形県
（仮称）ヨークベニマル山形下
条店 山形市下条町二丁目４番３外 オリックス

ヨークベニマ
ル 2016年6月1日 2017年2月2日 1,731

東北 山形県
（仮称）ヨークタウン落合（１号
棟）

山形市落合町字二口１８７番
外

ヨークベニマ
ル

ヨークベニマ
ル 2016年8月29日 2017年4月30日 4,290

東北 山形県 びっくり市長井店
長井市小出字館西３８３７番１
外

野川食肉食品
センター

野川食肉食品
センター 2016年10月11日 2017年6月12日 1,332

東北 山形県
（仮称）ひらせいホームセン
ター川西店

川西町大字中小松字田仲２５
０３番１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12月14日 2017年10月1日 1,890



東北 山形県
（仮称）おーばん天童久野本
店

天童市北久野本一丁目１６０５
番１外 おーばん おーばん 2016年12月19日 2017年8月20日 1,888

東北 山形県 （仮称）ヨークタウン高畠
高畠町大字相森字村南６６０
番２外

ヨークベニマ
ル ダイユーエイト

ヨークベニマ
ル ダイユーエイト 1 2017年2月23日 2017年10月24日 5,939

東北 山形県
（仮称）ヨークタウン落合（２号
棟）

山形市落合町字二口１９５番１
外

ヨークベニマ
ル

ヨークベニマ
ル 2017年3月7日 2017年11月8日 4,945

東北 福島県 （仮称）ダイユーエイト横塚店 郡山市横塚二丁目２７番地１ ダイユーエイト ダイユーエイト 2016年4月28日 2016年12月29日 2,083

東北 福島県
ココカラファイン塩川上の台
店

喜多方市塩川町新江木字上
の台９番地１ ヤマダ電機

ココカラファイ
ンヘルスケア 2016年6月3日 2017年2月4日 1,290

東北 福島県 （仮称）ダイユーエイト白河店 白河市立石１８番１外 ダイユーエイト ダイユーエイト 2016年6月17日 2017年2月18日 3,459

東北 福島県
(仮称)ツルハドラッグ白河表
郷店

白河市表郷金山字前沢田３番
ほか

芙蓉総合リー
ス ツルハ 2016年11月16日 2017年7月17日 1,183

東北 福島県 ヨークベニマル城西町店 会津若松市城西町６番1ほか オリックス
ヨークベニマ
ル 2016年12月22日 2017年8月23日 1,842

東北 福島県 （仮称）フレスポいわき泉町
いわき市泉町下川字薬師前１
１１番地１ほか 大和リース

ヨークベニマ
ル マツモトキヨシ 1 2016年12月28日 2017年8月29日 3,670

東北 福島県 サンデーいわき泉店
いわき市泉町下川字薬師前７
９番地1外４０筆

ＭＵＬプロパ
ティ サンデー 2017年1月4日 2017年9月5日 5,920

東北 福島県 カワチ薬品猪苗代店 猪苗代町字梨木西１７番地外 カワチ薬品 カワチ薬品 2017年1月10日 2017年9月11日 1,500

東北 福島県
(仮称)上保原ショッピングセン
ター

保原町上保原字正地内２３番
地２ 大和リース ホットマン 三喜 1 2017年1月17日 2017年9月18日 2,560

東北 福島県 ヨークベニマル福島鎌田店 福島市丸子字柳原２番４外
ヨークベニマ
ル

ヨークベニマ
ル 2017年3月27日 2017年11月28日 2,091

東北 仙台市 和光ショッピングプラザ
仙台市泉区長命ケ丘五丁目
23-1　外

和光コーポレ
イション カワチ薬品 2016年5月20日 2017年1月21日 1,575

東北 仙台市 鶴ヶ谷ビル
仙台市宮城野区鶴ヶ谷二丁目
8番地の7 鶴ケ谷ビル サンドラック セリア 2016年11月14日 2017年7月15日 1405

東北 仙台市
(仮称）仙台市太白区茂庭計
画商業施設

仙台市太白区茂庭土地区画
整理8街区

フォレストモー
ル 1

ヨークベニマ
ル ダイユーエイト 3 2017年3月23日 2017年11月24日 8,897

関東 茨城県 山新東海店
那珂郡東海村舟石川字長堀
761番5　外 山新 山新 2016年4月28日 2016年12月29日 6,023

関東 茨城県 ニトリ古河店
古河市大堤字三軒耕地794番
１　外３筆 サントムライフ ニトリ 2016年6月15日 2017年2月1日 3,442

関東 茨城県
（仮称）土浦市生田町複合店
舗 土浦市生田町1528番　外 京成電鉄㈱

ヨークベニマ
ル ツルハ 2016年6月28日 2017年3月1日 2,908

関東 茨城県 （仮称）研究学園貸店舗
つくば市研究学園二丁目20番
の一部 イエローハット イエローハット 2 2016年7月7日 2017年3月8日 1,432

関東 茨城県 TSUTAYA鹿嶋南店 水戸市千波町１８８７番地
ジョイカル
チャー TSUTAYA 3 2016年7月26日 2017年3月27日 2,352

関東 茨城県
（仮称）研究学園C53街区ＰＪ
Ａ棟

つくば市学園の森二丁目14番
１の一部

大和ハウス工
業 タイヨー 2016年8月10日 2017年4月11日 1,938

関東 茨城県
（仮称）美浦村地域交流館及
びカスミ美浦店

稲敷郡美浦村大字宮地1211
－１　外 美浦村 カスミ カスミ 2016年9月26日 2017年5月27日 1,959

関東 茨城県 （仮称）タイヨー藤代店 取手市宮和田字関740番３　外 オリックス タイヨー 2016年12月19日 2017年8月20日 1,765

関東 茨城県 （仮称）マルト日立金沢店
日立市金沢町二丁目506番
外

プホールディ
ングス マルト 2017年1月27日 2017年9月28日 1,803

関東 茨城県 たつのこまち龍ケ崎モール 龍ケ崎市中里二丁目１番２ 新昭和
ケーズホール
ディングス カスミ 2017年3月14日 2017年11月15日 12,325

関東 茨城県
(仮称)ヨークタウン日立河原
子計画

日立市河原子町一丁目３－１
外 日立ライフ

ヨークベニマ
ル 2017年3月16日 2017年11月17日 4,191

関東 茨城県
(仮称)コメリホームセンター北
茨城店

北茨城市中郷町上桜井字竹
塙2099番　外 コメリ コメリ 2017年3月29日 2017年11月30日 5,887

関東 栃木県 カインズ小山店
西部土地区画整理事業５街区
１ カインズ カインズ 2016年5月9日 2017年1月10日 7,900



関東 栃木県
（仮称）ヨークタウン大田原住
吉町店

大田原市住吉町二丁目2473
－５外

ヨークベニマ
ル

ヨークベニマ
ル 2 2016年5月12日 2017年1月13日 3,746

関東 栃木県
ベイシアスーパーマーケット
小山店 小山市立木934番地1 ベイシア ベイシア 3 2016年5月16日 2017年1月17日 4,921

関東 栃木県
（仮称）カワチ薬品ゆいの杜
店

宇都宮市ゆいの杜六丁目８番
１外 カワチ薬品 カワチ薬品 2016年6月20日 2017年2月21日 1,456

関東 栃木県
（仮称）マナベインテリアハー
ツ栃木大平店

栃木市大平町富田字石川
1708番２外

マナベインテ
リアハーツ

マナベインテ
リアハーツ 2017年2月28日 2017年11月1日 6,000

関東 栃木県 ダイユーエイトさくら西店 さくら市馬場字金井181番外 ダイユーエイト ダイユーエイト 2017年3月9日 2017年11月10日 5,296

関東 栃木県 たいらや城東店 宇都宮市城東一丁目１番11号 たいらや たいらや 2017年3月23日 2017年11月24日 1,737

関東 栃木県
スーパーセンタートライアル
大田原店 大田原市中田原868番10外

トライアルカン
パニー

トライアルカン
パニー 5 2017年3月27日 2017年11月29日 7,012

関東 群馬県 コメリパワー前橋店 前橋市富田町１７７３－８　外 コメリ コメリ 未定 2016年6月21日 2017年2月22日 18,330

関東 群馬県 ベイシア前橋岩神店
前橋市岩神町二丁目２８９－６
外 ベイシア ベイシア 未定 2016年7月28日 2017年3月29日 4,371

関東 群馬県 フレスポ藤岡 藤岡市森字台４５２－７　外 大和リース ヤオコー
クスリのアオ
キ 1 2016年7月15日 2017年3月16日 3,777

関東 群馬県 ゲオ笠懸店
みどり市笠懸町阿左美１４１番
１　外 藤生商店 ゲオ 2016年7月28日 2017年3月29日 1,957

関東 群馬県 カインズ前橋小島田店 前橋市小島田町１３５番　外 カインズ カインズ 未定 2016年11月7日 2018年4月10日 7,145

関東 群馬県 ベイシア前橋小島田店 前橋市小島田町１６３番１　外 ベイシア ベイシア 未定 2016年11月7日 2018年4月10日 4,627

関東 群馬県
JAファーマーズ大原店・カワ
チ薬品大原店 太田市大原町２３１１番１　外

エーコープ関
東 カワチ薬品

エーコープ関
東 カワチ薬品 2016年11月30日 2017年8月1日 3,492

関東 群馬県 ベルク渋川店 渋川市渋川１８１５番地４２ 渋川倉庫 ベルク 2017年2月28日 2017年10月1日 2,216

関東 群馬県 フレッセイ上並榎店 高崎市上並榎町苅上４６７ フレッセイ フレッセイ スギ薬局 2017年3月13日 2017年11月14日 2,704

関東 埼玉県 小川ビル 川越市神明町4番地4外 小川正夫 3 マミーマート 未定 2016年4月27日 2016年12月28日 1,779

関東 埼玉県
（仮称）ベルク八潮鶴ヶ曽根
店

八潮市大字鶴ヶ曽根字沖通８
９４番１　ほか 小櫃商事 ベルク 2016年5月31日 2017年2月1日 2,096

関東 埼玉県
(仮称）ヤオコー行田門井店
Ａ棟

行田市門井町二丁目１２番１
号外 ヤオコー ヤオコー 2016年6月10日 2017年2月11日 1,844

関東 埼玉県
(仮称）ヤオコー行田門井店
Ｂ棟

行田市門井町二丁目３番１号
外 ヤオコー 未定 2016年6月10日 2017年2月11日 1,048

関東 埼玉県 ヤオコー岡部店 深谷市岡２８３９番地１外 ヤオコー ヤオコー 2016年7月15日 2017年3月16日 2,162

関東 埼玉県 ケーズデンキ所沢店 所沢市若松町８０９番２外
ケーズホール
ディングス

ケーズホール
ディングス 2016年8月1日 2017年4月2日 3,711

関東 埼玉県
（仮称）コーナンＰＲＯ越谷瓦
曽根店

越谷市瓦曽根二丁目８８５番
地１外 コーナン商事 コーナン商事 2016年8月19日 2017年4月20日 1,173

関東 埼玉県 ケーズデンキふじみ野店
ふじみ野市大井中央二丁目１
１９６番４５

ケーズホール
ディングス

ケーズホール
ディングス 2016年8月24日 2017年4月25日 4,935

関東 埼玉県 セキチューせんげん台西店
越谷市千間台西五丁目１番８
号外 玉川工産 セキチュー 2016年9月2日 2017年5月3日 1,550

関東 埼玉県
スーパーバリュー春日部小渕
店

春日部市小渕字内田４６３－１
外

スーパーバ
リュー

スーパーバ
リュー 2016年11月16日 2017年7月17日 1,397

関東 埼玉県
（仮称）所沢駅東口駅ビル計
画（Ⅰ期）

所沢市くすのき台一丁目１番１
外 西武鉄道 未定 2016年12月1日 2018年2月1日 6,413

関東 埼玉県 （仮称）ベルク鶴ケ丘店
鶴ヶ島市大字鶴ケ丘字仲丸前
276番1外 ベルク ベルク 未定 2016年12月2日 2017年7月3日 2,750

関東 埼玉県
ベイシアスーパーマーケット
越生店

入間郡越生町大字西和田384
番外 ベイシア ベイシア 2017年2月23日 2017年10月24日 1,339



関東 埼玉県
（仮称）熊谷上之商業施設計
画

熊谷市上之字吉原３１１４番１
外

新井機械製作
所

新井機械製作
所 4 2017年3月14日 2017年11月15日 4,111

関東 埼玉県 マミーマート八潮伊草店
八潮市大字伊草字上根５６５
番１外 マミーマート マミーマート 1 2017年3月15日 2017年11月16日 2,943

