
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 コープさっぽろ　ふかがわ店 深川市1条15番16ほか
大印深川地方
卸売市場 コープさっぽろ 〇 2017年4月11日 2017年12月12日 2,775

北海道 北海道 DCMホーマック永山2条店 旭川市永山2条6丁目57番１ほか
DCMホーマッ
ク FBM DCMホーマック FBM 2017年4月13日 2017年12月14日 6,825

北海道 北海道 (仮称)ザ・ビッグ緑が丘店 旭川市緑が丘東3条1丁目3番3648ほか
マックスバリュ
北海道

マックスバリュ北海
道 2017年4月21日 2017年12月22日 1,941

北海道 北海道 サツドラ釧路昭和中央店 釧路市昭和中央1丁目109－5ほか
日立キャピタ
ル

サッポロドラッグス
トアー 2017年5月11日 2018年1月12日 1,279

北海道 北海道 スーパーアークス東光 旭川市東光10丁目147番地103ほか 道北アークス 道北アークス 3 2017年5月12日 2018年1月13日 2,543

北海道 北海道 東光ショッピングセンター 旭川市東光8条1丁目227番地8の内 ダイゼン ダイゼン
サッポロドラッグス
トアー 2017年6月19日 2018年2月20日 2,360

北海道 北海道 サツドラ大樹店 広尾郡大樹町柏木町7-4
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9月29日 2018年5月30日 1,279

北海道 北海道 Tsuruha Bldg.旭川駅前 旭川宮下通9丁目 ツルハ ツルハ ぱんや 2017年10月10日 2018年6月11日 2,272

北海道 北海道
ホーマックニコット南幌店・ツルハ
ドラッグ南幌店 空知郡南幌町中央2丁目182-48の内、-49の内

ホーマックニ
コット

JA三井リース
建物 ホーマックニコット ツルハ 2017年10月30日 2018年7月1日 1,956

北海道 北海道 江別市野幌住吉町商業施設 江別市野幌住吉町37番１ほか
アルファ都市
設計 ツルハ プロノ 2017年11月13日 2018年7月14日 2,360

北海道 北海道 コメリパワー名寄店 名寄市徳田104-5ほか コメリ コメリ 2017年11月22日 2018年7月23日 5,951

北海道 北海道 サツドラ春駒通店 帯広市西18条南4丁目63番地8
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11月28日 2018年7月29日 1,252

北海道 北海道 ツルハドラッグ函館桔梗南店 函館市桔梗2丁目10 函館遊機販売 ツルハ 2017年11月29日 2018年7月30日 1,362

北海道 北海道 サツドラ北斗七重浜店 北斗市七重浜3丁目2番52号
サッポロドラッ
グストアー

サッポロドラッグス
トアー 2017年11月30日 2018年7月30日 1,279

北海道 北海道 小樽新光複合商業施設 小樽市新光１丁目9番2の内ほか
テルウェル東
日本

サッポロドラッグス
トアー 2 2017年12月25日 2018年8月26日 1,470

北海道 北海道 サツドラ帯広西８条店 帯広市西18条南17丁目2、4-1 日本甜菜製糖
サッポロドラッグス
トアー 2018年2月1日 2018年10月2日 1,281

北海道 北海道 (仮称)ＴＲＩＡＬ小樽新光店 小樽市新光5丁目1番１ほか6筆
トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2018年2月9日 2018年10月10日 3,762

北海道 北海道 ツルハドラッグ函館市日吉町店 函館市日吉町4丁目75番１ほか アルファコート ツルハ 2018年2月23日 2018年10月24日 1,346

北海道 北海道 江別蔦屋書店 江別市牧場町14番1の内
SPT.E.MAKIB
A アイビーデザイン 2018年3月23日 2018年11月24日 4,054

北海道 北海道 ニトリ千歳店 千歳市北栄2丁目617番2ほか ニトリ ニトリ 2018年3月28日 2018年12月1日 5,069

北海道 札幌市 札幌平成観光ビル 札幌市中央区南２条西４丁目２番１１号 平成観光 ドン・キホーテ 2017年5月31日 2017年12月10日 1,807

北海道 札幌市
（仮称）ジョイフルエーケー屯田店
園芸館 札幌市北区屯田9条5丁目1-1の内

ジョイフルエー
ケー ジョイフルエーケー 2017年8月25日 2018年3月1日 2,632

北海道 札幌市 マックスバリュ北1条東6丁目店 札幌市中央区北1条東6丁目10-7の内ほか
マックスバリュ
北海道

マックスバリュ北海
道 2017年10月20日 2018年7月1日 1,630

北海道 札幌市 ツルハドラッグ月寒東2条店 札幌市豊平区月寒東2条18丁目163番12 赤松商事 ツルハ 2018年1月5日 2018年8月1日 1,156
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建物設置者名 小売業者名
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北海道 札幌市 アクロスプラザ東苗穂 札幌市東区東苗穂4条2丁目5番9ほか
エムジーリー
ス

サッポロドラッグス
トアー エムデジ 2018年1月26日 2018年9月1日 1,436

北海道 札幌市
スーパーセンタートライアル屯田
店 札幌市北区屯田9条12丁目1番1

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2018年3月27日 2018年11月28日 2,130

東北 青森県 （仮称）いとく浜の町店 弘前市大字浜の町西1丁目5－21外 伊徳 伊徳 2017年5月2日 2018年1月3日 4,568
×

東北 青森県 （仮称）ウチダ企画店舗 むつ市小川町一丁目104-1外 ウチダ企画 西松屋チェーン ツルハ 2017年7月10日 2018年3月11日 2,024

東北 青森県 メガ弘前駅前店 弘前市弘前駅前北地区土地区画整理事業地内１１街区 紅屋商事 紅屋商事 2017年9月26日 2018年5月27日 1,325

東北 青森県 （仮称）桜川商業施設 青森市桜川7丁目649-1外 大和リース
青森県民生活協同
組合 ツルハ 2018年2月22日 2018年10月23日 2,035

東北 青森県 ベニーモール五所川原 五所川原市大字唐笠柳字藤巻661-1外 紅屋商事 紅屋商事 未定 1 2018年3月27日 2018年11月28日 7,046

東北 岩手県
(仮称）やまや盛岡本宮店　シュー
プラザ盛岡本宮店　複合店舗 盛岡市本宮三丁目18番３ほか２筆 やまや チヨダ やまや チヨダ 2017年6月22日 2018年2月23日 1,282

東北 岩手県 マイヤ花泉店 一関市花泉町涌津二ノ町22番地 マイヤ マイヤ 2017年7月7日 2018年2月9日 1,370

東北 岩手県 (仮称）イオンタウンサンデー 釜石市港町二丁目51番１地内 サンデー サンデー 2017年8月17日 2018年4月19日 5,065

東北 岩手県
（仮称）アクロスプラザ盛岡みたけ
Ｃゾーン 盛岡市みたけ二丁目133番38

 大和ハウス
工業 サンデー 2017年12月1日 2018年8月2日 4,494

東北 岩手県
 （仮称）アクロスプラザ盛岡みた
けＡゾーン 盛岡市みたけ二丁目133番36

大和ハウス工
業 未定 5 2017年12月28日 2018年8月29日 2,656

東北 岩手県
（仮称）アクロスプラザ盛岡みたけ
Bゾーン 盛岡市みたけ二丁目133番37

大和ハウス工
業 未定 1 2017年12月28日 2018年8月29日 3,529

東北 岩手県
 (仮称）イオンスーパーセンター紫
波古舘店 紫波町高水寺字古屋敷6番地１

イオンスー
パーセンター

イオンスーパーセ
ンター イオンリテール 2018年1月11日 2018年9月13日 2,141

東北 岩手県
（仮称）矢幅駅西口ショッピングセ
ンター 紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第５地割300番 ユニバース サンデー ユニバース サンデー 2018年2月27日 2018年10月28日 6,336

東北 岩手県 （仮称）一関末広複合店舗 一関市末広一丁目２番６ほか 両磐酒造 Ａコープ北東北 ウェルシア薬局 3 2018年3月16日 2018年11月17日 3,764

東北 宮城県
（仮称）コメリホームセンター亘理
店 亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北１１０番２　外 コメリ コメリ 2017年6月21日 2018年2月22日 6,948

東北 宮城県 （仮称）フジヤ石巻店 石巻市蛇田字新沼田２２７番１　外 フジヤ フジヤ 2017年7月13日 2018年3月14日 1,296

東北 宮城県 カワチ薬品気仙沼店 気仙沼市赤岩杉ノ沢１２－１ カワチ薬品 カワチ薬品 2018年1月31日 2018年10月1日 1,362

東北 宮城県 （仮称）Ａ＆ＣＯＯＰ角田店 角田市角田字田町１００番１　外
コープエス
テート エーコープ宮城 2018年2月16日 2018年10月17日 1,484

東北 宮城県 南気仙沼商業施設
気仙沼市 南気仙沼地区被災市街地復興土地区画整理事業
地内 ５０街区

宮城三菱自動
車販売 ツルハ 千田商事 ○ 2018年2月26日 2018年10月27日 2,204

東北 秋田県 秋田トヨタ自動車大曲複合店舗 大仙市飯田堰東218-1、219、220、221、222、223
秋田トヨタ自
動車 くるま工房 秋田トヨタ自動車 くるま工房 2017年4月18日 2017年12月19日 2,482

東北 秋田県 メガ能代中央店 能代市字寿域長根39-8外 紅屋商事 紅屋商事 2017年10月5日 2018年6月6日 1,540

東北 秋田県 （仮称）秋田八橋複合店舗 秋田市八橋大畑一丁目107他9筆
大和情報サー
ビス サンドラック

ケイタイショップ
（予定） 2017年10月6日 2018年6月14日 1,525

東北 秋田県 ビックフレック角館店 秋田県仙北市角館町上菅沢360番地7　ほか 中央市場 中央市場 未定 2017年10月20日 2018年6月21日 2,455

東北 秋田県
秋田トヨタ本荘店・ブックスモア本
荘店 由利本荘市石脇字田頭43-3外15筆

秋田トヨタ自
動車 くるま工房 秋田トヨタ自動車 くるま工房 2018年3月12日 2018年11月13日 2,536

東北 山形県 （仮称）うめや南陽東店 南陽市赤湯川尻２９２８番２外 うめや うめや 2017年9月29日 2018年5月30日 1,537

東北 山形県
（仮称）ヨークベニマル米沢春日
店 米沢市春日五丁目５８６番地３外

ヨークベニマ
ル ヨークベニマル 2017年11月6日 2018年7月7日 3,178

東北 山形県 (仮称)鶴岡市上畑町商業施設 鶴岡市上畑町３番２外 オリックス 八文字屋 東北セイムス 八文字屋 2018年2月7日 2018年10月8日 1,275

東北 福島県 AOKI福島南総本店 福島市黒岩字中島２番地1他 AOKI 1 AOKI 岸波商店 2017年4月21日 2017年12月22日 1,903

東北 福島県 ヨークタウン金屋 郡山市田村町金屋字冬室118番１外
ヨークベニマ
ル 1 ヨークベニマル ダイユーエイト 2017年4月21日 2017年12月22日 5,686



東北 福島県 ここなら笑店街 双葉郡楢葉町大字北田字中満２５６番地 楢葉町 コメリ ネモト 1 2017年8月31日 2018年4月1日 1,844

東北 福島県 イオンモールいわき小名浜 いわき市小名浜字辰巳町７９番地他 イオンモール イオンリテール 69 2017年5月17日 2018年6月1日 32,933

東北 福島県 COOP　BESTA　ばんげ 河沼郡会津坂下町字舘ノ下339番地 コープあいづ コープあいづ 2017年11月27日 2018年7月28日 1,630

東北 福島県 小名浜ファッションモール いわき市小名浜字大道北110番地 しまむら しまむら 2017年11月30日 2018年7月30年 2,374

東北 福島県 ヨークベニマル小名浜リスポ店 いわき市小名浜字蛭川南５番地４ シティ ヨークベニマル 2017年12月28日 2018年7月27日 1,968

東北 福島県
（仮称）有限会社さかとみ様貸店
舗新築工事 いわき市平上荒川字長尾26，27，28 さかとみ ゲオ One　Do ○ 2018年3月8日 2018年9月30日 1,894

東北 福島県 （仮称）ダイユーエイト喜多方店 喜多方市字台3557番1外 ダイユーエイト ダイユーエイト 2018年3月19日 2018年11月20日 4,517

東北 福島県 ドン・キホーテ須賀川店 須賀川市山寺道77番外
アラジンホー
ルディングス ドン・キホーテ 2018年3月29日 2018年11月30日 2,237

東北 仙台市
(仮称）アクロスプラザ富沢西（A
街区）

仙台市太白区富沢字鍛冶屋敷16-1　外
仙台市太白区富田字京ノ北67-1　外

MULプロパ
ティ ヨークベニマル トップカルチャー 2017年4月25日 2017年12月25日 5,968

東北 仙台市
(仮称）アクロスプラザ富沢西（B
街区） 仙台市太白区富田字京ノ北11-1　外

MULプロパ
ティ

マツモトキヨシ東日
本販売 やまや 3 2017年4月25日 2017年12月25日 2,525

東北 仙台市 南小泉複合施設 仙台市若林区遠見塚三丁目16番10 日本建設 ツルハ サトー商会 2017年5月29日 2018年1月30日 1,411

東北 仙台市 （仮称）柳生複合施設 仙台市太白区柳生1丁目10-610-8　他 大和リース ツルハ ティーガイア 2017年6月30日 2018年2月28日 1,177

