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北海道 北海道 木野タウン　ケーズデンキ棟 音更町木野大通東11丁目1-1ほか デンコードー デンコードー 2019年4月16日 2019年12月17日 3,134

北海道 北海道
旭川豊岡タウンプラザ　GU棟
SHOE・PLAZA棟 旭川市豊岡4条4丁目1-13ほか

シングシステ
ム ジーユー チヨダ 2019年9月4日 2020年5月5日 1,454

北海道 北海道
リラィアブルブックス　運動公園通
り店 釧路町桂木3丁目7番1、７番2、8番　ほか リラィアブル リラィアブル 2019年9月26日 2020年5月27日 1,379

北海道 北海道 コープさっぽろ　とくら店 函館市戸倉町224番－４ほか コープさっぽろ コープさっぽろ 未定 2019年10月8日 2020年6月9日 1,447

北海道 北海道 ツルハドラッグ旭川永山３条西店 旭川市永山３条８丁目76番１ 北海道リース ツルハ 2019年10月23日 2020年6月24日 1,527

北海道 北海道 コンフォモール苫小牧 苫小牧市錦岡53番1 エスポア
日本サイクル研究
所 クール　ほか 2019年11月8日 2020年8月5日 4,312

北海道 北海道 マックスバリュ日新店 苫小牧市日新町2丁目348番12の内ほか イオン北海道 イオン北海道 2019年11月15日 2020年7月16日 2,063

北海道 北海道 ツルハドラッグ帯広西20条店 帯広市西20条南２丁目23番地１ほか ツルハ ツルハ 2019年12月20日 2020年8月21日 1,254

北海道 北海道 フードDエクスプレス見山店 苫小牧市見山町2丁目3-3ほか 豊月 豊月 2020年1月27日 2020年9月28日 1,745

北海道 北海道 ケーズデンキ岩見沢店 岩見沢市大和4条7丁目17-1ほか デンコードー デンコードー 2020年2月7日 2020年10月8日 3,615

北海道 北海道 ツルハドラッグ北見南町店 北見市南町1丁目４番３ほか 北海道リース 合田観光商事 ツルハ 大創産業 2020年2月17日 2020年10月15日 2,147

北海道 北海道 ツルハドラッグ北見中央三輪北店 北見市三輪中央２丁目312ほか みんと ツルハ 2020年2月17日 2020年10月15日 1,258

北海道 北海道 ニトリ中標津店 標津郡中標津町桜ヶ丘3-27ほか ニトリ ニトリ 2020年3月30日 2020年11月30日 2,538

北海道 札幌市 クロスモール新琴似 北区新琴似1条11丁目115-2、1条12丁目118-1 オリックス
生活協同組合コー
プさっぽろ 他4 2019年4月11日 2019年11月12日 4,810

北海道 札幌市 ツルハドラッグ本町2条店 東区本町2条4丁目12-2の内 ほか 淨藏 ツルハ セブンイレブン 他1 2019年4月25日 2019年11月25日 1,755

北海道 札幌市 ガリバー札幌清田店 清田区美しが丘4条5丁目2-12 東原　俊郎 IDOM 2019年4月25日 2019年11月25日 3,939

北海道 札幌市
（仮称）アウトドア専門店　CORSO
SAPPORO 手稲区富丘3条4丁目11-1ほか アイビック アイビック 2019年5月14日 2020年1月10日 1,413

北海道 札幌市
アルペン　アウトドアーズフラッグ
シップストア札幌発寒店 札幌市西区発寒9条12丁目675-3 アルペン アルペン 2019年6月14日 2020年1月25日 3,796

北海道 札幌市 サンドラッグ平岡 3 条店 札幌市清田区平岡 3 条 1 丁目 47-1、47-16 彦蔵 サンドラッグプラス
セブンイレブン-
ジャパン 他1 2019年6月20日 2019年12月20日 1,283

北海道 札幌市 DCMホーマック桑園店 中央区北10条西16丁目1-2
芙蓉総合リー
ス DCMホーマック 2019年8月28日 2020年4月1日 4,520

北海道 札幌市 サツドラ北８条店 東区北８条東４丁目19-24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 2019年9月20日 2020年4月21日 1,718

北海道 札幌市 ツルハドラッグ発寒13条店 西区発寒13条4丁目956-2ほか 清栄 NHR ツルハ
セブンイレブン-
ジャパン 2019年9月24日 2020年3月25日 1,150

北海道 札幌市 （仮称）美しが丘商業施設 清田区美しが丘4条6丁目483番71の内　ほか
シングシステ
ム

サッポロドラッグス
トアー ティーガイア 2020年2月21日 2020年9月1日 2,539

東北 青森県 マエダストア売市店 八戸市売市四丁目６－９外 孫作 マエダ 2019年5月28日 2020年1月29日 1,471

東北 岩手県
スーパーセンタートライアル滝沢
店 滝沢市牧野林873番ほか

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2019年5月9日 2020年2月29日 4,182

東北 岩手県
いわいショッピングセンター
NORTH 一関市中里字神明21番２ほか 一関開発 ダイユーエイト ドン・キホーテ しまむら 2019年7月18日 2020年3月19日 8,733
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東北 岩手県 （仮称）ウエルシア薬局花巻店 花巻市桜台二丁目9-1　外
ウエルシア薬
局 ウエルシア薬局 2019年7月24日 2020年3月25日 1,243

東北 岩手県 (仮称)コメリパワー水沢 奥州市水沢佐倉河字横枕31番地　外 コメリ コメリ 2019年12月19日 2020年11月1日 9,317

東北 岩手県
スーパーセンタートライアル花巻
店 花巻市四日町三丁目54番２外

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2020年1月31日 2020年12月15日 3,703

東北 宮城県 （仮称）ゆりあげの郷食彩館 名取市閖上字昭和１１番１　外 伊藤チェーン 伊藤チェーン 3 2019年5月20日 2020年6月14日 4,223

東北 宮城県 （仮称）石巻三ツ股複合商業施設 石巻市三ツ股二丁目３０番６　外
ダイワロイヤ
ル

マックスバリュ南東
北 ツルハ 2019年8月27日 2020年4月28日 3,269

東北 宮城県
フレスコキクチ矢本店・ツルハド
ラッグ矢本新沼店 東松島市矢本字新沼１２８番外２４筆 フレスコ

ＪＡ三井リース
建物 フレスコ ツルハ 2020年1月8日 2020年9月9日 2,886

東北 宮城県
（仮称）薬王堂東松島矢本店・（仮
称）セブンｰイレブン矢本あおい店 東松島市あおい１丁目１０３　外 薬王堂

セブンｰイレブ
ン・ジャパン 薬王堂

セブンｰイレブン・
ジャパン 2020年1月24日 2020年9月25日 1,160

東北 秋田県
（仮称）薬王堂にかほ象潟店・（仮
称）象潟調剤薬局 にかほ市象潟町字沖ノ田１番地1,同字後田77番地1 薬王堂 〇 薬王堂 サンケー 2019年12月23日 2020年8月24日 1,097

東北 秋田県 （仮称）八橋新国道複合店舗 秋田市八橋大畑一丁目226-1ほか10筆
ダイワロイヤ
ル 2 メガ イエローハット 2 2020年3月18日 2020年9月1日 2,303

東北 山形県
（仮称）ヤマザワ鶴岡茅原ショッピ
ングセンター 鶴岡市茅原北土地区画整理事業地内１４の１街区 ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 ダイユーエイト 2019年8月26日 2020年3月15日 7,642

東北 山形県 ケーズデンキ鶴岡店 鶴岡市美咲町２１番地２外 デンコードー デンコードー 2020年2月25日 2020年10月26日 2,830

東北 山形県
（仮称）おーばん寒河江西店・西
松屋寒河江店 寒河江市大字寒河江字内の袋４９番地の１外 おーばん

チェリー不動
産 おーばん 西松屋チェーン 2020年3月10日 2020年11月10日 2,768

東北 山形県 （仮称）クスリのアオキ中里店 天童市中里四丁目１番５号外
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2020年3月30日 2020年12月1日 1,775

東北 宮城県 （仮称）サンデー塩釜店 塩竈市新浜町二丁目３８番　外 オリックス サンデー 未定 2019年6月18日 2020年2月19日 4,554

東北 福島県
(仮称)アメリカ屋矢野目店・眼鏡
市場福島店 福島市南矢野目谷地７０番地の２ アメリカ屋 ○ アメリカ屋 メガネトップ 2019年5月9日 2020年1月10日 1,056

東北 福島県 クスリのアオキ天寧寺店 会津若松市天寧寺町２１９番１外６筆
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2019年5月28日 2020年1月29日 1,440

東北 福島県 (仮称)ヨークタウン島店 郡山市島二丁目４１２外 三瓶丸上商事 ヨークベニマル
1

2020年2月25日 2020年10月26日 3,721

東北 福島県 メガステージ二本松Ａエリア 二本松市作田２４０番ほか４９筆 アクティブワン ヨークベニマル 薬王堂
2

2020年2月28日 2020年11月1日 4,146

東北 福島県 メガステージ二本松Ｂエリア 二本松市作田２２番１ほか７５筆 アクティブワン ダイユーエイト
1

2020年2月28日 2020年11月1日 4,947

東北 福島県 ツルハドラッグ田村大越店 田村市大越町下大越字中田１４６番２ほか
ＪＡ三井リース
建物 ツルハドラッグ 2020年3月9日 2020年11月10日 1,223

東北 仙台市 ファミーナ富沢店 仙台市太白区大字富田字京ノ北46番地ほか ファミーナ ファミーナ 2019年6月20日 2020年2月21日 1,530

関東 茨城県 ドラッグストアセキ阿見店 稲敷郡阿見町大字阿見字宮脇2355番１　外 セキ薬品 セキ薬品 2019年5月31日 2020年2月1日 1,208

関東 茨城県 （仮称）カスミ神栖土合店 神栖市土合西一丁目10000番139　外 青野産業 カスミ 2019年6月3日 2020年2月4日 1,504

関東 茨城県 （仮称）ウエルシア結城下り松店 結城市下り松四丁目１番２　外
ウエルシア薬
局 ウエルシア薬局 2019年6月7日 2020年2月8日 1,248

関東 茨城県 （仮称）コメリ神栖土合店 神栖市土合西一丁目10000番136　外 コメリ コメリ 2019年6月11日 2020年2月12日 2,542

関東 茨城県 （仮称）日立市東滑川ＳＣ 日立市東滑川町五丁目1994番地　外 日立ライフ ヨークベニマル LIXILビバ ○ 2019年6月28日 2020年2月29日 16,766
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関東 茨城県 （仮称）ドラッグコスモス堀町店 水戸市堀町字新田1002番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年8月27日 2020年4月28日 1,182