関東 埼玉県 （仮称）加須大利根SC 加須市北下新井１０４－２外 カスミ 三喜 カスミ 三喜 1 2017年3月28日 2017年11月29日 5,618

関東 千葉県 柏の葉Ｔ－ＳITE
区一体型特定土地区画整理
事業１３９街区２画地ほか

柏の葉－ＡＳ
ＳＥＴ

ンビニエンス・
クラブ 2016年5月10日 2017年1月11日 3,623

関東 千葉県 ベルク野田柳沢店
野田市柳沢新田字畔ケ谷２４
番３４ほか ベルク ベルク 1 2016年5月13日 2017年1月14日 2,623

関東 千葉県 （仮称）松戸五香店舗計画
松戸市五香一丁目２９番５ほ
か 古宮　尚武 サンベルクス 2016年5月13日 2017年1月14日 1,464

関東 千葉県
（仮称）浦安マリーナイースト
２１計画

浦安市日の出五丁目７番２ほ
か

大和ハウス工
業 未定 5 2016年5月20日 2017年1月21日 3,298

関東 千葉県 松戸市八ケ崎複合（北棟）
松戸市八ケ崎八丁目３５番１７
ほか

井住友 ラ
スト・パナソ
ニックファイナ 上新電機 2016年9月23日 2017年4月23日 2,319

関東 千葉県 松戸市八ケ崎複合（南棟）
松戸市八ケ崎八丁目３４番３
ほか

スト・パナソ
ニックファイナ 1 しまむら 1 2016年9月23日 2017年4月23日 1,827

関東 千葉県 （仮称）流山おおたかの森PJ
地区一体型特定土地区画整
理事業A６７街区１画地ほか 住友商事 ヤオコー 4 2016年10月31日 2017年7月1日 3,323

関東 千葉県 マミーマート新夏見店
船橋市夏見三丁目５７２番１ほ
か パース マミーマート 2016年12月9日 2017年8月10日 2,015

関東 千葉県 （仮称）横芝光ＳＣ（Ａ敷地）
山武郡横芝光町横芝字折戸２
１２０番ほか カスミ カスミ 3 2016年12月12日 2017年8月13日 3,508

関東 千葉県 （仮称）横芝光ＳＣ（Ｂ敷地）
山武郡横芝光町横芝字折戸
2148番1ほか 千葉薬品 1 千葉薬品 1 2016年12月12日 2017年8月13日 1,164

関東 千葉県 カワチ薬品三里塚店 成田市西三里塚２４８番地１１ カワチ薬品 カワチ薬品 2017年3月6日 2017年11月7日 1,467

関東 千葉県
（仮称）セキチュー流山おおた
かの森店

地区一体型特定土地区画整
理事業Ｂ３３街区４画地ほか 黒井産業 セキチュー 2017年3月15日 2017年11月16日 4,034

関東 東京都 ニトリ環七梅島店
足立区梅島二丁目２２０番１ほ
か

ニトリホール
ディングス ニトリ イトーヨーカ堂 2016年5月2日 2017年1月3日 11,706

関東 東京都
(仮称)江東区東砂二丁目計
画 江東区東砂二丁目３１番３

ライフコーポ
レーション

ライフコーポ
レーション 2016年5月18日 2017年1月19日 1,338

関東 東京都 （仮称）オーケー西新井店
足立区西新井一丁目３９番１
ほか オーケー オーケー 2016年6月23日 2017年2月24日 1,464

関東 東京都 （仮称）王子五丁目計画 北区王子五丁目１番１１１ 大和ハウス サミット 2016年6月30日 2017年3月1日 2,621

関東 東京都
スーパーベルクス浮間舟渡
店

板橋区舟渡一丁目１１番２号
ほか

ホールディン
グス

サンベルクス
ほか未定 2016年7月11日 2017年3月12日 5,980

関東 東京都
ニトリ狛江ショッピングセン
ター

狛江市岩戸南二丁目５８０番２
ほか カゴメアクシス ニトリ 2016年7月15日 2017年3月16日 7,934

関東 東京都
(仮称)八王子市高尾店舗計
画 八王子市狭間１４５６番地 住友商事 未定 2016年7月22日 2017年3月23日 4,159

関東 東京都 （仮称）世田谷若林店舗
世田谷区若林三丁目１０５番３
ほか

合同会社ア
セッツブレーン ドン・キホーテ 2016年8月31日 2017年11月1日 2,530

関東 東京都 府中南口第一地区 府中市宮町一丁目１００番
一地区市街地
再開発組合 未定 2016年9月6日 2017年7月1日 6,093

関東 東京都
（仮称）赤坂４丁目店舗新築
工事 港区赤坂四丁目１１８番ほか

ホールディン
グス ドン・キホーテ 2016年9月7日 2017年5月8日 1,750

関東 東京都
（仮称）八王子みなみ野商業
施設 八王子市大船町１００９番地

芙蓉総合リー
ス 未定 2016年9月29日 2017年5月30日 3,065

関東 東京都
(仮称)八王子高尾商業施設
計画

八王子市東浅川町５５０－１ほ
か

大和ハウス工
業 三和 4 2016年9月30日 2017年6月1日 24,010

関東 東京都 （仮称）青梅今井PJ
青梅市今井三丁目１０番２ほ
か

大和ハウス工
業 ベルク ○ 2016年10月27日 2017年7月1日 6,260

関東 東京都
（仮称）Ｓｕｐｅｒ　Ｓｐｏｒｔｓ　ＸＥ
ＢＩＯ調布店

調布市飛田給一丁目３４番地
１５ほか 共進倉庫

ゼビオホール
ディングス 2 2016年11月7日 2017年10月1日 2,420



関東 東京都 ＡＯＫＩ大田千鳥総本店 大田区千鳥二丁目１０番８号 ＡＯＫＩ ＡＯＫＩ 2016年11月15日 2017年7月16日 1,326

関東 東京都
（仮称）スーパーベルクス西
新井店

足立区西新井七丁目２１番３
ほか

ホールディン
グス サンベルクス 2016年11月24日 2017年7月25日 1,394

関東 東京都 （仮称）神宮前計画
渋谷区神宮前一丁目５番１０
ほか

原宿タウン特
定目的会社 未定 2016年12月13日 2017年9月30日 4,013

関東 東京都 （仮称）西友小平小川町店
小平市小川町一丁目３９６番１
ほか モロオカ 合同会社西友 2017年1月17日 2017年9月18日 1,446

関東 東京都 ＹＫ－１４ＢＬＤＧ
豊島区西池袋一丁目４３番１
ほか 山口商会 ドン・キホーテ 2017年1月27日 2017年9月28日 1,910

関東 東京都
(仮称）ヤオコー日野南平駅
前店 日野市南平七丁目７番３ほか 寺澤商会 ヤオコー 2017年2月3日 2017年10月4日 1,749

関東 東京都
（仮称）氷川台三丁目物販店
舗計画

練馬区氷川台三丁目７８番ほ
か 仁徳

ライフコーポ
レーション 2017年3月7日 2017年11月8日 1,815

関東 東京都 （仮称）銀座朝日ビル 中央区銀座六丁目１０３番２ 朝日新聞社 未定 2017年3月14日 2017年11月15日 1,396

関東 神奈川県
（仮称）クリエイトエス・ディー
伊勢原下落合店 伊勢原市下落合299の１ほか

クリエイトエ
ス・ディー

クリエイトエ
ス・ディー 2016年6月17日 2017年2月18日 1,194

関東 神奈川県 （仮称）ヤオコー藤沢片瀬店
藤沢市片瀬字大源太310の２
ほか ヤオコー ヤオコー 2016年6月21日 2017年2月22日 1,828

関東 神奈川県
（仮称）スーパービバホーム
厚木南インター店

厚木市酒井字長町1,628の１ほ
か

イナンス＆
リース ＬＩＸＩＬビバ 3 2016年6月23日 2017年2月24日 15,355

関東 神奈川県 ニトリ大船店
鎌倉市岩瀬字下土腐1,250の１
ほか ニトリ ニトリ 2016年6月24日 2017年2月25日 6,743

関東 神奈川県
（仮称）クリエイトエス・ディー
平塚横内店 平塚市横内4,061

クリエイトエ
ス・ディー

クリエイトエ
ス・ディー 2016年8月31日 2017年5月1日 1,175

関東 神奈川県 （仮称）ベルク座間南栗原店 座間市南栗原４－21の２ほか
テルウェル東
日本 ベルク 2017年1月11日 2017年9月12日 2,114

関東 神奈川県 テックランド鴨宮店
小田原市鴨宮字六反町632の
１ほか 千松商事 2 ヤマダ電機 2017年2月27日 2017年10月28日 3,760

関東 神奈川県 （仮称）イオンモール座間
座間市広野台２－4,958の13ほ
か イオンモール

イオンリテー
ル 2017年3月30日 2017年12月1日 34,000

関東 新潟県
（仮称）にいつフードセンター
赤海店 五泉市赤海字新開640番1　外 カワマツ カワマツ 2016年4月13日 2016年12月14日 1,332

関東 新潟県 リップス愛宕
長岡市　東栄土地区画整理事
業地内26街区

高野不動産
他2者

シン、大黒天
物産

北信越ジョー
シン 大黒天物産 2016年7月15日 2017年3月16日 5,368

関東 新潟県 （仮称）ナルス高田西店 上越市大貫4丁目3　外 ナルス ナルス
トップカル
チャー 2016年7月7日 2017年3月8日 4,975

関東 新潟県 (仮称）ダイレックス東三条店 三条市東三条二丁目2番6号
ス＆エステー
ト他 ○１ ダイレックス 2016年8月18日 2017年4月19日 1,962

関東 新潟県
（仮称）アクロスプラザ長岡七
日町B街区

長岡市福山町字川原４２７ー１
外

大和情報サー
ビス マツヤ 2016年10月20日 2017年6月21日 3,452

関東 新潟県 魚沼ショッピングセンター
魚沼市吉田字川原１１０５番
外 ウオロク ウオロク 未定 未定 2017年2月13日 2017年10月14日 3,405

関東 長野県 ツルヤ佐久中央店
佐久市中込字大塚3020－１ほ
か ツルヤ ツルヤ 2016年4月1日 2016年10月30日 2,999

関東 長野県
ツルヤ池田ショッピングパー
ク 池田町大字池田2855ほか ツルヤ ツルヤ 2 2016年10月28日 2017年6月1日 3,348

関東 長野県 ラ・ムー稲葉店
長野市大字稲葉字八幡田沖
2445-6ほか

大和情報サー
ビス 大黒天物産 2016年10月31日 2017年7月1日 2,034

関東 長野県 デリシア軽井沢店
軽井沢町大字軽井沢字野沢
原1323－1002ほか デリシア デリシア 2016年11月4日 2017年7月5日 1,814

関東 長野県 イオンモール松本　Ａ棟・Ｂ棟 松本市中央４－1389－１ほか イオンモール
イオンリテー
ル ○ 2016年11月7日 2017年7月8日 32,541