東北 仙台市 （仮称）仙台市青葉区ＰＪ計画 仙台市青葉区中央一丁目779-2　外
グリーンファイ
ル ドン・キホーテ 2017年8月28日 2018年4月29日 4,435

東北 仙台市 （仮称）イオン仙台卸町店 仙台市若林区卸町一丁目1番-1ほか8筆
イオンリテー
ル イオンリテール 未定 2017年12月4日 2018年8月5日 19,058

関東 茨城県 （仮称）つくばみらいSC つくばみらい市富士見ヶ丘1丁目1 カスミ カスミ セキ薬品 2 2017年6月15日 2018年2月16日 4,372

関東 茨城県 （仮称）カスミ水戸堀町店 水戸市堀町字新田1021番1　外 カスミ カスミ 2017年7月25日 2018年3月26日 2,281

関東 茨城県 （仮称）みどりのA３８街区PJ つくば市みどりの二丁目39番1
エムジーリー
ス タイヨー 2017年8月1日 2018年4月2日 2,463

関東 茨城県
ジョイフル本田古河店リフォーム
館 古河市西牛谷大塚288番2　外

ジョイフル本
田

ジョイフル本田リ
フォーム 2017年9月26日 2018年5月27日 1,165

関東 茨城県 ウエルシア阿見岡崎店 稲敷郡阿見町岡崎三丁目8番1　外
ウエルシア薬
局 ウエルシア薬局 2017年10月6日 2018年6月7日 1,195

関東 茨城県 (仮称)フォレストモール石岡 石岡市石岡字水久保12886番　外
フォレストモー
ル ヨークベニマル ヤマダ電機 3 2017年10月27日 2018年6月28日 6,801

関東 茨城県 （仮称）土浦中神立ＳＣ 土浦市中神立町26番9　外 カスミ
大和ハウス工
業 カスミ クスリのアオキ 未定 2018年3月9日 2018年11月10日 2,944

関東 茨城県 （仮称）ドラッグストアセキ境町店 猿島郡境町字塚越230番1の一部 セキ薬品 セキ薬品 2018年3月29日 2018年11月30日 1,347

関東 栃木県
（仮称）BIG ONE TSUTAYA佐野
店 佐野市田島町字東51外 ランドグラン

ビッグワンホール
ディングス 2017年4月27日 2017年12月28日 2,525

関東 栃木県 (仮称）栃木市倭町複合店舗 栃木市倭町280番3外 田中総業 クスリのアオキ ジンズ 2017年4月28日 2017年12月29日 1,193

関東 栃木県 （仮称）クスリのアオキ高萩店 佐野市高萩町字屋敷西415番1外
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2017年6月15日 2018年2月16日 1,792

関東 栃木県 トライウェル益子店 芳賀郡益子町大字益子字栗崎2795番1他4筆
トライアルカン
パニー トライウェル 2017年6月23日 2018年2月24日 1,615

関東 栃木県 トライウェル茂木店 芳賀郡茂木町大字茂木字番ノ前1398番2他11筆
トライアルカン
パニー トライウェル 2017年6月23日 2018年2月24日 1,857

関東 栃木県 ケーズデンキ鹿沼店 鹿沼市千渡1254番1外 オリックス
ケーズホールディ
ングス 2017年6月27日 2018年2月28日 2,315

関東 栃木県 堀込ファッションモール 足利市堀込町2485-1 アルファ企画 しまむら 2017年7月11日 2018年3月12日 2,053

関東 栃木県
（仮称）ヨークベニマル鹿沼上殿
店 鹿沼市上殿町字百目鬼928-1外

ヨークベニマ
ル ヨークベニマル 2017年7月20日 2018年3月21日 1,962

関東 栃木県 ツルハドラッグ日光板橋店 日光市板橋字東原3174番1外
芙蓉総合リー
ス ツルハ 2017年7月21日 2018年3月22日 1,216



関東 栃木県 （仮称）小山羽川複合店舗 下野市川中子字東原3329番6外
クスリのアオ
キ 1 クスリのアオキ 未定 2017年9月29日 2018年5月30日 1,205

関東 栃木県 コメリパワー鹿沼店 鹿沼市茂呂字戌亥角939番3外 コメリ コメリ 2017年11月17日 2018年7月18日 9,207

関東 栃木県 （仮称）那須塩原南町計画 那須塩原市南町1307-1外
大和ハウス工
業 クスリのアオキ 未定 2017年12月8日 2018年8月9日 1,206

関東 栃木県 （仮称）コメリパワー那須塩原店 那須塩原市二つ室31-3外 コメリ コメリ 2018年1月12日 2018年9月13日 9,331

関東 栃木県 アクロスプラザ宇都宮鶴田 宇都宮市鶴田第2土地区画整理事業地内118街区2画地外
NTTファイナン
ス イオンリテール 1 2018年1月29日 2018年9月30日 1,954

関東 栃木県 （仮称）フォルテ美しが丘 小山市美しが丘1丁目19-1 ベルク ベルク ナフコ 2 2018年2月7日 2018年10月8日 6,908

関東 栃木県
（仮称）ヨークタウン那須塩原上厚
崎店 那須塩原市上厚崎字小林373番1外

ヨークベニマ
ル 2 ヨークベニマル マツモトキヨシ 1 2018年2月14日 2018年10月15日 6,269

関東 栃木県 とりせん蔵の街店 栃木市富士見町字寺西1040番4外 とりせん とりせん 2 2018年2月28日 2018年11月1日 2,996

関東 群馬県 パワーセンターうおかつ群馬町店 高崎市棟高町字南八幡街道１２１番　外 カルチャー カルチャー 未定 2017年5月2日 2017年12月上旬 2,491

関東 群馬県 カワチ薬品吉井店 高崎市吉井町池字釜ヶ渕１６００　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2017年6月8日 2018年2月9日 1,499

関東 群馬県
群馬トヨペットレクサスＣＰＯ前橋
店 前橋市上長磯町３０４番１外 群馬トヨペット 群馬トヨペット 2017年7月26日 2018年3月27日 1,038

関東 群馬県 MINI伊勢崎 前橋市駒形町字東境１５１５－１　外
アイ・エム・
シー アイ・エム・シー 2017年8月10日 2018年4月11日 1,096

関東 群馬県 安中杉並木モール 安中市原市字下原５８７番地１　外 並木 コナカ クスリのマルエ 2017年10月10日 2018年6月11日 1,174

関東 群馬県
スーパーセンタートライアル板倉
店 邑楽郡板倉町朝日野３丁目１２－１

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2017年11月7日 2018年7月8日 4,268

関東 群馬県 （仮称）ベルク藤岡店 藤岡市藤岡８０４－２６　外 山土木材 ベルク ベルク マツモトキヨシ 2018年2月20日 2018年10月21日 2,976

関東 埼玉県 ヤオコー東松山新宿町店 東松山市新宿町17―1 ヤオコー ヤオコー 2017年5月12日 2018年1月13日 3,849

関東 埼玉県 （仮称）鶴ヶ島計画 鶴ヶ島市脚折町五丁目1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 2017年5月16日 2018年1月17日 6,397

関東 埼玉県 （仮称）春日部小渕計画 春日部市小渕字山下１０２２－１外
大和情報サー
ビス

クスリのアオキアオ
キ 2017年6月7日 2018年2月8日 1,007

関東 埼玉県 メガセンタートライアル上里店 上里町大字七本木２１２１番地２外
トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2017年6月9日 2018年2月10日 6,922

関東 埼玉県 （仮称）ビバモール本庄計画 本庄市中央二丁目１５９５番２外
アセットソ
リューション LIXILビバ 2017年6月29日 2018年3月1日 19,881

関東 埼玉県 スーパーバリュー上尾緑丘店 上尾市緑丘一丁目１番４０号
ＮＴＴ東日本プ
ロパティ スーパーバリュー 2017年7月4日 2018年3月5日 1,519

関東 埼玉県 アクロスプラザ坂戸 坂戸市日の出町２５１番１外 丸加商事 マルエツ 2017年7月31日 2018年4月1日 3,880

関東 埼玉県 フォルテ寄居 大里郡寄居町寄居９２５－２外 ベルク ベルク マツモトキヨシ 大創産業 2017年7月31日 2018年4月1日 3,313

関東 埼玉県 （仮称）ヨークマート新所沢店 所沢市花園１丁目２３１３－１、２３１４－１ 中道リース ヨークマート 2017年8月31日 2018年5月1日 1,711

関東 埼玉県 （仮称）マミーマート所沢青葉台店 所沢市青葉台１３３５番地１外 大進産業 マミーマート 2017年8月31日 2018年5月1日 1,972

関東 埼玉県 ライフ蕨駅前店 蕨市塚越一丁目7番9号 貫井ビル
ライフコーポレー
ション 2017年10月20日 2018年6月21日 2,036

関東 埼玉県 ベイシア羽生店 羽生市大字中岩瀬７０２番外 ベイシア ベイシア 2017年11月24日 2018年7月25日 3,624

関東 埼玉県 カインズホーム熊谷店 熊谷市新堀字北原９５２番１１外 カインズ カインズ 1 2017年12月13日 2018年8月14日 7,878

関東 埼玉県 （仮称）北本中央商業施設計画 北本市中央四丁目６３外 三橋管財 1 ヤオコー ○ 2018年2月7日 2018年10月8日 2,564

関東 埼玉県 （仮称）カインズモール新座
埼玉県新座市大和田二・三丁目地区土地区画整理事業地２２
街区 カインズ カインズ 1 2018年2月13日 2018年10月14日 13,394

関東 埼玉県 （仮称）マミーマート下戸田店 戸田市下戸田二丁目３１番２号外 マミーマート マミーマート 2018年2月28日 2018年11月1日 2,059



関東 埼玉県 ベイシアふかや花園店 深谷市荒川１０５０外 ベイシア ベイシア 富士薬品 2 2018年3月9日 2018年11月10日 5,432

関東 埼玉県 （仮称）川越新富町一丁目計画 川越市新富町1丁目２０番１ イトーヨーカ堂 イトーヨーカ堂 2018年3月9日 2019年11月10日 1,279

関東 埼玉県 マルエツ志木幸町店 志木市幸町一丁目3番35号 勝実 マルエツ 2018年3月15日 2018年11月16日 1,765

関東 埼玉県
（仮称）桶川市坂田地区公共施設
等整備事業 桶川市坂田東二丁目３番１号外 大和リース カスミ 2 2018年3月16日 2018年11月17日 3,412

関東 埼玉県 （仮称）ベルク狭山入間川店 狭山市入間川一丁目3377－1外 田島燃料 ベルク 2018年3月16日 2018年11月17日 2,053

関東 千葉県
（仮称）マルエツ流山おおたかの
森店

流山都市計画事業新市街地地区一体型特定土地区画整理
事業Ｄ１０５街区１画地ほか 正和 マルエツ 2017年4月10日 2017年12月11日 1,894

関東 千葉県 マミーマート野田山崎店 野田市山崎字北大和田１３７３番９ほか マミーマート マミーマート 2017年4月28日 2017年12月29日 1,644

関東 千葉県 カスミ新木駅前店 我孫子市南新木二丁目１番１ カスミ カスミ 2017年5月26日 2018年1月27日 1,935

関東 千葉県 イオンタウン君津 君津市中野五丁目１７番８ほか イオンタウン イオンリテール 3 2017年7月13日 2018年3月14日 5,600

関東 千葉県
（仮称）東松戸二丁目商業施設計
画 松戸市東松戸二丁目５番１

長谷工コーポ
レーション 未定 4 2017年7月31日 2018年4月1日 3,350

関東 千葉県
（仮称）フォレストモール印西牧の
原 印西市滝野三丁目１番

フォレストモー
ル 未定 4 2017年7月31日 2018年4月1日 3,500

関東 千葉県 ベルク鎌ケ谷富岡店 鎌ケ谷市富岡三丁目１５３９番１ ベルク ベルク 2017年9月28日 2018年5月29日 2,117

関東 千葉県 ベイシア勝浦店 勝浦市新官字長畑１３９２番ほか ベイシア ベイシア 2017年9月6日 2018年5月7日 4,395

関東 千葉県 (仮称)コメリパワー四街道店 四街道市もねの里一丁目10番2 コメリ コメリ 2017年10月31日 2018年7月1日 14,366

関東 千葉県 ユニクロ成田店 成田市ウイング土屋150番ほか まる三 ユニクロ 2017年12月1日 2018年8月2日 1,501

関東 千葉県 （仮称）マミーマート柏旭町店 柏市旭町８丁目９３４番２の１の３ほか マミーマート マミーマート 2018年2月14日 2018年10月15日 2,114

関東 千葉県
（仮称）カインズMakuhari Garden
Mall店 習志野市芝園一丁目１番１９ カインズ カインズ 1 2018年3月27日 2018年11月28日 12,601