関東 茨城県 （仮称）コメリパワー鹿嶋店 鹿嶋市大字宮中字中町附4800番10　外 コメリ コメリ カスミ 3 2019年9月30日 2020年7月1日 17,859

関東 茨城県 （仮称）コスモス龍ヶ崎店 龍ケ崎市藤ヶ丘一丁目１番１　外
ＭＵＬプロパ
ティ コスモス薬品 2019年9月30日 2020年6月1日 1,320

関東 茨城県 （仮称）コスモスゆめみ野店 取手市ゆめみ野四丁目１番１
ホールディン
グス コスモス薬品 2019年10月24日 2020年6月25日 1,545

関東 茨城県 （仮称）コスモスさくらの森店 つくば市さくらの森１番４　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年12月25日 2020年8月26日 1,401

関東 茨城県 ドラッグストアトライウェル鉾田店 鉾田市新鉾田二丁目６番２ 箕輪　好洋
トライアルカンパ
ニー 2020年1月27日 2020年9月28日 1,210

関東 茨城県 （仮称）コスモス竹ノ内店 那珂市竹ノ内二丁目10番２
那珂ハウジン
グ コスモス薬品 2020年2月6日 2020年10月7日 1,525

関東 茨城県 （仮称）古河大堤商業施設 古河市大堤字田向148番１　外 青野産業 ヤオコー 未定 2020年2月28日 2020年10月29日 2,817

関東 栃木県 （仮称）クスリのアオキ犬伏店 佐野市犬伏中町1934番地１
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2019年6月3日 2020年2月4日 1,780

関東 栃木県 （仮称）ドン・キホーテ大田原店 大田原市加治屋字加治屋83-27 とりせん ドン・キホーテ 2019年6月7日 2020年2月8日 4,141

関東 栃木県 ツルハドラッグ那須塩原島方店 那須塩原市島方597番地1　外
ハウジング青
木 ツルハ 2019年7月24日 2020年3月25日 1,133

関東 栃木県
（仮称）アクロスプラザ宝木（第１
工区） 宇都宮市細谷町字下細谷715番1　外

大和情報サー
ビス 田原屋 とりせん 3 2019年7月31日 2020年4月1日 5,175

関東 栃木県 ツルハドラッグ鹿沼大門宿店 鹿沼市上殿町字西164-1　外 ならぶ ツルハ 2019年8月5日 2020年4月6日 1,136

関東 栃木県 かましん間々田店 小山市乙女三丁目265番地外 ジョーカー かましん 2019年10月30日 2020年7月1日 1,459

関東 栃木県 かましん駒生店 宇都宮市駒生町1288番地１外 かましん 2 かましん 2020年2月10日 2020年10月11日 3,856

関東 栃木県
（仮称）ドラッグコスモス佐野赤坂
店 佐野市赤坂町960番24　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年3月30日 2020年12月1日 1,440

関東 栃木県
（仮称）ドラッグコスモス足利新山
店 足利市新山町2259番2　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年3月30日 2020年12月1日 1,691

関東 栃木県
カワチ薬品那須塩原店　和光メガ
ネ那須塩原本店 那須塩原市前弥六字島原57番1外 カワチ薬品 1 カワチ薬品 和光 2020年3月30日 2020年12月1日 1,625

関東 群馬県 ネッツトヨタ群馬前橋こじまた店 前橋市小島田町１７４番１　外
ネッツトヨタ群
馬 ネッツトヨタ群馬 2019年4月1日 2020年11月15日 1,152

関東 群馬県 (仮称)群馬県吉岡町計画 北群馬郡吉岡町大久保７４７　外
ダイワロイヤ
ル ドン・キホーテ 2019年5月14日 2020年1月15日 2,162

関東 群馬県 (仮称)前橋南ショッピングパーク 前橋市公田町６７０番地１　外 ツルヤ ツルヤ 未定 2019年7月12日 2020年10月31日 4,909

関東 群馬県 クスリのアオキ桐生広沢店 桐生市広沢町四丁目１９７０－２０３　外
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2019年9月19日 2020年5月20日 1,530

関東 群馬県
（仮称）ＪＡファーマーズ高崎吉井
店 高崎市吉井町片山４４２番１　外

エーコープ関
東 エーコープ関東 クスリのマルエ 2019年9月27日 2020年6月1日 2,798

関東 群馬県 ＧｕｎｍａＢＭＷ太田店 太田市龍舞町２７９９番　外
モトーレン群
馬 モトーレン群馬 2019年11月1日 2020年7月2日 1,002

関東 群馬県 西松屋前橋元総社町店
前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業９３街区１７
０９外

西松屋チェー
ン 西松屋チェーン 2020年1月7日 2020年9月8日 1,155

関東 群馬県
ベイシア前橋みなみ西地区専門
店 前橋市新堀町１０４１番外 ベイシア HOYA

アイ・ティーエック
ス 2020年3月2日 2020年11月3日 5,147
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関東 群馬県 クスリのアオキ高崎上豊岡店 高崎市上豊岡町５７８－１０　外
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2020年3月19日 2020年11月23日 1,531

関東 埼玉県 ヤオコー所沢有楽町店 所沢市有楽町669番地　外 ヤオコー ヤオコー 2019年4月18日 2019年12月19日 1,845

関東 埼玉県 （仮称）ケースデンキ北本店 北本市深井4丁目54番外
ケーズホール
ディングス

ケーズホールディ
ングス 2019年5月9日 2020年1月10日 2,995

関東 埼玉県 （仮称）ＬＣモール花園2期計画 深谷市荒川字鍜治ケ谷戸356番外
LCホールディ
ングス ニトリ ニトリ 2019年6月6日 2020年2月7日 3,632

関東 埼玉県 ニトリ春日部店 春日部市粕壁東二丁目81-1外2筆 ニトリ ニトリ 2019年7月9日 2020年3月10日 5,167

関東 埼玉県 （仮称）ケーズデンキ川口青木店 川口市青木三丁目７９５番　他
ケーズホール
ディングス

ケーズホールディ
ングス 2019年7月17日 2020年3月18日 2,481

関東 埼玉県 （仮称）和光市南口駅ビル 和光市本町４－７ 東武鉄道 成城石井 2019年7月30日 2020年3月31日 1,967

関東 埼玉県 （仮称）ヤオコー桶川上日出谷店 桶川市上日出谷１１７３番地１ ヤオコー ヤオコー 2019年8月7日 2020年4月8日 1,810

関東 埼玉県
(仮称）ロイヤルホームセンター戸
田公園 戸田市川岸三丁目１－４他

ロイヤルホー
ムセンター

ロイヤルホームセ
ンター 2019年8月29日 2002年4月30日 6,626

関東 埼玉県
（仮称）ドラッグコスモスせんげん
台店 越谷市千間台西三丁目3番37 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年9月9日 2020年5月10日 1,343

関東 埼玉県 ケーズデンキ新新座店 新座市中野二丁目2071番外
ケーズホール
ディングス

ケーズホールディ
ングス 2019年10月30日 2020年7月1日 4,494

関東 埼玉県 （仮称）新田計画 草加市旭町六丁目495番1外 イトーヨーカ堂 イトーヨーカ堂 2019年11月28日 2020年10月1日 2,221

関東 埼玉県 イオンモール上尾 上尾市愛宕三丁目1808番1外 イオンモール 未定 2019年12月3日 2020年8月4日 22,650

関東 埼玉県
（仮称）ドラッグコスモス北本本宿
店 北本市本宿一丁目98番1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年12月3日 2020年8月4日 1,494

関東 埼玉県 イオンタウンふじみ野 ふじみ野市福岡二丁目1500番74外 イオンタウン 未定 2019年12月3日 2020年7月26日 22,000

関東 埼玉県 （仮称）ダイレックス川越的場店 川越市大字的場字六畑831外
ダイワロワイ
ヤル ダイレックス 2019年12月4日 2020年8月5日 1,618

関東 埼玉県 （仮称）カインズ羽生店
羽生市羽生都市計画事業岩瀬土地区画整理事業施工地区
内132街区1画地 カインズ カインズ羽生店 2019年12月6日 2020年8月7日 10,240

関東 埼玉県 （仮称）フォルテ羽生岩瀬店
羽生市羽生都市計画事業岩瀬土地区画整理事業施工地区
内140街区1画地の一部 ベルク

（仮称）フォルテ羽
生岩瀬店 2019年12月6日 2020年8月7日 3,210

関東 埼玉県
（仮称）羽生市岩瀬複合商業施設
計画

羽生市羽生都市計画事業岩瀬土地区画整理事業施工地区
内108街区34画地

ニトリ、ダイワ
ロイヤル ニトリ 未定 2019年12月6日 2020年8月7日 8,159

関東 埼玉県 (仮称）西川口計画 川口市西川口二丁目34番3
田中コーポ
レーション イトーヨーカ堂 島忠 未定 2020年1月20日 2020年11月1日 7,235

関東 埼玉県
（仮称）クスリのアオキ行田持田
店 行田市大字持田字大宮前972番 外

クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2020年1月31日 2020年10月1日 1,003

関東 埼玉県 （仮称）カインズ朝霞店 朝霞市根岸台三丁目1番12の一部 カインズ カインズ 2020年2月14日 2020年10月15日 12,831

関東 埼玉県
（仮称）ドラックストア　セキ上高野
店 南埼玉郡宮代町百間四丁目2番22号 黒川佳子 セキ薬品 2020年2月14日 2020年10月15日 1,002

関東 千葉県 （仮称）フォルテ白井 白井市根字念仏塚４７６番２ほか ベルク ベルク 4 2019年4月5日 2019年12月6日 4,630

関東 千葉県 （仮称）フォルテ船橋行田 船橋市行田一丁目３８２番１ ベルク ベルク 3 2019年5月16日 2020年9月1日 4,364

関東 千葉県 (仮称）クスリのアオキ井野店 佐倉市井野字大野1387番1ほか
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2019年5月28日 2020年2月1日 1,426
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関東 千葉県 （仮称）もりまちちはら台モール 市原市ちはら台南二丁目３２番２ほか 新昭和 ヨークマート 7 2019年6月21日 2020年2月22日 6,165

関東 千葉県 （仮称）ベルク松戸河原塚店 松戸市河原塚３６４番１ほか ベルク ベルク 2019年8月9日 2020年4月10日 1,968

関東 千葉県 （仮称）我孫子天王台商業施設 我孫子市天王台一丁目１０番５ほか オリックス
クリエイトエス・
ディー 1 2019年8月30日 2020年5月1日 1,446

