
　　　　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。

 
局名 自治体名 大規模小売店舗名 所在地 届出日 変更する日

取下げ
（×）

他 核店舗１ 核店舗２ 他
届出時 変更後

店舗面積 店舗面積

北海道 北海道 千歳アウトレットモール・レラ 千歳市柏台南1丁目2番6ほか
三菱UFJ信託
銀行

サムソナイト・
ジャパン 76 2016年4月1日 2016年12月2日

北海道 北海道 マックスバリュ稲田店
帯広市西５条南３５丁目２番２
６号ほか

マックスバリュ
北海道 2016年4月21日

①2016年5月1日
（開店時刻・閉店
時刻・駐車場利

用時間帯・荷さば
き時間帯の変更）
②2016年12月22
日（駐車場の位

置・収容台数・出
入口の数の変

更）
北海道 北海道 函館丸井今井 函館市本町３２番１５号 函館丸井今井 2016年4月22日 2016年12月23日

北海道 北海道 アッシュビル、フィール旭川 旭川市１条通８丁目１０８番 トーテム旭川

津山ビル、三
菱ＵＦＪ信託銀
行 2016年4月28日 2016年4月29日

北海道 北海道 函館昭和タウンプラザ
函館市昭和１丁目４０１－１ほ
か

セントラルリー
シングシステ
ム ベスト電器 ホクレン商事 4 2016年5月20日 2016年5月21日

北海道 北海道 インターヴィレッジ大曲
北広島市大曲幸町６丁目１番
地

三井住友信託
銀行 2016年5月24日

①2016/5/25駐
車場の出入口の

数の変更②
2017/1/25駐車

場の収容台数の
変更

北海道 北海道 コンフォモール函館白鳥
函館市白鳥町２１－２６、函館
市田家町１６－１１ほか 道南ラルズ 道南ラルズ ツルハ 2 2016年5月26日 2016年5月27日

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

オートバックス
セブン しまむら 2016年6月16日 2016年7月1日

北海道 北海道
ジョイフルエーケー帯広店生
活館

帯広市東７条南１６丁目２－１
ほか

ジョイフルエー
ケー

ジョイフルエー
ケー 2016年6月30日

①2016年7月1日
（駐車場の出入

口の数及び位置
の変更、駐輪場
の位置の変更）

②2017年3月1日
（駐車場の位置

及び台数の変更）
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北海道 北海道
ジョイフルエーケー帯広店資
材センター

帯広市東９条南１６丁目１－１
１ほか

ジョイフルエー
ケー

ジョイフルエー
ケー 2016年6月30日

①2016年7月1日
（駐車場の出入

口の数及び位置
の変更）②2017
年3月1日（駐車

場の位置及び収
容台数の変更）

北海道 北海道 西條百貨店稚内店 稚内市大黒４丁目７番１号 西條 西條 2016年7月1日 2016年7月1日

北海道 北海道 コープさっぽろ滝川店 滝川市新町１丁目９－２３
シーズ協同開
発

生活協同組合
コープさっぽ

北海道サン
ジェルマン 2016年7月5日 2016年7月6日

北海道 北海道 まちきた大通ビル 北見市大通西２丁目１番地 北見市 2016年8月5日 2016年8月9日

北海道 北海道 苫小牧市北栄町３丁目ＳＣ 苫小牧市北栄町３丁目１ほか
DCMホーマッ
ク

マックスバリュ
北海道、ほし
の 2016年8月10日 2016年9月1日

北海道 北海道
サッポロドラッグストアー旭
川大町２条店

旭川市大町２条７丁目７７番１
２号

サッポロドラッ
グストアー 2016年9月7日 2017年5月8日

北海道 北海道 イオン釧路店
釧路郡釧路町桂木１丁目１番
１ほか きない イオン北海道 2016年9月12日 2017年5月13日

北海道 北海道 ジャンボイエロー金堀店 函館市金堀町１－１９
テーオー小笠
原 2016年9月27日 2016年9月28日

北海道 北海道
岩見沢東ショッピングセン
ター

岩見沢市東１条１２丁目１－１
外 ホッコン ホーマック

マックスバリュ
北海道 4 2016年9月28日 2016年10月1日

北海道 北海道
北広島美沢ショッピングセン
ター 北広島市美沢４丁目１番1外 中道リース しまむら

マックスバリュ
北海道 2 2016年9月28日 2016年10月1日

北海道 北海道 田家商業施設 函館市田家町１１番地１ほか 大和リース 2016年10月21日 2016年10月21日

北海道 北海道

ツルハドラッグ小樽手宮店・
ラッキー衣料館手宮店・マッ
クスバリュ手宮店

小樽市手宮１丁目１２０番６、１
１

片倉コープア
グリ 日本製粉 2016年10月6日 2016年10月7日

北海道 北海道 BUBU北見店
北見市中央三輪８丁目２番地
１０ ヤマダ電機 2016年10月3日 2016年10月4日

北海道 北海道 セリオおおまがり
北広島市大曲末広１丁目２番
地１

大内インター
プロジェクト 産直

サッポロドラッ
グストアー 1 2016年11月1日 2016年11月2日

北海道 北海道 フレスポ函館戸倉 函館市戸倉町１３０－１ほか 大和リース ミカエル 2016年11月9日 2016年11月10日

北海道 北海道 岩見沢大和タウンプラザ
岩見沢市大和１条８丁目３番
地ほか

セントラルリー
シングシステ
ム 2016年11月30日 2016年12月8日

北海道 北海道
ツルハドラッグ富良野弥生
店

富良野市弥生町４４８９－４、４
４９３－６ イーエムワイ 2016年12月7日 2016年12月8日

北海道 北海道 コメリホームセンター美唄店
美唄市東５条北５丁目１４５３
番地１５７ほか コメリ 2017年1月12日 2017年1月26日

北海道 北海道 函館昭和タウンプラザ
函館市昭和１丁目４０１－１ほ
か

セントラルリー
シングシステ
ム 2017年1月17日 2017年9月18日 13,432 15,947

北海道 北海道
スーパーアークス七飯サウ
ス

亀田郡七飯町大川２丁目７０
－２ 道南ラルズ 2017年2月3日 2017年2月4日

北海道 北海道 富良野ショッピングセンター
富良野市新富町４４８９番２１
外

ふらの農業協
同組合 中道リース 2017年2月13日 2017年10月14日 4,890 5,997

北海道 札幌市
手稲鉄北ショッピングセン
ター

札幌市手稲区前田２条１３丁
目３－２０

北海道ジェイ・
アール・フレッ
シュネス・リ
テール

北海道ジェイ・
アール都市開
発

北海道ジェイ・
アール・フレッ
シュネス・リ
テール

サッポロドラッ
グストアー 1 2016年10月4日 2016年10月19日

北海道 札幌市 東雁来ショッピングセンター
札幌市東区東雁来１０条３丁
目１－１ほか

三菱ＵＦＪリー
ス 2016年10月17日 2016年10月18日



北海道 札幌市 マックスバリュ厚別店
札幌市厚別区厚別南５丁目２
２－５０

ジャパン・ホル
スタイン・ブ
リーデング・
サービス 2016年10月31日 2016年11月1日

東北 青森県 カブ大野店 青森市大字大野字前田73-4 紅屋商事 紅屋商事 2016年4月6日 2016年12月7日
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5月6日 2016年12月10日
東北 青森県 ユニバース・かんぶん階上店 階上町道仏字耳ヶ吠43-17外 菅文 ユニバース かんぶん ユニバース 2 2016年5月24日 2016年6月3日