関東 東京都 （仮称）新宿三丁目プロジェクト 新宿区新宿三丁目８０７番１ほか 三井不動産 未定 2017年4月7日 2017年12月8日 1,412

関東 東京都 （仮称）オーケー四つ木店 葛飾区四つ木三丁目９７番１ほか
オーケー店舗
保有 オーケー 2017年5月11日 2018年1月12日 2,015

関東 東京都 （仮称）いなげや練馬関町店 練馬区関町南四丁目６８３番５１
テルウェル東
日本 いなげや 2017年7月21日 2018年3月22日 1,962

関東 東京都
（仮称）国分寺駅北口地区第一種
市街地再開発事業（西街区棟） 国分寺市本町三丁目３００１番 住友不動産 11

三越伊勢丹フード
サービス 未定 2017年7月28日 2018年4月1日 5,179

関東 東京都
（仮称）ロイヤルホームセンター足
立 足立区堀之内一丁目６１８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7月28日 2018年3月29日 7,200

関東 東京都 （仮称）オーケー橋場店 台東区橋場一丁目２０２番１
オーケー店舗
保有 オーケー 未定 2017年8月10日 2018年4月11日 2,981

関東 東京都 （仮称）ライフ東府中店 府中市若松町二丁目１番５ほか
ライフコーポ
レーション

ライフコーポレー
ション 2017年8月24日 2018年4月25日 2,144

関東 東京都
（仮称）ダイワロイネットホテル有
明南Ｋ区画計画 江東区有明三丁目１番７１ほか

ダイワロイヤ
ル 未定 2017年8月29日 2018年8月1日 1,971

関東 東京都 （仮称）マミーマート足立区島根店 足立区島根四丁目１９４番１ほか マミーマート マミーマート 2017年9月27日 2018年5月28日 2,011

関東 東京都 （仮称）オーケー西葛西店 江戸川区西葛西六丁目１番５ほか トーセイ オーケー 2017年11月24日 2018年7月25日 1,560

関東 東京都
（仮称）ヒューリック有楽町二丁目
開発計画 千代田区有楽町二丁目４番１ほか ヒューリック 未定 2018年2月2日 2018年10月3日 3,178

関東 東京都 スーパーバリュー世田谷松原店 世田谷区松原二丁目６８２番２
ＮＴＴ東日本プ
ロパティーズ スーパーバリュー 2018年2月16日 2018年10月17日 1,325

関東 東京都 （仮称）大森西商業施設計画 大田区大森西三丁目１番３８
三菱商事都市
開発 未定 2018年2月16日 2018年10月17日 5,039

関東 東京都 （仮称）ビバホーム豊島店 北区豊島四丁目１番地４０ほか
イナンス＆
リース LIXILビバ 未定 2018年2月26日 2019年3月1日 6,720



関東 東京都
マロニエ×並木　読売銀座プロ
ジェクト 中央区銀座三丁目１０３番３ほか

読売新聞東京
本社 良品計画 2018年2月27日 2019年3月1日 2,790

関東 東京都
(仮称)TGMM芝浦プロジェクト(A
棟・ホテル) 港区芝浦三丁目１１８番２ほか 三井不動産 1 未定 2018年3月2日 2018年11月3日 5,714

関東 東京都 (仮称)八王子駅南口商業施設 八王子市旭町３０番８５ほか 日本貨物鉄道 未定 2018年3月22日 2018年11月23日 4,633

関東 東京都 （仮称）ライフ桜新町店 世田谷区桜新町二丁目23番 東光商事
ライフコーポレー
ション 2018年3月26日 2018年11月27日 3,270

関東 東京都 (仮称)コーナンＰＲＯ西保木間店 足立区西保木間二丁目２１９０番１ほか コーナン商事 コーナン商事 2018年3月27日 2018年11月28日 1,342

関東 神奈川県 サンドラッグ浜見平店 茅ヶ崎市松尾１の20 内藤均 サンドラッグ 2017年12月14日 2018年8月15日 1,316

関東 神奈川県 （仮称）本厚木ＮＳＣ 厚木市田村町1,284の１ イトーヨーカ堂 イトーヨーカ堂 2018年1月24日 2019年1月24日 4,298

関東 神奈川県
（仮称）マックスバリュ南足柄岩原
店 南足柄市岩原289の１ほか

マックスバリュ
東海 マックスバリュ東海 2018年3月7日 2018年11月8日 1,557

関東 新潟県 原信城岡店 長岡市城岡３丁目17番１ 原信 原信 2017年7月27日 2018年3月28日 2,703

関東 新潟県 （仮称）イチコ五智店 上越市五智１丁目14番地 一小イチコ 一小イチコ 2017年8月24日 2018年4月25日 2,300

関東 新潟県 （仮称）ダイレックス燕店 燕市東太田字杉名田6771番　外 大和ハウス ダイレックス 2017年9月1日 2018年5月2日 1,609

関東 新潟県 あるるん広場 上越市大道福田622番地　外
えちご上越農
業協同組合

えちご上越農業協
同組合 2017年9月29日 2018年5月30日 1,543

関東 新潟県 （仮称）ラ・ムー燕店 燕市吉田東栄町73番４外
大黒天物産ほ
か１者 大黒天物産 ツルハ 2017年10月20日 2018年6月21日 2,984

関東 新潟県 （仮称）マルイ分水店 燕市砂子塚字興野浦615番 外 マルイ マルイ 2017年11月16日 2018年7月17日 1,811

関東 新潟県
（仮称）ケーズデンキ三条東新保
店 三条市東新保782番１外 北越ケーズ 北越ケーズ 2017年11月16日 2018年7月17日 2,997

関東 新潟県 （仮称）テックランドNew長岡店 長岡市古正寺一丁目3141番地　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2018年1月18日 2018年9月19日 4,890

関東 新潟県 原信小出東店 魚沼市井口新田字欠下728番地１　外 原信 1 原信 トップカルチャー 4 2018年1月18日 2018年9月19日 7,378

関東 新潟県
（仮称）ドラッグトップス三条西本
成寺店 三条市西本成寺二丁目1196-１　外 大和リース 星光堂薬局 2018年2月27日 2018年10月28日 1,140

関東 長野県 ウエルシア薬局長野川中島店 長野市稲里町中氷鉋字陣馬川原963-1
ウエルシア薬
局 ウエルシア薬局 2017年6月22日 2018年2月23日 1,171

関東 長野県 信濃毎日新聞社松本本社 松本市中央２－20－２ほか 信濃毎日新聞 信濃毎日新聞 ○ 2017年8月31日 2018年5月1日 1,431

関東 長野県 中御所３丁目複合店舗 長野市中御所３－14－１ほか
クスリのアオ
キ 1 クスリのアオキ 1 2017年9月27日 2018年5月28日 1,153

関東 長野県 コメリホームセンター立科店 立科町大字芦田字東大定1174－１ほか コメリ コメリ 2017年12月26日 2018年8月27日 4,017

関東 長野県 佐久インター前商業施設 佐久市岩村田北1-22-1ほか 大和リース ＴＴＣ 2018年3月16日 2018年11月17日 1,430

関東 山梨県
いちやまマート竜王アルプス通り
店 甲斐市西八幡字東冷間1436番1外

いちやまマー
ト いちやまマート 2017年6月21日 2018年2月22日 2,052

関東 山梨県 ユニクロ甲斐アルプス通り店 甲斐市西八幡字東冷間1434番1外
ＭＵＬプロパ
ティ ユニクロ 2017年7月3日 2018年3月4日 1,500

関東 山梨県 韮崎本町商業施設 韮崎市本町3丁目4199番外 山梨交通 ツルハ 2017年7月20日 2018年3月21日 1,121

関東 山梨県 (仮称)ＤＣＭくろがねや上野原店 上野原市上野原駅南土地区画整理地内1街区外
ＤＣＭくろがね
や ＤＣＭくろがねや 2017年7月20日 2018年3月21日 3,404

関東 山梨県 サンドラッグ山梨万力店 山梨市万力字原ノ前76番外
ダイワロイヤ
ル サンドラッグ 2017年9月29日 2018年5月30日 1,192

関東 山梨県 いちやまマート上野原店 上野原市上野原駅南土地区画整理地内7街区外
いちやまマー
ト いちやまマート 2017年9月29日 2018年6月1日 1,924

関東 山梨県 グリーンタウン甲府東（北エリア） 甲府市向町字蛭田121番1外 オギノ
ツルハ、オン
ザサミット オギノ ツルハ 2017年12月20日 2018年8月21日 4,088

関東 静岡県 ノジマ焼津店 焼津市西小川1－3－5ほか ノジマ ノジマ 2017年5月1日 2018年1月2日 2,326



関東 静岡県 杏林堂薬局吉田町店 榛原郡吉田町神戸字日の出656他 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2017年8月25日 2018年4月26日 2,608

関東 静岡県 （仮称）沼津岡宮複合商業施設 沼津市岡宮字大荒狗1199－1　外
大和情報サー
ビス オギノ スギ薬局 1 2017年12月6日 2018年8月7日 3,330

関東 静岡県 （仮称）コメリパワー吉田店 榛原郡吉田町浜田土地区画整理事業施行地区内24街区１他 コメリ コメリ 2017年12月13日 2018年8月14日 9,303

関東 静岡県
（仮称）クリエイトエス・ディー袋井
山名店 袋井市山名町１－１

クリエイトエ
ス・ディー

クリエイトエス・
ディー 2018年1月30日 2018年10月1日 1,401

関東 静岡県
（仮称）エブリィビッグデー沼津西
沢田店 沼津市西沢田字榎田330外 ビッグ富士 ビッグ富士 2018年2月21日 2018年10月22日 2,223

関東 静岡県 マックスバリュ御殿場東田中店 御殿場市東田中２丁目138外
マックスバリュ
東海 マックスバリュ東海 2018年2月27日 2018年11月1日 1,672

関東
さいたま
市

（仮称）ＤＣＭホーマック大宮七里
店 さいたま市見沼区大字蓮沼字北海道1406番1　ほか

ＤＣＭホーマッ
ク ＤＣＭホーマック 2017年5月30日 2018年2月1日 7,750

関東
さいたま
市 （仮称）山一ビル東大宮計画 さいたま市見沼区東大宮五丁目44番地2　外 山一ビル 西友 未定 2017年9月21日 2018年9月1日 5,726

関東
さいたま
市 （仮称）イオン美園三丁目店 さいたま市緑区美園三丁目7番8外9筆

イオンリテー
ル イオンリテール 2017年10月20日 2018年6月21日 1,430

関東
さいたま
市 （仮称）ヤオコー西大宮店 さいたま市西区西大宮四丁目５番１ ヤオコー ヤオコー 2 2018年3月20日 2018年11月21日 3,249

関東 千葉市 （仮称）カスミ千葉千葉みなと店 千葉市美浜区幸町一丁目１２番６号 カスミ カスミ 2017年6月15日 2018年2月16日 1,888

関東 千葉市 スーパーバリュー幕張西店 千葉市美浜区幕張西一丁目１番７号
スーパーバ
リュー スーパーバリュー 2017年7月11日 2018年3月12日 1,781

関東 千葉市 ジョイフル本田千葉店 千葉市稲毛区園生町３６８番１　外
ジョイフル本
田 ジョイフル本田 2017年8月22日 2018年4月23日 7,556

関東 千葉市 （仮称）ヤオコー千葉作草部店 千葉市稲毛区作草部町５９２番２１　外 ヤオコー ヤオコー 2017年9月26日 2018年5月27日 1,963

関東 横浜市 （仮称）アピタテラス横浜綱島 横浜市港北区綱島東四丁目880番11
三井住友信託
銀行 ユニー ○ 2017年7月13日 2018年3月14日 12,424

関東 横浜市 （仮称）ＫＲＣ瀬谷駅北口ＳＣ 横浜市瀬谷区中央６番１５ 小島量為 イトーヨーカ堂 2017年7月18日 2018年3月20日 1,421

関東 横浜市
ビル・二俣川駅ショッピングセン
ター 横浜市旭区二俣川２丁目50番地14　ほか

地区市街地再
開発組合 1 相鉄ローゼン ○ 2017年8月29日 2018年4月30日 9,126

関東 横浜市
（仮称）戸塚区戸塚町複合商業施
設計画 横浜市戸塚区戸塚町1313番７　ほか

ホールディン
グス ビックライズ 2017年9月29日 2018年10月1日 3,327

関東 横浜市 （仮称）エイビイ新鶴見店 横浜市鶴見区江ケ崎町1570番２号 エイヴイ エイヴイ 2017年10月2日 2018年6月3日 3,674

関東 横浜市 （仮称）オーケー金沢文庫店 横浜市金沢区釜利谷東二丁目２番　他 THIRTY オーケー 2017年11月16日 2018年7月17日 1,923

関東 新潟市
（仮称）ひらせいホームセンター
寺尾台店 新潟市西区寺尾台２丁目８０２－２外

ひらせいホー
ムセンター

ひらせいホームセ
ンター 2017年6月28日 2018年3月1日 2,850

関東 新潟市
（仮称）セルフ片山・新潟屋団地
店 新潟市東区卸新町３丁目１６－３１ 片山商事 片山商事 2017年5月10日 2018年1月11日 1,857

関東 静岡市 (仮称)二トリ静岡草薙店
静岡市駿河区弥生町795番2外
23筆 二トリ 二トリ 2017年10月20日 2018年7月1日 5,180

関東 静岡市 （仮称）駿河区大坪町複合施設 静岡市駿河区大坪町283番1
セットプランニ
ング 杏林堂薬局

セブン‐イレブン・
ジャパン 2017年12月15日 2018年8月16日 1,284

関東 浜松市 （仮称）杏林堂薬局和合店 浜松市中区和合町220 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2017年9月28日 2018年5月29日 1,581