関東 長野県 イオンモール松本Ｃ棟 松本市中央４－1234ほか イオンモール 未定 2016年11月7日 2016年7月8日 1,837

関東 長野県 コメリホームセンター中野店
中野市大字一本木字宮前222
ほか コメリ コメリ 2017年2月3日 2017年10月4日 6,586



関東 山梨県 サンドラッグ石和店
笛吹市石和町市部字北河原
822番29外

大和情報サー
ビス サンドラッグ 2016年4月27日 2016年12月28日 1,198

関東 山梨県
バロー国玉店・クスリのサン
ロード国玉店

山梨県甲府市国玉町字久保
田940番2外

バローホール
ディングス 1 バロー

クスリのサン
ロード 2016年10月6日 2017年6月7日 2,997

関東 山梨県 南アルプス市徳永複合施設
南アルプス市徳永字押出83
番5外

大和情報サー
ビス オギノ 未定 2017年1月27日 2017年9月28日 1,914

関東 静岡県
（仮称）杏林堂薬局富士厚原
店 富士市厚原1238-1外

三菱UFJリー
ス 杏林堂薬局 2016年4月7日 2016年12月8日 2,157

関東 静岡県
バロー湖西古見店（本棟・別
棟） 湖西市古見字高田988－１外

バローホール
ディングス 八洲開発 バロー シーエヌシー 2016年7月1日 2017年3月2日 1,920

関東 静岡県 （仮称）伊東商業施設 伊東市湯川546－１　外
マーケティン
グ ドン・キホーテ 2016年7月20日 2017年3月21日 3,367

関東 静岡県 エブリィビッグデー函南店
函南町間宮字西堀合509－１
外 ビッグ富士 ビッグ富士 未定 2016年7月29日 2017年3月30日 2,778

関東 静岡県
（仮称）マックスバリュ御殿場
246号店 御殿場市萩原字立道852-1外 上

マックスバリュ
東海 2016年10月27日 2017年6月28日 2,357

関東 静岡県 バロー新富士インター店
東名IC周辺地区土地区画整理
事業街区番号4-1外

バローホール
ディングス バロー 2016年12月2日 2017年8月3日 2,985

関東
さいたま
市

（仮称）ケーズデンキ浦和美
園店

部第二特定土地区画整理事
業33街区１、３～18画地

ケーズホール
ディングス

ケーズホール
ディングス 2016年4月8日 2016年12月9日 5,100

関東
さいたま
市 (仮称)東大宮商業施設

部土地区画整理事業地内１６
街区 西松建設 ヨークマート 13 2016年6月28日 2017年3月1日 6,246

関東
さいたま
市 ＵＮＩＣＵＳ浦和美園

部新和西特定土地区画整理
事業２７街区１画地、３～２２画

コンサルティン
グ

未定（食品
スーパー） 5 2016年6月28日 2017年3月1日 4,752

関東 千葉市 （仮称）フォルテ蘇我北区画
千葉市中央区南町二丁目4番
1 ベルク ベルク 2016年7月29日 2017年4月1日 2,257

関東 千葉市 （仮称）フォルテ蘇我南区画
千葉市中央区南町二丁目5番
1 ベルク 未定 2016年7月29日 2017年4月1日 1,443

関東 千葉市 （仮称）かわまち矢作モール
千葉市中央区矢作町５７番１
ほか 新昭和

ランドローム
ジャパン １ 2016年9月7日 2017年5月8日 3,633

関東 千葉市 （仮称）スキップ天台
千葉市稲毛区天台一丁目１０
９５番６

東日本都市開
発 サンベルクス コナカ １ 2016年9月30日 2017年6月1日 2,138

関東 千葉市
（仮称）ピアシティ稲毛海岸Ｓ
Ｃ

千葉市美浜区真砂一丁目２番
外 カスミ カスミ 未定 2 2016年10月25日 2017年6月26日 4,200

関東 千葉市 せんどう誉田店
千葉市緑区誉田町２丁目２４
番７　外 せんどう せんどう 2017年2月6日 2017年10月7日 1,199

関東 千葉市
（仮称）千葉市中央区川崎町
５７－５　店舗計画 千葉市中央区川崎町５７－５ 新昭和 ユニクロ

ワンダーコー
ポレーション 3 2017年2月24日 2017年10月25日 4,403

関東 横浜市 （仮称）オーケー新子安店 神奈川区新子安一丁目31番
大和ハウス工
業 オーケー 2016年8月15日 2017年4月16日 1,408

関東 横浜市
（仮称）横浜北幸ビル開発計
画 西区北幸二丁目11番１号　外 東神開発 髙島屋 未定 2016年8月24日 2018年2月1日 2,777

関東 横浜市 （仮称）ライフ下野谷店 鶴見区下野谷町一丁目27番
ライフコーポ
レーション

ライフコーポ
レーション 2016年10月13日 2017年6月14日 1,724

関東 横浜市 （仮称）新山下商業施設計画 中区新山下一丁目１番地１ 他
マーケティン
グ ドン・キホーテ 未定 2017年1月31日 2018年6月1日 8,026

関東 横浜市 （仮称）ライフしらとり台店 青葉区しらとり台50番地３ほか 進栄ビル管理
ライフコーポ
レーション 2017年2月1日 2017年10月2日 1,593

関東 横浜市 （仮称）ロイヤルプロ横浜旭 上白根三丁目708番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 2017年2月28日 2017年10月29日 1,275

関東 横浜市 （仮称）ドン・キホーテ鶴見店 鶴見中央三丁目13番５号
マーケティン
グ ドン・キホーテ 2017年3月15日 2018年5月25日 3,470

関東 横浜市 （仮称）相鉄ライフ弥生台 弥生台16番地の1ほか
相鉄アーバン
クリエイツ 相鉄ローゼン 未定 2017年3月27日 2017年11月28日 1,563

関東 川崎市 （仮称）ライフ川崎大島店
川崎市川崎区大島四丁目３番
３　他２筆

ライフコーポ
レーション

ライフコーポ
レーション 2016年5月24日 2017年1月25日 3,501

関東 川崎市 （仮称）ノジマ川崎水沢店
川崎市宮前区水沢二丁目２７
０１番４　外 ノジマ ノジマ 未定 2016年7月26日 2017年3月27日 5,530



関東 川崎市 （仮称）東名川崎新築計画
川崎市宮前区馬絹１６４９番１
外

ホールディン
グス

ホールディン
グス 2016年9月30日 2017年6月1日 4,410

関東 相模原市 (仮称)三和上鶴間店
相模原市南区上鶴間本町五
丁目2442番　ほか

三和ホール
ディングス 三和 2016年5月31日 2017年2月1日 1,923

関東 相模原市 (仮称)カインズ相模原当麻店
相模原市南区当麻字中島
2018-1番　ほか カインズ カインズ 2016年8月17日 2017年8月17日 6,810

関東 新潟市 （仮称）原信巻店
新潟市西蒲区赤鏥324番地
外 原信 原信 北越ケーズ アキラ産業 2017年1月25日 2017年9月26日 4,977

関東 静岡市 (仮称)ハードストック静岡
静岡市駿河区中田二丁目363
番1 ユニー エンチョー 2016年9月29日 2017年5月30日 1,157

関東 浜松市 杏林堂薬局　中郡店
浜松市東区中郡町1822番地
外4筆 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2016年6月8日 2017年2月9日 1,582

関東 浜松市 ハックドラッグ浜松初生店
浜松市北区初生町1255番1号
外1筆

CFSコーポ
レーション

CFSコーポ
レーション 未定 2016年6月23日 2017年3月1日 1,340

関東 浜松市 （仮称）遠鉄ストア新橋店 浜松市南区新橋町662-1 遠鉄ストア 遠鉄ストア 2016年8月23日 2017年4月24日 2,103

関東 浜松市 バロー北寺島店
浜松市中区北寺島町492番2
外4筆 バロー バロー サンドラッグ 2 2016年8月23日 2017年4月24日 4,275

関東 浜松市 （仮称）フィール初生店
浜松市北区初生町707番1　外
3筆

フィールホー
ルディングス

フィールホー
ルディングス 2 2016年9月16日 2017年5月17日 3,126

関東 浜松市 （仮称）杏林堂薬局有玉南店
浜松市東区有玉南町字蛇松
540-1　外10筆 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2016年10月4日 2017年6月5日 1,533

中部 愛知県 （仮称）フィール岡崎欠町店
岡崎市欠町字野添４４番地２
ほか２０筆

フィールホー
ルディングス

フィールコー
ポレーション 2016年4月5日 2017年2月1日 1,722

中部 愛知県
（仮称）マックスバリュ豊川八
幡町店 豊川市八幡町下天王１０ほか

マックスバリュ
東海

マックスバリュ
東海 2016年4月7日 2016年12月8日 1,278

中部 愛知県 （仮称）上新電機一宮店
一宮市篭屋二丁目１番２ほか
１９筆 上新電機 上新電機 2016年4月14日 2016年12月15日 2,995

中部 愛知県 リブレ豊田元宮
豊田市元宮町二丁目１０番ほ
か１４筆 ツヅキ

えぷろんフー
ズ 1 2016年4月18日 2016年12月19日 5,709

中部 愛知県
（仮称）ドラッグコスモス大治
店

海部郡大治町大字堀之内字
半之返８７６ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2016年6月3日 2017年2月4日 1,679

中部 愛知県 バロー碧南城山店 碧南市城山町一丁目81番
バローホール
ディングス バロー 2016年6月16日 2017年2月17日 2,126

中部 愛知県 （仮称）イケア長久手
駅周辺土地区画整理事業地
内１街区、１，２の一部

イケア・ジャパ
ン

イケア･ジャパ
ン 2016年6月24日 2017年10月1日 20,000

中部 愛知県 クスリのアオキ一宮住吉店
一宮市住吉2丁目１０ー１ほか
３筆

クスリのアオ
キ

クスリのアオ
キ 2016年6月28日 2017年3月1日 1,631

中部 愛知県
（仮称）ＤＣＭカーマ安城住吉
店

安城市住吉町３丁目３番ほか
５筆 ＤＣＭカーマ ＤＣＭカーマ 2016年7月28日 2017年3月29日 4,946

中部 愛知県 (仮称）豊川・正岡SC
豊川市正岡町流田509番地1
ほか7筆 輝優佛 1 輝優佛

タナカふとん
サービス 2016年8月23日 2017年4月24日 2,295

中部 愛知県
(仮称)ドミー安城アンフォーレ
店

安城南明治第二土地区画整
理事業地内用地

安城民間収益
サービス ドミー 2016年10月14日 2017年6月15日 1,314

中部 愛知県 (仮称)Viva LL 福岡
岡崎市福岡町字岩ヶ崎28番地
ほか21筆 エルエル 1 ゲンキー イオンビッグ 2016年12月12日 2017年8月13日 1,975

中部 愛知県 安城今池商業施設
安城市今池町三丁目367番ほ
か１筆 中部薬品 1 中部薬品

アイレクスリテ
イル 2016年12月27日 2017年8月28日 2,068

中部 愛知県 勝川商業施設 春日井市小野町二丁目1番1
バローホール
ディングス 1 バロー 未定 2017年2月2日 2017年10月3日 5,028

中部 愛知県
(仮称)尾張旭市三郷商業施
設

張
事業地内113街区1、2、3、4、5
画地

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 2017年2月27日 2017年10月28日 5,290

中部 愛知県 ヤマナカ東海店
東海市富木島町前田面31－1
ほか29筆 ヤマナカ ヤマナカ アイビー 未定 2017年2月28日 2017年10月29日 2,083

中部 愛知県 篭屋ファッションモール
一宮市篭屋一丁目3番4号ほ
か しまむら しまむら 2017年3月28日 2017年11月29日 2,151

中部 愛知県 ＤＣＭカーマ豊田五ヶ丘店
豊田市五ヶ丘四丁目１番１ほ
か ＤＣＭカーマ ＤＣＭカーマ 2017年3月30日 2017年12月1日 2,530



中部 岐阜県 ドラッグコスモス真正店
本巣市政田字溝口1329番1
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年6月21日 2017年2月22日 1,697

中部 岐阜県
(仮称)ﾗ･ﾑｰ土岐店･ｹﾞﾝｷｰ定
林寺店

土岐市泉町定林寺字土井２０
０番１　外 大黒天物産 1 大黒天物産 ゲンキー 2016年9月20日 2017年5月21日 3,046

中部 岐阜県 （仮称）可児中恵土複合店舗 可児市中恵土２３７１－６１　外
大和情報サー
ビス

タチヤ 西松屋チェー
ン 2016年9月30日 2017年5月31日 1,737

中部 岐阜県 V・drug岐阜県庁西店
岐阜市下奈良二丁目３番１
外 中部薬品 中部薬品 2016年10月4日 2017年7月6日 1,448

中部 岐阜県 （仮称）ケーズデンキ可児店
可児市坂戸字落田１２３－１
外 ギガス ギガス 2016年10月27日 2017年6月28日 2,990

中部 岐阜県 (仮称)ﾄﾞﾗｯｸﾞｺｽﾓｽ糸貫店 本巣市三橋五丁目２８　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年11月8日 2017年7月9日 1,710