東北 青森県 ラピア 八戸市江陽２丁目14-1

八戸ショッピン
グセンター開
発 長崎屋 43 2016年6月17日 2016年7月11日

東北 青森県 イオン七戸ショッピングセンタ 七戸町荒熊内67－990外
イオンリテー
ル イオン 2016年9月16日 2017年5月21日

東北 青森県 マエダストア新城店 青森市新城平岡174-1 前田商事 前田商事 ツルハドラッグ 2016年11月15日 2017年11月30日

東北 青森県 ケーズデンキ五所川原店 五所川原市唐笠藤巻546-1
ダイワロイヤ
ル デンコードー 2017年2月8日 2017年3月1日

東北 青森県 ショッピングパークむつ むつ市中央１丁目149外
横浜ファーマ
シー 3

横浜ファーマ
シー デンコードー 2 2017年2月8日 2017年3月1日

東北 青森県 ジョイス八戸石堂店 八戸市石堂2丁目10－8外 紺屋 紺屋 2017年3月7日 2017年3月10日
東北 岩手県 サンデー大船渡店 大船渡市赤崎町字諏訪前38番地7 サンデー サンデー 2016年4月18日 2016年4月20日

東北 岩手県 イオンスーパーセンター盛岡渋盛岡市渋民字鵜飼20番地１
イオンリテー
ル

イ オ ン ス ー
パーセンター

イオンリテール
8 2016年4月27日 2016年4月28日

東北 岩手県 （仮称）大船渡再開発ショッピングセンター

大船渡駅周辺地区土地区画
整理事業仮換地44-1街区、
44-2街区 マイヤ 2 マイヤ ＤＣＭホーマック 1 2016年5月23日 2016年5月24日

東北 岩手県 二戸ショッピングタウンＡゾーン二戸市堀野字大谷地39番地ほか ユニバース 2 ユニバース 横浜ファーマシー 3 2016年5月23日 2016年5月25日

東北 岩手県 イオンタウン釜石 釜石市港町二丁目１番１号 イオンタウン
イ オ ン ス ー
パーセンター ワールド 28 2016年5月27日 2017年1月28日

東北 岩手県 ケーズデンキ一関店 一関市中里字荒谷14番地10ほか デンコードー デンコードー 2016年11月29日 2016年12月1日

東北 岩手県 ツルハドラッグ岩手山田店 下閉伊郡山田町中央町５番地６　ほか

尾半商事有限
会社 ツルハ 2017年1月27日 2017年2月2日

東北 岩手県 江刺ツインプラザ 奥州市江刺区八日町一丁目300番地 イオンタウン 2
ＤＣＭホーマッ
ク

マックスバリュ
東北 1 2017年1月31日 2017年9月30日

東北 岩手県 ベルプラス桜木店 花巻市桜木町二丁目74番地３ ベルジョイス ベルジョイス かぎや菓子舗 2017年2月28日 2017年3月1日
東北 岩手県 ベルプラス松園店 花巻市松園町372番地５ ベルジョイス ベルジョイス 2017年2月28日 2017年3月1日
東北 岩手県 銀河モール花巻  花巻市高木第15地割18番地１ほか ベルジョイス ベルジョイス カド屋 17 2017年2月28日 2017年3月1日
東北 岩手県  北上鬼柳ショッピングセンター  北上市鬼柳町都鳥190番地２ 中道リース ジョイス ツルハ 2017年2月28日 2017年3月1日

東北 岩手県 ジョイス北上江釣子店・ツルハ
北上市上江釣子第６地割33番
地１ほか ジョイス ツルハ ジョイス ツルハ 2017年2月28日 2017年3月1日

東北 岩手県 ジョイス宮古千徳店 宮古市板屋二丁目１番地２ほか ベルジョイス ベルジョイス 2017年3月13日 2017年3月17日

東北 岩手県 二戸ショッピングセンター 二戸市米沢字荒谷２番地６

協同組合二戸
ショッピングセ
ンター ベルジョイス ベルジョイス 17 2017年3月22日 2017年3月22日

東北 岩手県 （仮称）陸前高田ショッピングセ

陸前高田都市計画高田地区
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(未定） 2017年3月23日 2017年3月31日