中部 愛知県 (仮称)クロスモール豊川Ａ 豊川市正岡町池田725ほか14番 オリックス スギ薬局 5 2017年4月28日 2018年3月15日 7,208

中部 愛知県 (仮称)クロスモール豊川B 豊川市正岡町胡麻田710ほか28筆 オリックス ＤＣＭカーマ 2017年4月28日 2018年3月15日 7,101

中部 愛知県 (仮称)サンドラック味岡店 小牧市大字小松寺292 サンドラッグ サンドラッグ 2017年6月23日 2018年2月24日
1,152

中部 愛知県 バロー犬山楽田店 犬山市字巾前45番28
バローホール
ディングス バロー 2017年6月29日 2018年3月1日 2,482

中部 愛知県 スギ薬局森岡店 大府市森岡町五丁目11ほか
スギホール
ディングス スギ薬局 2017年6月30日 2018年3月1日 1,331

中部 愛知県
ハードストック豊田・ＳＷＥＮ豊田
店 豊田市前山町4-5-1

トヨタ生活協
同組合 エンチョー 2017年7月20日 2018年3月30日 2,988



中部 愛知県 （仮称）豊川市東名町複合店舗 豊川市東名町二丁目82番2ほか2筆
ダイワロイヤ
ル ＤＣＭカーマ 3 2017年7月28日 2018年3月29日 1,922

中部 愛知県 MiO香久山　con*te 日進市香久山4丁目201－3
中部新都市
サービス

三洋堂ホールディ
ングス 1 2017年9月22日 2018年5月23日 2,418

中部 愛知県
(仮称)DCMカーマ豊橋汐田橋専
門館 豊橋市牟呂町字扇田35番1 DCMカーマ ＤＣＭカーマ 2017年10月18日 2018年6月19日 6,406

中部 愛知県 (仮称)Yストア津島中央店 津島市柳原町二丁目41番1ほか7筆 義津屋 義津屋 2017年10月26日 2018年10月2日 1,638

中部 愛知県 祖父江商業施設 稲沢市祖父江町祖父江下川田43番4　外11筆 中部薬品 1 中部薬品 1 2017年10月31日 2018年7月1日 1,974

中部 愛知県 (仮称)トライアル愛知幸田店 額田群幸田町幸田深溝里土地区画整理事業地11－1街区
トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2017年11月30日 2018年8月1日 3,419

中部 愛知県 （仮称）上新電機刈谷一ツ木店 刈谷市一ツ木町三丁目10番地4ほか15筆 上新電機 上新電機 2017年12月20日 2018年8月21日 2,409

中部 愛知県 （仮称）オートバックス西尾店 西尾市花ノ木町1丁目32番地　他4筆 クライム クライム 1 2018年1月31日 2018年11月1日 2,280

中部 愛知県
（仮称）アプライド一宮店・how's一
宮店 一宮市三ツ井4丁目1－1 アプライド アプライド ハウズ 2018年2月9日 2018年10月10日 1,595

中部 岐阜県 イオンタウン本巣 本巣市政田下西浦1986番　外 イオンタウン イオンビッグ　外 2017年5月8日 2018年1月9日 8,777

中部 岐阜県 （仮称）ドラッグコスモス高富店 大字高富字井戸尻2500 外 大和リース コスモス薬品 2017年6月15日 2018年2月16日 1,712

中部 岐阜県 LCワールド本巣 本巣市政田字上市場1398　外
ロジコムリア
ルエステート 2 大黒天物産 ゲンキー 2017年8月31日 2018年4月30日 4,802

中部 岐阜県 (仮称)ケーズデンキ岐阜店 岐阜市宇佐南一丁目7番1 ギガス ギガス 2017年8月31日 2018年5月1日 3,308

中部 岐阜県 クスリのアオキ新池店 美濃加茂市新池町2丁目69-1　外
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2017年9月11日 2018年6月1日 1,787

中部 岐阜県 （仮称）鵜沼西町複合店舗計画 各務原市鵜沼西町一丁目415番1　外
大和情報サー
ビス しまむら ローソン 2017年10月12日 2018年6月13日 2,085

中部 岐阜県 （仮称）コーナン岐阜店 岐阜市鶴田町三丁目１７　外 コーナン商事 コーナン商事 2017年10月30日 2018年7月1日 5,856

中部 岐阜県 （仮称）ドラッグコスモス竹鼻店 羽島市竹鼻町狐穴1248　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年11月10日 2018年7月11日 1,708

中部 岐阜県 バロー下恵土店 可児市下恵土字野林3208番　外
バローホール
ディングス バロー 2017年11月10日 2018年7月11日 3,239

中部 岐阜県 三洋堂書店下恵土店 可児市下恵土字広瀬5896　外
三洋堂ホール
ディングス 三洋堂書店 2017年11月20日 2018年7月21日 1,663

中部 岐阜県 (仮称)ドラッグコスモス薮田西店 岐阜市薮田西一丁目7番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年12月13日 2018年8月14日 1,689

中部 岐阜県 ケーズデンキ岐阜正木店 岐阜市正木北町8番1　外 ギガス ギガス 2017年12月21日 2018年8月22日 2,380

中部 岐阜県 （仮称）ザ・ビッグ可児御嵩店 可児郡御嵩町上恵土956　外 第一リース イオンビッグ 2018年2月1日 2018年10月1日 4,995

中部 岐阜県 （仮称）ドラッグコスモス長松店 大垣市長松町字小柳1258番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年2月7日 2018年10月8日 1,633

中部 岐阜県 （仮称）トライアル岐南八剣北店 羽島郡岐南町八剣北7丁目143番
トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2018年2月22日 2018年10月23日 3,730

中部 岐阜県 （仮称）ドラッグコスモス穂積店 瑞穂市別府字井場二ノ町1537番1　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年2月27日 2018年10月28日 1,645

中部 三重県 (仮称)ドラッグコスモス東町店 名張市東町1749-1他 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年6月21日 2018年2月22日 1,674

中部 三重県 (仮称)ドラッグコスモス大矢知店 四日市市大矢知町字八幡1014番4他 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年7月4日 2018年3月5日 1,705

中部 三重県 (仮称)ドラッグコスモス西明寺店 伊賀市西明寺3248番　他 大和リース コスモス薬品 2017年10月27日 2018年6月28日 1,544

中部 三重県 (仮称）マルヤス芸濃店 津市芸濃町椋本字一ツ谷3055番1　外 マルヤス マルヤス 2017年11月15日 2018年7月16日 1,777

中部 三重県 (仮称）イオンモール津みなみ 津市田高茶屋小森町145番地　外187筆 イオンモール イオンリテール 未定 2018年1月24日 2018年9月25日 40,000

中部 三重県 エーコープ青山店 伊賀市阿保464番　ほか
伊賀南部農業
協同組合 エーコープ近畿

ジェイエイサービ
ス伊賀南部 2018年3月1日 2018年11月2日 1,469



中部 三重県 コメリパワー明和店本館 多気郡明和町大字有爾中字五反田165番地　ほか コメリ コメリ 2018年3月2日 2018年11月3日 6,334

中部 三重県
ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ伊
賀店 伊賀市ゆめが丘一丁目1-1 ＰＬＡＮＴ ＰＬＡＮＴ 2018年3月9日 2018年11月10日 8,530

中部 三重県 （仮称）マルヤス亀山店 亀山市みずきが丘9番8　外 マルヤス マルヤス 未定 2018年3月16日 2018年11月17日 2,510

中部 富山県 DCMカーマ魚津店 魚津市上村木２丁目1001番ほか DCMカーマ ＤＣＭカーマ 2017年8月30日 2018年3月15日 2,350

中部 富山県 ジョーシン富山本店 富山市田中町４丁目14番83号 上新電機 上新電機 2017年11月8日 2018年9月1日 4,099

中部 富山県 大阪屋ショップ上北島店 高岡市上北島76番１　ほか14筆 アイエヌエル 大阪屋ショップ 2017年12月15日 2018年7月1日 2,100

中部 富山県 上北島ショッピングセンター 高岡市上北島33番１　ほか37筆 アイエヌエル しまむら しまむら 2 2017年12月15日 2018年7月1日 2,901

中部 富山県 ウエルシア薬局氷見窪店 氷見市窪538番１　ほか
ウエルシア薬
局 ウエルシア薬局 2017年12月21日 2018年7月1日 1,256

中部 富山県 大阪屋ショップ戸出店 高岡市戸出町四丁目1200－１　ほか38筆 大希 大阪屋ショップ 2018年1月19日 2018年6月30日 2,030

中部 富山県 滑川商業施設 滑川市沖田新22番　ほか29筆
バローホール
ディングス

明文堂プラン
ナー バロー 4 2018年2月13日 2018年10月14日 5,431

中部 富山県 （仮称）アルビス姫野店 高岡市放生津字鍬ケ崎79番　ほか15筆 アルビス アルビス 2018年3月8日 2018年8月30日 2,069

中部 富山県 大阪屋ショップ秋吉店 富山市秋吉151‐1　ほか15筆
大阪屋ショッ
プ 大阪屋ショップ 2018年3月19日 2018年9月1日 1,637

中部 石川県 （仮称）金沢大河端複合施設 金沢市大河端西二丁目31　他16筆
大和情報サー
ビス つちや アミーゴ 3 2017年9月4日 2018年4月25日 2,127

中部 石川県 クスリのアオキ志賀高浜店 羽咋郡志賀町高浜町ク15番27　外８筆
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2018年1月23日 2018年9月24日 1,466

中部 名古屋市 ドラッグコスモス瀬古店 名古屋市守山区瀬古一丁目813番2　ほか7筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月7日 2017年12月8日 1,365

中部 名古屋市 ドラッグコスモス道徳橋店 名古屋市南区豊田五丁目1209番6　ほか1筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年5月1日 2018年1月2日 1,701

中部 名古屋市 イオンモール熱田アネックス 名古屋市熱田区六野一丁目208番4
真城ホール
ディングス イオンペット イオンバイク 2017年5月11日 2018年1月12日 2,255

中部 名古屋市
（仮称）港明用地開発事業　商業
施設計画 名古屋市港区港明二丁目501番1　ほか2筆 三井不動産 未定 2017年6月30日 2018年9月30日 45,500

中部 名古屋市 バロー高辻店 名古屋市昭和区福江三丁目711番2　ほか4筆
バローホール
ディングス バロー 2017年11月14日 2018年7月15日 3,332

×

中部 名古屋市 ドラッグコスモス下志段味店 名古屋市守山区大字吉根字日ノ後603番　ほか2筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年12月28日 2018年8月29日 1,701

近畿 福井県 （仮称）ハーツ東さばえ店 鯖江市神中町二丁目501番3　外５筆 福井県民生協 福井県民生協 1(未定) 2017年7月28日 2018年4月1日 2,038

近畿 福井県 サニー　ハーバーマルシェ 大飯郡おおい町成海１号 タカダフーズ タカダフーズ ヤスブン 2017年7月31日 2018年4月1日 1,172

近畿 福井県 クスリのアオキ美浜店 三方郡美浜町木野２２号六反田３－１　外４筆
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2017年8月25日 2018年4月26日 1,578

近畿 福井県 バロー国高店 越前市国高一丁目２番地２ バロー バロー 2017年9月22日 2018年5月23日 2,434

近畿 福井県 （仮称）ドラッグコスモス衣掛店 敦賀市鳩原１６号ざる１番　他 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年11月24日 2018年7月25日 1721
×

近畿 福井県
（仮称）ドラッグコスモス小浜木崎
店 小浜市木崎１３号小橋ノ本８－１　他 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年11月24日 2018年7月25日 1666

近畿 福井県 クスリのアオキ小浜木崎店 小浜市木崎32号27番　外12筆
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2018年1月29日 2018年9月20日 1,800

近畿 福井県 （仮称）ドン・キホーテ武生店 越前市横市町２４字小門１４番８　他１９筆 中部土地開発 ドン・キホーテ 2018年2月21日 2018年11月1日 3,308

近畿 福井県 （仮称）アクロス芝原店 越前市芝原三丁目１字東江崎１番　外１８筆
クスリのアオ
キ

大和情報サー
ビス クスリのアオキ 2 2018年2月22日 2018年10月22日 2,280

近畿 滋賀県
（仮称）ドラッグコスモス八幡中山
店 長浜市八幡中山町字塚町305番4ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月4日 2017年12月5日 1,639

近畿 滋賀県
ファッションセンターしまむら近江
八幡店 近江八幡市土田町1316-1ほか しまむら しまむら 2017年4月7日 2017年12月8日 1,198