関東 千葉県 ウエルシア船橋田喜野井店 ウエルシア薬局
ウエルシア薬
局 ウエルシア薬局 2019年9月6日 2020年5月7日 1,179

関東 千葉県
（仮称）コストコホールセール木更
津倉庫店

木更津都市計画事業金田西特定土地区画整理事業２街区１
画地

セールジャパ
ン

コストコホールセー
ルジャパン 2019年10月8日 2020年6月9日 10,497

関東 千葉県 （仮称）ドラッグコスモス桜の里店 野田市桜の里２丁目５番７ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2019年12月10日 2020年8月11日 1,493

関東 千葉県 アクロスプラザ柏大山台 柏市大山台１丁目３６番ほか
大和情報サー
ビス 1 つちや 1 2020年2月28日 2020年10月29日 1,959

関東 千葉県 流山おおたかの森Ｓ・Ｃ　Ａ３街区 流山市おおたかの森南一丁目２番３ほか 東神開発 未定 2020年3月2日 2020年11月3日 4,391

関東 千葉県 （仮称）ベルク佐倉志津店 佐倉市上志津字房向台１７６４番５ほか ベルク ベルク 2020年3月3日 2020年11月4日 2,879

関東 千葉県
（仮称）クリエイトエス・ディー君津
杢師店 君津市杢師一丁目１４番１８ほか

クリエイトエ
ス・ディー

クリエイトエス・
ディー 2020年3月30日 2020年12月1日 1,877

関東 東京都 （仮称）イオンタウン稲城 稲城市東長沼1254番1ほか イオンタウン イオンマーケット ○ 2019年4月9日 2019年12月10日 3,500

関東 東京都 （仮称）ドン・キホーテ五反田店 品川区東五反田一丁目12番地1ほか
マーケティン
グ ドン・キホーテ 2019年4月11日 2019年12月12日 1,665

関東 東京都
（仮称）豊洲２－１街区商業施設
計画 江東区豊洲二丁目15番12ほか 三井不動産 未定 2019年4月19日 2020年4月1日 6,174

関東 東京都 （仮称）新宮下公園等整備事業 渋谷区神宮前六丁目20番ほか 三井不動産 未定 2019年4月23日 2020年3月1日 7,913

関東 東京都
WATERS takeshiba（ウォーターズ
竹芝） 港区海岸一丁目22番１ほか

東日本旅客鉄
道 未定 2019年5月21日 2020年4月1日 4,089

関東 東京都
（仮称）有明北3-1地区計画　大
規模商業施設 江東区有明二丁目１番203ほか 住友不動産 未定 2019年5月21日 2020年4月1日 33,182

関東 東京都
（仮称）東京国際空港第2ゾーン
計画 大田区羽田空港二丁目2番ほか

羽田エアポー
ト都市開発 未定 2019年5月31日 2020年4月1日 3,745

関東 東京都
（仮称）立飛みどり地区プロジェク
ト 立川市緑町3番1ほか

立飛ホール
ディングス 未定 2019年6月7日 2020年4月1日 3,200

関東 東京都 パークシティ武蔵小山ザモール 品川区小山三丁目15番1号

武蔵小山パル
ム駅前地区市
街地再開発組
合 未定 2019年6月20日 2020年3月1日 3,200

関東 東京都
（仮称）ＮＴＴ都市開発原宿駅前計
画 渋谷区神宮前一丁目14番59ほか

エヌ・ティ・ティ
都市開発株式
会社 未定 2019年7月4日 2020年3月5日 7,608

関東 東京都 東陽町ＰＪ新築工事 江東区南砂二丁目３番１
エムジーリー
ス株式会社 タイヨー 2019年7月19日 2020年3月20日 1,607

関東 東京都
（仮称）ホームセンターコーナン足
立扇店 足立区扇三丁目63番２ほか コーナン商事 コーナン商事 2019年8月5日 2020年4月6日 6,276

関東 東京都 （仮称）一之江8丁目駅前計画 江戸川区一之江八丁目2番7ほか 彦田正夫 1 マルエツ 1 2019年8月29日 2021年7月1日 2,342

関東 東京都
ＨＡＮＥＤＡ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ　ＣＩＴ
Ｙ 大田区羽田空港一丁目10番の2ほか

羽田みらい特
定目的会社 山崎製パン ○ 2019年9月2日 2020年7月1日 1,286

関東 東京都 レクサス東京ガレージ荻窪 杉並区宮前一丁目20番22号
トヨタモビリ
ティ東京

トヨタモビリティ東
京 2019年9月24日 2020年5月25日 1,672
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関東 東京都 （仮称）ライフ東日暮里計画 荒川区東日暮里四丁目36番20号
大丸松坂屋百
貨店

ライフコーポレー
ション 2019年9月26日 2021年3月1日 2,430

関東 東京都
（仮称）東京２０２０大会時イベント
スペース 江東区青海一丁目１番

東京オリン
ピック・パラリ
ンピック競技
大会組織委員
会 未定 2019年12月19日 2020年7月24日 2,249

関東 東京都
（仮称）ホームセンターコーナン西
東京田無店 西東京市西原町四丁目2339番１ほか コーナン商事 コーナン商事 1 2019年12月24日 2020年8月25日 6,843

関東 東京都
（仮称）フォレストモール八王子大
和田Ａ棟 八王子市大和田町五丁目228番10ほか

フォレストプロ
パティ スーパーアルプス 2020年3月24日 2020年11月25日 1,800

関東 東京都
（仮称）フォレストモール八王子大
和田Ｂ棟 八王子市大和田町五丁目228番10ほか

フォレストプロ
パティ 未定 2020年3月24日 2020年11月25日 1,573

関東 神奈川県
（仮称）クリエイトSD秦野大秦町
店 秦野市大秦野73の２

クリエイトエ
ス・ディー

クリエイトエス・
ディー 2019年7月9日 2020年3月10日 1,431

関東 神奈川県 （仮称）フォルテ秦野 秦野市曽屋字清水窪1,240の１ほか ベルク ベルク 3 2019年7月12日 2020年3月13日 6,899

関東 神奈川県 (仮称）オーケー藤沢羽鳥店 藤沢市羽鳥１－1,003の４ほか ヤマシチ オーケー 2019年8月8日 2020年6月17日 1,674

関東 神奈川県
(仮称）小田原駅東口駅前再開発
ビル新築工事 小田原市栄町１－625の５ほか 万葉倶楽部 未定 2019年9月27日 2020年10月1日 1,388

関東 神奈川県 (仮称）亀井野１丁目計画 藤沢市亀井野1-3の3ほか 飯島武彦 ヨークマート 2019年10月31日 2020年7月1日 1,346

関東 神奈川県 第一菊池ビル 逗子市逗子１－251の１ほか 菊池地所 スズキヤ 3 2019年12月26日 2020年8月27日 1,494

関東 神奈川県 （仮称）コーナンPRO座間店 座間市東原２－5,622ほか コーナン商事 コーナン商事 2020年1月7日 2020年9月8日 1,485

関東 神奈川県 （仮称）ロイヤルプロ藤沢並木台 藤沢市並木台２－10の10ほか
ロイヤルホー
ムセンター

ロイヤルホームセ
ンター 2020年1月30日 2020年10月1日 1,734

関東 神奈川県 （仮称）ケーズデンキ辻堂店 藤沢市辻堂神台２－742ほか
ケーズホール
ディングス

ケーズホールディ
ングス 2020月3月5日 2020年11月6日 3,606

関東 新潟県 （仮称）ケーズデンキ十日町店 十日町市字上島丑620－3　外 北越ケーズ 2 北越ケーズ 2 2019年7月9日 2020年3月10日 3,501

関東 新潟県 （仮称）原信来迎寺店 長岡市浦695　外 原信 1 原信 1 2019年7月19日 2020年3月20日 4,463

関東 新潟県 アクロスプラザ長岡七日町C街区 長岡市福山町字川原403番１外 原信 1 新潟三越伊勢丹 2 2019年8月19日 2020年4月20日 3,666

関東 新潟県
コメリハード＆グリーン紫雲寺店・
ツルハドラッグ紫雲寺店 新発田市稲荷岡字原付804番地外 コメリ 1 コメリ ツルハ 2019年10月9日 2020年6月10日 1,958

関東 新潟県 ジョイタウン新発田 新発田市新栄町2丁目1068番地１ ドン・キホーテ ドン・キホーテ TSUTAYA 2019年12月11日 2020年8月12日 1,846

関東 新潟県 ニトリ柏崎店 柏崎市東原町字原３ ニトリ ニトリ 2019年12月13日 2020年8月14日 3,532

関東 新潟県 原信寺沢店 五泉市吉沢字加茂田1035番外 原信 原信 星光堂薬局 2 2020年2月17日 2020年10月18日 4,201

関東 新潟県
ひらせいホームセンター食良品
館五泉ビッグロール店 五泉市三本木字早出3102外

ひらせいホー
ムセンター

ひらせいホームセ
ンター 2020年3月17日 2020年11月20日 1,279

関東 山梨県 （仮称）ビバモール甲斐甲府
甲斐市中下条字東河原2000番1外、甲府市荒川二丁目2番2
外

ＳＭＦＬみらい
パートナーズ ＬＩＸＩＬビバ 2019年6月5日 2020年2月6日 12,938

関東 山梨県 （仮称）ダイレックス徳行店 甲府市徳行一丁目36番1外
ダイワロイヤ
ル ダイレックス 2019年7月19日 2020年3月20日 1,425

関東 山梨県
コメリハード＆グリーン山梨万力
店 山梨市万力字足原田963番外 コメリ コメリ 2019年11月21日 2020年7月22日 4,264



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

平成３１（令和元）年度　大規模小売店舗立地法　法第５条第１項（新設）届出の概要　　【２０２０年３月末】

建物設置者名 小売業者名

　　　　注１）　本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものである。

　　　　注２）　データが複数ある項目（小売業者名等）については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合がある。

経済産業省

2021/5/6

関東 山梨県 湯村ショッピングセンター 甲府市千塚一丁目155番1外
にしきマネジメ
ントサービス いちやまマート 2019年12月24日 2020年8月25日 3,605

関東 山梨県 笛吹河内店舗 笛吹市石和町河内字宮窪439番1外 芙蓉建設 山梨さえき 大創産業 2020年2月28日 2020年11月1日 2,383

関東 長野県 （仮称）ツルヤ茅野店 茅野市本町東5225-2外 ツルヤ ツルヤ 2019年7月5日 2020年3月9日 2,921

関東 長野県 松川町大島総合開発 下伊那郡松川町大島2121-1外 サンチヨ ツルハ ローソン 2019年7月19日 2020年4月9日 1,376

関東 長野県 御代田ショッピングパーク 北佐久郡御代田町大字馬瀬口字大堰添1743-1外 ツルヤ ツルヤ セリア シンビ堂医薬 2019年7月26日 2020年3月31日 3,596