東北 岩手県 ジョイス東安庭店
盛岡市東安庭一丁目17番地１
ほか ベルジョイス ジョイス 2017年3月16日 2017年3月30日

東北 岩手県 雫石ショッピングモール
岩手郡雫石町千刈田94番地2
ほか ジョイス 2 ジョイス ツルハ コメリ 2017年3月16日 2017年3月30日

東北 宮城県
コストコホールセール富谷倉
庫店 富谷町字北沢２４番地１外

コストコホール
セールジャパ
ン

コストコホール
セールジャパ
ン 2016年4月21日 2016年4月29日 9,983

東北 宮城県
イオン石巻東ショッピングセ
ンター 石巻市流留字七勺１－１外

イオンリテー
ル

イオンスー
パーセンター 2016年4月28日 2016年12月29日 16,917

東北 宮城県
ＤＣＭホーマック気仙沼店・
マイヤ気仙沼北店

気仙沼市東八幡前８９番地１
外

ＤＣＭホーマッ
ク・マイヤ

ＤＣＭホーマッ
ク マイヤ 2016年5月19日 2017年1月19日 3,463 4,896



東北 宮城県
みやぎ生活協同組合石巻大
橋店 石巻市大橋一丁目８－６　外

みやぎ生活協
同組合

みやぎ生活協
同組合

スクラムファイ
ブ 2 2016年7月4日 2016年7月5日

東北 宮城県 イオン多賀城店 多賀城市町前四丁目１番１号
イオンリテー
ル

イオンリテー
ル ○ 2016年7月21日 2017年3月23日

東北 宮城県 ケーズデンキ大崎古川本店 大崎市古川稲葉字亀ノ子１５０ デンコードー デンコードー 2016年7月29日 2016年8月1日

東北 宮城県 カインズホーム仙台富谷店 富谷町上桜木一丁目１－６ カインズ
オートアール
ズ カインズ

オートアール
ズ 2016年9月29日 2016年10月21日

東北 宮城県
みやぎ生活協同組合大富
店・ダイシン大富店

大和町もみじヶ丘二丁目３４－
２外

みやぎ生活協
同組合

アイリスプラ
ザ

みやぎ生活協
同組合 ダイシン ○ 2016年12月2日 2017年8月3日

東北 宮城県 サンエーショッピングプラザ
石巻市あけぼの一丁目１番２
号 サンエー イトーヨーカ堂 サンエー 10 2016年12月9日 2017年8月10日

東北 宮城県 イオン古川店 大崎市古川旭二丁目２－１
イオンリテー
ル

イオンリテー
ル 15 2017年1月10日 2017年1月16日

東北 宮城県 カワチ薬品大河原店
大河原町金ヶ瀬字広表３５番
地　外 カワチ薬品 2 カワチ薬品 2 2017年2月12日 2017年10月14日

東北 宮城県 イオンタウン鹿島台
大崎市鹿島台木間塚小谷地
259-1

三井住友ファ
イナンス＆
リース

マックスバリュ
南東北

ＤＣＭホーマッ
ク 11 2017年2月20日 2017年10月21日

東北 宮城県 イオンタウン佐沼 登米市南方町新島前２７外 イオンタウン
イオンスー
パーセンター ライトオン ○ 2017年3月1日 2017年3月2日

東北 宮城県 ヨークベニマル古川店
大崎市古川駅東二丁目９番１
０号

ヨークベニマ
ル

ヨークベニマ
ル ○ 2017年3月23日 2017年11月24日 2,279 3,145

東北 秋田県 秋田駅ビル 秋田市中通七丁目１番２号
東日本旅客鉄
道

秋田ステー
ションビル

ジュピター
コーヒー ブックささき 37 2016年4月20日 2016年7月1日 2,868

東北 秋田県 イオン五城目ショッピングセン
五城目町大字上樋口字熊堂
下48番１外

イオンリテー
ル 2016年5月13日 2016年5月14日

東北 秋田県 マルダイ新牛島店 秋田市牛島東５丁目３番２６号 マルダイ 2016年6月27日 2018年2月28日 1,400 1,647

東北 秋田県
ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＴＲＵ
ＳＴ　雄物川店

横手市雄物川町造山字杜ノ前
103番地 日敷 薬王堂 日敷 薬王堂 2016年7月21日

①2016年9月1日
（駐車場の自動

車の出入口の数
及び位置）

②2017年3月22
日（その他の項

目）
9,690 11,005

東北 秋田県 マックスバリュ港北店
秋田市土崎港北七丁目161-2
外33筆

マックスバリュ
東北 大和リース

マックスバリュ
東北 ツルハ 4 2016年09月09日 2017年05月10日 3,007 4,346

東北 秋田県 イオン秋田中央店
秋田市楢山川口境６２番７　外
７筆

みずほ信託銀
行

イオンリテー
ル 2016年11月15日 2017年7月16日

東北 秋田県 グランマート中通店 大仙市大曲中通町６番１号 タカヤナギ タカヤナギ 鈴屋 2017年3月30日 2017年5月1日

東北 山形県 新庄ショッピングセンター
新庄市五日町字清水川1291
番２外

マックスバリュ
東北

マックスバリュ
東北

ＤＣＭホーマッ
ク ○ 2016年4月11日 2016年4月28日

東北 山形県 Ｓ－ＭＡＬＬ（エスモール） 鶴岡市錦町２番21号
庄交コーポ
レーション

庄交コーポ
レーション

主婦の店鶴岡
店 ○ 2016年4月15日 2016年12月16日

東北 山形県 くしびきショッピングプラザ 鶴岡市丸岡字鳥飼121番外 ヤマザワ 1 ヤマザワ ヤマザワ薬品 ○ 2016年4月28日 2016年12月29日 ×

東北 山形県 ツタヤ東根店
東根市さくらんぼ駅前二丁目
16番25号 デンコードー

デンコードー
エンタテインメ
ント 2016年5月16日 2017年1月17日

東北 山形県
ル・パークみかわショッピン
グスクエア（第１ブロック）

三川町大字猪子字大堰端326
番１外 ニトリ 5 ニトリ ドン・キホーテ ○ 2016年6月30日 2017年3月1日 13,737 15,086

東北 山形県 ヤマザワ寒河江プラザ店
寒河江市大字寒河江字横道６
５番１外 ヤマザワ 1 ヤマザワ しまむら ○ 2016年10月7日 2017年1月20日

東北 山形県 カワチ薬品山形北店 山形市嶋南二丁目14番６号 カワチ薬品 カワチ薬品 2016年11月10日 2017年7月11日

東北 山形県
ホームセンタームサシ酒田
店 酒田市泉町１番２

アークランドサ
カモト 1

アークランドサ
カモト

山形ダイハツ
販売 2016年11月10日 2016年12月10日

東北 山形県 コメリホームセンター上山店 上山市仙石字梅ノ木７７１番外 コメリ 1 コメリ ツルハ 2016年12月7日 2017年2月1日
東北 山形県 ヤマザワ漆山店 山形市大字漆山２５７０番１ ヤマザワ ヤマザワ ヤマザワ薬品 1 2016年12月14日 2017年8月15日 1,290 2,210



東北 山形県 ヨークタウン嶋　第１ブロック
山形市嶋北四丁目２番１８号
外

ヨークベニマ
ル 2

ヨークベニマ
ル 戸田書店 5 2017年2月23日 2017年3月24日

東北 福島県 カワチ薬品安積店
郡山市安積町荒井字雁股8番
101ほか カワチ薬品 カワチ薬品 山一ベジフル 2 2016年4月7日 2016年12月8日

東北 福島県 曽根田ショッピングセンター 福島市曽根田町12番地1
福島まちづくり
センター ダイユーエイト エンクルー 11 2016年4月25日 2016年6月1日

東北 福島県
イオンスーパーセンター鏡石
店 鏡石町桜岡３７５番９外

イオンリテー
ル

イオンスー
パーセンター 大創 4 2016年5月23日 2017年1月24日

東北 福島県 カワチ薬品泉店
いわき市泉町滝尻字泉町１１
外 カワチ薬品 カワチ薬品 2016年8月15日 2017年4月16日

東北 福島県 カワチ薬品福島南店 福島市鳥谷野宮畑５１他 カワチ薬品 カワチ薬品 2016年10月17日 2017年6月18日
東北 福島県 ダイユーエイト梁川南店 伊達市梁川町字八筋84番外 ダイユーエイト ダイユーエイト 2016年10月18日 2016年11月1日

東北 福島県
ケーズデンキ須賀川パワフ
ル館 須賀川市崩免２ほか デンコードー デンコードー 2016年11月1日 2016年12月1日

東北 福島県 富岡ショッピングプラザ
富岡町大字小浜字中央416番
地外 富岡町 1

ヨークベニマ
ル ○ 2016年11月10日 2017年7月12日 5,262 4,967

東北 福島県 マルト四倉店
いわき市四倉町字西二丁目９
番２ほか マルト マルト 2016年12月28日 2017年7月20日 1,580 1,854

東北 福島県 ヨークタウン白河横町 白河市横町114番ほか
ヨークベニマ
ル 1

ヨークベニマ
ル サンドラッグ 2017年3月10日 2017年5月8日

東北 福島県 ケーズデンキ新白河店 白河市転坂131番地ほか デンコードー デンコードー 2017年3月17日 2017年4月1日

東北 仙台市 テックランド仙台泉本店
仙台市泉区市名坂字柳清水
102-1 外 よい ヤマダ電機 2016年8月23日 2017年4月24日

東北 仙台市 クロスモール仙台荒井A
仙台市荒井西土地区画整理
事業58街区1～20区画 オリックス ケーヨー ニシムラ 2016年9月7日 2016年9月7日

東北 仙台市
讀賣仙台ビル新伝馬町中央
通りビル

仙台市青葉区中央二丁目3番
6号　外

読売新聞東京
本社 1

イオンリテー
ルストア 22 2016年9月21日 2017年5月22日

東北 仙台市 ハードオフ仙台荒井店
仙台市若林区荒井字中在家
28 伊藤敬 エコプラス 2016年10月21日 2016年11月3日 3,000 2,950

東北 仙台市
ホームセンターコーナンあす
と長町店

仙台市太白区あすと長町二丁
目3番地1、9

ダイワロイヤ
ル コーナン商事 2016年11月17日 2017年7月18日 3,906 5,459

東北 仙台市 ドン・キホーテ仙台南店

仙台市太白区中田六丁目
452-1、453-1、455-1、455-2、
455-3、458-1、468-1、469、
470-1、470-5 マルハラ ドン・キホーテ 2016年12月2日 2016年12月16日

東北 仙台市 鈎取ショッピングセンター

仙台市太白区鈎取本町一丁
目203番1、203番2、203番3、
203番4、203番5、203番6、54
番2、57番3、60番2

三菱ＵＦＪ信託
銀行

イオンスー
パーセンター 10 2017年2月2日 2017年10月3日

東北 仙台市 セルバテラス
仙台市泉区泉中央一丁目6番
3　外 住友商事

ココカラファイ
ン　ヘルスケ
ア 17 2017年2月21日 2017年2月25日

東北 仙台市
（仮称）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 2017年2月24日 2017年2月25日

関東 茨城県
サンキ北茨城店・イエロー
ハット北茨城店

北茨城市中郷町上桜井字川
田2048番　外6筆 三喜 ホットマン 三喜 ホットマン 2016年4月7日 2016年4月15日

関東 茨城県 カスミ渡里店 水戸市堀町967－２ 桜井商事 カスミ 2016年4月6日 2016年12月7日
関東 茨城県 ＭＧＭパワーセンター境店 猿島郡境町1327番地の１ 一六商事 ドン・キホーテ カスミ 4 2016年4月11日 2016年8月31日