×



近畿 滋賀県 （仮称）ドラッグコスモス中野店 東近江市中野町590番1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年6月12日 2018年2月13日 1,415

近畿 滋賀県 （仮称）ドラッグコスモス下阪本店 大津市下阪本一丁目1015-1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年6月30日 2018年3月1日 1,693

近畿 滋賀県 （仮称）トライアル湖南店 湖南市柑子袋250-5
トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2017年7月20日 2018年3月21日 3,870

近畿 滋賀県
（仮称）スーパーセンタートライア
ル近江八幡店 近江八幡市小船木町831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8月10日 2018年4月11日 4,222

近畿 滋賀県 コメリパワー米原店 米原市飯字味噌内1022番１ コメリ コメリ 2017年9月29日 2018年6月20日 8,906

近畿 滋賀県 （仮称）ドラッグコスモス一里山店 大津市一里山七丁目2105番12 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年12月25日 2018年8月26日 1,238

近畿 滋賀県 （仮称）ドラッグコスモス愛知川店 愛知郡愛荘町豊満字砂川原448番５ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2018年1月19日 2018年9月20日 1,625

近畿 滋賀県
（仮称）ドラッグコスモス彦根駅東
店 彦根市外町街区番号３番１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2018年1月19日 2018年9月20日 1,711

近畿 滋賀県 （仮称）ドラッグコスモス高月店 長浜市高月町唐川字大道13番1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2018年2月2日 2018年10月3日 1,500

近畿 滋賀県 スーパーハズイ水口店 甲賀市水口町暁4800-1 ハズイ ハズイ食料品店 2018年2月2日 2018年10月3日 1,686

近畿 滋賀県 アヤハディオ栗東店 栗東市小柿八丁目1番13号ほか 綾羽 アヤハディオ 2018年2月19日 2018年10月20日 3,937

近畿 滋賀県 （仮称）コメリパワー栗東店 栗東市上鈎字西八反田128番ほか10筆 コメリ コメリ 2018年3月5日 2018年11月6日 12,770

近畿 京都府 （仮称）ドラッグコスモス石原店 福知山市石原二丁目１２番外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月4日 2017年12月5日 1,213

近畿 京都府 （仮称）ドラッグコスモス兜台店 木津川市兜台六丁目３番１ コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月10日 2017年12月11日 1,309

近畿 京都府 （仮称）ドラッグコスモス野田川店 与謝郡与謝野町字石川小字あたご田４５７番１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年6月8日 2018年2月9日 1,700

近畿 京都府 （仮称）ドラッグコスモス城山台店 木津川市城山台13丁目25番１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年8月18日 2018年4月19日 1,625

近畿 京都府 （仮称）V.drug宇治槇島店 宇治市槇島町本屋敷151他４筆 中部薬品 中部薬品 2017年10月2日 2018年6月3日 1,312

近畿 京都府 （仮称）ケーズデンキ亀岡店 亀岡市大井町南部土地区画整理事業７街区他
関西ケーズデ
ンキ 関西ケーズデンキ 2017年10月30日 2018年7月1日 2,803

近畿 京都府 （仮称）宇治市小倉PJ 宇治市小倉町春日森８６－２ほか
ノアファシリ
ティーズ マツモト ユタカファーマシー

アイ・ティー・
エックス 2017年11月30日 2018年7月31日 2,855

近畿 京都府
（仮称）株式会社大上住宅不動産
貸店舗 城陽市久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業地４街区

大上住宅不動
産 ユニクロ キリン堂 2018年1月31日 2018年10月1日 2,339

近畿 京都府
（仮称）城陽市区画整理６街区
複合商業施設 城陽市久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業地６街区 大和リース さとう 2018年1月31日 2018年10月1日 1,425

近畿 京都府 （仮称）松井山手駅前商業施設 京田辺市山手中央３番１ 大和リース コスモス薬品 2018年1月31日 2018年10月1日 4,500

近畿 京都府 （仮称）Ｊモール西舞鶴 舞鶴市字女布小字馬場２番１ほか ジュンテンドー ジュンテンドー 5 2018年3月9日 2018年11月10日 10,604

近畿 京都府
SUPER CENTER PLANT木津川
店 木津川市城山台二丁目１番 PLANT PLANT 2018年3月23日 2019年4月1日 11,413

近畿 大阪府 （仮称）ビエラ千里丘 吹田市長野西2022番
ＪＲ西日本不
動産開発 佐竹食品 2017年4月18日 2017年12月19日 1,462

近畿 大阪府 （仮称）ライフ八戸ノ里駅前店 東大阪市下小阪五丁目47番２ほか 天正
ライフコーポレー
ション 2017年4月21日 2017年12月22日 6,883

近畿 大阪府 （仮称）ドラッグコスモス貝塚堤店 貝塚市堤１５４番ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年5月16日 2018年1月17日 1,545

近畿 大阪府 （仮称）ドラッグコスモス鳥飼西店 摂津市鳥飼西二丁目528番１ほか 日本コムシス コスモス薬品 2017年5月24日 2018年1月25日 1,198

近畿 大阪府
（仮称）コーナンＰＲＯ高槻下田部
店 高槻市下田部二丁目117番１ほか コーナン商事 コーナン商事 2017年5月26日 2018年1月27日 1,472

近畿 大阪府 山田西ショッピングタウン 吹田市山田西二丁目１番30ほか イズミヤ 13 イズミヤ ○ 2017年5月30日 2018年2月1日 2,084



近畿 大阪府 （仮称）下田部ファッションモール 高槻市下田部町二丁目110番１ほか しまむら しまむら 2017年6月26日 2018年3月14日 1,890

近畿 大阪府 万代南津の辺店 大東市南津の辺町921番１ほか 万代 万代 2017年9月5日 2018年5月6日 2,716

近畿 大阪府 （仮称）カインズ大阪太子店 南河内郡太子町太子226ほか カインズ カインズ 大黒天物産 2017年9月22日 2018年5月23日 8,092

近畿 大阪府 （仮称）万代太子橋店 守口市京阪本通二丁目75番2ほか 万代 万代 2017年10月11日 2018年11月1日 1,609

近畿 大阪府 光伸真珠OSAKAルクス店 東大阪市川俣一丁目2番ほか 光伸真珠 光伸真珠 ○ 2017年10月11日 2018年6月12日 2,787

近畿 大阪府 イズミヤ住道店 大東市大野一丁目1053番2ほか
オーアセットマ
ネジメント イズミヤ ○ 2017年10月24日 2018年7月1日 3,685

近畿 大阪府 （仮称）ラ・ムー茨木彩都店 茨木市彩都やまぶき二丁目１２番の一部および１３番 大黒天物産 大黒天物産 2017年11月7日 2018年8月30日 2,119
×

近畿 大阪府 （仮称）ラ･ムー寝屋川店 寝屋川市小路北町12番１ほか 大黒天物産 大黒天物産 ツルハ 2017年11月28日 2018年7月29日 2,936

近畿 大阪府 （仮称）ラ・ムー茨木彩都店 茨木市彩都やまぶき二丁目１２番の一部および１３番 大黒天物産 大黒天物産 2017年11月28日 2018年8月30日 2,119
×

近畿 大阪府
（仮称）ジョーシン和泉中央複合
店舗 和泉市いぶき野三丁目15番 上新電機 上新電機

ショッピングセン
ター池忠 1 2017年12月6日 2018年8月7日 6,000

近畿 大阪府
（仮称）マナベインテリアハーツ八
尾外環状店 八尾市柏村町三丁目170番地ほか

大和情報サー
ビス

マナベインテリア
ハーツ 2017年12月6日 2018年8月7日 6,125.6

近畿 大阪府 （仮称）ＪＲ岸辺駅ビル開発 吹田市岸部新町17ほか
西日本旅客鉄
道 未定 5 2017年12月18日 2018年10月1日 3,861

近畿 大阪府 モアイプラザ 吹田市豊津町10番6 モアイ興産 ドン・キホーテ ○ 2017年12月28日 2018年8月29日 1,352

近畿 大阪府 吹田グリーンプレイスⅡ期開発 吹田市片山町410番2ほか
ＪＲ西日本大
阪開発 未定 2018年1月23日 2018年9月24日 1,970

近畿 大阪府
（仮称）ファッションセンターしまむ
ら大阪狭山店 大阪狭山市茱萸木４丁目３９５番ほか しまむら しまむら 2018年2月5日 2018年12月6日 1,157

近畿 大阪府 (仮称)ジョーシン豊中服部寿町店 豊中市服部寿町五丁目119番外7筆 上新電機 上新電機 2018年3月2日 2018年11月3日 2,482

近畿 大阪府 ジョーシン河内長野店 河内長野市寿町748番1　他 上新電機 上新電機 2018年3月27日 2018年11月28日 2,475

近畿 大阪府 (仮称）星田北二丁目計画 交野市星田北二丁目298番他 平和堂 1 平和堂 カインズ ○ 2018年3月30日 2018年12月1日 15,576

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス姫路英賀
店 姫路市飾磨区浜新田乙18番１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月5日 2017年12月6日 1,199

近畿 兵庫県 （仮称）マルイト姫路ビル 姫路市駅前町字御殿前188-１ほか マルイト 未定 2(未定) 2017年6月28日 2018年3月1日 5,260

近畿 兵庫県 （仮称）コーナンPRO加古川店 加古川市米田町平津字石田477番7ほか コーナン商事 コーナン商事 1 2017年7月26日 2018年3月27日 3,235

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス西脇野村
店 西脇市野村町字大日ノ下777-１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年8月18日 2018年4月19日 1,207

近畿 兵庫県 （仮称）ドラッグコスモス北今宿店 姫路市北今宿二丁目203番１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年8月21日 2018年4月22日 1,193

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス東加古川
店 加古川市別府町別府字松の上619番２ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年10月4日 2018年4月1日 1,235

×

近畿 兵庫県 ニトリ加古川店 加古川市野口町坂元字98-2 ニトリ ニトリ 2017年10月12日 2018年6月13日 5,052

近畿 兵庫県
（仮称）スーパーマルハチ日生中
央店 猪名川町伏見台一丁目1-56

マルハチホー
ルディングス マルハチ 1 2017年10月24日 2018年6月25日 2,989

近畿 兵庫県 （仮称）万代仁川店 宝塚市仁川北一丁目46番1ほか 万代 万代 1(未定) 2017年11月7日 2018年7月8日 2,233

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス宝塚伊孑
志店 宝塚市伊孑志四丁目135番１ほか

本
セット・プラン
ニング コスモス薬品 2017年11月29日 2018年7月30日 1,209

近畿 兵庫県 （仮称）ハローズ西二見店 明石市二見町西二見駅前四丁目82番ほか ハローズ ハローズ 2017年11月30日 2018年7月31日 1,940

近畿 兵庫県
（仮称）ドラッグコスモス豊岡中陰
店 豊岡市中陰字横枕560-１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年12月13日 2018年8月14日 1,539



近畿 兵庫県 （仮称）ハローズ魚住店 明石市魚住町長坂寺字辻ケ内284-1ほか ハローズ ハローズ 2018年1月15日 2018年9月16日 3,751

近畿 兵庫県 （仮称）トライアル養父店 養父市八鹿町朝倉1263-１ほか
トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2018年1月23日 2018年9月24日 3,960

近畿 兵庫県 （仮称）トンボプラザ 明石市硯町三丁目455-1ほか オリックス 上新電機 2(未定) 2018年1月24日 2018年9月25日 4,210

近畿 兵庫県 （仮称）マックスバリュ三田三輪店 三田市三輪四丁目1-13ほか
マックスバリュ
西日本

マックスバリュ西日
本 2018年2月23日 2018年10月24日 1,489

近畿 兵庫県 （仮称）伊伝居複合商業施設 姫路市伊伝居字岸ノ下516-１ほか
大和情報サー
ビス

マックスバリュ西日
本 2 2018年2月28日 2018年10月29日 2,349

近畿 兵庫県 （仮称）イオンタウン川西 川西市多田桜木一丁目102ほか イオンタウン ダイエー 8 2018年2月28日 2018年11月1日 5,797

近畿 兵庫県 （仮称）ヤマダストアー朝霧店 明石市朝霧東町三丁目707番1ほか
ヤマダスト
アー ヤマダストアー 2 2018年3月8日 2018年11月9日 1,756

近畿 兵庫県 （仮称）ドラッグコスモス御国野店 姫路市御国野町御着字大門678番２ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2018年3月30日 2018年12月1日 1,594

近畿 兵庫県 エーコープ和田山店 朝来市和田山町枚田字キシノ下922-1
エーコープ近
畿 1 エーコープ近畿 1 2018年3月30日 2018年11月30日 2,557

近畿 奈良県 （仮称）ドラッグコスモス葛本店 橿原市葛本町308番地1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月28日 2017年12月29日 1,341

近畿 奈良県
（仮称）大宮通りコンベンション施
設等 奈良市三条大路一丁目662-1の一部　ほか

ＰＦＩ奈良賑わ
いと交流拠点 未定 2017年6月7日 2020年4月1日 3,400

近畿 奈良県 （仮称）ドラッグコスモス岡寺店 橿原市見瀬町615番1　ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年6月19日 2018年2月20日 1,519