関東 長野県 （仮称）ケーズデンキ松本宮田店 松本市宮田２－７ 北越ケーズ 北越ケーズ 2019年10月21日 2020年6月21日 4,561

関東 長野県 ウエルシア薬局長野大豆島店 長野市大字大豆島字東沖4176-1外
ウエルシア薬
局 ウエルシア薬局 2019年11月7日 2020年7月8日 1,213

関東 長野県 （仮称）ダイレックス篠ノ井店 長野市篠ノ井布施高田字臼女417－１ほか ダイレックス ダイレックス 2020年2月25日 2020年10月26日 1,226

関東 長野県 （仮称）ノジマ諏訪店 諏訪市上川1－1507－２ ノジマ ノジマ 大創産業 2020年3月27日 2020年11月28日 1,864

関東 静岡県 (仮称)杏林堂新所原店 湖西市駅南三丁目12-26外
プ・ホールディ
ングス

杏林堂グループ・
ホールディングス 2019年4月26日 2019年12月27日 2,023

関東 静岡県 ハードストック富士 富士市新富士駅南土地区画整理事業第26街区外 エンチョー エンチョー 2019年4月26日 2019年12月27日 1,934

関東 静岡県 ハードストック島田 島田市東町1307 石川慶一 エンチョー 2019年5月28日 2020年1月29日 1,323

関東 静岡県 (仮称)エブリィビッグデー長泉店 駿東郡長泉町竹原字谷口287-1外 ビッグ富士 ビッグ富士 2019年6月28日 2020年2月29日 1,490

関東 静岡県 (仮称)カインズ富士宮小泉店 富士宮市小泉字谷戸487-1 カインズ カインズ 2019年7月25日 2020年3月26日 6,092

関東 静岡県 (仮称)しずてつストア藤枝駅南店 藤枝市田沼一丁目18-1 静岡鉄道 静鉄ストア 2019年9月11日 2019年12月7日 1,951

関東 静岡県 ドラッグコスモス上岡田店 磐田市上岡田292-1ほか17筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年9月19日 2020年5月20日 1,545

関東 静岡県
（仮称）ユニクロ・ジーユー富士市
津田町店 富士市津田字加島道上155-1 井出土地建物 ユニクロ ジーユー 2019年10月31日 2020年7月1日 2,406

関東 静岡県 （仮称）杏林堂薬局鳥之瀬店 磐田市鳥之瀬60ほか 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2019年12月10日 2020年8月11日 2,013

関東 静岡県 ガリバー磐田店 磐田市上岡田867-1 鳳 IDOM 2020年1月7日 2020年9月8日 2,791

関東 静岡県 （仮称）ニトリ富士宮店 富士宮市宮原字大塚468ほか ニトリ ニトリ 2020年1月28日 2020年9月29日 3,513

関東 静岡県 （仮称）杏林堂薬局富士宮浅間店 富士宮市浅間町262-4ほか 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2020年2月5日 2020年10月6日 1,836

関東 静岡県 ハードストック裾野 裾野市水窪字横田25-3ほか エンチョー エンチョー 2020年2月7日 2020年10月8日 1,796

関東
さいたま
市 （仮称）ダイレックス東岩槻店 さいたま市岩槻区東岩槻二丁目１－９　他 ダイレックス ダイレックス 2019年7月23日 2020年3月24日 1,547

関東
さいたま
市 （仮称）白幡一丁目計画 さいたま市南区白幡一丁目３５９－１　他 奥田　堯 オーケー 2019年8月22日 2020年4月23日 1,980

関東
さいたま
市

（仮称）さいたま新都心ファッショ
ンモール さいたま市大宮区北袋町一丁目６０２番１号 しまむら しまむら 2020年1月28日 2020年9月29日 4,569
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関東 千葉市 （仮称）ネクステージ千葉幕張店 千葉市花見川区幕張町五丁目417番地263 ネクステージ ネクステージ 2019年4月26日 2019年12月27日 3,905
×

関東 千葉市 （仮称）ネクステージ千葉幕張店 千葉市花見川区幕張町五丁目417番地263 ネクステージ ネクステージ 2019年5月17日 2019年12月27日 3,905

関東 千葉市 幕張ベイタウンプラザ 千葉市美浜区打瀬一丁目２番 清水建設 5 マルエツ メディサポート 2019年12月5日 2020年8月6日 1,106

関東 千葉市 トライアルあすみが丘店 千葉市緑区あすみが丘五丁目46番12外 伊藤芳樹 1
トライアルカンパ
ニー 2020年3月31日 2020年11月19日 1,199

関東 横浜市
（仮称）コーナンPRO鶴見獅子ケ
谷店 横浜市鶴見区獅子ケ谷3丁目470番2ほか コーナン商事 コーナン商事 2019年4月18日 2019年12月19日 1,440

関東 横浜市
（仮称）三和青葉区もえぎ野商業
施設計画 横浜市青葉区もえぎ野１番２

三和ホール
ディングス 三和 2019年5月21日 2020年1月22日 2,808

関東 横浜市
（仮称）上星川三丁目計画新築工
事 横浜市保土ケ谷区上星川三丁目332番の２

トップス・ジャ
パン サミット 2019年6月10日 2020年2月11日 1,841

関東 横浜市
(仮称)三井アウトレットパーク横
浜ベイサイド建替計画 横浜市金沢区白帆２番２ほか 三井不動産 未定 2019年6月20日 2020年4月1日 27,500

関東 横浜市 ＪＲ横浜タワー 横浜市西区南幸一丁目１番１号
東日本旅客鉄
道 未定 2019年7月23日 2020年7月1日 24,352

関東 横浜市 (仮称)磯子区岡村計画 横浜市磯子区岡村八丁目1287番７ほか 日商物産 ビックライズ 未定 2019年8月20日 2020年4月21日 1,534

関東 横浜市 （仮称）鶴見区東寺尾プロジェクト 横浜市鶴見区東寺尾五丁目822番の１ほか
大和ハウス工
業 未定 2019年8月28日 2020年4月29日 2,561

関東 横浜市
（仮称）コーナンＰＲＯ港南区下永
谷店 横浜市港南区下永谷２丁目2914番の２ほか コーナン商事 コーナン商事 2019年11月25日 2020年7月26日 1,625

関東 横浜市
（仮称）コーナンＰＲＯ旭区上川井
店 横浜市旭区上川井町33番地１ほか コーナン商事 コーナン商事 2019年12月3日 2020年8月4日 1,390

関東 川崎市 （仮称）宮崎台駅前計画 川崎市宮前区宮前平三丁目1番2　他 尾幡　英世 オーケー株式会社 2019年7月9日 2020年3月10日 1,731

関東 新潟市 ウオロク白根大通店 新潟市南区上塩俵字タフ1921番　外 ウオロク ウオロク 2 2019年6月27日 2020年2月28日 2,841

関東 新潟市 （仮称）イオンスタイル新津 新潟市秋葉区南町７２－３　外
イオンリテー
ル株式会社

イオンリテール株
式会社 2019年8月22日 2020年4月23日 2,458

関東 新潟市 古町ルフル 新潟市中央区古町通７番町１０１０番地 外

古町７番町地
区市街地再開
発組合 ココカラファイン 2019年9月19日 2019年5月20日 1,268

関東 新潟市 ウオロク関屋店 新潟市中央区関屋字風砂除２－９７ 外 ウオロク ウオロク 2019年11月11日 2020年7月12日 1,496

関東 新潟市 フィールド中野山 新潟市東区若葉町一丁目119-36 外
クスリのアオ
キ 〇 クスリのアオキ 2 2020年1月31日 2020年10月1日 2,486

関東 静岡市 フードマーケットマム高松店 静岡市駿河区敷地一丁目131-1ほか
タカラ・エム
シー タカラ・エムシー 2019年7月22日 2020年3月23日 1,278

関東 静岡市 （仮称）クリエイトS・D清水北脇店 静岡市清水区北脇232 稲葉　卓二
クリエイトエス・
ディー 2019年9月27日 2020年5月28日 1,268

関東 静岡市 （仮称）アピア静岡 静岡市駿河区中吉田310番1 外66筆 マルハン 杏林堂薬局 あかのれん 大創産業 2019年12月26日 2020年8月27日 3,779

関東 浜松市 （仮称）フィール浜松白羽店 浜松市南区白羽町５０－１
フィールホー
ルディングス

フィールコーポレー
ション 2019年4月15日 2019年12月15日 2,271

関東 浜松市 ガリバーアウトレット浜松宮竹店 浜松市東区宮竹町２１８－１ 龍光 ＩＤＯＭ 2019年4月15日 2019年12月16日 6,080

関東 浜松市 （仮称）杏林堂薬局浜北小松店 浜松市浜北区小松467-1ほか 杏林堂薬局 杏林堂薬局 2019年4月19日 2019年12月20日 1,515

中部 愛知県 スギ薬局蔵子店 豊川市蔵子七丁目17番地1
スギホール
ディングス スギ薬局 2019年4月26日 2019年12月26日 1,448
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中部 愛知県 （仮称）豊田四郷　複合店舗 豊田市四郷駅周辺土地区画整理地32街区1ほか8筆
ＭＵＬプロパ
ティ エディオン 中部薬品 2019年5月22日 2020年3月1日 2,849

中部 愛知県 （仮称）オークワ豊橋ミラまち店 豊橋市曙町字松並101の一部ほか2筆 オークワ オークワ 2019年6月18日 2020年2月19日 3,366

中部 愛知県 （仮称）ＮＦＰ商業施設 小牧市川西一丁目1番 名鉄協商 3 名鉄ＡＵＴＯ 3 2019年6月27日 2020年2月28日 2,915

中部 愛知県
（仮称）ドラッグコスモス津島本町
店 津島市本町五丁目1番1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2019年7月29日 2020年3月30日 1,701

中部 愛知県 クスリのアオキ大岩店 豊橋市大岩町久保田2ほか9筆
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2019年8月2日 2020年4月3日 1,788

中部 愛知県 （仮称）ドラッグコスモス常滑錦店 常滑市錦町四丁目24番ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2019年8月28日 2020年4月29日 1,545

中部 愛知県 （仮称）ららぽーと愛知東郷町 東郷町中央土地区画整理事業地内 三井不動産 未定 2019年10月9日 2020年9月1日 50,000

中部 愛知県 （仮称）マックスバリュ東海荒尾店 東海市荒尾町丸根1番22ほか7筆
日鉄興和不動
産 マックスバリュ東海 未定 2019年10月30日 2020年7月1日 4,050

中部 愛知県 Ｖ・ｄｒｕｇ半田乙川店 半田市乙川太田町二丁目10番1ほか18筆 中部薬品 中部薬品 2019年11月6日 2020年7月7日 1,305

中部 愛知県 （仮称）カネスエ阿久比店 知多郡阿久比町大字白沢字下カナクソ1番地10ほか26筆 カネスエ商事 カネスエ商事 2019年11月15日 2020年7月16日 1,618