関東 茨城県
ニュー鹿島ショッピングタウ
ン 鹿嶋市宮中290番地１　外 チェリオ 伊勢甚本社

イオンリテー
ル ティムティム 36 2016年4月22日 2016年12月23日

関東 茨城県 (仮称)ベルク古河駒羽根店 古河市駒羽根41番　外 ベルク ベルク 2016年4月27日 2016年12月28日

関東 茨城県 ぐるぐる大帝国牛久店
牛久市柏田町字新右エ門山
3039－３　外 ヤマダ電機 トレーダー 2016年5月20日 2016年7月1日

関東 茨城県
カスミ波崎店・ウエルシア神
栖波崎店

神栖市波崎字本郷新田8473
番地３ 津久浦産業

ウエルシア薬
局 カスミ あすか 1 2016年6月20日 2017年2月21日

関東 茨城県 カスミゆめみ野店 取手市ゆめみ野三丁目８番２ カスミ リコーリース カスミ
ウエルシア薬
局 2016年7月12日 2017年3月13日



関東 茨城県
日立鮎川ショッピングセン
ター・プレーゴ

日立市鮎川町一丁目156番
外 日立ライフ 三喜

サンユースト
アー 2016年7月14日 2016年7月15日

関東 茨城県 ニトリ稲敷店
稲敷市西代字東田1542番１
外 ヤマダ電機 ニトリ 2016年7月19日 2017年3月20日 2,645 3,429

関東 茨城県 ワンダーグー江戸崎店 稲敷市佐倉字佐倉原3326番１
ワンダーコー
ポレーション

ワンダーコー
ポレーション 2016年7月21日 2017年3月22日

関東 茨城県 カスミ那珂店
那珂市竹ノ内一丁目26番１
外 カスミ 2 カスミ チヨダ 3 2016年7月26日 2017年3月27日 1,755 2,707

関東 茨城県 セイブ食彩館姫子店 水戸市姫子２丁目760番　外 カスミ 2016年7月29日 2017年3月30日
関東 茨城県 トライウェル桜川店 桜川市友部字谷中765番１　外 ヤマダ電機 トライウェル 2016年8月3日 2017年4月4日

関東 茨城県 セイミヤ鉾田安房店
鉾田市安房字水砂1409番１
外 セイミヤ ナカネ セイミヤ 2016年8月2日 2017年4月3日

関東 茨城県 セイミヤモール麻生店
行方市麻生字田倉3288番51
外 セイミヤ セイミヤ セリア 3 2016年8月5日 2016年8月6日

関東 茨城県 セイブ食彩館姫子店 水戸市姫子２丁目760番　外 カスミ セイブ 吉田　博幸 横山　正臣 2016年8月10日 2017年4月11日

関東 茨城県 テックランドつくばみらい店
つくばみらい市筒戸字諏訪
2231番１　外 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2016年8月19日 2017年4月20日

関東 茨城県
セイミヤモール麻生店　（仮
称）カワチ薬品行方店

行方市麻生字田倉3288番51
外 セイミヤ カワチ薬品 セイミヤ セリア 4 2016年9月7日 2017年5月21日 3,708 5,546

関東 茨城県 カインズホーム結城店
結城市大字結城字公達9784
番３　外 カインズ カインズ ベイシア 2016年9月13日 2017年5月14日

関東 茨城県
常陸太田ショッピングセン
ター 常陸太田市塙町2952　外 伊勢甚本社 カスミ 大創産業 3 2016年9月21日 2017年5月22日

関東 茨城県 サンユーストアー大津店
北茨城市大津町字ねきさ前
2465　外

サンユースト
アー

サンユースト
アー JフォトサンQ 2016年10月11日 2016年10月25日

関東 茨城県 サンユーストアー中郷店
北茨城市中郷町上桜井2884
外

サンユースト
アー

サンユースト
アー 2016年10月11日 2016年10月25日

関東 茨城県 東海駅東ショッピングタウン
那珂郡東海村大字舟石川字
長堀762番１　外 三樹商事 イオンテール 2016年10月13日 2017年6月14日

関東 茨城県
メガセンタートライアル石下
店

常総市本石下字松並4421番１
外

トライアルカン
パニー

トライアルカン
パニー 2016年10月12日 2017年6月13日

関東 茨城県

カワチ薬品守谷松並店　(仮
称)フラワーショップ守谷松並
店

守谷市松並土地区画整理事
業69街区１－１，１－２ カワチ薬品 アーステック カワチ薬品 アーステック 2016年10月14日 2017年6月15日

関東 茨城県 ショッピングモール　アスタ
小美玉市川中子字大川内872
番　外 比企ファーム セイミヤ カワチ薬品 2 2016年10月21日 2016年10月27日

関東 茨城県 Ｍoriya　Ｔerrace 守谷市久保ケ丘二丁目１番１

新都市ライフ
ホールディン
グス カスミ 2 2016年10月21日 2017年6月22日

関東 茨城県 ピアシティ笠間 笠間市石井字南町2095-1　外 日榮産業 カスミ
ウエルシア薬
局 2016年10月21日 2017年6月22日

関東 茨城県
カスミ下妻古沢店・ウエルシ
ア下妻新古沢店

下妻市本古沢字屋敷東552番
１　外 ヤマダ電機

ウエルシア薬
局 カスミ

ウエルシア薬
局 2016年10月21日 2017年6月22日

関東 茨城県
サンユーストアー日立東町
店 日立市東町４丁目47　外

サンユースト
アー

サンユースト
アー ツルハ 2016年11月1日 2016年11月15日

関東 茨城県 カスミ水海道栄町店
常総市水海道栄町2680番２
外 青野産業 カスミ ツルハ 2016年11月2日 2017年7月3日

関東 茨城県 ウェルサイトひたちなか
ひたちなか市新光町30番の一
部

ケーズホール
ディングス

東京インテリ
ア家具

サンユースト
アー 2016年11月10日 2017年7月11日

関東 茨城県 サンユーストアー手綱店 高萩市下手綱字鍋田1487　外
サンユースト
アー

サンユースト
アー ツルハ 2016年11月10日 2017年7月11日

関東 茨城県
カスミ古河丘里町・ウエルシ
ア古河東牛谷店

古河市東牛谷字道南1459番１
外

ダイワロイヤ
ル カスミ

ウエルシア薬
局 2016年11月22日 2017年11月1日

関東 茨城県
ファッションセンターしまむら
神栖店 神栖市平泉字関下１－77　外 しまむら しまむら 2017年2月1日 2017年10月1日

関東 茨城県 カスミ藤代店
取手市藤代字蔵前634番地１
外 カスミ カスミ カメラの清水 2017年2月15日 2017年2月16日



関東 茨城県 水戸サウスタワー 水戸市宮町一丁目７番33号
三菱UFJ信託
銀行 ヤマダ電機

サークルKサ
ンクス 2017年2月27日 2017年10月28日

関東 茨城県 カスミ渡里店 水戸市堀町967－２ 桜井商事 カスミ 2017年2月27日 2017年2月28日
関東 茨城県 かわねや木崎店 常陸太田市木崎二町874 常洋水産 かわねや 亀印製菓 5 2017年3月6日 2017年11月7日 3,171 2,988
関東 茨城県 (仮称)ドン・キホーテ下館店 筑西市西谷貝沼堀813　外 コジマ ドン・キホーテ 2017年3月10日 2017年11月11日
関東 茨城県 カスミ日立豊浦店 日立市川尻町５丁目３番17号 カスミ カスミ 亀印製菓 2017年3月10日 2017年3月11日

関東 茨城県 カインズ日立モール
日立市留町字前川1270－２
外 カインズ カインズ ベイシア 2 2017年3月31日 2017年12月1日 16,976 20,249

関東 栃木県 ワンダーグー下野店 下野市下古山2888番地４外
ワンダーコー
ポレーション

ワンダーコー
ポレーション 2016年6月20日 2016年6月30日 2085

関東 栃木県 ヨークタウン若松原店
宇都宮市北若松原1丁目1497
番16外 辻万葉園 2

ヨークベニマ
ル 4 2016年9月20日 2017年5月21日 4207 6526

関東 栃木県 大田原複合計画
大田原市若松町１６３８番地１
外

芙蓉総合リー
ス たいらや 3 2016年10月5日 2017年6月6日 1991 4153

関東 栃木県
茂木ショッピングセンターも
ぴあ

芳賀郡茂木町大字茂木179番
地１外 かましん かましん 3 2016年10月20日 2016年10月21日 4612

関東 栃木県
とりせん助戸ショッピング
モール

足利市助戸町一丁目656番地
9外

東レ・テキスタ
イル 2 とりせん 7 2016年10月14日 2017年6月15日 13916

関東 栃木県 カワチ薬品西川田店
宇都宮市西川田町字前田831
番１ カワチ薬品 カワチ薬品 2016年11月14日 2017年7月15日 2266

関東 栃木県 とりせん小山東店 小山市横倉新田291-1 エフエヌエス とりせん セリア 1 2016年11月8日 2016年11月9日 3501

関東 栃木県 ワンダーグー下野店 下野市下古山2888番地４外
ワンダーコー
ポレーション

ワンダーコー
ポレーション 2016年12月2日 2016年12月22日 2085

関東 栃木県
サンユー上河内店・コメリ
ホームセンター上河内店

上河内町大字中里字権現山
221-2 サンユー 1 サンユー コメリ 2016年12月6日 2016年12月7日 1590 6584

関東 栃木県 カワチ薬品石井町店 宇都宮市石井町2800 番地155  カワチ薬品 カワチ薬品 　 2016年12月14日 2017年8月15日 1950

関東 栃木県

カワチ薬品鹿沼千渡店　サ
ンキ鹿沼店　（仮称）あぜみ
ち鹿沼市千渡店 鹿沼市千渡1754番地4　外 カワチ薬品 2 カワチ薬品 5 2017年1月26日 2017年9月27日 2134 4605