近畿 奈良県 （仮称）クスリのアオキ斑鳩店 斑鳩町龍田西五丁目1210-2　ほか
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2017年6月19日 2018年2月20日 1,589

近畿 奈良県
（仮称）香芝高複合商業店舗新築
工事 香芝市高118番2ほか

大和情報
ビス
キタイ興産

桶谷ホールディン
グス クスリのアオキ 2017年7月19日 2018年3月20日 2,235

近畿 奈良県 （仮称）ドラッグコスモス出合店 橿原市出合町１８ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年8月9日 2018年4月10日 1,678

近畿 奈良県
（仮称）ウエルシア薬局橿原中曽
司店新築工事 橿原市中曽司町７４番１ほか

薬
局
巽繊維工業所 ウエルシア薬局 大藤つり具 2017年8月10日 2018年4月11日 1,573

近畿 奈良県 （仮称）サンドラッグ大和高田店 大和高田市大字市場５６５－１ サンドラッグ サンドラッグ 2017年9月22日 2018年5月23日 1,193

近畿 和歌山県 （仮称）ドラッグコスモス有田川店 有田郡有田川町大字下津野字南垣内1000外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年5月22日 2018年1月23日 1,658

近畿 和歌山県 （仮称）ドラッグコスモス野上野店 岩出市野上野416番外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年6月30日 2018年3月1日 1,709

近畿 和歌山県
（仮称）オークワ海南下津店・ココ
カラファイン海南下津店 海南市下津町上150番地2　外 オークワ 1 オークワ

ココカラファインヘ
ルスケア 2017年10月16日 2018年6月17日 1,974

近畿 和歌山県 （仮称）ドラッグコスモス直川店 和歌山市直川567番1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年10月20日 2018年6月21日 1,646

近畿 和歌山県
総合リサイクルマーケット　ジャン
グル和歌山店 和歌山市次郎丸字橋折10-1

サカイ引越セ
ンター ジェイランド 2017年12月4日 2018年8月5日 1,872

近畿 和歌山県 （仮称）松源岩出中迫店 岩出市中迫字中ノ池560番1　他 松源 松源 未定 2018年2月16日 2018年10月17日 2,300

近畿 和歌山県 松源粉河店 紀の川市粉河785番地 松源 松源 2018年3月28日 2018年11月29日 1,300

近畿 大阪市
（仮称）デイリーカナートイズミヤ
我孫子店 大阪市住吉区我孫子東２丁目17番外

オーアセットマ
ネジメント イズミヤ 2017年4月28日 2017年12月29日 2,094

近畿 大阪市 （仮称）コーナンＰＲＯ東中浜店 大阪市城東区東中浜８丁目４番２　他 コーナン商事 コーナン商事 2017年4月28日 2017年12月29日 1,462

近畿 大阪市 （仮称）ライフ鶴見今津北店 大阪市鶴見区今津北３丁目６番２、３、４ カツダ
ライフコーポレー
ション 2017年6月30日 2018年3月1日 1,576

近畿 大阪市 （仮称）ライフ西淡路店 大阪市東淀川区西淡路六丁目1番１　外２筆
ライフコーポ
レーション

ライフコーポレー
ション 2017年7月20日 2018年3月21日 2,465

近畿 大阪市
（仮称）心斎橋筋二丁目プロジェ
クト 大阪市中央区心斎橋筋2丁目11番3　外6筆 ロンジヴィティ 未定 2017年9月26日 2018年9月1日 2,440

近畿 大阪市 （仮称）ライフ住吉山之内店 大阪市住吉区山之内１丁目２番３
ライフコーポ
レーション

ライフコーポレー
ション 2017年9月29日 2018年5月31日 1,758



近畿 大阪市
福島五丁目・七丁目共同開発計
画 大阪市福島区福島五丁目52番１　ほか 阪神電気鉄道 1 阪急オアシス 1(未定) 2018年1月30日 2018年10月1日 1,300

近畿 大阪市 EDGE心斎橋ビル 大阪市中央区西心斎橋二丁目25番１　ほか14筆
三井住友信託
銀行 トゥモローランド 1(未定) 2018年2月23日 2018年10月24日 1,496

近畿 大阪市 （仮称）ドラッグコスモス加美北店 大阪市平野区加美北七丁目97番１　外１筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年3月29日 2018年11月30日 1,360

近畿 京都市 （仮称）新風館 京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町５８６番２号
エヌ・ティ・ティ
都市開発 未定 2017年5月31日 2019年11月1日 2,309

近畿 京都市
（仮称）ホームセンターコーナン山
科勧修寺店 京都市山科区勧修寺６番　他 コーナン商事 コーナン商事 2017年11月30日 2018年8月1日 2,985

近畿 京都市 京都経済センター（仮称） 京都市下京区四条通室町東入ル函谷鉾町７８番地　他 大成建設 2 未定 3 2017年11月30日 2019年1月11日 3,000

近畿 京都市 （仮称）カナートモール伏見店 京都市伏見区深草出羽屋敷町23番6他
オーアセットマ
ネジメント イズミヤ 2(未定) 2018年3月30日 2018年12月1日 6,036

近畿 神戸市
(仮称)スーパーマルハチ鹿の子
台店 神戸市北区鹿の子台南町６丁目３－１他

マルハチホー
ルディングス マルハチ 2017年10月12日 2018年6月13日 1,877

近畿 神戸市 (仮称)山陽マルナカ水谷店 神戸市西区水谷２丁目23番２外 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2 2017年10月12日 2018年6月13日 2,216

近畿 神戸市 (仮称)ドラッグコスモス小束山店 神戸市垂水区多聞町字小束山868番884 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年12月27日 2018年8月28日 1,639

近畿 神戸市
(仮称)鈴蘭台駅前地区第二種市
街地再開発事業施設建築物 神戸市北区鈴蘭台北町１丁目6番13外 大和リース 未定 14 2017年12月27日 2018年8月28日 1,251

×

近畿 神戸市 (仮称)ミリオンタウン神戸北町 神戸市北区日の峰２丁目9-1他 万代 万代 3 2018年1月31日 2018年10月1日 7,000

近畿 神戸市 (仮称)明舞複合商業施設 神戸市垂水区狩口台１丁目１－６他
JR西日本不
動産開発 未定 1(未定) 2018年3月27日 2018年11月28日 2,789

近畿 堺市 (仮称)コーナンＰＲО浜寺元町店 堺市西区浜寺元町四丁410番1他 コーナン商事 コーナン商事 1(未定) 2017年5月17日 2018年1月18日 1,434

近畿 堺市
(仮称)ホームセンターコーナン高
須町店 堺市堺区高須町一丁17-1他 コーナン商事 コーナン商事 2017年11月27日 2018年7月28日 7,362

近畿 堺市 (仮称)高須町SC 堺市堺区高須町一丁1-1他 コーナン商事 万代 1(未定) 2017年11月27日 2018年7月28日 3,130

近畿 堺市 (仮称)ラ・ムー堺中店 堺市中区平井770番1他 大黒天物産 大黒天物産 ヤマダ電機 2017年12月6日 2018年8月7日 5,849

近畿 堺市 (仮称)ドラッグコスモス原山台店 堺市南区原山台五丁456番24他 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年2月5日 2018年10月6日 1,637

中国 鳥取県 （仮称）ドラッグコスモス上井店 倉吉市伊木字土手根274ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年7月5日 2018年3月6日 1,703

中国 鳥取県 （仮称）ドラッグコスモス吉成店 鳥取市吉成字打明725－１ほか コスモス薬品 1 コスモス薬品 ○ 2017年8月21日 2018年4月22日 2,355

中国 島根県
スーパーセンタートライアル益田
須子店 益田市須子町イ５１３番１外

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2017年6月22日 2018年2月23日 3,885

中国 島根県 （仮称）ドラッグコスモス敬川店 江津市敬川町１３０６番外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年7月3日 2018年3月4日 1,700

中国 島根県 （仮称）ドラッグコスモス大東店 雲南市大東町大東８９９番５外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年7月25日 2018年3月26日 1,383

中国 島根県
スーパーセンタートライアル雲南
加茂店 雲南市加茂町加茂中１番１外

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2017年12月1日 2018年8月2日 4,267

中国 島根県 （仮称）ジュンテンドー新安来店 安来市安来町字八幡４０８番１外 ジュンテンドー ジュンテンドー 2017年12月6日 2018年7月1日 2,727

中国 岡山県 （仮称）ドラッグコスモス総社東店 総社市井手字談議所1128番3ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年6月30日 2018年3月1日 1,228

中国 岡山県 ヒマラヤ津山インター店 津山市河辺字五反田９１５番地１ほか ノカミ ヒマラヤ 2017年6月30日 2018年3月1日 2,240

中国 岡山県 ラ･ムー児島店 倉敷市児島下の町一丁目2880番地36ほか 大黒店物産 大黒店物産 2017年6月7日 2018年2月8日 2,190

中国 岡山県 （仮称）ユーホー倉敷大島店 倉敷市大島字村後３３番１ほか ユーホー ユーホー 2017年7月21日 2018年3月22日 4,363

中国 岡山県 （仮称）ドラッグコスモス茶屋町店 倉敷市茶屋町字宮前1624番1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年8月17日 2018年4月18日 1,608



中国 岡山県 （仮称）ドラッグコスモス倉敷真備店倉敷市真備町川辺字薬師288番地1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年8月25日 2018年4月26日 1,548

中国 岡山県 （仮称）ザ・ビッグ津山平福店 津山市平福字瀬元431番地１ほか
マックスバリュ
西日本

マックスバリュ西日
本 2017年10月26日 2018年8月31日 4,061.5

中国 岡山県 （仮称）ドラッグコスモス富岡店 笠岡市富岡字元七丁目172番6ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年11月29日 2018年7月30日 1,711

中国 広島県 アクロスプラザ福山西 福山市高西町４丁目５２１-１　外
NTTファイナン
ス 啓文社 エディオン 2017年5月19日 2018年1月20日 3,796

中国 広島県 （仮称）ダイレックス福山春日店 福山市春日町六丁目１１番　外６筆 リコーリース ダイレックス 2017年5月29日 2018年1月20日 1,522

中国 広島県 （仮称）高屋モール 東広島市高屋町杵原1307番1ほか ハローズ ハローズ
ほか未定

2017年6月13日 2018年2月14日 3,731

中国 広島県 （仮称）ドラッグコスモス福山加茂店福山市加茂町大字下加茂字菅原20番１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年7月10日 2018年3月11日 1,391

中国 広島県 （仮称）ケーズデンキ福山駅家店 福山市駅家町大字近田217番１　外 ビッグ・エス ビッグ・エス 2017年7月19日 2018年3月20日 3,084

中国 広島県 （仮称）ショージ寺家駅前店 東広島市西条町寺家４３２９番地１　外 西條商事 西條商事 2017年9月5日 2018年5月6日 1,390

中国 広島県 （仮称）エブリイ西条寺家店 東広島市西条町寺家字友松４７５１番２　外 エブリイ エブリイ 2017年12月27日 2018年7月1日 1,356

中国 広島県 （仮称）ドラッグコスモス御幸店 福山市御幸町大字中津原字六町九反１７６６－１　他３筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年3月30日 2018年12月1日 1,528

中国 広島県 ＪＲ海田市駅ＮＫビル 海田町窪町1911番18
ＪＲ西日本不
動産開発 ハローズ

未定
2018年3月19日 2018年12月1日 3,048

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス松美町店 山口市松美町7-1 大和リース コスモス薬品 2017年4月19日 2018年2月 1,605

中国 山口県 （仮称）トヨタカローラ下松望町店 下松市望町四丁目140番5
トヨタカローラ
山口 トヨタカローラ山口 2017年5月10日 2018年1月11日 1,398

中国 山口県 フジ小郡店 山口市小郡下郷812-2
＆Bパート
ナーズ フジ 2017年5月23日 2018年1月26日 1,529

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス北琴芝店 宇部市北琴芝二丁目989番1 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年5月30日 2018年1月31日 1,532

中国 山口県
スーパーセンタートライアル柳井
店 柳井市柳井1574-1

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2017年7月13日 2018年3月14日 3,650

中国 山口県 （仮称）コープやまぐち新下関店 下関市秋根西町二丁目5-1

協
コープやまぐ
ち

生活協同組合コー
プやまぐち 2017年8月10日 2018年4月11日 1,970

中国 山口県 （仮称）アルク宇部厚南店 宇部市大字中野開作428-1 丸久 丸久 ○（未定） 2017年8月17日 2018年4月18日 1,889

中国 山口県 （仮称）ダイレックス川下店 岩国市中津町1丁目1418-1
ダイワロイヤ
ル ダイレックス 2017年8月28日 2018年4月29日 1,348

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス虹ケ浜店 光市虹ケ浜1丁目10-10 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年11月24日 2018年7月25日 1,693

中国 山口県
（仮称）ドラッグコスモス東大和町
店 下関市東大和町1丁目15-6 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年11月24日 2018年7月25日 1,387

中国 山口県
（仮称）ドラッグコスモス岩国旭町
店 岩国市旭町二丁目2688-1 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年1月31日 2018年10月1日 1,535