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 2017年1月31日 2017年10月1日 1,397

中部 岐阜県 AOKI岐阜県庁前本店 岐阜市薮田一丁目１番６ AOKI AOKI 2017年1月31日 2017年10月1日 1,111

中部 岐阜県 ﾏｰｺﾞ・ｳｴｽﾄ 関市倉知字会所前８０５番　外
サン・ストラッ
セ ニトリ ドン・キホーテ 未定 2017年2月3日 2017年10月4日 8,192

中部 岐阜県 （仮称）ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ大垣店 大垣市外野3丁目32番1　外 LIXILビバ LIXILビバ 2017年2月28日 2017年10月29日 8,931

中部 岐阜県
V･drug萩原北店・ｾﾌﾞﾝｰｲﾚﾌﾞ
ﾝ下呂警察南店

下呂市萩原町萩原字中島
1573番4　外 中部薬品 1 中部薬品

セブン-イレブ
ン・ジャパン 2017年3月31日 2017年12月1日 2,088

中部 三重県
（仮称）ホームプラザナフコ芸
濃インター店

津市芸濃町椋本字西豊野
2780番1　外15筆 ナフコ ナフコ 2016年4月6日 2016年12月7日 3,349

中部 三重県
（仮称）ぎゅーとらラブリー伊
賀西明寺店

伊賀市西明寺字大澤1896番2
ほか21筆 tride ぎゅーとら キリン堂 未定 2016年4月28日 2016年12月29日 2,605

中部 三重県
（仮称）スーパーセンタートラ
イアル四日市南店

四日市市小古曽東三丁目
2263-1ほか

トライアルカン
パニー

トライアルカン
パニー 2016年6月14日 2017年2月15日 4,817

中部 三重県 万代書店四日市日永店
四日市市日永五丁目7番地3
ほか１筆 インベス フライト 2016年6月27日 2017年2月28日 2,472

中部 三重県 (仮称)ドラッグコスモス東員店
員弁郡東員町大字鳥取字大
華表421-1ほか 大和リース コスモス薬品 2016年8月1日 2017年4月2日 1,647

中部 三重県
(仮称)ドラッグコスモス名張西
原店

名張市西原町字長尾2619-1
ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2016年9月8日 2017年5月9日 1,705

中部 三重県
（仮称）スーパーセンターオー
クワ亀山店 亀山市菅内町1369番1 オークワ オークワ 2016年11月11日 2017年10月12日 6,846

中部 三重県 （仮称）リードタウン名張 名張市夏見字下川原249ほか リードテック
マックスバリュ
中部 2016年11月30日 2017年7月31日 4,065

中部 三重県
(仮称)クスリのアオキ松阪川
井店

松阪市川井町字中大坪772-
26　ほか2筆

クスリのアオ
キ

セブン-イレブ
ン・ジャパン

クスリのアオ
キ

セブン-イレブ
ン・ジャパン 2016年12月26日 2017年8月25日 1,112

中部 三重県 (仮称)ドラッグコスモス久保店
松阪市久保町字毛浪田1267-
1ほか オリックス コスモス薬品 2016年12月28日 2017年8月29日 1,531

中部 三重県 (仮称)トライアル久保店 松阪市久保町1897-1ほか
トライアルカン
パニー

トライアルカン
パニー 2017年1月18日 2017年9月19日 3,158

中部 富山県
（仮称）ケーズデンキ富山豊
田店

富山市豊田町１丁目字前田割
133番１　ほか アイエヌエル 北越ケーズ 2016年5月17日 2016年11月20日 4,165

中部 富山県
（仮称）クスリのアオキ新大門
店 射水市大門62番4号

クスリのアオ
キ

クスリのアオ
キ 2016年9月13日 2017年6月1日 1,618

中部 富山県 大阪屋ショップ上飯野店
富山市上飯野字烏帽子形31-
1　ほか8筆

大阪屋ショッ
プ

大阪屋ショッ
プ 2016年9月24日 2017年3月1日 2,063

中部 富山県
コメリホームセンター小矢部
店

小矢部市西中野字坂東489番
ほか31筆 サンビック コメリ 2017年2月21日 2017年8月30日 3,927

中部 石川県 コメリホームセンター輪島店
理事業施工地内１街区１外１４
筆 コメリ コメリ 2016年4月25日 2016年11月1日 4,517

中部 石川県 イオンモール小松

松
事事施行地区内（仮換地）20
街区1～8、10～156（保留地） イオンモール

イオンリテー
ル 未定 2016年6月13日 2017年2月14日 45,723

中部 石川県 クスリのアオキ山代店
加賀市山代温泉184-1　ほか6
筆

クスリのアオ
キ

クスリのアオ
キ 2016年7月15日 2017年3月18日 1,590



中部 石川県
スーパーホームセンターヤマ
キシ桑原店

加賀市桑原町ホ22番１ほか41
筆 山岸 山岸 2016年8月1日 2017年4月1日 7,871

中部 石川県 クスリのアオキ高松北店 かほく市高松ム－60－10
クスリのアオ
キ

クスリのアオ
キ 2016年8月25日 2016年4月19日 1,614

中部 名古屋市 栄三丁目計画
名古屋市中区栄三丁目705番
ほか4筆 三井不動産 未定 2016年4月7日 2017年7月31日 2,365

中部 名古屋市 エディオン天白店
名古屋市天白区菅田二丁目
901番　ほか17筆

大和ハウス工
業 エディオン 2016年4月28日 2016年12月29日 3,120

中部 名古屋市 Ｍａｋｅｒ’ｓ　Ｐｉｅｒ
名古屋市港区金城ふ頭二丁
目7番１ 矢作地所 未定 2016年6月28日 2017年3月1日 8,139

中部 名古屋市 LEGOLAND Japan
名古屋市港区金城ふ頭二丁
目1番 ほか1筆 LLJ Investco 未定 2016年6月29日 2017年3月1日 3,011

中部 名古屋市 守山区下志段味商業施設
区画整理事業146-4 街区1番
ほか2筆 アルペン アルペン

ナレッジ・デザ
イン ○ 2016年7月29日 2017年3月30日 5,807

中部 名古屋市 (仮称）フィール社台店
名古屋市名東区社台三丁目
266番　ほか7筆

フィールホー
ルディングス

フィールコー
ポレーション 2016年8月31日 2017年5月1日 1,983

中部 名古屋市 テラッセ納屋橋
名古屋市中区栄一丁目201番
ほか14筆 ユニー 1 ユニー ○ 2017年1月17日 2017年9月18日 3,954

中部 名古屋市 (仮称）フィール平和公園店
名古屋市名東区平和が丘一
丁目65番1

フィールホー
ルディングス

フィールコー
ポレーション 2017年2月1日 2017年10月2日 1,692

近畿 福井県 ARENAまつおか店
吉田郡永平寺町松岡下合月２
２字１０番　外３筆 中吉商店 中吉商店 2016年7月28日 2017年3月29日 1,137

近畿 福井県 アルビス大願寺店
福井市大願寺2丁目604番　外
15筆 アルビス アルビス 2017年1月18日 2017年9月19日 1,921

近畿 福井県
（仮称）ハニークランデール二
の宮店 福井市二の宮２丁目３－８ 富士屋 富士屋 2017年2月14日 2017年10月15日 2,234

近畿 滋賀県
（仮称）ドラッグコスモス安曇
川店

高島市安曇川町西万木字西
川195番3ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2016年4月1日 2016年12月2日 1,651

近畿 滋賀県
バロー大津茶が崎ショッピン
グセンター

大津市茶が崎字小麦尻1番2
の一部ほか4筆

バローホール
ディングス バロー サンドラッグ 2 2016年4月21日 2016年11月18日 4,416

近畿 滋賀県 （仮称）風の街Ⅲ
長浜市八幡中山町535番地の
6 滋賀不動産

サンミュージッ
ク セリア 2 2016年4月28日 2016年12月20日 1,936

近畿 滋賀県
（仮称）ドラッグコスモス木の
岡店 大津市木の岡町51ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2016年5月2日 2017年1月3日 1,692

近畿 滋賀県 （仮称）栗東市出庭店舗計画 栗東市出庭528-1ほか DCMカーマ 上州屋 DCMカーマ 上州屋 2016年6月14日 2017年2月15日 1,385

近畿 滋賀県
（仮称）ドラッグコスモス蒲生
日野店

蒲生郡日野町大字日田字里
野浦65 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年8月5日 2017年4月6日 1,335

近畿 滋賀県 （仮称）平和堂浜大津店
大津市長等二丁目10番1ほか
10筆

ピース＆グ
リーン

ピース＆グ
リーン 2016年9月23日 2017年5月7日 1,298

近畿 滋賀県 （仮称）ダイエー瀬田店 大津市一里山一丁目3番1号 ダイエー ダイエー 2016年10月28日 2017年7月1日 2,300

近畿 滋賀県 （仮称）V・drug栗東霊仙寺店
栗東市霊仙寺五丁目118番１
ほか 中部薬品 アミング 中部薬品 アミング 2016年11月11日 2017年7月12日 1,704

近畿 滋賀県
（仮称）ドラッグコスモスへそ
店 栗東市綣四丁目58番1ほか コスモス薬品 2016年12月26日 2017年8月27日 1,598

近畿 滋賀県 コープかたた店
大津市衣川一丁目1154-1ほ
か

生活協同組合
コープしが

生活協同組合
コープしが 2017年2月7日 2017年10月8日 1,901

近畿 滋賀県 西松屋近江今津店
高島市今津町南新保字紐田
510－1ほか ヤマダ電機

西松屋チェー
ン 2017年3月9日 2017年11月10日 1,286

近畿 京都府
（仮称）グンゼライフポケット
AYURA

綾部市西町３丁目北大坪19番
地 グンゼ開発

関西ケーズデ
ンキ ローソン

高倉、ココカラ
ファイン 2016年5月27日 2017年1月28日 2,677

近畿 京都府 ベルタウン(仮称)槇島店 宇治市槇島町十八４７番　他 マツモト マツモト 4(未定) 2016年6月21日 2017年2月22日 5,123

近畿 京都府
コープ京田辺・バースデイ京
田辺店

京田辺市花住坂一丁目13番6
他

京都生活協同
組合 しまむら


京都生活協同
組合 しまむら 2016年10月31日 2017年9月1日 1,910

近畿 京都府 ヒルズコート
八幡市美濃山ヒル塚31-1　外
14筆 大東土地 ナップス

ゲオホール
ディングス 2016年11月1日 2017年7月2日 2,578



近畿 京都府 （仮称）東向日駅前計画 向日市寺戸町小佃5番1　他 南海不動産 ダイエー 2016年11月7日 2018年3月31日 1,764

近畿 京都府
（仮称）ドラッグコスモス網野
店

京丹後市網野町下岡小字沖
橋631番1外4筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年11月30日 2017年7月31日 1,480

近畿 京都府
（仮称）ドラッグコスモス大宮
店

京丹後市大宮町河辺小字豊
野3139番1外2筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年11月30日 2017年7月31日 1,608

近畿 京都府 ヒルズコート
八幡市美濃山ヒル塚31-1　外
14筆 大東土地

マナベインテ
リアハーツ

ゲオホール
ディングス 2016年12月9日 2017年8月10日 2,605

近畿 京都府 マツヤスーパー伊勢田店
宇治市伊勢田町中ノ田55-3
外

マツヤスー
パー

マツヤスー
パー 2016年12月19日 2017年10月1日 2,470

近畿 京都府 （仮称）上新電機城陽店
区土地区画整理事業地9街区
11筆 大和リース 上新電機 2017年2月9日 2017年10月10日 3,196

近畿 大阪府
（仮称）南海泉大津駅高架下
店舗 泉大津市旭町271番１ 南海電気鉄道 光洋 2016年5月24日 2017年1月25日 1,343

近畿 大阪府
（仮称）コーナンPRO大東南
新田店

大東市南新田二丁目362番１
ほか 植田商事 コーナン商事 2016年6月29日 2017年3月1日 2,721

近畿 大阪府 （仮称）フレスト長尾店
枚方市長尾元町二丁目28番
他 多田製茶 京阪ザ・ストア 2016年6月30日 2017年3月1日 1,602

近畿 大阪府 ゲオ八尾店 八尾市東本町四丁目２番50号
ゲオホール
ディングス ゲオ 2016年9月7日 2017年5月8日 1,982

近畿 大阪府 （仮称）ベルタウン中之芝店
葉中之芝土地区画整理事業
区域内） マツモト マツモト 2016年11月29日 2017年7月30日 4,435

近畿 大阪府 （仮称）近商ストア東花園店
東大阪市吉田六丁目711番６
ほか 近鉄不動産 近商ストア 1 2017年1月13日 2017年9月14日 1,170

近畿 大阪府 （仮称）トライアル阪南店 阪南市南山中１９３番１ほか
トライアルカン
パニー

トライアルカン
パニー 2017年2月15日 2017年9月27日 3,650

近畿 大阪府
（仮称）デイリーカナート北助
松店

泉大津市東助松二丁目394番
1　ほか イズミヤ カナート 2017年3月24日 2017年12月1日 1,138

近畿 兵庫県 （仮称）ゴダイドラッグ湯村店
美方郡新温泉町井土字米持
前19ほか ゴダイ ゴダイ 2016年5月13日 2017年1月14日 1,639

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス志筑
店 淡路市志筑1358-1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2016年5月16日 2017年1月17日 1,697