中部 愛知県 （仮称）Ｖ・ｄｒｕｇ岡崎百々店 岡崎市百々町字四ツ谷58番ほか8筆 中部薬品 中部薬品 2019年11月28日 2020年7月29日 1,230

中部 愛知県 （仮称）四郷スマートタウン
豊田市豊田四郷駅周辺土地区画整理事業24街区1画地ほか
33画地 三洋開発 カインズ

マックスバリュ東
海 未定 2019年12月19日 2020年8月20日 9,094

中部 愛知県
（仮称）マックスバリュ西尾新在家
町店 西尾市新在家町蓮台7ー2ほか22筆 マックスバリュ マックスバリュ 2020年2月27日 2020年10月28日 1,453

中部 愛知県 クスリのアオキ上重原店 知立市上重原町城後19-1ほか22筆
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2020年2月28日 2020年10月29日 1,625

中部 愛知県 岡崎駅南複合商業施設 岡崎駅南土地区画整理52街区1番
バローホール
ディングス 2 バロー 中部薬品 6 2020年3月13日 2020年11月14日 7,236

中部 愛知県 クスリのアオキ千歳通店 豊川市山道町二丁目1番ほか7筆
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2020年3月18日 2020年11月19日 1,353

中部 愛知県 （仮称）イオンタウン岡崎美合 岡崎市美合町字つむぎ南1番1 イオンタウン マックスバリュ東海 2020年3月30日 2020年12月1日 6,347

中部 岐阜県
（仮称）イオンタウン各務原鵜沼
（Ａゾーン） 各務原市鵜沼西町3丁目154－1 イオンタウン イオンビッグ 2019年4月19日 2019年11月27日 7,513

中部 岐阜県
（仮称）イオンタウン各務原鵜沼
（Ｂゾーン） 各務原市鵜沼西町3丁目175 イオンタウン 未定 2019年4月19日 2019年11月27日 3,342

中部 岐阜県
（仮称）イオンタウン各務原鵜沼
（Ｃゾーン） 各務原市鵜沼西町3丁目254－1 イオンタウン 未定 2019年4月19日 2019年11月27日 1,192

中部 岐阜県 （仮称）トライアル関片倉店 関市片倉町1番3
ダイワロイヤ
ル

トライアルカンパ
ニー 2019年7月11日 2020年3月12日 3,862

中部 岐阜県 バロー領下店 岐阜市領下四丁目47番1　外
バローホール
ディングス バロー 2019年10月9日 2020年6月10日 2,317

中部 岐阜県 ドラッグコスモス恵那店 恵那市長島町正家字壱田町932番1外 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年11月25日 2020年7月26日 1,485

中部 岐阜県 バロー領下店穂積店 瑞穂市馬場春雨町一丁目32番
バローホール
ディングス バロー 2020年2月27日 2020年10月28日 2,581

中部 三重県 (仮称）ぎゅーとらラブリー小田店 三重県伊賀市小田町字泥畑260番ほか9筆
Y'ｓ
corporation ぎゅーとら 未定 未定 2019年4月10日 2019年12月11日 2,985

中部 三重県
(仮称）ドラッグコスモス桔梗が丘
店 三重県名張市蔵持町原出1347-1　他 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年4月26日 2019年12月27日 1,654
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中部 三重県
（仮称）三重トヨタ自動車株式会
社四日市久保田店 三重県四日市市久保田二丁目２６８－１外５筆

三重トヨタ自
動車 三重トヨタ自動車 2019年5月31日 2020年2月1日 1,229

中部 三重県 （仮称）オークワ名張西原店 三重県名張市西原町2440番外12筆 オークワ オークワ 2019年6月19日 2020年2月20日 2,171

中部 三重県 （仮称）ニトリ名張店 三重県名張市蔵持町原出508番1外 ニトリ ニトリ 2019年6月27日 2020年2月28日 3,985

中部 富山県
（仮称）射水鷲塚ショッピングセン
ター 射水市鷲塚７２番１　ほか４筆

KSIプランニン
グ マックスバリュ北陸 2 2019年4月5日 2019年11月15日 3,569

中部 富山県
TSUTAYA砺波店・YMDテナントビ
ル 砺波市幸町５番１　ほか８筆

シューコーポ
レーション 1

（株）シューコーポ
レーション 2 2019年6月13日 2020年2月14日 1,357

中部 富山県 ドラッグコスモス新湊店 射水市善光寺19番14　ほか13筆 コスモス薬品 2019年7月19日 2020年3月20日 1,536

中部 富山県 ドラッグコスモス高岡昭和店 高岡市昭和町２丁目262番１　ほか３筆 コスモス薬品 2019年8月20日 2020年4月21日 1,228
×

中部 富山県 ドラッグコスモス大広田店 富山市中田２丁目95番１　ほか９筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年9月18日 2020年5月1日 1,516

中部 富山県 ドラッグコスモス柳田店 氷見市柳田字水替田2107番３　ほか11筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年9月30日 2020年5月1日 1,532

中部 富山県 （仮称）JR富山駅NKビル
富山市富山駅周辺地区土地区画整理事業地８街区１～８画
地

ＪＲ西日本不
動産開発㈱ 未定 79 2019年11月29日 2022年4月1日 12,303

中部 富山県 ドラッグコスモス入善店 下新川群入善町椚山７４４番１　ほか２筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年12月4日 2020年7月20日 1,532

中部 富山県 大阪屋ショップ豊田店 富山市豊田町一丁目字前田割26番３　ほか３筆 アイエヌエル 大阪屋ショップ 2020年3月6日 2020年10月20日 1,739

中部 石川県 ドラッグコスモス山代温泉店 加賀市山代温泉北部二丁目18番1　外11番 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年4月9日 2019年12月10日 1,525

中部 石川県 アルビス小松幸町店 小松市幸町3丁目118番　外23筆 アルビス アルビス 2019年8月9日 2020年4月10日 1,730

中部 石川県
(仮称)金沢市インターナショナル
ブランドホテル事業 金沢市広岡一丁目501　ほか オリックス 未定 2019年8月9日 2020年6月1日 3,124

中部 石川県 ドラッグコスモス布市店 白山市布市2丁目66-1　外4筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年8月23日 2021年4月24日 1,367

中部 石川県
ゲンキー本府中店　カメラのキタ
ムラ七尾本府中店 七尾市本府中町ヲ23番地1

ゲンキー
山王電気工業 ゲンキー カメラのキタムラ 2019年10月10日 2020年6月11日 1,165

中部 石川県 ドラッグコスモス窪店 金沢市窪四丁目417番　外13筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年12月4日 2020年8月5日 1,255

中部 石川県
コメリパワー白山店・クスリのアオ
キ横江店

白山市横江町土地区画整理事業施行地区内5街区23　外39
筆 コメリ

クスリのアオ
キ コメリ クスリのアオキ 2019年12月16日 2020年8月17日 14,280

中部 名古屋市 ケーズデンキ名西店 名古屋市西区堀越二丁目 101番 ギガス ギガス 2019年4月25日 2019年12月26日 3,333

中部 名古屋市 ラ・ムー名古屋木場店 名古屋市港区木場町2番20 ほか6筆 大黒天物産 大黒天物産 2019年8月27日 2020年4月28日 2,008

中部 名古屋市 ドラッグコスモス東茶屋店
名古屋市港区名古屋都市計画事業茶屋新田土地区画整理
事業第62街区 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年11月27日 2020年7月28日 1,172

中部 名古屋市 （仮称）コーナンＰＲＯ南宝生店 名古屋市南区宝生町3丁目22番　ほか13筆 コーナン商事 コーナン商事 2019年12月19日 2020年8月20日 1,460

中部 名古屋市 ドラッグコスモス大高南店 名古屋市緑区森の里一丁目96番3 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年2月4日 2020年10月5日 1,526

中部 名古屋市 大須三丁目複合ビル 名古屋市中区大須三丁目3205番2 ほか3筆 朝本組 マツモトキヨシ 2 2020年2月14日 2020年11月1日 1,409

近畿 福井県 クスリのアオキ江守中店 福井市江守中2丁目1502番地
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2019年5月21日 2020年1月22日 1,462
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近畿 福井県 文明堂書店TSUTAYA神明店 鯖江市北野町15-1 ㈱文明堂書店 ㈱文明堂書店 2019年10月10日 2020年6月12日 1,495

近畿 福井県 道の駅　越前おおの　荒島の郷 大野市蕨生第137号21番地1 大野市 中日本ハイウェイ・エンベルホールディングス 2020年2月4日 2021年4月1日 1,733

近畿 福井県
（仮称）アルビス鯖江鳥羽店・ウエ
ルシア鯖江鳥羽店 鯖江市鳥羽三丁目903番

コバヤシエス
テイト アルビス ウエルシア 2020年3月25日 2020年11月26日 2,687

近畿 福井県 クスリのアオキ鯖江丸山店 鯖江市丸山町四丁目107-1 外5筆
クスリのアオ
キ クスリのアオキ 2020年3月25日 2020年11月26日 1,473

近畿 滋賀県 ドラッグコスモス石部店 湖南市石部中央四丁目1168番１ほか コスモス薬局 コスモス薬局 2019年4月23日 2019年12月1日 1,654

近畿 滋賀県
（仮称）ホームセンターコーナン大
津瀬田店 大津市瀬田１丁目2233番１の一部

コーナン商事
（株） コーナン商事（株） 2019年7月30日 2020年3月31日 5,486

近畿 滋賀県 平和堂石山店 大津市松原町13番15号
株式会社平和
堂 株式会社平和堂 2019年9月20日 2020年5月21日 7,406

近畿 滋賀県 ドラッグコスモス名坂店 甲賀市水口町東名坂283番１ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2019年10月25日 2020年6月26日 1,331

近畿 滋賀県 （仮称）アヤハディオ草津追分店 草津市追分南二丁目向山784-2他９筆
株式会社長屋
洋行

株式会社アヤハ
ディオ

株式会社ユタカド
ラッグ 2019年12月5日 2020年8月6日 3,295

近畿 滋賀県 （仮称）平和堂草津大路店 草津市大路二丁目字世基298番４ほか
芙容総合リー
ス株式会社 株式会社平和堂 2019年12月6日 2020年8月7日 1,297

近畿 滋賀県 甲賀市役所前複合施設 甲賀市水口町水口字狐塚6035番７ほか コスモス薬品 イエローハット コスモス薬品 イエローハット
セブンイレブン
ジャパン 2020年3月17日 2020年11月18日 2,284