関東 栃木県
茂木ショッピングセンターも
ぴあ

芳賀郡茂木町大字茂木179番
地１外 かましん かましん 3 2016年3月24日 2016年11月25日 4094 5086

関東 栃木県 たいらや今市店
日光市今市字下原1228番地1
外 たいらや たいらや 1 2016年3月8日 2016年11月9日 1722 3973

関東 群馬県
ホームマートセキチュー高崎
店 高崎市飯塚町１９－１　外

オリエント興
業 1 セキチュー 2016年4月25日 2016年4月26日

関東 群馬県
セキチュー花木センター大
間々店

みどり市大間々町大間々４３３
－１　外 セキチュー セキチュー 2016年4月25日 2016年4月26日

関東 群馬県
ホームセンターセキチュー前
橋関根店

前橋市関根町一丁目２番地４
３　外 群馬清風園 セキチュー ヤオコー 2 2016年6月23日 2016年6月25日

関東 群馬県 羽鳥ビル 高崎市足門町８３４番地 羽鳥ビル 西友 2016年6月10日 2016年6月13日

関東 群馬県 ＳＭＡＲＫ
伊勢崎市西小保方町３４６－３
外 東京建物 ベルク ゼビオ 119 2016年6月30日 2016年8月1日

関東 群馬県 JAファーマーズ朝日町店

前橋都市計画事業二中地区
(第三)土地区画整理事業２街
区３２２　外 JA三井リース

エーコープ関
東

クスリのマル
エ 2016年7月11日 2017年3月12日 1,893 2,579

関東 群馬県 ウェルシア上佐野店
高崎市上佐野町字粕沢９０７
番地１　外 花岡　佐吉

ウェルシア薬
局 2016年7月12日 2016年7月15日

関東 群馬県 ウェルシア上佐野店
高崎市上佐野町字粕沢９０７
番地１　外 花岡　佐吉

ウェルシア薬
局 2016年7月12日 2016年7月15日

関東 群馬県 カインズホーム前橋川曲店 前橋市川曲町５１３番１　外 カインズ カインズ 2016年8月4日 2016年8月4日

関東 群馬県 株式会社カワチ薬品藤岡店 藤岡市中字沖９２４番１　外 カワチ薬品 カワチ薬品
トヨタカローラ
高崎 2016年10月31日 2016年11月3日 3,856 3,967

関東 群馬県 ＳＭＡＲＫ
伊勢崎市西小保方町３４６－３
外 東京建物 ベルク ゼビオ 119 2016年12月9日 2016年12月13日

関東 群馬県 藤岡合同店舗
藤岡市中栗須字大林３９０－１
外

スーパーセン
ターフィール セキチュー とりせん 30 2016年12月22日 2016年12月23日



関東 群馬県
株式会社カワチ薬品高崎駅
東店 高崎市高関町４４－１　外 カワチ薬品 カワチ薬品 2017年1月16日 2017年9月16日

関東 群馬県 コジマＮＥＷ伊勢崎店
伊勢崎市韮塚町１１８９番地１
外 コジマ コジマ 2017年1月16日 2017年1月21日

関東 群馬県 ケーズデンキ前橋川曲店 前橋市川曲町３１８－１　外

ケーズデンキ
ホールディン
グス

ケーズデンキ
ホールディン
グス 2017年1月17日 2017年5月1日

関東 群馬県
カインズホームスーパーセン
ター富岡甘楽店 甘楽郡甘楽町福島９００　外 カインズ カインズ 2017年2月17日 2017年10月18日

関東 群馬県 とりせん群馬町店 高崎市中泉町６０５番１３　外 とりせん とりせん スギ薬局 2017年2月21日 2017年2月22日

関東 群馬県 ジャパン館林店 館林市朝日町２３１６　外
スギホール
ディングス

フジケンホー
ム

ワンダーコー
ポレーション スギ薬局 2017年2月24日 2017年3月31日

関東 群馬県
ハイパーモールメルクス伊
勢崎

伊勢崎市宮子町３５５６－１
外

ミスターマック
ス

ミスターマック
ス 大創産業 2017年3月27日 2017年11月28日

関東 埼玉県
ホームマートセキチュー上尾
店

上尾市須ヶ谷一丁目240番
外

ハニーファイ
バー セキチュー 2016年6月8日 2016/7/1　外 14,002

関東 埼玉県
ヤオコー狭山北入曽ショッピ
ングプラザ 狭山市北入曽７２０－１ ヤオコー セキチュー ヤオコー 4 2016年6月8日 2016/7/1外 12,467

関東 埼玉県 ベルク川越新宿店 川越市新宿町５丁目１３番１外 ケーヨー ベルク 2016年6月17日 2016年9月1日 2,463
関東 埼玉県 カインズモール大利根 加須市琴寄字堤２９０４番外 カインズ カインズ 2016年6月30日 2016/7/1 外 16,560

関東 埼玉県
ベイシアモール滑川（Ｎ街
区）

比企郡滑川町大字羽尾字大
道２２３２６－１外 ベイシア カインズ 2016年6月30日 2017年3月1日 7,924

関東 埼玉県 カインズホーム寄居桜沢店
大里郡寄居町大字桜沢字南２
９７０番地１外 カインズ カインズ 2016年6月30日 2016/7/1外 4,888

関東 埼玉県 グリーンガーデン武蔵藤沢 入間市東藤沢三丁目５７外
芙蓉総合リー
ス コープみらい 9 2016年6月30日 2016/7/1外 7,400

関東 埼玉県 テックランド羽生店
羽生市大字下岩瀬字下岩瀬３
４２－１ ヤマダ電機 ヤマダ電機 2016年8月19日 2017年4月20日 1,986

関東 埼玉県 イトーヨーカ堂久喜店
久喜市中央四丁目１０９６番４
号 三高商事 イトーヨーカ堂 2016年8月19日 2017年4月20日 19,291

関東 埼玉県 越谷コミュニティプラザ
越谷市南越谷一丁目２８７６番
１

越谷コミュニ
ティプラザ

イオンリテー
ル 15 2016年8月26日 2017年4月27日 17,441

関東 埼玉県 坂戸ビル 坂戸市薬師町２８－１ 坂戸ビル 丸広百貨店 2016年8月30日 2017年5月1日 7,194
関東 埼玉県 鈴木ビル 北本市下石戸七丁目３７番地 フロンティア スギ薬局 大創産業 2016年9月12日 2016年9月22日 1,225 1,595
関東 埼玉県 ベスタ東鷲宮 久喜市桜田二丁目６番地１外 ベルク ベルク 3 2016年9月13日 2016年9月15日 7,935