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス三原
店

南あわじ市市善光寺字切張
25-18ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2016年5月20日 2017年1月21日 1,487

近畿 兵庫県
銀ビルストアー新宮店、ゴダ
イドラッグ新宮店

たつの市新宮町新宮80番12ほ
か

銀ビルスト
アー 1

銀ビルスト
アー ゴダイ 2016年6月14日 2017年2月15日 1,459

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス氷上
店

丹波市氷上町市辺字萱原49
番１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2016年6月16日 2017年2月17日 1,703

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス斑鳩
店 揖保郡太子町鵤1142-1 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年6月21日 2017年2月22日 1,699

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス八鹿
店

養父市八鹿町八鹿字山本
1928-１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2016年7月12日 2017年3月13日 1,654

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス町坪
店 姫路市町坪字豆田445-１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2016年8月15日 2017年4月16日 1,360

近畿 兵庫県
（仮称）阪急オアシス昆陽東
店 伊丹市昆陽東25-4ほか 阪急オアシス 阪急オアシス 2 2016年8月19日 2017年4月20日 2,441

近畿 兵庫県 （仮称）阪急オアシス鴻池店 伊丹市鴻池四丁目14番1ほか 阪急オアシス 阪急オアシス 5 2016年9月8日 2017年5月9日 5,769

近畿 兵庫県
（仮称）アルカドラッグ東姫路
店 姫路市日出町三丁目38番地１ ナガタ薬品 ナガタ薬品 2016年10月12日 2017年6月13日 1,761

近畿 兵庫県
（仮称）マックスバリュ東条天
神店 加東市天神321ほか

マックスバリュ
西日本

マックスバリュ
西日本 2016年11月1日 2017年7月2日 1,518

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス但馬
日高店

豊岡市日高町松岡字ウタウ塚
88番ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2016年11月4日 2017年7月5日 1,651

近畿 兵庫県 マルアイ米田店
高砂市米田町米田字十人新
田951番地 マルアイ マルアイ 2016年11月9日 2017年7月10日 1,550

近畿 兵庫県 （仮称）明石西インター南計画 明石市魚住町清水2464番１
トライアルカン
パニー 1

トライアルカン
パニー 1 2017年1月18日 2017年9月19日 4,119



近畿 兵庫県
（仮称）ロイヤルホームセン
ター西宮津門 西宮市津門大塚町１番16

ロイヤルホー
ムセンター

ロイヤルホー
ムセンター 2017年2月20日 2017年10月21日 7,500

近畿 兵庫県
（仮称）マックスバリュ南今宿
店 姫路市南今宿1600番地２ほか

マックスバリュ
西日本

マックスバリュ
西日本 2017年2月28日 2017年10月29日 1,532

近畿 兵庫県
（仮称）スーパーマルハチ西
明石店 明石市藤江字三ツ池2029番４

マルハチホー
ルディングス マルハチ 2017年3月31日 2017年12月1日 1,720

近畿 奈良県 （仮称）ケーズデンキ天理店 天理市東井戸堂町237-1ほか
関西ケーズデ
ンキ

関西ケーズデ
ンキ 2016年4月12日 2016年12月13日 3,428

近畿 奈良県 コメリパワー生駒店 生駒市高山町7727-1ほか コメリ コメリ 2016年4月27日 2016年12月28日 9,250

近畿 奈良県
（仮称）ドラッグコスモス天理
田町店 天理市田町196-1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2016年5月18日 2017年1月19日 1,509

近畿 奈良県 サンドラッグ椿井店
生駒郡平群町大字椿井308番
地 太陽建装 サンドラッグ 2016年8月17日 2017年4月18日 1,143

近畿 奈良県
（仮称）ドラッグコスモス榛原
店

宇陀市榛原下井足1395番1の
一部ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2016年8月26日 2017年4月27日 1,290

近畿 奈良県
（仮称）ドラッグコスモス五條
今井店 五條市今井3丁目500番1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2016年11月4日 2017年7月5日 1,665

近畿 奈良県 (仮称）万代天理北店 天理市指柳町285番ほか 万代 万代 未定 2017年1月26日 2017年9月27日 2,394

近畿 奈良県
ココカラファイン橿原栄和町
店 橿原市栄和町3-1ほか

ダイワロイヤ
ル

ココカラファイ
ンヘルスケア 2017年1月31日 2017年10月1日 1,454

近畿 和歌山県
JA紀の里ファーマーズマー
ケットめっけもん広場 紀の川市豊田56番地3外1筆

紀の里農業協
同組合

紀の里農業協
同組合 2016年7月20日 2017年3月18日 1,512

近畿 和歌山県 ドラッグコスモス明洋店 田辺市目良1763-3外 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年7月22日 2017年3月23日 1,691

近畿 和歌山県 （仮称）ラ・ムー直川店
和歌山市直川字舟渡田422番
3外 恵比寿天

NECキャピタ
ルソリューショ 大黒天物産 しまむら ツルハ 2016年8月10日 2017年4月11日 5,087

近畿 和歌山県 （仮称）ラムー紀三井寺店
和歌山市紀三井寺字南前浜
622番6外 大黒天物産 大黒天物産 2016年8月10日 2017年4月11日 2,932

近畿 和歌山県 コープ中之島店
和歌山市中之島字上嶋301-1
外

わかやま市民
生活協同組合

わかやま市民
生活協同組合 2016年8月16日 2017年4月20日 1,525

近畿 和歌山県
（仮称）スーパーエバグリーン
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8月18日 2017年4月19日 2,220

近畿 和歌山県
業務スーパー岩出店・産直市
場よってって岩出店 岩出市中島751番地1外 プラス プラス 2017年1月16日 2017年9月17日 1,197

近畿 和歌山県 （仮称）エバグリーン塩屋店 和歌山市塩屋五丁目67番1外
エバグリーン
廣甚

エバグリーン
廣甚 2017年1月16日 2017年9月17日 1,524

近畿 京都市
（仮称）京都山科商業施設計
画 京都市山科区椥辻東潰10番1

アセッツブ
レーン ドン・キホーテ 2016年7月15日 2016年7月15日 3,855

近畿 大阪市 (仮称)道頓堀プロジェクト
大阪市中央区島之内２丁目18
番１

マントミビル
ディング 未定 2016年5月18日 2017年1月19日 4,431

近畿 大阪市
(仮称)東京インテリア家具大
阪店

大阪市大正区鶴町２丁目125
番３

東京インテリ
ア家具

東京インテリ
ア家具 2016年5月20日 2017年1月21日 15,111

近畿 大阪市 (仮称)ラ・ムー北津守店
大阪市西成区北津守２丁目48
番１　外１筆 大黒天物産 大黒天物産 2016年9月30日 2017年5月31日 2,060

近畿 大阪市 (仮称)ライフ寺田町店 大阪市天王寺区国分町73番１
ライフコーポ
レーション

ライフコーポ
レーション 2016年9月30日 2017年5月31日 2,020

近畿 大阪市
(仮称)ドラッグコスモス八幡屋
店

大阪市港区八幡屋３丁目17番
１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年1月5日 2017年9月6日 1,440

近畿 大阪市 茶屋町17番地計画
大阪市北区茶屋町17番１　外
３筆 阪急電鉄 美津濃 2017年1月20日 2018年4月1日 1,699

近畿 大阪市 （仮称）食品館アプロ生野店
大阪市生野区小路東５丁目32
－３　外 カノー カノー 2017年3月27日 2017年11月28日 2,500

近畿 神戸市
（仮称）ドラッグコスモス水谷
店

神戸市西区水谷３丁目216－３
他 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年4月21日 2016年12月22日 1,363

近畿 神戸市
（仮称）マックスバリュ垂水下
畑店

神戸市垂水区下畑町字口唐
戸371-1　他

マックスバリュ
西日本

マックスバリュ
西日本 2016年5月30日 2017年1月31日 1,513



近畿 神戸市 (仮称)ライフ須磨区大池町店
神戸市須磨区大池町3丁目7
～10,12

ライフコーポ
レーション

ライフコーポ
レーション 2016年5月31日 2017年2月1日 2,479

近畿 神戸市
(仮称)東京インテリア家具神
戸店

神戸市中央区港島南町１丁目
2番他

東京インテリ
ア家具

東京インテリ
ア家具 2016年6月3日 2017年2月4日 12,683

近畿 神戸市 (仮称)イオンモール神戸南
神戸市兵庫区中之島２丁目1
番5、6、10、11、15、16 イオンモール

イオンリテー
ル 140 2016年6月20日 2017年6月30日 33,000

近畿 神戸市 (仮称)ドン・キホーテ垂水店
868番648、多聞町字小束山
868番1166

アセッツブ
レーン ドン・キホーテ 2016年10月13日 2016年6月14日 3,353

近畿 神戸市
(仮称)ドラッグコスモス谷上西
町店 神戸市北区谷上西町23番1他 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年1月19日 2017年9月20日 1,266

近畿 神戸市 (仮称)フレスポ舞子坂
神戸市垂水区舞子坂4丁目
520番1外 大和リース マルアイ 5 2017年1月27日 2017年9月28日 2,047

近畿 神戸市 (仮称)スタイルプラザ
神戸市中央区三宮町1丁目7
番5号

スタイルホー
ルディング 未定 2017年1月31日 2017年11月1日 2,064

近畿 神戸市
(仮称)マックスバリュ井吹台
店

神戸市西区井吹台北町5丁目
3番

マックスバリュ
西日本

マックスバリュ
西日本 1 2017年3月31日 2017年12月1日 2,024

近畿 堺市 ホームセンターコーナン第二阪和鳳店２号館 堺市西区浜寺南町三丁７番２　他 コーナン商事 コーナン商事 2016年4月25日 2016年12月26日 1,762

近畿 堺市 (仮称)コープ大野芝 堺市中区大野芝町２３番１他

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 ○ 2016年9月14日 2017年5月15日 4,600

近畿 堺市 (仮称)万代上野芝店
堺市西区上野芝町二丁854番
1他 万代油脂工業 万代 1 2016年11月22日 2017年7月23日 3,301

中国 鳥取県 （仮称）ダイレックス伯耆店
西伯郡伯耆町大殿字北龍光
田950ほか

大和情報サー
ビス ダイレックス 2016年4月14日 2016年12月15日 1,711

中国 鳥取県 （仮称）ダイレックス境港店
境港市上道町字岬2177－２ほ
か

ダイワロイヤ
ル ダイレックス 2016年6月30日 2017年3月1日 1,733

中国 鳥取県 （仮称）ダイレックス西倉吉店
倉吉市西倉吉町字稲荷19－５
ほか

大和情報サー
ビス ダイレックス 2016年8月9日 2017年4月10日 1,727

中国 鳥取県 （仮称）Ｓ－ｍａｒｔ田園町店
鳥取市田園町四丁目142－３
ほか

八幡玉木不動
産 エスマート 2016年8月19日 2017年4月20日 1,290

中国 鳥取県 （仮称）ラ・ムー鳥取東店
鳥取市立川町五丁目267－１
ほか 恵比寿天 大黒天物産 2016年9月7日 2017年5月8日 6,666

中国 鳥取県 ダイレックス東福原店
米子市東福原六丁目778－５
ほか

ダイワロイヤ
ル ダイレックス 2016年10月3日 2017年6月4日 1,251

中国 鳥取県
（仮称）サンイン・マルイ国府
店

鳥取市国府町新通り三丁目
301－１ほか

サンインマル
イ

サンインマル
イ 2016年10月4日 2017年4月30日 4,950

中国 鳥取県 （仮称）トライアル鳥取叶店 鳥取市叶字道ノ下153－1ほか
トライアルカン
パニー

トライアルカン
パニー 2016年11月2日 2017年7月3日 4,116

中国 鳥取県 （仮称）ジュンテンドー北栄店
東伯郡北栄町西園字大法366
－１ほか ジュンテンドー ジュンテンドー 2016年11月30日 2017年8月1日 2,926