近畿 滋賀県 （仮称）ジョーシン南彦根店 彦根市高宮町字遊行塚横田1613-３ほか 上新電機 上新電機 2020年3月25日 2020年11月26日 2,630

近畿 滋賀県 （仮称）ラ・ムー近江八幡店 近江八幡市土田町1394番１ほか 大黒天物産 大黒天物産 2020年3月30日 2020年12月1日 2,014

近畿 滋賀県 コープながはま店 長浜市宮司町字北走1200番
生活協同組合
コープしが 生活協同組合コープユタカファーマシー 2020年3月30日 2020年12月1日 2,579

近畿 京都府 （仮称）上新電機　新六地蔵店 宇治市六地蔵奈良町18-1,18-7 上新電機 上新電機 2020年1月31日 2020年10月1日 2,938

近畿 大阪府
（仮称）松原天美ショッピングセン
ター 松原市天美東３丁目地内

クリエイトリン
ク 未定 2019年4月23日 2020年11月1日 34,000

近畿 大阪府 松源光明池店 和泉市和田町２５６番地 他 松源 松源 2019年4月10日 2019年12月11日 1,485

近畿 大阪府 （仮称）吹田市長野東商業施設 吹田市長野東2038 他
セット･プラン
ニング さとう 2019年5月29日 2020年1月30日 1,942

近畿 大阪府 （仮称）松源和泉砂川駅前店 泉南市信達牧野206番　他 松源 松源 2019年5月31日 2020年2月1日 1,464

近畿 大阪府 (仮称)ネクステージ摂津店 摂津市学園町二丁目125番　他 ワイズ・ワン大阪摂津 ネクステージ 2019年7月3日 2020年3月4日 6,301

近畿 大阪府 (仮称)ドラッグコスモス萱島店 寝屋川市下木田町466番2　他 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年7月5日 2020年3月6日 1,349

近畿 大阪府 （仮称）ケーズデンキ松原天美店 松原市天美東四丁目297番1　外 関西ケーズデンキ 関西ケーズデンキ 2019年7月29日 2020年3月30日 2,590

近畿 大阪府 （仮称）コーナンPRO河内長野店 河内長野市原町五丁目24番他 三洋観光開発 コーナン商事 2019年7月31日 2020年4月1日 1,494

近畿 大阪府 （仮称）トライアル富田林店 富田林市西板町四丁目702　他
トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2019年8月21日 2020年4月22日 4,261

近畿 大阪府 (仮称)ネクステージ寝屋川店 寝屋川市宝町187番1他 ネクステージ ネクステージ 2019年10月30日 2020年7月1日 2,259

近畿 大阪府 （仮称）万代松原上田店 松原市上田二丁目334番11の一部 万代 万代 2019年12月16日 2020年8月17日 2,147
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近畿 大阪府 ガリバー東大阪店 東大阪市川田一丁目62番１ タカラ IDOM 2019年12月25日 2020年8月26日 4,128

近畿 大阪府 阪急オアシス茨木駅前店 茨木市西中条町226番2　ほか
阪急阪神不動
産 阪急オアシス 2019年12月27日 2020年8月28日 1,230

近畿 大阪府
（仮称）ドラッグコスモス枚方北山
店 枚方市北山一丁目23　他 コスモス薬品 コスモス薬品 プラス 2020年1月17日 2020年9月18日 2,091

近畿 大阪府 (仮称)じゃんぼスクエア富田林店 富田林市若松町一丁目1298番1　他 賛栄商事
関西スーパーマー
ケット 2020年2月19日 2020年10月20日 2,718

近畿 兵庫県 （仮称）ダイレックス飾磨店 姫路市飾磨区細江字中ノ坪2633番ほか
ダイレックス
(株) ダイレックス(株) 2019年6月10日 2020年2月11日 1,437

近畿 兵庫県
（仮称）ホームセンターコーナン新
今宿店 姫路市東今宿一丁目1410番ほか

コーナン商事
（株） コーナン商事（株） 2019年6月19日 2020年2月20日 5,592

近畿 兵庫県 （仮称）ハローズ姫路香寺店 姫路市香寺町犬飼527番１ほか （株）ハローズ （株）ハローズ 未定 2019年6月24日 2020年2月25日 3,415

近畿 兵庫県 （仮称）ライフ西宮芦原店 西宮市芦原町24-５ほか
コーポレーショ
ン

（株）ライフコーポ
レーション 2019年6月26日 2020年2月27日 1,713

近畿 兵庫県 ダイレックス三木店 三木市大塚二丁目312ほか
ダイワロイヤ
ル ダイレックス 2019年7月12日 2020年3月13日 1,485

近畿 兵庫県
（仮称）スーパーマルハチ新伊丹
店 伊丹市平松七丁目84ほか マルハチ マルハチ 2019年8月8日 2020年4月9日 1,496

×

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス大江島店 姫路市網干区大江島91ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2019年9月13日 2020年5月14日 1,652

近畿 兵庫県 （仮称）ライフさくら夙川店 西宮市御茶家所町76-1、77-1、82-3
ライフコーポ
レーション

ライフコーポレー
ション 2019年9月24日 2020年5月25日 2,440

近畿 兵庫県 ドラッグコスモス加西北条店 加西市北条町東南字川端186番６ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2019年11月29日 2020年7月30日 1,391

近畿 兵庫県 （仮称）鳴尾駅前商業施設 西宮市里中町三丁目118ほか 阪神電気鉄道
ライフコーポレー
ション 2019年12月23日 2020年8月4日 1,256

近畿 兵庫県 （仮称）ケーズデンキ加古川店 加古川市加古川町稲屋字横手917番１ほか
関西ケーズデ
ンキ 関西ケーズデンキ 2020年2月10日 2020年10月11日 3,385

近畿 兵庫県
（仮称）スーパーマルハチ新伊丹
店 伊丹市平松七丁目84ほか マルハチ マルハチ 2020年3月25日 2020年11月26日 1,496

近畿 兵庫県 （仮称）西宮市東町店舗 西宮市東町一丁目100番３ほか
生活協同組合
コープこうべ

生活協同組合コー
プこうべ 2020年3月30日 2020年12月1日 1,550

近畿 奈良県 （仮称）トライアル桜井粟殿店 桜井市粟殿1017番9ほか マルハン
トライアルカンパ
ニー 2019年5月23日 2020年1月24日 3,418

近畿 奈良県 (仮称)トライアル天理店 天理市稲葉町67番3ほか
トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2019年7月11日 2020年3月12日 4,318

×

近畿 奈良県 (仮称)トライアル天理店
天理市稲葉町67番3ほか
嘉幡町694番2ほか

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2019年9月30日 2020年6月1日 4,318

近畿 奈良県 (仮称)ドラッグコスモス曲川店 橿原市曲川町六丁目374番ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2019年10月23日 2020年6月24日 1,524

近畿 和歌山県 （仮称）ドラッグコスモス梅原店 和歌山市梅原字道免38外 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年6月3日 2020年2月4日 1,708

近畿 和歌山県 松源吉備店 有田郡有田川町下津野535番1他4筆 松源 松源 2019年7月12日 2020年3月13日 1,400

近畿 和歌山県 （仮称）ドラッグコスモス古屋店 和歌山市古屋字五反田153番3外 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年8月22日 2020年4月23日 1,523

近畿 和歌山県 キーノ和歌山 和歌山市東蔵前丁39他 南海電気鉄道 未定（18店舗） 2019年8月23日 2020年4月24日 3,090

近畿 和歌山県 （仮称）松源田辺稲成店 田辺市稲成町180番1他 松源 泰建 松源 1 2020年1月31日 2020年9月30日 1,300
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近畿 京都市 ドラッグコスモス梅津店 京都市右京区梅津徳丸町5番地1ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2019年7月31日 2020年4月1日 1,143

近畿 京都市 （仮称）西洞院計画 京都市下京区四条通油小路東入傘鉾町44-2ほか
ＪＲ西日本不
動産開発

ライフコーポレー
ション 2019年12月10日 2021年7月31日 1,205

近畿 大阪市
（仮称）イオン野田海老江ショッピ
ングセンター 大阪市福島区海老江一丁目1番9

イオンリテー
ル 未定 イオンリテール 未定 2019年4月24日 2019年12月25日 2,566

近畿 大阪市 （仮称）ライフ南堀江店 大阪市西区南堀江三丁目17番8 他1筆
ライフコーポ
レーション

ライフコーポレー
ション 2019年5月13日 2020年1月14日 3,500

近畿 神戸市 ( 仮称)コーナンＰＲＯ伊川谷店 神戸市西区伊川谷町潤和字有久1115番１他 エル・ビー コーナン商事 2019年4月12日 2019年12月13日 1,461

近畿 神戸市 ザグザグ小束山手店 神戸市垂水区多聞町字小束山868番1382,1383 ザグザグ ザグザグ 2020年2月28日 2020年10月29日 1,059

近畿 神戸市 (仮称)コーナン本山南店 神戸市東灘区本山南町６丁目11番外
神戸相互タク
シー コーナン商事 2020年3月4日 2020年3月4日 4,034

近畿 堺市 （仮称）ジョーシン堺長曽根店 堺市北区長曽根町１９１５－１他 上新電機 上新電機 2019年4月26日 2019年12月27日 2,361

近畿 堺市 (仮称)万代大庭寺店 堺市南区小代139-1他
ダイワロイヤ
ル 万代 未定 2020年1月17日 2020年9月18日 2,838

近畿 堺市 (仮称)ジョーシン北花田店 堺市北区北花田町185-1 他 上新電機 上新電機 2020年1月17日 2020年9月18日 2,003

近畿 堺市
(仮称)堺東駅南地区第一種市街
地再開発事業施設建築物 堺市堺区三国ヶ丘御幸通154番

再開発　ほか
44者 サンプラザ 未定 2020年1月28日 2021年1月1日 2,960

中国 鳥取県 ドラッグコスモス淀江店 米子市淀江町小波字東外浜1215－2ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2019年7月8日 2020年3月9日 1,534

中国 鳥取県 （仮称）ケーズデンキ日吉津店 西伯郡日吉津村大字日吉津1247－１ほか オリックス ビッグ・エス 2019年8月19日 2020年4月20日 4,362

中国 鳥取県 （仮称）ザグザグ倉吉市鍛冶町店 倉吉市鍛冶町一丁目２９７１番２　外
マルイアセット
マネジメント エスマート ザグザグ

ウォーキング・ギ
ア・２００１

岩間　泰典、
山名　秀隆 2020年1月24日 2020年9月24日 1,313

中国 島根県 （仮称）ドラッグコスモス熱田店 浜田市熱田町１６９０－１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年8月28日 2020年4月29日 1,526