関東 埼玉県 スーパービバホーム鴻巣店 鴻巣市大字箕田１７７１外
三菱UFJ信託
銀行 ＬＩＸＩＬビバ 2016年9月14日 2017年5月15日 14,406

関東 埼玉県 越谷ビル
越谷市越ヶ谷一丁目６００番１
外 越谷ゴム工業

ミスターマック
ス 2016年9月16日 2017年5月17日 7,864

関東 埼玉県
(仮称）スポーツデポ入間下
藤沢店 入間市下藤沢１７８－１外 齋藤勲 アルペン 2016年9月16日 2017年5月17日 5,319

関東 埼玉県 フレスポ八潮
八潮市大字大瀬字稗田８２２
－１外 大和リース

ファミリーブッ
ク 16 2016年9月16日 2017年5月17日 12,828 17,069

関東 埼玉県 （仮称）松村ビル
川越市小室字亀甲５４番１　外
３９筆 松村企画 ＬＩＸＩＬビバ 2016年10月14日 2017年6月15日 8,990

関東 埼玉県 生鮮市場ＴＯＰ川越店 川越市大字小室３８５－１ マミーマート マミーマート
ワンダーコー
ポレーション 2016年10月14日 2016年10月31日 6,679

関東 埼玉県 バリュープラザ上尾愛宕店
上尾市愛宕三丁目１番１１、1
番１２、1番１４ りそな銀行

スーパーバ
リュー 2016年10月31日 2017年7月1日 18,868

関東 埼玉県 東鷲宮ショッピングセンター 久喜市桜田三丁目2番1、2番4
カクタホール
ディングス

東鷲宮商業事
業組合

イオンリテー
ルストア 10 2016年12月7日 2017年8月8日 9,970

関東 埼玉県 ＩＫＥＡ新三郷
三郷市新三郷ららシティ二丁
目２番２号

イケア・ジャパ
ン

イケア・ジャパ
ン 2016年12月9日 2017年8月10日 25,725

関東 埼玉県 ヤオコー朝霞岡店 朝霞市岡二丁目1398-1 ヤオコー ヤオコー 2017年1月12日 2017年1月13日 1,772
関東 埼玉県 加須カタクラパーク 加須市大門町２０番５８号 片倉工業 イトーヨーカ堂 12 2017年2月1日 2017年2月15日 7,378

関東 埼玉県 アリオ鷲宮
久喜市久本寺字新田２１３番４
外 イトーヨーカ堂 イトーヨーカ堂 63 2017年2月28日 2017年11月1日 44,000 38,796



関東 埼玉県 セキチュー東松山高坂店
東松山市東間町４丁目１番１
号 セキチュー セキチュー ロピア 2017年3月8日 2017年11月9日 7,412

関東 埼玉県 志木東口駅ビル 新座市東北二丁目３８番１０号 東武鉄道 ピュマージ 外 2017年3月10日 2017年4月11日 2,383

関東 埼玉県 イオンタウン上里
上里町大字金久保字蓮山３５
９番１ イオンタウン ベルク 36 2017年3月21日 2017年11月22日 15,857

関東 埼玉県 ヤオコー上福岡駒林店
ふじみ野市駒林元町二丁目１
番２０号 ヤオコー ヤオコー 2017年3月27日 2017年11月28日 2,093

関東 埼玉県

三井アウトレットパーク入
間、コストコホールセール入
間倉庫店 入間市宮寺３１６９外

フロンティア不
動産投資法人

コストコホール
セールジャパ
ン

コストコホール
セールジャパ
ン 外 2017年3月27日 2017年5月3日 37,999

関東 埼玉県 ワルツ（WALTZ) 所沢市日吉町１２番１号 そごう・西武 8 そごう・西武 7 2017年3月28日 2017年11月29日 25,031
関東 千葉県 柏駅前第一ビル 柏市柏１－１－１１ 丸井 59 丸井 17 2016年4月26日 2016年6月29日 10,729

関東 千葉県
コジマ×ビックカメラ柏・松ヶ
崎ショッピングセンター

柏市大山台１丁目２９番地ほ
か

三井住友信託
銀行 0 コジマ 4 2016年4月28日 2016年5月15日 17,985

関東 千葉県
スパークルシテイ木更津・ア
クア木更津Ｂ館

木更津市富士見１丁目１８１８
番地 スパークル 0 岡埜栄泉堂 ○ 2016年5月17日 2016年5月26日 17,535

関東 千葉県 イオンタウン野田船形 野田市泉一丁目１番地１ほか イオンタウン 0 アルペン 1 2016年5月27日 2017年1月28日 11,214 11,779

関東 千葉県 セキチュー柏の葉十余二店
柏市十余二字南前山１７５番
地４３ タイコー 0 セキチュー 0 2016年6月27日

①2016年6月29
日（開店時刻、駐

車場利用時間
帯、駐車場の出

入口の位置の変
更）

②2017年2月28
日（駐車場の収
容台数、駐輪場
の位置・収容台 2,275

関東 千葉県 ステーションセンター本八幡
市川市八幡二丁目１５８４番地
１ほか

ジェイアール
東日本都市開
発 0 くまざわ 31 2016年7月12日 2017年3月13日 5,508

関東 千葉県 マルエツ二和向台店
船橋市咲が丘三丁目３８１番
地４ 三峯 0 マルエツ 2 2016年7月15日 2017年3月16日 1,697

関東 千葉県 ジョイフーズ関宿次木店

野田都市計画事業次木親野
井特定土地区画整理事業５２
街区１画地ほか マルヤ 0 マルヤ 0 2016年7月15日 2016年12月15日 1,322 1,728

関東 千葉県 マルエツ浦安店
浦安市富士見１丁目１９５８番
地ほか 渋谷喜一郎 0 マルエツ 2 2016年7月22日 2015年11月1日 1,773

関東 千葉県 ワンダーグー東金店
東金市田間字未無222番地ほ
か 片岡 0

ワンダーコー
ポレーション 1 2016年8月19日 2016年8月31日 1,649

関東 千葉県 セイミヤ多古店
香取郡多古町多古字九蔵５０
０番地１ほか セイミヤ セイミヤ 2016年9月27日 2017年5月28日 2,635

関東 千葉県 スカイプラザ柏 柏市柏一丁目１１２番地ほか スカイプラザ 104 そごう・西武 11 2016年9月28日 2016年9月30日 39,729

関東 千葉県 茂原ショッピングセンター
茂原市六ツ野字高師野２７９９
番地４ほか

イオンリテー
ル

イオンリテー
ル 4 2016年10月5日 2016年3月8日 8,895

関東 千葉県 マミーマート松戸中和倉店
松戸市中和倉字稲荷下４５番
地１ほか マミーマート マミーマート 2016年10月7日 2016年10月12日 1,982

関東 千葉県
MEGAドン・キホーテ八千代
店

八千代市村上字境作１２２９番
地ほか

日本アセット
マーケティン
グ イズミヤ 7 2016年10月13日 2016年7月29日 9,976

関東 千葉県 柏駅前共同ビル
柏市柏１丁目８２２番地１０１ほ
か 丸井 4 丸井 32 2016年10月25日 2016年10月27日 10,590

関東 千葉県 岩田ビル
市川市相之川四丁目１４番２
ほか 岩田悟 2 マルエツ 2016年10月31日 2016年11月4日 1,281

関東 千葉県
ロイヤルホームセンター習志
野

習志野市東習志野６丁目２２０
４番地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 2016年11月14日 2017年7月15日 12,934

関東 千葉県 松戸ビル・松戸ビル新館
松戸市松戸字坂下１３０７番地
１ほか 松戸市 1 三越伊勢丹 2 2016年11月29日 2017年7月31日 31,268



関東 千葉県
アクロスプラザ千葉ニュータ
ウン 白井市桜台１丁目１番２

三菱UFJリー
ス ジーユー 4 2016年12月14日 2017年3月1日 3,212

関東 千葉県 トライウェル八街北店
八街市文違字文違野３０１番
地３４３３ほか

トライアルカン
パニー トライウェル 2016年12月16日 2016年12月17日 2,120

関東 千葉県 柏髙島屋ステーションモール 柏市末広町１番地７ほか 東武鉄道 13 髙島屋 107 2016年12月26日 2017年9月1日 48,698

関東 千葉県 岩田ビル
市川市相之川4丁目14番2ほ
か 岩田悟 2 マルエツ 2017年1月6日 2017年1月20日 1,281

関東 千葉県 IKEA　Tokyo-Bay 船橋市浜町２丁目２番地３４
イケア・ジャパ
ン

イケア・ジャパ
ン 2017年2月13日 2017年10月14日 23,499

関東 千葉県 マルエツ大久保駅前店
習志野市大久保一丁目422番
地1ほか マルエツ マルエツ 2017年2月13日 2017年10月14日 3,947 1,950