中国 山口県 （仮称）下関秋根西町複合店舗 下関市秋根西町二丁目6-1 エディオン エディオン 2018年3月6日 2018年11月7日 2,200

中国 広島市 （仮称）西風新都プロジェクト 広島市佐伯区石内東四丁目500-12ほか イオンモール イオンリテール 〇（未定） 2017年5月12日 2018年3月1日 43,500

中国 広島市 （仮称）コーナンPRO南観音町店 広島市西区南観音町17番9ほか コーナン商事 コーナン商事 2017年10月17日 2018年6月18日 2,686

中国 岡山市
（仮称）ザグザグ海吉店・ローソン
岡山海吉店 岡山市中区海吉字上田１７８５番２　ほか ザグザグ ローソン ザグザグ ローソン 2017年8月29日 2018年4月30日 1,527

中国 岡山市 （仮称）ラ・ムータウン岡山中央店 岡山市北区中井町二丁目４４０番１　ほか 大黒店物産 大黒店物産
5

2017年9月25日 2018年4月1日 6,644

中国 岡山市 （仮称）ザグザグ今店 岡山市北区今五丁目１３番１１０　ほか ザグザグ ザグザグ 2017年11月30日 2018年7月31日 1,162

中国 岡山市 （仮称）ゆめマート岡山久米 岡山市北区久米字向田１９２番ほか イズミ イズミ 2018年2月27日 2018年11月1日 1,895



四国 徳島県 マルナカ小松島日開野店 小松島市日開野町３４番地１ほか
株式会社マル
ナカ 株式会社マルナカ 2017年7月10日 2018年3月11日 2,051

四国 徳島県 （仮称）ダイレックス新阿南店 阿南市日開野町谷田８９１番ほか
大和情報サー
ビス株式会社

ダイレックス株式会
社 2017年7月13日 2018年3月14日 1,684

四国 徳島県
（仮称）ドラッグストアモリ小松島
江田店 小松島市江田町字腰前７５番１ほか

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2017年8月31日 2018年5月1日 1,455

四国 香川県 ドラッグコスモス飯山店 丸亀市飯山町川原926番地1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月19日 2017年12月20日 1,525

四国 香川県 ドラッグコスモス仏生山店 高松市仏生山町甲1438番地外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年5月2日 2018年1月2日 1,620

四国 香川県 エブリイ宇多津店 宇多津町浜四番丁45番6ほか オリックス エブリイ 2017年6月16日 2018年1月25日 1,056

四国 香川県 ドン・キホーテ丸亀店 丸亀市大手町三丁目10番20号
サウス・インベ
ストメント ドン・キホーテ 2017年6月29日 2018年3月1日 1,206

四国 香川県 (仮称)はんざんモール 丸亀市飯山町西坂元24番地1外
マルヨシセン
ター 中道リース マルヨシセンター

マツモトキヨシ中
四国販売

セリア、アット
セレクション 2017年7月31日 2018年4月1日 3,222

四国 香川県 ドラッグコスモス坂本店 観音寺市阪本町五丁目1341番地2外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年8月16日 2018年4月17日 1,700

四国 香川県
フレッシュバリュー・ミラクルタウン
郷東店 高松市郷東町210番地1外

伊勢丸ホール
ディングス ママイ ゲオ 2017年10月31日 2018年7月1日 2,513

四国 香川県 ザグザグ国分寺店 高松市国分寺町新居1398番地1外 ザグザグ ザグザグ 2017年11月6日 2018年7月6日 1,203

四国 香川県 ラ・ムー飯山店 丸亀市飯山町下法軍寺786番地1外 大黒天物産 大黒天物産 2017年11月20日 2018年7月20日 1,989

四国 香川県 (仮称)ザグザグ丸亀三条店 丸亀市三条町字中村729番1外 ザグザグ ザグザグ 2017年11月29日 2018年7月29日 1,249

四国 愛媛県 （仮称）ドラッグコスモス中曽根店 四国中央市中曽根町下石床2468番1外12筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年5月26日 2018年1月27日 1,699

四国 愛媛県 （仮称）ドラッグコスモス江口店 新居浜市江口町3番1号 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年7月10日 2018年3月11日 1,381

四国 愛媛県 スーパー日東束本店 松山市束本一丁目90番外 日東物産 日東物産 つるや 2017年7月20日 2018年3月21日 1,990

四国 愛媛県 （仮称）ドラッグコスモス松前店 伊予郡松前町南黒田415-1、417-3 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年9月8日 2018年5月9日 1,213

四国 愛媛県 （仮称）DCMダイキ余戸店 松山市余戸中6丁目729番地外 DCMダイキ DCMダイキ 2017年9月13日 2018年5月14日 2,650

四国 愛媛県
（仮称）ドラッグコスモス久万ノ台
店 松山市久万ノ台263番1外4筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年11月9日 2018年7月10日 1,346

四国 愛媛県 （仮称）フジ波止浜店 今治市内堀二丁目184番12　ほか オリックス フジ 2018年1月22日 2018年9月23日 2,018

四国 高知県 サニーマート山手店 高知市山手町78番地1　ほか サニーマート サニーマート 2017年9月15日 2018年5月16日 3,081

四国 高知県 西松屋高知神田店 高知市神田1147番地１ レデイ薬局 西松屋チェーン 2017年12月11日 2018年8月12日 1,072

四国 高知県 （仮称）ドラッグコスモス神田店 高知市神田723-２ オリックス コスモス薬品 2017年12月25日 2018年8月26日 1,483

四国 愛媛県 （仮称）ドラッグコスモス松木町店 新居浜市松木町甲5262　他12筆 水野興産 コスモス薬品 2018年3月23日 2018年11月24日 1,415

四国 香川県 スーパードラッグひまわり志度店 さぬき市志度字立石991番地1ほか
ププレひまわ
り ププレひまわり 2018年3月29日 2018年11月30日 1,236

四国 徳島県 （仮称）キョーエイ三ツ合橋店 徳島市南田宮二丁目14番地1ほか キョーエイ キョーエイ 2018年3月23日 2018年11月24日 1,728

四国 徳島県 ドラッグコスモス三加茂店 東みよし町西庄字安広６番地ほか 井上商店 コスモス薬品 2018年3月28日 2018年11月29日 1,540

九州 福岡県
スーパーセンタートライアル柳川
西蒲池店 柳川市西蒲池173番1　外

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2017年5月29日 2018年2月28日 3,738

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス久留米荘
島店 久留米市荘島町1番22の一部 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年5月29日 2018年1月30日 1,491

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス高田店 みやま市高田町濃施北580　他 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月20日 2017年12月21日 1,538



九州 福岡県 ドン・キホーテ楽市楽座久留米店 久留米市東合川二丁目2番1号 ワイドレジャー ドン・キホーテ 2017年6月15日 2018年2月16日 1,949

九州 福岡県 （仮称）ゆめマート福津 福津市中央六丁目17 イズミ イズミ 2017年6月20日 2018年2月28日 1,950

九州 福岡県 仮称　スパイシーモール新飯塚 飯塚市立岩字黒ノ本964番32、字帯田1049番11 奥田金属 フードウェイ 未定 2017年6月26日 2018年2月27日 3,012

九州 福岡県 ドラッグストアモリ上津店 久留米市本山一丁目515番　外 宮崎恵美子 ドラッグストアモリ 2017年7月12日 2018年3月13日 1,120

九州 福岡県 （仮称）グッデイ久留米十三部店 久留米市野中町字舟塚380番5　外 グッデイ グッデイ 2017年9月29日 2018年5月30日 2,507

九州 福岡県
（仮称）ドラッグストアモリ八女納
楚店 八女市納楚字赤氏７４２番１　外

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2017年10月6日 2018年6月7日 1,453

九州 福岡県
（仮称）コメリパワー甘木インター
店 朝倉市一木１１７７番１　外 コメリ コメリ 2017年11月30日 2018年7月31日 9,466

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス春日天神
山店 春日市天神山三丁目２番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年12月6日 2018年8月7日 1,323

九州 福岡県 （仮称）ニトリ直方店 直方市大字下境５９９番７　外 もち吉 ニトリ 未定 2017年12月14日 2018年8月15日 5,079

九州 福岡県 （仮称）飯塚商業施設 飯塚市中字龍ヶ口２２１番１　外 万惣 万惣 2017年12月22日 2018年8月23日 2,551

九州 福岡県 （仮称）ダイレックス大牟田甘木店 大牟田市大字甘木５１８番１　外 ブロッサム ダイレックス 2017年12月22日 2018年8月23日 1,684

九州 福岡県
（仮称）ドラッグストアモリ二日市
南店 筑紫野市二日市南一丁目８０７番１　外

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2017年12月28日 2018年8月29日 1,237

九州 福岡県
（仮称）フェスティバルガーデン上
津 久留米市本山一丁目５４２番　外

ダイワロイヤ
ル 東京靴 未定 2018年1月24日 2018年9月25日 2,955

九州 福岡県 ホームプラザナフコ　中間店 中間市大字垣生字東七反田１５０１番１　ほか ナフコ ナフコ 2018年2月9日 2018年10月10日 3,759

九州 福岡県 （仮称）ドラッグコスモス大牟田店 大牟田市大字甘木１２番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年2月23日 2018年10月24日 2,027

九州 福岡県
（仮称）ドラッグストアモリ遠賀今
古賀店 遠賀郡遠賀町大字今古賀字貴舟４６０番　外

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2018年3月9日 2018年11月10日 1,406

九州 福岡県 （仮称）にしてつストア中間店 中間市東中間一丁目８番８号 西鉄ストア 西鉄ストア 2018年3月30日 2018年11月30日 1,119

九州 佐賀県
スーパーセンタートライアル新武
雄店 佐賀県武雄市武雄町大字富岡地門町１２４３１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5月18日 2018年1月31日 4,291

九州 佐賀県
(仮称）ドラッグストアモリ小城三
日月店 佐賀県小城市三日月町長神田字大寺２２３７番１　外

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2017年7月21日 2018年3月22日 1,452

九州 佐賀県
（仮称）ドラッグコスモス武雄北方
店 佐賀県武雄市北方町大字志久字柳原２０４１番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年7月31日 2018年4月1日 1,542

九州 佐賀県 (仮称）ドラッグコスモス山本店 佐賀県唐津市山本字中津１７４１番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年12月7日 2018年8月8日 1,696

九州 佐賀県 (仮称）ドラッグストアモリ武雄店 佐賀県武雄市朝日町大字甘久字石木１９４番１　外
ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2018年2月19日 2018年10月20日 1,467

九州 佐賀県 マルキョウ大財店 佐賀県佐賀市大財六丁目230番1、231番1、231番1地先 マルキョウ マルキョウ 2018年3月29日 2018年12月7日 1,308

九州 佐賀県
スーパーセンタートライアル唐津
店 佐賀県唐津市栄町2579番1　外2筆

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2018年3月30日 2019年1月30日 3,987

九州 長崎県
（仮称）ドラッグコスモス五島市吉
久木店 五島市吉久木町451　他10筆、水路の一部 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年5月19日 2018年1月20日 1,731

九州 長崎県 和泉屋佐世保大塔インター店 佐世保市有福165番地1 和泉屋 和泉屋 2017年5月31日 2018年2月1日 2,853

九州 長崎県 （仮称）ドラッグコスモス美津島店 対馬市美津島町根緒468番地6 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年11月8日 2018年7月8日 1,529

九州 長崎県 （仮称）ドラッグコスモス多良見店
諫早市多良見町化屋1888番地、1887番地の一部、1889番地
の一部 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年12月25日 2018年8月26日 1,717

九州 長崎県 （仮称）ダイレックス新島原店 島原市北門16番1　外22筆 ダイレックス ダイレックス 2018年1月9日 2018年9月10日 1,489

九州 長崎県 (仮称）ドラッグコスモス広田店 佐世保市広田2丁目170番1　他5筆、里道 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年3月20日 2018年11月21日 1,385



九州 熊本県 ドラッグコスモス横島店 玉名市横島町横島字岩出口2285番　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年5月31日 2018年2月1日 1,536

九州 熊本県
スーパーセンタートライアル新八
代駅前 八代市上日置町４４２２番１他

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2017年10月4日 2018年8月1日 3,870

九州 熊本県 ダイレックスグリーンランド店 荒尾市荒尾字上府本道４１８６番１外
ダイワロイヤ
ル 柏田洋服店 ダイレックス 未定 2017年11月10日 2018年7月11日 1,631

九州 熊本県 （仮称）ドン・キホーテ八代店 八代市本野町字中正坊２０４９番外
ハイブリッジ企
画 ドン・キホーテ 2017年11月27日 2018年7月28日 2,906

×

九州 大分県 （仮称）ドラッグコスモス相原店 中津市大字相原字万五郎3303番　他16筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年6月1日 2018年2月2日 1,701

九州 大分県 Ａコープ玖珠店 玖珠郡玖珠町大字塚脇字六十六間651　他 Ａコープ九州 Ａコープ九州 2017年6月30日 2018年3月1日 1,404

九州 大分県
（仮称）ドラッグコスモス挾間北方
店 由布市挾閒町北方字下角９６番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年9月25日 2018年5月26日 1,521

九州 大分県
（仮称）ドラッグストアモリ日田駅
前店 日田市元町１５６番地の２

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2018年3月22日 2018年11月23日 1,311