中国 島根県 グッディー木次店 雲南市木次町下熊谷１５２１番外 ウシオ ウシオ 2019年9月9日 2020年5月10日 1,698

中国 岡山県 ダイレックス井原店 井原市井原町１０８番１ ダイレックス㈱ ダイレックス㈱ 2019年12月5日 2020年8月5日 1,152

中国 岡山県 （仮称）ニトリ津山院庄店 津山市院庄字柳ヶ坪961-2　外 ニトリ ニトリ 2020年3月12日 2010年11月13日 5,117

中国 岡山県 （仮称）ドラッグコスモス下の町店 倉敷市児島下の町一丁目２８８０番１３７ほか コスモス薬品 コスモス薬品 2020年3月19日 2020年11月20日 1,534

中国 岡山県 （仮称）ザグザグ連島西之浦店 倉敷市連島町西之浦５８０番地１ほか ザグザグ ザグザグ 2020年3月31日 2020年12月1日 1,256

中国 広島県 フタバ図書海田店 安芸郡海田町南大正町1262番1ほか フタバ図書 浜岡管財 フタバ図書 2019年4月12日 2019年10月25日 2,376

中国 広島県 （仮称）ドラッグコスモス川口店 福山市川口町4丁目１０９７－１　外３筆 コスモス薬品 コスモス薬局 2019年7月26日 2020年3月27日 1,375

中国 広島県 ドラッグコスモス黒瀬店 東広島市黒瀬町上保田87番1　外
株式会社コス
モス薬品

ドラッグコスモス黒
瀬店 2019年11月26日 2020年7月27日 1,535

中国 広島県 ダイレックス多治米店 福山市多治米町四丁目６５５番１　外 ダイレックス㈱ ダイレックス㈱ 2019年11月28日 2020年7月29日 1,485

中国 広島県 尾道市天満町プロジェクト（仮称） 尾道市天満町227番28外
ル(株)
ＤＣＭダイキ イオンリテール(株) ＤＣＭダイキ(株) 2019年12月27日 2020年8月28日 7,413

中国 広島県 （仮称）ドラッグコスモス神辺店
福山市神辺町大字新湯野字二丁目24番3，24番4，24番5，24
番6，24番7，24番12，25番9の一部

㈱コスモス薬
品 ㈱コスモス薬品 2020年1月15日 2020年9月16日 1,365
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中国 広島県 ＪＡファーマーズ廿日市店（仮称） 廿日市市宮内四丁目1110番地1ほか
Ａコープ西日
本

ＭＵＬプロパ
ティ Ａコープ西日本

ラッグ＆ファーマ
シー西日本 2020年1月24日 2020年11月1日 2,651

中国 山口県 サンキュードラッグ上田中町店 下関市上田中町二丁目9の37
サンキュード
ラッグ サンキュードラッグ 2019年4月24日 2019年12月25日 1,247

中国 山口県 フジ桜馬場店 周南市桜馬場通三丁目16 フジ フジ 2019年4月26日 2019年12月27日 1,238

中国 山口県
スーパーセンタートライアル長府
才川店 下関市長府才川二丁目４８９の１

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2019年5月8日 2020年5月29日 2,970

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス宮島町店 山口市宮島町１００７の６ コスモス薬品 コスモス薬品 2019年6月4日 2020年2月5日 1,540

中国 山口県 （仮称）ドラッグコスモス錦帯橋店 岩国市岩国二丁目５８６ コスモス薬品 コスモス薬品 2019年9月27日 2020年5月28日 1,491

中国 山口県 （仮称）マックスバリュ上田中店 下関市上田中町二丁目２３の１３
マックスバリュ
西日本

マックスバリュ西日
本 2020年1月28日 2020年10月1日 1,401

中国 山口県 (仮称)ドラッグコスモス南岩国店 岩国市南岩国町五丁目２１３９の１ コスモス薬品 コスモス薬品 2020年3月10日 2020年11月11日 1,483

中国 山口県 (仮称)ケーズデンキ宇部店 宇部市大字妻崎開作８８３の１ ビッグ・エス ビッグ・エス 2020年3月16日 2020年11月17日 3,063

中国 山口県
(仮称)ドラッグストアモリ小郡下郷
店 山口市小郡下郷１６４８の１

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2020年3月23日 2020年11月24日 1,419

中国 広島市 （仮称）ケーズデンキ広島本店 広島市南区西蟹屋四丁目３００番２ほか ビッグエス ビッグエス 2019年6月4日 2020年2月5日 5,647

中国 広島市 ガリバー広島吉島店 広島市中区吉島東一丁目８０２－１ほか
トポスエンター
プライズ IDOM 2019年8月30日 2020年5月1日 5,717

中国 広島市 (仮称）ダイレックス石内店 広島市佐伯区五日市町大字石内字笹々原１０４９４番１ほか オリックス ダイレックス 2019年12月13日 2020年9月1日 1,542

中国 広島市 フレスタ中筋店 広島市安佐南区中筋四丁目125番2
セット・プラン
ニング フレスタ 2020年2月28日 2020年11月1日 1,219

四国 徳島県 西松屋徳島南矢三店 徳島市南矢三町一丁目89番5ほか
西松屋チェー
ン 西松屋チェーン 2019年7月31日 2020年4月1日 1,166

四国 香川県 ラ・ムー田村店 丸亀市田村町字平池752番地　外 大黒天物産 大黒天物産 2019年6月3日 2020年2月4日 1,949

四国 香川県 ドラッグコスモス土器店 丸亀市土器町東六丁目451番地　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年6月20日 2020年2月21日 1,196

四国 香川県 マルナカ新円座店 高松市円座町1004番地２　外 マルナカ マルナカ 2019年11月26日 2020年7月27日 1,936

四国 香川県
スーパードラッグひまわり琴平
店・宮脇書店琴平店 仲多度郡琴平町五條624番地１　外

ププレひまわ
り ププレひまわり 宮脇書店 2020年2月6日 2020年10月7日 1,300

四国 香川県 タイム高松六条店 高松市六条町字上川東65番地１ ハローズ タイム 2020年3月5日 2020年11月6日 3,632

四国 愛媛県 ザグザグ伯方店 今治市伯方町叶浦甲1666-　外 ザグザグ ザグザグ 2019年4月11日 2019年12月12日 1,035

四国 愛媛県 mac富久店 松山市富久町430-2
エバーウッ
ディ 大屋 大屋観光 未定 2019年5月31日 2020年2月1日 1,600

四国 愛媛県
（仮称）ドラッグコスモス松山別府
店 松山市別府町477-1　他6筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年11月6日 2020年7月7日 1,538

四国 愛媛県 （仮称）キスケＰ三番町計画 松山市三番町二丁目3-10 キスケ ドン・キホーテ 2019年11月29日 2020年10月1日 2,477

四国 愛媛県 （仮称）ドラッグコスモス東大洲店 大洲市東大洲257番1、258番1、259番1 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年1月8日 2020年9月9日 1,540

四国 愛媛県
（仮称）ドラッグストアモリ新居浜
郷店 新居浜市郷四丁目甲108番1　外 ヤスタカ ドラッグストアモリ 2020年1月30日 2020年10月1日 1,336
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四国 愛媛県
（仮称）ハローズ西条大町店（東
エリア） 西条市大町490番1ほか ハローズ ハローズ 2020年3月2日 2020年10月1日 2,089

四国 愛媛県 ダイレックスついたち店 西条市朔日市字兵衛田329番1 三愛総業 ダイレックス 2020年3月27日 2020年11月28日 1,465

四国 高知県 エースワン横内店 高知市横内170番地１　外 エースワン エースワン 2019年5月29日 2020年1月30日 1,486

四国 高知県 mac黒潮店 幡多郡黒潮町入野1981番地1　外 大屋 大屋 2020年2月12日 2020年10月13日 1,343

九州 福岡県
スーパーセンタートライアル桂川
土居店 嘉穂郡桂川町大字土居字関町８１０番１外

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2019年4月16日 2020年3月26日 4,145

九州 福岡県 （仮称）ビバモール東水巻 遠賀郡水巻町吉田南五丁目600番1　外
ダイワロイヤ
ル LIXILビバ

トライアルカンパ
ニー 2019年4月26日 2019年12月27日 13,184

九州 福岡県 （仮称）ダイレックス岡垣店 遠賀郡岡垣町百合ヶ丘二丁目362番1　外
九州リース
サービス ダイレックス 2019年5月29日 2020年1月30日 1,670

九州 福岡県
（仮称）ドラッグコスモス上津バイ
パス店 久留米市藤光１丁目50-1外5筆、藤光1丁目55外1筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年7月2日 2020年3月3日 1,434

九州 福岡県 ダイソー飯塚秋松店 飯塚市秋松773番地1 エーブック エーブック 2019年7月11日 2020年3月12日 1,854

九州 福岡県 マルキョウ柳川店 柳川市下宮永町中の古賀154番1 マルキョウ マルキョウ 2019年8月9日 2020年4月10日 2,265

九州 福岡県
（仮称）ドラッグストアモリ久留米
市高良内町店 久留米市高良内町2819番1　外

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2019年8月20日 2020年4月21日 1,365

九州 福岡県 （仮称）ニトリ福岡志免店 糟屋郡志免町別府北三丁目580番1　外 ニトリ ニトリ 2019年8月28日 2020年4月29日 6,718

九州 福岡県 （仮称）直方市感田商業施設 直方市大字感田１７６２番１　外

エイチエス・
コーポレーショ
ン ダイレックス 2019年11月5日 2020年7月6日 2,094

九州 福岡県
（仮称）ドラッグストアモリ豊前恒
富店 豊前市大字恒富７２番１　外

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2019年11月11日 2020年7月12日 1,380

九州 福岡県 (仮称）コーナンＰＲＯ那珂川店 那珂川市松木二丁目５８番　外
オリックス不
動産 コーナン商事 2020年3月30日 2020年12月1日 2,264

九州 佐賀県 （仮称）伊万里ファッションモール 伊万里市松島町字搦６６０番２外 しまむら しまむら 2019年7月2日 2020年3月3日 2,024

九州 佐賀県

（仮称）ドラッグストアモリ唐津浜
玉店・ファミリーマート唐津バイパ
ス干居店 唐津市浜玉町横田下字干居９４６番地　外

ドラッグストア
モリ 1 ドラッグストアモリ その他 2019年8月9日 2020年4月10日 1,558

九州 佐賀県 （仮称）コムボックス佐賀駅前 佐賀市駅前中央一丁目６４番１　外
ダイワロイヤ
ル

佐賀県農業協同組
合 未定 2019年10月24日 2020年6月25日 3,224

九州 佐賀県
（仮称）ドラッグストアモリ佐賀栄
町店 佐賀市栄町２８番１　外

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2019年10月25日 2020年6月26日 1,300

九州 佐賀県 スーパーモリナガ南佐賀店 佐賀市南佐賀一丁目１８５番１　外 ビッグエム 西鉄ストア スーパーモリナガ セリア 西鉄ストア 2019年11月15日 2020年7月16日 2,875