関東 千葉県 スカイプラザ柏 柏市柏一丁目１１２番地ほか スカイプラザ 104 そごう・西武 11 2017年2月27日 2017年3月1日 39,729

関東 千葉県
ホームセンターコーナン船橋
店 船橋市宮本九丁目２５０番地１ 京成電鉄 コーナン商事 2 2017年2月27日 2017年3月31日 12,070

関東 千葉県
アクロスプラザ千葉ニュータ
ウン 白井市桜台１丁目１番地２

三菱ＵＦＪリー
ス ジーユー 4 2017年2月28日 2017年3月1日 3,212

関東 千葉県
酒々井プレミアム・アウトレッ
ト

印旛郡酒々井町飯積二丁目４
番地１ほか

三菱地所・サ
イモン ワールド 132 2017年3月10日 2017年10月1日 34,063

関東 千葉県 モリシア
習志野市谷津１丁目１３４０番
地１０

三井住友信託
銀行

イオンリテー
ル 48 2017年3月22日 2017年11月23日 33,185

関東 千葉県 柏の葉Ｔ－ＳITE

柏都市計画事業柏北部中央
地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

カルチュア・コ
ンビニエンス・
クラブ 2017年3月28日 2017年11月29日 3,623

関東 千葉県 イオンモール富津
富津市青木一丁目5番地3ほ
か

三井住友信託
銀行

イオンリテー
ル 38 2017年3月29日 2017年9月30日 28,416

関東 東京都 サンスクエア 北区王子一丁目4番1号
日本製紙総合
開発 東部ストア 5 2016年4月6日

①2016年12月7
日(廃棄物等の保

管施設の容量)
②2016年4月23

日(開店時刻) 2,569

関東 東京都 （仮称）銀座六丁目計画
中央区銀座六丁目10番1号ほ
か

大丸松坂屋百
貨店 未定 2016年4月21日 2017年2月1日 23,735 37,500

関東 東京都 アトレ目黒１
品川区上大崎二丁目１６番９
号ほか

東日本旅客鉄
道 1 澤光青果 47 2016年6月29日 2017年3月1日 8,132

関東 東京都
カインズホーム青梅インター
店 青梅市新町六丁目９番４ほか カインズ カインズ 2016年7月22日

①2016年9月2日
（店舗面積、駐車
場の収容台数、

廃棄物等の保管
施設の位置及び

容量の変更）
②2017年3月23
日（駐輪場の位
置及び収容台

数、開店時刻、駐
車場利用時間

帯、荷さばき可能
時間帯の変更） 16,834 19,834

関東 東京都 サミットストア東長崎店 豊島区長崎五丁目２０番１４号
日立キャピタ
ル サミット 2016年8月12日 2017年4月13日 2,027



関東 東京都
大井競馬場前ショッピング
モールウィラ大井 品川区勝島一丁目６番 東京都競馬

DCMホーマッ
ク 3 2016年9月1日

①2017年5月2日
（駐車場の位置
及び収容台数）
②2016年11月1

日
（小売業者の開

店時刻及び閉店
時刻） 11,584

関東 東京都
イオン昭島ショッピングセン
ター

昭島市大神町字古新田８８９
番地２ほか

イオンリテー
ル

イオンリテー
ル 13 2016年9月16日 2017年5月17日 17,350

関東 東京都 コープとうきょう小川西町店
小平市小川西町一丁目２番１
号 小山商店

生活協同組合
コープみらい 2016年10月3日 2016年12月1日 1,137

関東 東京都 国分寺ターミナルビル
国分寺市南町三丁目２０番３
号

JR東京西駅ビ
ル開発 丸井 ○ 2016年10月7日 2016年11月25日 29,874

関東 東京都
モリパーク　アウトドアヴィ
レッジ 昭島市田中町６１０番地４ほか

昭和飛行機工
業 ゴールドウィン 11 2016年10月20日 2016年11月8日 5,095

関東 東京都 ＭＩ新宿ビル本館 新宿区新宿三丁目２９番１号 三越伊勢丹 1 ビックカメラ 3 2016年10月27日 2016年12月8日 19,941 現状20,745
関東 東京都 ヤオコー稲城南山店 稲城市大字東長沼２５３０番地 ヤオコー ヤオコー 2016年11月21日 2017年7月22日 1,773