九州 大分県
スーパーセンタートライアル豊後
高田玉津店 豊後高田市玉津１６１３番地１　外

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2018年3月27日 2018年11月28日 4,320

九州 宮崎県 （仮称）ダイレックス加納店 宮崎市清武町加納四丁目11番　外
ダイワロイヤ
ル ダイレックス 2017年5月25日 2018年1月26日 1,393

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス吾田店 日南市上平野町1丁目10-4 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月28日 2017年12月29日 1,520.84

九州 宮崎県
（仮称）ドラッグコスモス日向都町
店 日向市都町11番　外11筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年8月4日 2018年4月3日 1,506

九州 宮崎県
スーパーセンタートライアル新富
店 児湯郡新富町大字上冨田字井ノ木田3234番1　外16筆

ダイワロイヤ
ル

トライアルカンパ
ニー 2017年8月10日 2018年4月11日 3,755

九州 宮崎県 西松屋宮崎吉村店 宮崎市吉村町長田甲2358
大和情報サー
ビス 西松屋チェーン 2017年8月25日 2018年4月26日 1,120

九州 宮崎県
（仮称）生活協同組合コープみや
ざき宮脇店 宮崎市宮脇町110番地　外9筆

コープみやざ
き

生活協同組合コー
プみやざき 2017年7月24日 2018年3月25日 1,305

九州 宮崎県 アタックス小松店 宮崎市大字小松字八ヶ久保1391番10号　外
アタックスマー
ト アタックスマート 2017年11月15日 2018年7月16日 1,468

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス曽師店 宮崎市吉村町ハシテ甲2386-30　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年11月29日 2018年7月30日 1,244
九州 宮崎県 ブックスミスミ日向店 日向市大字財光寺字桃ノ木493番1　外9筆 Ｍｉｓｕｍｉ Ｍｉｓｕｍｉ 2017年11月30日 2018年7月31日 2,018
九州 宮崎県 （仮称）ダイレックス大王店 都城市大王町41号8番　外 ダイレックス ダイレックス 2017年12月14日 2018年8月15日 1,648
九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス門川店 東臼杵郡門川町上町4丁目39番　外8筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年12月28日 2018年8月29日 1,446
九州 宮崎県 エディオン都城吉尾店 都城市吉尾町6099 エディオン エディオン 2018年2月15日 2018年10月16日 2,883

九州 宮崎県 （仮称）ＨＥＡＲＴＹながやま住吉店 宮崎市大字島之内6311番地１　ほか ながやま ながやま 未定 2018年2月28日 2018年10月29日 2,163
九州 宮崎県 ドラッグコスモス山瀬店 日南市大字星倉字渡瀬4624番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年3月5日 2018年11月6日 1,528
九州 宮崎県 ドラッグコスモス亀崎店 日向市亀崎西一丁目77 外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年3月6日 2018年11月7日 1,732

九州 鹿児島県 （仮称）Aコープ末吉店 曽於市末吉町本町一丁目6番地
鹿児島県くみ
あい開発 エーコープ鹿児島 2017年4月7日 2017年12月8日 1,542

九州 鹿児島県 ダイレックス国分店 霧島市国分松木東1149番4 外
ダイワロイヤ
ル ダイレックス 2017年4月7日 2017年12月8日 1,757

九州 鹿児島県 （仮称）ダイレックス姶良店 姶良市西餠田字森ノ下279番地１  外
ダイワロイヤ
ル ダイレックス 2017年4月7日 2017年12月8日 1,627

九州 鹿児島県 ドラッグコスモス若葉店 薩摩川内市若葉町41番 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月26日 2017年12月27日 1,540

九州 鹿児島県
（仮称）スーパーセンターニシムタ
吉田店【A区画】 鹿児島市宮之浦町772番　外 ニシムタ ニシムタ 2017年6月1日 2018年2月2日 8,501

×

九州 鹿児島県
（仮称）スーパーセンターニシムタ
吉田店【B区画】 鹿児島市宮之浦町710番　外 ニシムタ ニシムタ 2017年6月1日 2018年2月2日 4,190

×

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグストアモリいちき串
木野店 いちき串木野市東塩田町232番１　外

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2017年6月20日 2018年2月21日 1,419

九州 鹿児島県 （仮称）アクロスプラザ隼人
隼人都市計画事業隼人駅東地区土地区画整理事業地内１街
区

大和情報サー
ビス ドン・キホーテ その他未定 2017年7月21日 2018年3月22日 5,079

九州 鹿児島県
スーパーセンタートライアル出水
店 出水市黄金町562番　外10筆

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2017年7月21日 2018年4月11日 4,273

九州 鹿児島県 ドラッグコスモス鹿屋西原店 鹿屋市西原三丁目10607番７　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年8月15日 2018年4月16日 1,700

九州 鹿児島県 ドラッグストアモリ西出水店 出水市西出水町1205番　外
ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2017年8月30日 2018年5月1日 1,300

九州 鹿児島県 ドラッグコスモス西光寺店 霧島市隼人町東郷字川原田1122番４　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年8月31日 2018年5月1日 1,670



九州 鹿児島県
スーパーセンタートライアル鹿屋
笠之原店 鹿屋市笠之原1950-1 外15筆

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2017年9月15日 2018年5月16日 3,881

九州 鹿児島県 （仮称）テックランド鹿児島出水店 出水市六月田町383番１　外
九州テックラン
ド 九州テックランド 2017年11月13日 2018年7月14日 2,951

九州 鹿児島県 （仮称）加世田複合商業施設 南さつま市加世田地頭所町25番３　外
九州テックラン
ド 青山商事 九州テックランド 青山商事 その他未定 2018年1月5日 2018年9月6日 4,178

九州 鹿児島県 （仮称）コメリパワー鹿屋店 鹿屋市笠之原町2035番１　外 コメリ コメリ 2018年1月5日 2018年9月6日 9,368
九州 鹿児島県 ドラッグコスモス志布志店 志布志市有明町野井倉字上ノ濱8299番２　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年2月23日 2018年10月24日 1,715
九州 鹿児島県 （仮称）ドラッグコスモス高山店 肝属郡肝付町後田字後牧2370番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年2月23日 2018年10月24日 1,526

九州 鹿児島県
中央町19・20番街区第一種市街
地再開発事業施設建築物 鹿児島市中央町19番40

中央町19・20
番街区市街地
再開発組合 未定 2018年3月29日 2020年10月1日 8,150

九州 福岡市 （仮称）ドラッグコスモス三苫店 福岡市東区三苫四丁目1000番1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月14日 2017年12月15日 1,283

九州 福岡市
スーパーセンタートライアルアイラ
ンドシティ店 福岡市東区香椎照葉五丁目26番17の一部 積水ハウス

トライアルカンパ
ニー 2017年6月13日 2018年2月14日 3,753

×

九州 福岡市
スーパーセンタートライアルアイラ
ンドシティ店 福岡市東区香椎照葉五丁目26番17の一部 積水ハウス 1

トライアルカンパ
ニー 2017年6月26日 2018年2月27日 3,753

九州 福岡市 ハーバーシティ 福岡市博多区沖浜町3番126 博多港開発 ケアルプラス 2 2017年7月13日 2018年3月14日 1,581.38
九州 福岡市 （仮称）ドラッグコスモス周船寺店 福岡市西区周船寺一丁目570番1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年7月31日 2018年4月1日 1,341
九州 福岡市 ダイレックス松島店 福岡市東区松島六丁目11区1番1外 ダイレックス ダイレックス 2017年9月29日 2018年5月30日 1,538
九州 福岡市 （仮称）ドラッグコスモス下山門店 福岡市西区上山門一丁目1005番1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年11月28日 2018年7月29日 1,349.94
九州 福岡市 （仮称）ドラッグコスモス松崎店 福岡市東区松崎二丁目2番1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年11月30日 2018年7月31日 1,178
九州 福岡市 BRANCH福岡下原 福岡市東区下原四丁目1000番4 大和リース 未定 2017年11月30日 2018年7月31日 5,552.83

九州 福岡市 （仮称）田村複合店舗 福岡市早良区田村三丁目778番
アマノ・リビン
グ サンドラッグ セリア 2017年12月28日 2018年8月29日 1,365

九州 福岡市 MARK　IS　福岡ももち 福岡市中央区地行浜二丁目2番1号 三菱地所 未定 2018年2月8日 2018年11月1日 35,000

九州 福岡市
ファッションセンターしまむら平和
店 福岡市中央区平和五丁目15番1ほか 山脇不動産 しまむら 2018年2月27日 2018年10月28日 1,190

九州 福岡市 （仮称）ドラッグコスモス千早店 福岡市東区千早一丁目2752番124 コスモス薬品 コスモス薬品 2018年3月9日 2018年11月10日 1,415.81

九州 北九州市 （仮称）ドラッグストアモリ陣山店 北九州市八幡西区陣山二丁目25番外
ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2017年4月27日 2017年12月28日 1,308

九州 北九州市 ゆめマート永犬丸 北九州市八幡西区八枝一丁目2番8号 スーパー大栄 スーパー大栄 2017年8月31日 2018年5月1日 1,306

九州 北九州市
（仮称）ドラッグコスモス八幡萩原
店 北九州市八幡西区萩原一丁目2番2 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年10月25日 2018年6月27日 1,364

九州 北九州市 ダイレックス下曽根店 北九州市小倉南区下曽根四丁目2080番1外 ダイレックス ダイレックス 2018年1月23日 2018年9月24日 1,918
九州 北九州市 ダイレックス相生店 北九州市八幡西区相生町8番 アイコー興産 ダイレックス 2018年1月25日 2018年9月26日 1,656
九州 北九州市 （仮称）ゆめマート城野 北九州市小倉南区城野一丁目940番1　外 イズミ イズミ 2018年2月20日 2018年10月21日 2,026

九州 北九州市
ホームプラザナフコ小倉南店新
館 北九州市小倉南区上葛原二丁目21番111号外 ナフコ ナフコ 2018年3月20日 2018年11月21日 5,206

九州 熊本市 ドラッグコスモス八反田店 熊本市東区西原一丁目３５番１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年5月1日 2018年1月2日 1,197
九州 熊本市 ホームプラザナフコ健軍店 熊本市東区錦ヶ丘30番10号 ナフコ ナフコ 2017年12月8日 2018年8月9日 4,375

九州 熊本市 （仮称）APタウン田井島 熊本市南区田井島二丁目605番1　外5筆

NTT西日本ア
セットプランニ
ング ㈱アレス 未定 2017年12月11日 2018年7月12日 1,834

沖縄 沖縄県 （仮称）サンエー板良敷店 与那原町字板良敷613番地３ほか サンエー サンエー 2017年4月28日 2018年5月15日 2,009

沖縄 沖縄県
（仮称）サンエー浦添西海岸店舗
計画 浦添市西洲三丁目１番１ほか サンエー サンエー 2017年6月8日 2019年6月1日 58,361

沖縄 沖縄県
（仮称）山里第一地区第一種市街
地再開発事業 沖縄市山里一丁目地内

沖縄市山里第
一地区市街地
再開発組合 イオン琉球 2017年6月14日 2018年4月1日 3,630

沖縄 沖縄県
（仮称）ドラッグストアモリ平良久
貝店 宮古島市平良字久貝901番地１ほか

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2017年6月16日 2018年2月17日 1,409

沖縄 沖縄県
（仮称）うるま市豊原・前原地区複
合施設（２工区） うるま市字前原９－１番ほか14筆 ASAKA 金秀興産 2017年6月30日 2018年3月1日 6,313

沖縄 沖縄県 （仮称）石垣島商業施設 石垣市字大浜461番地１ほか

日本アセット
マーケティン
グ ドン・キホーテ 2017年7月31日 2018年4月1日 3,207

沖縄 沖縄県
（仮称）うるま市豊原・前原地区複
合施設（３工区） うるま市字豊原６番１ほか９筆 ASAKA

ファーストリテイリン
グ 2017年8月16日 2018年4月17日 2,423

沖縄 沖縄県 フレッシュプラザユニオン赤道店 うるま市字赤道627番６、638番５及び645番ほか４筆 野嵩商会 野嵩商会 2017年8月21日 2018年4月22日 2,119

沖縄 沖縄県
（仮称）ドラッグストアモリうるま赤
道店 うるま市字赤道301番地１ほか

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2017年8月28日 2018年4月29日 1,428

沖縄 沖縄県
（仮称）ドラッグストアモリ石垣新
川川花店 石垣市字新川372番地36ほか

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2017年8月28日 2018年4月29日 1,362

沖縄 沖縄県
モノレール旭橋駅周辺第一種市
街地再開発事業（北工区） 那覇市泉崎２丁目105番地18

旭橋都市再開
発 OPA 2017年9月29日 2018年5月30日 5,414



沖縄 沖縄県 ザ・ビッグエクスプレス西原店 西原町字小橋川88番４ほか３筆 イオン琉球 イオン琉球 2017年10月3日 2018年6月4日 1,283
沖縄 沖縄県 （仮）マックスバリュ屋慶名店 うるま市与那城屋慶名地内 イオン琉球 イオン琉球 2018年3月5日 2018年11月6日 2,399
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