中国 島根県
（仮称）ドラッグストア　ウェル
ネス片庭店 浜田市片庭町８６－１０外

プ　ドラッグ＆
ファーマシー

プ　ドラッグ＆
ファーマシー 2017年1月30日 2017年10月1日 1,225

中国 島根県
（仮称）ドラッグストアウェルネ
ス神門店 出雲市神門町869番外

芙蓉総合リー
ス

プ　ドラッグ＆
ファーマシー 2016年5月19日 2017年1月20日 1,196

中国 島根県
（仮称）ドラッグコスモス木次
店

雲南市木次町下熊谷1500番1
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年6月16日 2017年2月17日 1,707

中国 島根県
SUPER　CENTER　PLANT斐
川店 出雲市斐川町荘原1231番外 ＰＬＡＮＴ ＰＬＡＮＴ 2016年9月9日 2017年5月10日 7,754

中国 島根県
屋中央店・ローソン三刀屋木
次インター店

雲南市三刀屋町三刀屋32-1
外 都間　正隆 ローソン

プ　ドラッグ＆
ファーマシー 高橋酒店 2016年9月30日 2017年5月31日 1,131

中国 島根県
（仮称）ドラッグコスモス大田
駅南店

大田市大田町大田字南代イ３
５番１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年2月20日 2017年10月21日 1,625

中国 岡山県 ドラッグコスモス長船店 瀬戸内市長船町土師字松ヶ端 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年4月25日 2016年12月26日 1,700

中国 岡山県 （仮称）ザ・ビッグ倉敷店
倉敷市笹沖字九間樋１３３７番
１ほか

マックスバリュ
西日本

マックスバリュ
西日本 2016年6月30日 2016年3月2日 5.054.1



中国 岡山県 天満屋ハピーズ倉敷笹沖店
倉敷市吉岡字堤根１９５番ほ
か 天満屋ストア 天満屋ストア 2016年7月11日 2017年3月12日 1,442.6

中国 岡山県 （仮称）ザグザグ北畝店
倉敷市北畝六丁目６２８番３ほ
か ザグザグ ザグザグ 2016年8月24日 2017年4月26日 1,187.1

中国 岡山県 （仮称）ケーズデンキ津山店 津山市川崎516番ほか オリックス ビック・エス 2016年8月29日 2017年4月30日 4,540

中国 岡山県
柳田店・（仮称）ザグザグ児島
柳田店

倉敷市児島柳田町字大川１７
２番１ほか 仁科百貨店 ザグザグ 仁科百貨店 ザグザグ 2016年10月20日 2017年6月21日 1,949

中国 岡山県
（仮称）アクロスプラザ倉敷児
島

倉敷市児島小川町３６７５番１
ほか

大和情報サー
ビス ダイレックス 大創産業

ディングス
、ブリヂストン 2017年1月31日 2017年10月1日 3,587

中国 岡山県
（仮称）ドラッグコスモス玉島
店

倉敷市玉島爪崎字鍬崎一丁
目９３４番１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年2月8日 2017年10月9日 1,611

中国 岡山県 (仮称)ドラッグコスモス久世店
真庭市久世字中島井出向３２
９５番２ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年2月20日 2017年10月21日 1,713

中国 広島県
(仮称）ホームセンターコーナ
ンＰＲＯ神辺店

福山市神辺町大字新十九一
丁目１－９他 コーナン商事 コーナン商事 2016年5月27日 2017年1月28日 2,518

中国 広島県 ハローズ三原店
三原市皆実二丁目1860番19
外 ハローズ ハローズ 2016年7月1日 2016年12月1日 2,934

中国 広島県 ドラッグコスモス安浦店
呉市安浦町北二丁目１０１３番
３ コスモス薬品

ドラッグコスモ
ス安浦店 2016年10月18日 2017年6月19日 1,415

中国 広島県 ドラッグコスモス西条中央店
東広島市西条中央７丁目２番
の７の一部、２番８、２番９ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2016年12月6日 2017年8月7日 1,157

中国 広島県
(仮称）スーパードラッグひま
わり高須店

尾道市高須町字西新涯5766
番1外

三菱UFJリー
ス

ププレひまわ
り 3 2016年12月9日 2017年8月10日 1,058

中国 広島県
（仮称）ドラッグコスモス千代
田店

広島県山県郡北広島町有田
字塚之本1022番地1ほか9筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年12月19日 2017年8月20日 1,539

中国 広島県 ハローズ山手店 福山市山手町四丁目１番６号 ハローズ ハローズ 2016年12月26日 2017年8月27日 1,691

中国 広島県 (仮称）向島モール
尾道市向島町字四軒島5532
番8外 ハローズ
 ハローズ 3 2016年12月27日 2017年8月28日 4,336

中国 広島県 ケーズデンキ福山店
福山市松浜町一丁目１１３番
外

三菱ＵＦＪリー
ス ビッグ・エス 2017年2月3日 2017年10月4日 5,358

中国 広島県 (仮称）ケーズデンキ尾道店 尾道市古浜町27番180他 ビッグ・エス ケーズデンキ 2017年3月3日 2017年11月4日 2,438

中国 広島県 東広島モール（西エリア）
東広島市西条西本町１２２３番
１ほか 西条プラザ 未定 2017年3月10日 2017年11月22日 2,354

中国 広島県 東広島モール（東エリア）
東広島市西条西本町１３１８番
１ほか 西条プラザ 未定 2017年3月10日 2017年11月22日 5,428

中国 広島県
(仮称）ドラッグコスモス古浜
店 尾道市古浜町27番459外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年3月28日 2017年11月29日 1,634

中国 山口県
（仮称）ドラッグコスモス秋根
東店 下関市秋根東町14-2 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年4月1日 2016年12月2日 1,525

中国 山口県
（仮称）ドラッグコスモス川下
店 岩国市中津町三丁目927-2 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年4月19日 2016年12月20日 1,415

中国 山口県
（仮称）ドラッグコスモス長府
店

下関市長府才川町一丁目633
番4 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年5月24日 2017年1月25日 1,362

中国 山口県
（仮称）ドラッグストアモリ防府
国衙店 防府市国衙四丁目2258番1

ドラッグストア
モリ

ドラッグストア
モリ 2016年5月24日 2017年1月25日 1,451

中国 山口県
クスリ岩崎チェーン下関菊川
店

下関市菊川町大字上岡枝761
番1 メイプル 岩崎宏健堂 2016年5月26日 2017年1月27日 1,405

中国 山口県
スーパーセンタートライアル
東岐波店 宇部市東岐波6687-1

トライアルカン
パニー

トライアルカン
パニー 2016年6月30日 2017年3月1日 5,248

中国 山口県
（仮称）ドラッグコスモス宮野
恋路店 山口市宮野下字菊友1019-1 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年9月2日 2017年5月3日 1,530

中国 山口県 （仮称）万惣下松店 下松市清瀬町一丁目150番2 万惣 万惣 2016年9月12日 2017年5月13日 2,705

中国 山口県
（仮称）ドラッグコスモス望町
店 下松市望町二丁目1274番2 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年9月27日 2017年5月28日 1,704



中国 山口県 （仮称）ダイレックス東岐波店 宇部市大字東岐波2182-1
九州リース
サービス ダイレックス 2016年10月25日 2017年6月26日 1,734

中国 山口県
（仮称）コープやまぐち新下関
店 下関市秋目西町二丁目6-1

コープやまぐ
ち

コープやまぐ
ち 2016年11月8日 2017年7月9日 2,306 ×

中国 山口県
（仮称）ドラッグコスモス玖珂
店

岩国市玖珂町字下岩崎116番
1 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年2月20日 2017年10月21日 1,371

中国 山口県 ニトリ岩国店 岩国市新港町三丁目3967番 ニトリ ニトリ 2017年3月1日 2017年11月1日 3,423

中国 山口県 （仮称）ダイレックス豊浦店
下関市豊浦町大字吉永1863
－2 ダイレックス ダイレックス 2017年3月13日 2017年11月14日 1,734

中国 広島市
（仮称）ＤＣＭダイキ観音新町
店

広島市西区観音新町四丁目
2876番19ほか ＤＣＭダイキ ＤＣＭダイキ 2016年6月10日 2017年2月11日 8,760

中国 広島市 ＬＥＣＴ（レクト）
広島市西区扇二丁目1番1ほ
か イズミ イズミ カインズ 〇 2016年6月23日 2017年4月1日 38,980

中国 広島市 藤三向洋店

広島圏都市 事業 洋
周辺青崎土地区画整理事業
施行地区内仮換地7街区3画

ＪＲ西日本不
動産開発 藤三 2016年7月29日 2017年3月30日 1,251

中国 広島市 ドラッグコスモスかわうち店
広島市安佐南区川内五丁目
3031番9ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2016年11月18日 2017年7月19日 1,249

中国 広島市
（仮称）ホームセンターコーナ
ン広島皆実町店

広島市南区皆実町二丁目224
番12 コーナン商事 コーナン商事 2016年11月21日 2017年7月22日 5,868

中国 広島市
（仮称）楠木町複合商業施設
（北エリア）

広島市西区楠木町三丁目1番
7ほか エブリイ 未定 2016年12月28日 2017年8月29日 1,597

中国 広島市
（仮称）楠木町複合商業施設
（南エリア）

広島市西区楠木町三丁目11
番1ほか エブリイ エブリイ 未定 2016年12月28日 2017年8月29日 1,636

中国 広島市
（仮称）ドラッグコスモス温品
店

広島市東区温品二丁目50番2
ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年2月1日 2017年10月2日 1,213

中国 広島市
（仮称）牛田本町複合商業施
設

広島市東区牛田本町六丁目
1505番1 パナホーム フレスタ 未定 2017年2月20日 2018年3月1日 1,635

中国 広島市 広島新幹線名店街（東区画） 広島市南区松原町1185番地 中国ＳＣ開発 未定 2017年3月10日 2017年11月11日 4,187

中国 岡山市
（仮称）ドラッグコスモス御津
店

岡山市北区御津宇垣字小通り
１５０７番２　ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2016年5月23日 2017年1月24日 1,662

中国 岡山市 （仮称）ザグザグ下中野店
岡山市北区下中野１２１７番１
ほか ザグザグ ザグザグ 2017年3月24日 2017年11月25日 1,234

四国 徳島県
（仮称）ドラッグストアモリ徳島
万代店 徳島市万代町四丁目２１番１ほ

ドラッグストア
モリ

ドラッグストア
モリ 2016年12月1日 2017年8月2日 1,389

四国 徳島県 ハローズ徳島万代店 徳島市万代町五丁目10-1ほか ハローズ ハローズ 2016年12月15日 2017年8月16日 3,051

四国 徳島県 ディオ鴨島店
吉野川市鴨島町上下島122番
智ほか

大黒天物産
キリン堂 大黒天物産 キリン堂 2016年12月19日 2017年8月20日 2,966

四国 徳島県 （仮称）ダイレックス沖浜店
徳島市沖浜町南開３１５番６ほ
か

ス＆エステー
ト ダイレックス 2017年3月22日 2017年11月23日 1,571

四国 香川県 ダイレックス木太店
高松木太町字西浜2439番地1
外 光製作所 ダイレックス 2016年4月4日 2016年12月5日 1,443

四国 香川県 ドラッグコスモス田村店
丸亀市田村町字平池841番地
3　外11筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年7月15日 2017年3月16日 1,729

四国 香川県 ドラッグコスモス土庄店
小豆郡土庄町渕崎甲2688番
地　外16筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年8月31日 2017年5月1日 1,700