九州 長崎県 ドラックコスモス壱岐店 壱岐市郷ノ浦町柳田触字山中２５１番１、２４６番の一部 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年5月17日 2020年1月18日 1,632

九州 長崎県 まるたか生鮮市場早岐店 佐世保市早岐一丁目13番14号 丸髙商事 丸髙商事 未定 2019年6月28日 2020年3月1日 2,645

九州 長崎県 （仮称）ＮＴＴＡＰ佐世保梅田 佐世保市梅田町１６３番１

ＮＴＴ西日本ア
セット・プラン
ニング マックスバリュ九州 2019年10月4日 2020年6月5日 1,453

九州 長崎県
（仮称）ドラッグコスモス長与嬉里
店

西彼杵郡長与町嬉里郷字田尾8番1の一部、8番3の一部、40
番1、40番4、
40番5、41番1、42番1の一部、42番12の一部、50番1、50番4 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年10月7日 2020年6月8日 1,527
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九州 長崎県 （仮称）ダイレックス若葉町店 長崎市若葉町１６番１　外 ダイレックス ダイレックス 2019年10月18日 2020年6月19日 1,773

九州 長崎県
（仮称）長崎市川口町商業施設開
発ＰＪ 長崎市川口町７０番６

ＪＲ西日本プ
ロパティーズ ニトリ 2019年11月12日 2021年11月1日 10,558

九州 熊本県 ドラッグコスモス宇土店 宇土市高柳町２１１番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年6月21日 2020年2月22日 1,548

九州 熊本県 デサキ・デポ熊本嘉島店
上益城郡嘉島町大字上島芝原土地区画整理事業区域内街
区番号５街区保留地１号　他 出先 出先 2019年6月26日 2020年2月25日 1,253

九州 熊本県 AvantMall　菊陽 熊本都市計画事業菊陽第二土地区画整理事業３４街区
九州リース
サービス 西松屋チェーン 三喜 2 2019年7月22日 2020年3月23日 6,809

九州 熊本県 スーパーミカエル大津店　生鮮館 菊池郡大津町室９６３ ビッグミカエル ビッグミカエル ヒライ 島田洋光 2019年8月5日 2020年4月6日 1,565

九州 熊本県 （仮称）ダイレックス天草店 天草市小松原町２０２番２　外
ダイワロイヤ
ル ダイレックス 2019年8月6日 2020年4月7日 1,375

九州 熊本県
（仮称）ドラッグストアモリ八代中
央通り店 八代市旭中央通1番2　外

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2019年11月29日 2020年7月30日 1,323

九州 熊本県 ドラッグコスモス人吉店 人吉市下青井町388番2　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年1月28日 2020年9月29日 1,535

九州 熊本県 (仮称)ダイレックス菊池店 菊池市隈府808番　外 ダイレックス ダイレックス 2020年2月21日 2020年10月22日 1,512

九州 熊本県 (仮称)ドラッグストアモリ一の宮店 阿蘇市一の宮町宮地字東油町４５２０番４　外
ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2020年3月26日 2020年11月27日 1,240

九州 熊本県 ニトリ玉名店 玉名市中字河原１１９２番１　外 ニトリ 末代 ニトリ 未定 2020年3月2日 2020年11月3日 3,617

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス浮之城店 宮崎市吉村町天神前甲142番地3 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年4月2日 2019年12月3日 1,450

九州 宮崎県 ブックスミスミ都城店 都城市早水町4500 Misumi Misumi 未定 2019年5月31日 2020年2月1日 3,111

九州 宮崎県 （仮称）ダイレックス大塚台店 宮崎市大塚台西一丁目２－４ ダイレックス ダイレックス 未定 2019年8月1日 2020年4月2日 1,647

九州 宮崎県 ダイレックス蓑原店 都城市蓑原町3254番1 外
ダイワロイヤ
ル ダイレックス 2019年8月6日 2020年4月7日 1,558

九州 宮崎県
スーパーセンタートライアル日向
日知屋店 日向市大字日知屋字加賀側3389番１

トライアルカン
パニー

トライアルカンパ
ニー 2019年10月8日 2020年7月3日 4,314

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグストアモリ柳丸店 宮崎市柳丸町388番７　外８筆
ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2019年10月16日 2020年6月17日 1,424

九州 宮崎県
（仮称）生活協同組合コープみや
ざき延岡北小路店 延岡市北小路１－１２

コープみやざ
き

生活協同組合コー
プみやざき 2019年10月29日 2020年6月30日 1,715

九州 宮崎県 （仮称）宮崎駅西口開発 宮崎市老松二丁目2番16号　外 九州旅客鉄道 宮崎交通 未定 2020年1月31日 2020年10月1日 15,592

九州 宮崎県 （仮称）ドラッグコスモス国富店 東諸県郡国富町大字木脇763－１ コスモス薬品 コスモス薬品 2020年3月11日 2020年11月12日 1,557

九州 鹿児島県 (仮称)ドラッグストアモリ宮之城店 さつま郡さつま町旭町10番２号　外
ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2019年4月22日 2019年12月23日 1,395

九州 鹿児島県 （仮称）鹿屋市複合店舗 鹿屋市王子町3973番３
ダイワロイヤ
ル(株) (株)ドン・キホーテ その他未定 2019年7月8日 2020年3月9日 3,387

九州 鹿児島県 ドラッグコスモス東串良 肝属郡東串良町岩弘字街道添2682番２　外
(株)コスモス
薬品 (株)コスモス薬品 2019年7月8日 2020年3月9日 1,551

九州 鹿児島県 ドラッグコスモス加世田店 南さつま市加世田村原四丁目１番11 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年9月24日 2020年5月25日 1,509

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグストアモリ阿久根
店 阿久根市塩鶴町一丁目９番  外

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2019年10月7日 2020年6月8日 1,213
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九州 鹿児島県
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　霧
島 霧島市国分野口北1098　外４筆 江崎 江崎 九州ＴＳＵＴＡＹＡ

他３店舗（未
定） 2019年10月10日 2020年6月11日 2,499

九州 鹿児島県 （仮称）ドラッグストアモリ喜入店 鹿児島市喜入町5998番１　外
ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2020年1月8日 2020年9月9日 1,249

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグストアモリ鹿児島
春山町店 鹿児島市春山町1877番　外

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2020年1月28日 2020年9月29日 1,464

九州 鹿児島県

ＨＡＲＤ　ＯＦＦ・ＯＦＦ　ＨＯＵＳＥ霧
島見次店・シュープラザ隼人店・
西松屋隼人店 霧島市隼人町見次538番２　外

ＪＡ三井リース
チヨダ
芙蓉総合リー
ス ありがとうサービス チヨダ

西松屋チェー
ン 2020年1月29日 2020年9月30日 1,966

九州 鹿児島県 （仮称）ドラッグコスモス屋久島店 熊毛郡屋久島町小瀬田字冬越シ815番13 外 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年2月10日 2020年10月11日 1,559

九州 鹿児島県
（仮称）ドラッグコスモス姶良西餠
田店 姶良市西餠田字上深田168番１　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年2月10日 2020年10月11日 1,358

九州 鹿児島県 （仮称）マンガ倉庫鹿屋店 鹿屋市寿八丁目714番２　外 ニシムタ ファイブ 2020年3月13日 2020年11月14日 2,597

九州 福岡市
（仮称）福岡アイランドシティ・セン
ター地区開発プロジェクト 福岡市東区香椎照葉六丁目26番25ほか

福岡アイラン
ドシティ特定
目的会社 未定 2019年6月19日 2020年2月20日 12,660

九州 福岡市 長尾センタープラザ 福岡市城南区神松寺二丁目１番10号 大穂正成
エービーシー・マー
ト ○ 2019年9月13日 2020年5月14日 3,395

九州 福岡市
（仮称）ＣＡＩＴＡＣ　ＳＱＵＡＲＥ　Ｇ
ＡＲＤＥＮ 福岡市中央区警固一丁目196番1

カイタックホー
ルディングス 未定 2019年10月2日 2020年6月3日 2,436

九州 福岡市 （仮称）港１丁目ＳＣ計画 福岡市中央区港一丁目10番 ＦＲＰ 西友 ○ 2019年11月28日 2020年7月29日 4,716

九州 福岡市 （仮称）ダイレックス名子店 福岡市東区名子三丁目778番3ほか ダイレックス ダイレックス 2019年12月3日 2020年8月4日 1,497

九州 福岡市 （仮称）今宿複合計画 福岡市西区今宿三丁目730番1ほか
ダイワロイヤ
ル

トライアルカンパ
ニー 2020年2月28日 2020年10月29日 1,567

九州 福岡市
（仮称）ドラッグストアモリ次郎丸
店 福岡市早良区次郎丸四丁目391番１ほか

ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2020年3月4日 2020年11月5日 1,233

九州 北九州市 （仮称）ドラッグコスモス二島店 北九州市若松区二島1丁目4-106 コスモス薬品 コスモス薬品 2020年1月16日 2020年9月17日 1,528

九州 北九州市 （仮称）ナフコ門司店 北九州市門司区上馬寄二丁目8番1の一部ほか 九州旅客鉄道 ナフコ 2020年3月18日 2020年11月19日 3,412

九州 熊本市
ドラックコスモス植木南店
・ドコモショップ植木店 熊本市北区植木町投刀塚字出口３２１番２　他

コスモス薬局 天水総合カン
パニー コスモス薬局

ドコモショップ植木
店 2019年4月11日 2019年12月12日 1,750

九州 熊本市 きくかわ 熊本市北区植木町滴水21-5 きくかわ きくかわ 2019年4月25日 2019年12月26日 1,235

九州 熊本市 コスモス下南部店 熊本市区下南部三丁目４７８番２　外 コスモス薬品 コスモス薬品 2019年6月27日 2020年2月28日 1,210

九州 熊本市 ドラッグコスモス東町小学校前店 熊本市東区東町三丁目３番１４ コスモス薬品 コスモス薬品 2019年7月31日 2020年4月1日 1,221

九州 熊本市 （仮称）熊本駅北ビル 熊本市西区春日三丁目１０１５番３　外 九州旅客鉄道 未定 2020年3月31日 2021年3月1日 3,291

沖縄 沖縄県 （仮称）与那原商業施設 与那原町字与那原1104番ほか３筆 金秀本社 金秀本社 2019年4月11日 2019年12月12日 2,026

沖縄 沖縄県 ドラッグストアモリ本部店 本部町字東554番１ほか
ドラッグストア
モリ ドラッグストアモリ 2019年6月24日 2020年2月25日 1,449

沖縄 沖縄県 （仮称）アクロスプラザ小禄 那覇市鏡原町36番14ほか
大和情報サー
ビス 大賀薬局 2019年7月26日 2020年3月27日 1,389
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