四国 香川県
コスモス高瀬店・ダイソー高
瀬店

三豊市高瀬町下勝間1662番
地1外 コスモス薬品 いつくさ商事 コスモス薬品 大創産業 2016年9月14日 2017年5月15日 2,015

四国 香川県 （仮称）エブリイ高松下田井店
香川県高松市下田井町373番
2ほか オリックス エブリイ 2016年9月20日 2017年5月21日 4,587

四国 香川県 ラ・ムー成合店 高松市成合町1158番地1外 大黒天物産 レディ薬局 大黒天物産 レディ薬局 2016年12月9日 2016年8月10日 2,871

四国 香川県
(仮称)ホームプラザナフコ東
かがわ店 東かがわ市川東868-1　外9筆 ナフコ ナフコ 2016年12月28日 2016年8月29日 3,307 ×

四国 香川県
(仮称)ドラッグストアモリ宇多
津店

綾歌郡宇多津町浜四番丁42
番1外 四国旅客鉄道

ドラッグストア
モリ 2017年2月15日 2017年10月16日 1,426



四国 香川県 マルナカ松福店
高松市松福町一丁目1番地1
号 四国ガス産業 マルナカ 2017年2月22日 2017年10月23日 1,799

四国 香川県 ドラッグコスモス坂出元町店
坂出市元町三丁目1558番地
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年3月22日 2017年11月23日 1,184

四国 愛媛県
（仮称）ドラッグコスモス砥部
店 伊予郡砥部町宮内851番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年7月4日 2017年3月5日 1,716

四国 愛媛県
（仮称）ドラッグコスモス東温
店

東温市野田2丁目104-1、104-
3、105-1、106-1、107-1 オリックス コスモス薬品 2016年8月5日 2017年4月6日 1,410

四国 愛媛県
（仮称）ドラッグコスモス神郷
店

新居浜市又野1丁目甲1499番
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年8月29日 2017年4月30日 1,709

四国 愛媛県 ダイレックス今治店
今治市北鳥生町四丁目390番
1　外 第一リース ダイレックス 2016年9月5日 2017年5月6日 1,544

四国 愛媛県
（仮称）ドラッグコスモス氷見
店

西条市氷見字林下乙2010-1
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年1月20日 2017年9月21日 1,376

四国 愛媛県
（仮称）ＤＣＭダイキ今治新都
市店 今治市にぎわい広場3番 ＤＣＭダイキ ＤＣＭダイキ 2017年1月31日 2017年9月30日 11,120

四国 愛媛県 セブンスター六軒家店 松山市六軒家町53番1　外 大和リース セブンスター 一六本舗 2017年3月14日 2017年11月15日 1,842

四国 高知県
（仮称）ドラッグコスモス土佐
清水店

土佐清水市加久見入沢町989
番地2　ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2016年4月28日 2016年12月29日 1,462

四国 高知県 ダイレックス青柳店
高知市青柳町字東論56番6
ほか

ダイワロイヤ
ル ダイレックス 2016年4月28日 2016年12月29日 1,366

四国 高知県
（仮称）よどやドラッグ土佐道
路店

高知市朝倉字勝負ノ川甲491
番1　ほか よどや よどや 2016年10月24日 2016年6月25日 1,015

四国 高知県
コーナンホームストック黒潮
店

幡多郡黒潮町入野2662番地1
ほか コーナン商事 コーナン商事 2017年1月31日 2017年10月1日 2,078

九州 福岡県
スーパーセンタートライアル
那珂川店

筑紫郡那珂川町松原2番地の
一部

ＪＲ西日本不
動産開発

トライルカンパ
ニー 2016年4月6日 2016年12月7日 2,228

九州 福岡県
美　ファッションモール、大賀
薬局・ファミリーマート宇美店

糟屋郡宇美町光正寺二丁目
4591番1　外

大和情報サー
ビス ○ しまむら 大賀薬局 2016年4月8日 2016年12月9日 2,717

九州 福岡県
イオンモール福岡楽一免税
店

糟屋郡粕屋町大字酒殿字苅
ヤ田259番1 外 イオンモール ○ ＪＴＣ 2016年4月15日 2016年12月16日 1,301

九州 福岡県
(仮称)ドラッグコスモス波多江
店

糸島市波多江駅北四丁目684
番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年4月26日 2016年12月27日 1,317

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス大木
店

三潴郡大木町大字上八院
1732番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年5月17日 2017年1月18日 1,528

九州 福岡県 ダイレックス田主丸店
久留米市田主丸町鷹取466番
外 ダイレックス ダイレックス 2016年5月17日 2017年1月18日 1,522

九州 福岡県 (仮称)ドン・キホーテ那珂川店
筑紫郡那珂川町片縄四丁目
31番　外

大和情報サー
ビス ドン・キホーテ 2016年6月29日 2017年3月1日 3,564

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス南泉
店 行橋市大字矢留８１５番２  外 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年7月8日 2017年3月9日 1,721

九州 福岡県 福岡プラザ
糟屋郡久山町大字久原3256、
3242　外

ALEXANDER&
SUN

ALEXANDER&
SUN 2016年8月22日 2017年4月23日 2,220

九州 福岡県
（仮称）ドラッグストアモリ岡垣
町吉木東店

遠賀郡岡垣町吉木東一丁目
125番7　外

ドラッグストア
モリ

ドラッグストア
モリ 2016年8月23日 2017年4月24日 1,475

九州 福岡県
（仮称）エディオン久留米津福
店 久留米市津福今町606番5　外

ティホールディ
ングス エディオン 2016年9月30日 2017年5月31日 2,275

九州 福岡県 (仮称)ドラッグコスモス宇美店
目3269-7、3270-1、3270-2、
3271-1、3275-2 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年10月20日 2017年6月21日 1,089

九州 福岡県
（仮称）イオン大野城乙金
ショッピングセンター［Ａ区画］

乙金第２土地区画整理事業地
内（２７街区） イオン九州 イオン九州 〇 2016年12月22日 2017年8月23日 4,073

九州 福岡県
（仮称）イオン大野城乙金
ショッピングセンター［Ｂ区画］

乙金第２土地区画整理事業地
内（２６街区） イオン九州 未定 2016年12月22日 2017年8月23日 3,120

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス南原
店

京都郡苅田町大字南原字熊
出1955-1　外5筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年1月20日 2017年9月21日 1,544

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス岡垣
吉木店

遠賀郡岡垣町大字高倉字中
縄手653番2　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年1月27日 2017年9月28日 1,526



九州 福岡県
スーパーセンタートライアル
福智店 田川郡福智町弁城4238番1

トライアルカン
パニー

トライアルカン
パニー 2017年2月15日 2017年10月18日 3,375

九州 福岡県 ケーズデンキ古賀店
古賀市舞の里三丁目14-12、
14-1の一部

九州ケーズデ
ンキ

九州ケーズデ
ンキ 2017年2月22日 2017年10月23日 3,285

九州 福岡県
スーパーセンタートライアル
行橋上津熊店

行橋市上津熊字フジタ103番1
外8筆

トライアルカン
パニー

トライアルカン
パニー 2017年3月8日 2017年12月13日 3,870

九州 福岡県 （仮称）古賀商業施設
古賀市高田土地区画整理事
業9街区22画地　外 オリックス ハローデイ ○ 2017年3月15日 2017年11月16日 2,156

九州 福岡県 ケーズデンキ久留米店
久留米市東合川五丁目2番10
外35筆

九州ケーズデ
ンキ

九州ケーズデ
ンキ 2017年3月24日 2017年11月25日 4,000

九州 佐賀県
（仮称）ドラックコスモス武雄
永松店

武雄市武雄町大字永松５７３７
番　他 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年4月8日 2016年12月9日 1,530

九州 佐賀県
（仮称)まいづるナイン新浜玉
店

唐津市浜玉町浜崎字畑田219
番　外3筆

まいづる百貨
店

まいづる百貨
店 2016年5月13日 2016年12月10日 1,419

九州 佐賀県 （仮称)ケーズデンキみやき店
三養基郡みやき町大字江口
2869

九州ケーズデ
ンキ

九州ケーズデ
ンキ 2016年5月23日 2017年1月24日 3,792

九州 佐賀県 （仮称)武雄複合店舗
武雄市武雄町大字富岡字六
田12671番地1　外

九州リース
サービ

九州ケーズデ
ンキ ニトリ 2016年6月21日 2017年2月22日 5,401

九州 佐賀県 ドラッグコスモス浜玉店
唐津市浜玉町浜崎字土井影
322番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年7月15日 2017年3月15日 1,671

九州 佐賀県
（仮称）ドラッグストアモリ高木
瀬東店

佐賀市高木瀬町東四丁目845
番30　外

ドラッグストア
モリ

ドラッグストア
モリ 2016年9月30日 2017年5月31日 1,220

九州 佐賀県 ダイレックス八戸店 佐賀市新栄東一丁目1番地1
ダイワロイヤ
ル ダイレックス 2016年9月30日 2017年5月31日 1,602

九州 佐賀県
（仮称）佐賀市卸本町複合商
業施設 佐賀市卸本町２８９番地１ 富士警備保障

ゲオホール
ディングス ベルパーク 2016年10月18日 2017年6月19日 2,125

九州 佐賀県
スーパーセンタートライアル
鹿島店

鹿島市大字森字水町80番地
外17筆

トライアルカン
パニー

トライルカンパ
ニー 2016年11月25日 2017年7月26日 3,737

九州 佐賀県
（仮称）ドラッグコスモス唐津
千代田店 唐津市千代田町２５６４番１ コスモス薬品 コスモス薬品 2016年12月6日 2017年8月7日 1,324

九州 佐賀県
ナフコTW0-ONESTYLE佐賀
店

佐賀市新中町１５０番地１外４
筆 ナフコ ナフコ 2016年12月22日 2017年7月1日 6,659

九州 佐賀県 グッデイ基山弥生ヶ丘店
三養基郡基山町750番1　他8
筆 グッデイ グッデイ 2017年3月23日 2017年11月24日 3,810

九州 長崎県
（仮称）ドラッグコスモス早苗
店

佐世保市早苗町60番1、61番
1、62番6、64番１、64番２ コスモス薬品 コスモス薬品 2016年4月20日 2016年12月21日 1,341

九州 長崎県 エレナ久原店
大村市久原二丁目888番地1
外10筆 エレナ エレナ 2 2016年7月29日 2017年3月29日 1,191 ×

九州 長崎県 （仮称）イオンタウン長与
西彼杵郡長与町嬉里郷字西
田369番４　外69筆 イオンタウン

マックスバリュ
九州 ○ 2016年9月28日 2017年5月29日 5,523

九州 長崎県 スーパー･キッド島原店 島原市中堀町159-3 カリーノ アレス 2016年11月14日 2017年7月15日 1,500

九州 長崎県
スーパーセンタートライアル
時津店

西彼杵郡時津町日並郷字新
開3612番　外2筆

トライアルカン
パニー

トライアルカン
パニー 2016年12月13日 2017年8月14日 3,791

九州 熊本県 （仮称）カインズ宇土店
宇土市三拾町野原172番地2
外21筆 カインズ カインズ 2016年7月14日 2017年3月15日 8,260

九州 熊本県 ロッキー菊池店 菊池市大琳寺244-1　外9筆 ロッキー ロッキー 2016年8月18日 2017年4月19日 2,820

九州 熊本県
（仮称）ドラッグコスモス矢部
店

上益城郡山都町上寺字田園
2044　外 コスモス薬品 1 コスモス薬品 未定 2016年10月12日 2017年6月13日 2,201

九州 熊本県 ロッキー玉名店
玉名市山田字高岡2082-1　外
9筆 ロッキー ロッキー 2016年11月16日 2017年7月17日 1,680

九州 熊本県 メガセンタートライアル大津店
菊池郡大津町大字室字北出
口1399 外14筆

トライアルカン
パニー

トライアルカン
パニー 2016年11月30日 2017年8月1日 5,800

九州 熊本県
スーパーセンタートライアル
宇城小川店

宇城市小川町西北小川字溝
越499番1　外

サムライ・ジャ
パン

トライアルカン
パニー 2017年3月1日 2017年11月2日 4,286

九州 熊本県
ドラッグコスモス人吉インター
店

人吉市鬼木町字北田1014番1
外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年3月28日 2017年11月29日 1,329



九州 大分県 下郡ショッピングセンター 大分市大字下郡１７１６－４ 丸三プラザ 1 フレイン ダイソー 1 2016年4月12日 2016年12月13日 3,030

九州 大分県
（仮称）フレスポ豊後大野（Ⅱ
工区）

豊後大野市三重町赤嶺字大
宮田2032番　外 大和リース 1 フレイン ケーズデンキ 1 2016年5月9日 2017年1月10日 4,446

九州 大分県 （仮称）中津PJ
中津市大字大新田字壱番通1
ほか20筆 福岡地所 アルペン 2016年6月27日 2017年2月28日 3,636

九州 大分県
（仮称）ドラッグコスモス森町
バイパス店

大分市大字森町字外園通５２
２番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年7月1日 2017年3月2日 1,697

九州 大分県
（仮称）ドラッグコスモス西本
町店

宇佐市大字四日市字野ノ中３
８０番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年7月14日 2017年3月15日 1,527

九州 大分県
（仮称）ドラッグコスモス寒田
店

大分市大字寒田字宮田１０１１
番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年9月27日 2017年5月28日 1,872

九州 大分県 ケーズデンキ中津店
中津市大字蛎瀬１１０５外４３
筆

九州ケーズデ
ンキ

九州ケーズデ
ンキ 2016年12月26日 2017年8月27日 4,000

九州 大分県
(仮称）ドラッグストアモリ日田
日ノ隈店

日田市大字庄手字村前１７８
番１　外

ドラッグストア
モリ

ドラッグストア
モリ 2017年1月30日 2017年10月1日 1,326

九州 大分県
スーパーセンタートライアル
大道店

大分市西大道一丁目５９　外１
１筆

トライアルカン
パニー

トライアルカン
パニー 2017年2月28日 2017年11月15日 4,084

九州 大分県
（仮称）ドラッグコスモス三重
店

豊後大野市三重町大字芦刈
字都留前４８１番１８　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年3月23日 2017年11月24日 1,697

九州 大分県 ダイレックス玖珠店
玖珠郡玖珠町塚脇７２９番１
外 ダイレックス ダイレックス 2017年3月29日 2017年11月30日 1,254

九州 宮崎県
（仮称）オリックス貸店舗・ド
ラッグストアモリ恒久店

宮崎市大字恒久字小橋4378
番外 オリックス

ドラッグストア
モリ

ドラッグストア
モリ タカミヤ 2016年5月20日 2017年1月21日 2,021

九州 宮崎県
（仮称）ドラッグコスモス日知
屋店 日向市新生町二丁目107他 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年8月23日 2017年4月24日 1,539

九州 宮崎県
スーパーセンタートライアル
西都店

西都市大字右松1937-1他22
筆

芙蓉総合リー
ス

トライルカンパ
ニー 2016年9月9日 2017年5月10日 4,079

九州 宮崎県
（仮称）ドラッグコスモス川南
店

児湯郡川南町大字川南
13569-1他 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年12月8日 2017年8月9日 1,703

九州 宮崎県
（仮称）ドラッグストアモリ日南
店 日南市上平野二丁目12番3外

ドラッグストア
モリ

ドラッグストア
モリ 2017年2月9日 2017年10月10日 1,362

九州 宮崎県 （仮称）学園木花台商業施設
宮崎市学園木花台西一丁目3
番1 植松商事

ドラッグストア
モリ

マックスバリュ
九州 キャンドゥ 2017年2月10日 2017年10月11日 3,159

九州 宮崎県
（仮称）ダイワロイヤル株式会
社延岡貸店舗

延岡市塩浜町一丁目1532番
地１

ダイワロイヤ
ル ドン・キホーテ 2017年3月27日 2017年11月28日 3,493

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグストアモリ奄美
龍郷店

大島郡龍郷町中勝字青蓋978
番１　外３筆 大石企画

ドラッグストア
モリ 2016年4月21日 2016年12月22日 1,439

九州 鹿児島県 ダイレックス枕崎店 枕崎市桜木町426番　外
ダイワロイヤ
ル ダイレックス 2016年5月18日 2017年1月19日 1,911

九州 鹿児島県 （仮称）アクロスプラザ与次郎
鹿児島市与次郎一丁目7番30
外

大和情報サー
ビス ダイレックス ユニクロ 未定 2016年9月16日 2017年5月17日 10,766

九州 鹿児島県
スーパーセンタートライアル
隼人店

霧島市隼人町眞孝字鶴牟田
480　外18筆

トライアルカン
パニー

トライルカンパ
ニー 2016年10月20日 2017年6月21日 4,108

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグコスモス紫原
店 鹿児島市紫原五丁目24番2 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年10月27日 2017年6月28日 1,204

九州 鹿児島県 ドラッグコスモス西谷山店
鹿児島市上福元町5227-22
外6筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年12月14日 2017年8月15日 1,207

九州 鹿児島県 ドラッグコスモス樋脇店
薩摩川内市樋脇町塔之原字
小野原10821番1　外9筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年1月6日 2017年9月7日 1,539

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグコスモス山川
店

指宿市山川小川字東小川野
邊1513番地1 外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年3月31日 2017年12月1日 1,540

九州 北九州市 ダイレックス黒崎店
北九州市八幡西区西王子町1
番1他 ダイレックス ダイレックス 2016年4月18日 2016年12月19日 1,722

九州 北九州市
（仮称）サンキュードラッグ平
野店

北九州市八幡東区平野三丁
目270番10、大字前田450番2

サンキュード
ラッグ

サンキュード
ラッグ 2016年4月21日 2016年12月22日 1,494

九州 北九州市
メガフィールド　ポイント八幡
本店

北九州市八幡東区東田一丁
目6番13号 タカミヤ タカミヤ 2016年6月3日 2017年2月3日 1,717



九州 北九州市
（仮称）ドラッグコスモス足立
店

北九州市小倉北区宇佐町二
丁目707番11　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年6月20日 2017年2月21日 1,713

九州 北九州市 （仮称）フォレオひびきの
北九州市若松区小敷ひびきの
二丁目1番101号　外

大和ハウス工
業 未定 2016年10月20日 2017年6月21日 8,183

九州 北九州市 （仮称)ハローデイ本城店
北九州市八幡西区本城東四
丁目381番2 ハローデイ ハローデイ 未定 2016年11月14日 2017年7月15日 1,954

九州 北九州市
（仮称）ドラッグストアモリ沼新
町店

北九州市小倉南区沼新町一
丁目1004番61　外

ドラッグストア
モリ

ドラッグストア
モリ 2017年1月26日 2017年9月27日 1,289

九州 北九州市
（仮称）ドラッグコスモス沼南
店

北九州市小倉南区沼南町一
丁目217－1他 コスモス薬品 コスモス薬品 未定 2017年2月23日 2017年10月24日 1,873

九州 福岡市 （仮称）アクロスプラザ和白
福岡市東区和白二丁目1579
番外

大和情報サー
ビス

ビコムキタム
ラ 2016年7月29日 2017年3月30日 2,660

九州 福岡市
（仮称）ドラッグコスモス吉塚
店

福岡市博多区吉塚五丁目268
番外2筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年10月7日 2017年6月8日 1,698

九州 福岡市
（仮称）ドラッグストアモリ花畑
店

福岡市南区花畑四丁目296番
9外

ドラッグストア
モリ

ドラッグストア
モリ 2016年11月21日 2017年7月22日 1,252

九州 福岡市 （仮称）六本松複合ビル
福岡市中央区六本松四丁目
300番1の一部 九州旅客鉄道 未定 2016年12月26日 2017年8月27日 4,458

九州 福岡市
（仮称）ドラッグコスモス八田
店

福岡市東区八田二丁目45番1
外

阿部コーポ
レーション コスモス薬品 2017年1月13日 2017年9月14日 1,528

九州 福岡市
（仮称）ドラッグコスモス野方
店

福岡市西区野方一丁目128番
1外2筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年1月31日 2017年10月1日 1,212

九州 福岡市 ドラッグコスモス片江店
福岡市城南区片江四丁目120
番外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年3月31日 2017年12月1日 1,207

九州 熊本市 イオンタウン西熊本〔Ａ区画〕
熊本市南区上ノ郷２丁目５００
番　外 イオンタウン

ゲオホール
ディングス 2016年5月20日 2017年1月21日 4,314

九州 熊本市
（仮称）熊本市下通新天街Ｎ
Ｓ共同ビル

熊本市中央区下通1丁目3番5
号

南栄開発
櫻井総本店

マックスバリュ
九州 2016年6月6日 2017年2月7日 8,445

九州 熊本市 ドラッグコスモス大江店
熊本市中央区大江二丁目919
番　外9筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年7月15日 2017年3月16日 1,666

九州 熊本市
（仮称）上熊本駅開発高架下
店舗

熊本市西区上熊本二丁目18
番1号 九州旅客鉄道 イワサキ 5 2016年7月21日 2017年3月22日 1,725

九州 熊本市 ドラッグコスモス大江店
熊本市中央区大江二丁目919
番　外9筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年9月15日 2017年5月16日 1,666 ×

九州 熊本市
（仮称）ドラッグコスモス八王
寺店 熊本市中央区八王寺町2-16 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年10月17日 2017年6月18日 1,420

九州 熊本市 ドラッグストアモリ京町店
熊本市中央区京町二丁目103
番2　外

ドラッグストア
モリ

ドラッグストア
モリ その他未定 2016年11月17日 2017年7月18日 1,437

九州 熊本市 ドラッグコスモス大江店
熊本市中央区大江二丁目919
番　外8筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年11月25日 2017年7月26日 1,666

九州 熊本市 ゆめマート　龍田 熊本市北区龍田八丁目15-75 ゆめマート ゆめマート 日本一たい焼 2017年1月25日 2017年9月26日 1,540

九州 熊本市 マルショク健軍店
熊本市東区若葉一丁目34番1
号 マルショク マルショク 2017年2月15日 2017年10月16日 1,487

九州 熊本市 サンリブ清水
熊本市北区麻生田三丁目１番
１号 マルショク マルショク 2017年3月29日 2017年11月30日 3,032

沖縄 沖縄県
うるま市農水産業振興戦略拠
点施設

うるま市字前原183番２ほか３
筆 うるま市

ロジェクトグ
ループ 2016年4月5日 2017年10月1日 2,207

沖縄 沖縄県 ニッシン 楽・働・館 糸満市西崎５丁目13番６ ニッシン ニッシン 2016年5月20日 2017年1月20日 1,462

沖縄 沖縄県
（仮称）ドラッグストアモリうる
ま店

うるま市勝連南風原勢理客
5099番４ほか

ドラッグストア
モリ

ドラッグストア
モリ 2016年5月26日 2017年1月27日 1,405

沖縄 沖縄県 （仮称）サンエー大湾東シティ
読谷村大湾東土地区画整理
事業地区13街区 サンエー サンエー 2016年6月1日 2017年7月20日 7,248

沖縄 沖縄県
（仮称）ドラッグストアモリうる
ま前原店

うるま市字前原徳森原371番地
３ほか

ドラッグストア
モリ

ドラッグストア
モリ 2016年8月5日 2017年4月6日 1,355

沖縄 沖縄県 ドン・キホーテ名護店
名護市大北五丁目896番地２
ほか ホクセイ ドン・キホーテ 2016年11月18日 2017年7月19日 3,134



沖縄 沖縄県
（仮称）アクロスプラザ古島駅
前

那覇市銘苅１丁目70番地１号
ほか

大和情報サー
ビス リウボウストア しまむら 2016年11月18日 2017年7月19日 3,786

沖縄 沖縄県 ハッピータウン 浦添市字港川254番地 イチエイ地所 しまむら 拓南産業 2016年12月1日 2017年8月1日 2,056

沖縄 沖縄県
（仮称）農連市場地区防災街
区Ａ－１店舗棟 那覇市樋川2丁目地内

那覇市農連市場地区防災
街区整備事業組合 丸安ーそば 上原ミート 他72件 2016年12月26日 2017年9月1日 2,640

沖縄 沖縄県 あわせモール２期
201番３の一部、201番４の一
部及び202番３の一部 UCHI

オートバックス
セブン 2017年2月3日 2017年10月4日 2,049
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