関東 東京都 トーヨーショッピングセンター 目黒区碑文谷四丁目１番１号
みずほ信託銀
行

イオンリテー
ル ○ 2016年11月22日 2016年12月16日 13,115

関東 東京都 八重洲セントラルパークビル
中央区八重洲一丁目５番２２
号 中央土地 ヤマダ電機 2016年12月12日 2017年8月13日 6,479

関東 東京都 高尾パークハイツ
八王子市初沢町１２２７番地の
４

ダイエーほか
２７名 ダイエー 17 2017年2月9日

①2017年10月10
日

（駐車場の位置
及び収容台数、

駐車場の自動車
の出入口の数及
び位置の変更）

②2017年3月1日
（開店時刻及び閉

店時刻、駐車場
利用時間、荷さば
き可能時間帯の

変更） 6,046

関東 東京都 ＧＩＮＺＡ　ＳＩＸ
中央区銀座六丁目１０番１号
ほか

大丸松坂屋百
貨店

クリスチャン
ディオール ○ 2017年2月16日 2017年4月20日 37,500

関東 東京都
三越日本橋本店　本館・新
館

中央区日本橋室町一丁目４番
１号 三越伊勢丹 三越伊勢丹 2017年3月8日 2017年4月1日 62,318

関東 東京都 クアリゾート平和島 大田区平和島一丁目１番１号 京急開発 ドン・キホーテ 1 2017年3月10日

①2017年11月11
日（駐輪場台数）
②2017年4月28
日（小売業者の

開店時刻及び閉
店時刻） 4,069

関東 東京都 新宿パークタワー 新宿区西新宿三丁目７番１号
東京ガス都市
開発 藤田観光工営 8 2017年3月28日 2017年4月7日 15,900

関東 神奈川県 いせはらｃｏｍａ 伊勢原市桜台１－474の１
伊勢原ｃｏｍａ
やまき 文教堂 2016年5月31日 2016年6月1日 8,596

関東 神奈川県 ロピア湘南めぐみが丘店
平塚市めぐみが丘１－21の２
ほか ロピア ロピア 2016年6月20日 2017年3月1日 1,387

関東 神奈川県 MEGAドン・キホーテ綾瀬店 綾瀬市大上字共ヶ岡640 トピーレック 長崎屋 1 2016年6月30日 2016年7月19日 10,120

関東 神奈川県 大和駅共同ビル
大和市大和東１－１０７０の１
ほか

相鉄アーバン
クリエイツ 小田急商事 13 2016年7月4日 2017年3月5日 2,809

関東 神奈川県 ドン・キホーテ横須賀店 横須賀市大津町1-74の１ほか Ｔ・Ｅ・Ａ 1 ドン・キホーテ 2016年7月29日 2016年8月1日 1,516



関東 神奈川県
ホームセンターコーナン厚木
下荻野店 厚木市下荻野1,200

三井住友ファ
イナンス＆
リース コーナン商事 2 2016年9月1日 2017年5月2日 14,073

関東 神奈川県
ビバモール座間・コストコ
ホールセール座間倉庫店 座間市東原１－5,909ほか

三井住友ファ
イナンス＆
リース 1 ＬＩＸＩＬビバ 2 2016年9月28日

①2017年5月27
日（駐車場の位

置及び収容台数
の変更）

②2016年9月28
日（開店時刻、閉
店時刻、駐車場

利用可能時間帯
の変更） 21,880

関東 神奈川県
綾瀬タウンヒルズショッピン
グセンター

綾瀬市深谷字大久保3,734の
１ほか

日立キャピタ
ル サミット 28 2016年9月28日 2016年12月1日 19,207

関東 神奈川県 善行ショッピングセンター
藤沢市善行坂１－4,640の１ほ
か 風月 2 富士シティオ 1 2016年11月7日

①2017年7月8日
（駐輪場の位置

及び収容台数の
変更）

②2016年11月8
日（閉店時刻の

変更） 3,776

関東 神奈川県 西友二宮店
二宮町中里字西川958の1ほ
か 西友 西友 2016年12月9日 2016年12月10日 5,914

関東 神奈川県 カインズホーム三浦店
三浦市初声町入江新田字２番
地273の３ほか カインズ カインズ 2016年12月12日 2017年8月13日 7,464

関東 神奈川県 藤沢プラザ 藤沢市鵠沼東１の３ ファースト信 ユニクロ 3 2017年1月24日 2017年9月25日 4,474

関東 神奈川県
相鉄さがみ野ショッピングセ
ンター

海老名市東柏ヶ谷３－1,805の
１ほか

相鉄アーバン
クリエイツ 相鉄ローゼン 13 2017年2月2日 2017年2月3日 3,982

関東 神奈川県 西友二宮店
二宮町中里字西川958の1ほ
か 西友 西友 2 2017年2月6日 2017年2月7日 5,914

関東 神奈川県
ハンディホームセンター綾瀬
店

綾瀬市都市計画事業深谷中
央特定土地区画整理事業区
域内56街区 マキバ マキバ 2017年2月20日 2017年10月21日 8,266

関東 神奈川県 松竹大船ビル 鎌倉市大船６－560の165ほか 松竹 イトーヨーカ堂 19 2017年2月28日 2017年3月1日 13,954

関東 神奈川県 大和駅共同ビル
大和市大和東１－１０７０の１
ほか

相鉄アーバン
クリエイツ 1 ゼストクック 12 2017年3月8日 2017年11月9日 2,809

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

三井住友ファ
イナンス＆
リース ＬＩＸＩＬビバ 3 2017年3月16日 2017年11月17日 15,355

関東 新潟県 村松ショッピングセンター 五泉市村松小新保1301-1 魚齋藤 魚齋藤 2016年6月28日 2016年6月29日

関東 新潟県 ウオロク村上店
村上市仲間町字坂下540番地
４外 ウオロク ウオロク 2016年7月15日 2016年7月16日 1,940

関東 新潟県 バロー上越寺店 上越市寺157番地2　外
バローホール
ディングス バロー 2016年7月28日

①2017年3月29
日（開店時刻及び

閉店時刻）
②2016年7月29

日（出入口の数） 2,062

関東 新潟県
ベイシアスーパーセンター小
千谷店

小千谷市大字三仏生字上林３
４８９－２番　外 ベイシア ベイシア 2016年10月6日 2017年6月7日

関東 新潟県
SUPER CENTER PLANT-4
聖籠店

北蒲原郡聖籠町大字蓮野７０
８番地 PLANT 1 PLANT 聖籠地場物産 2 2016年12月1日 2017年8月2日

関東 新潟県 クスリのアオキ大島店
長岡市大島本町３丁目１番地
５７

クスリのアオ
キ

クスリのアオ
キ 2016年12月21日 2016年12月22日



関東 新潟県 リップス旭岡26街区
長岡市上条高畑土地区画整
理事業地内26街区 高野不動産 AOKI

ウエルシア薬
局 ジーユー 2017年3月8日

①H29.11.9
（開店時刻及び閉

店時刻）
②H29.3.9

（荷さばきを行うこ
とができる時間

帯）

関東 長野県 カインズホーム中野店
中野市大字七瀬字街渠365-1
ほか カインズ カインズ 2016年4月1日 2016年12月2日

関東 長野県 綿半ホームエイド稲里店
長野市稲里町下氷鉋834-34
ほか

綿半ホームエ
イド

綿半ホームエ
イド 2016年4月6日 2016年6月20日

関東 長野県 綿半ホームエイド檀田店 長野市檀田179ほか
綿半ホームエ
イド

綿半ホームエ
イド 2016年4月6日 2016年6月20日

関東 長野県 綿半ホームエイド須坂店 須坂市高梨245ほか
綿半ホームエ
イド

綿半ホームエ
イド 2016年4月6日 2016年6月20日

関東 長野県
綿半スーパーセンター長池
店 長野市長池487ほか

綿半ホームエ
イド

綿半ホームエ
イド 2016年4月6日 2016年6月20日

関東 長野県 綿半ホームエイド諏訪店 諏訪市上川３－2361ほか
綿半ホームエ
イド

綿半ホームエ
イド 2016年4月12日 2016年6月20日

関東 長野県 綿半ホームエイド伊那店 伊那市西町5352－32ほか カゴメ
綿半ホームエ
イド 2016年4月12日 2016年6月20日

関東 長野県
綿半スーパーセンター箕輪
店 箕輪町959－１ほか

綿半ホームエ
イド

綿半ホームエ
イド 2016年4月12日 2016年6月20日

関東 長野県 イオンタウン茅野 茅野市大字米沢168ほか イオンタウン
マックスバリュ
長野 2 2016年5月26日 2016年6月1日

関東 長野県
コミュニティーマーケットプレ
イスＧＡＺA

塩尻市大字広丘野村1688－１
ほか デリシア デリシア 15 2016年6月7日 2017年2月8日

関東 長野県 イオンタウンしおだ野 上田市神畑字畔田374ほか イオンタウン 1
マックスバリュ
長野 2 2016年6月6日 2017年2月7日

関東 長野県
高井富士ショッピングセン
ター

中野市大字江部字松ノ木1236
－３ほか デリシア デリシア 4 2016年6月29日 2016年7月9日

関東 長野県 カワチ薬品塩尻店
塩尻市大門並木町1100-3ほ
か 住建 1 カワチ薬品 2016年10月27日 2017年6月28日

関東 長野県 ダイレックス佐久インター店
佐久市岩村田北１－13－１ほ
か カインズ ダイレックス 2016年12月2日

①2017年3月1日
(開店時刻・閉店
時刻、駐車場の
利用可能な時間

帯、荷さばき施設
の作業可能な時

間帯）
②2017年8月3日
（駐輪場の位置
及び収容台数、
荷さばき施設の
位置及び面積） 4,270 3,270

関東 長野県
ベイシアショッピングセンター
飯山店 飯山市大字静間1967ほか ベイシア ベイシア 2 2016年12月15日 2017年8月16日

関東 長野県 ウエストプラザ長野
長野市大字南長野末広町
1355-5

ウェストプラザ
長野 未定

グリーンコンタ
クト 2017年2月28日 2017年6月1日

関東 長野県 ショッピングタウン川中島
長野市川中島町今井字薬師
堂1813－１ほか 西友 西友 11 2017年3月27日 2017年11月28日

関東 山梨県 ユニクロ甲府店 甲府市上阿原町５１１番地１
三菱UFJリー
ス ユニクロ 2016年6月27日 2017年2月28日 1,500 3,086

関東 山梨県 南アルプスビッグステージ 南アルプス市在家塚５６５ くろがねや
ケーズホール
ディングス くろがねや

マックスバリュ
東海 ユニクロ 2016年6月30日 2017年3月1日 13,080 15,506

関東 山梨県 イオンモール甲府昭和
昭和町常永土地区画整理地
内１街区

三菱ＵＦＪ信託
銀行 イオンモール

イオンリテー
ル 2016年8月9日 2017年9月1日 28,000 45,600



関東 山梨県 グリーンタウン甲府東 甲府市向町字蛭田123番1外 オンザサミット 大創産業
マツモトキヨシ
甲信越販売 2016年12月20日 2017年8月21日 3,910

関東 山梨県
カインズスーパーセンター都
留店

都留市井倉字美通328番地1
外 カインズ

オートアール
ズ カインズ ベイシア

オートアール
ズ 2017年1月31日 2017年10月1日 7,220

関東 山梨県
オギノ伊勢ショッピングセン
ター 甲府市幸町28番24号外 オギノ オギノ 2017年2月27日 2017年10月28日 4,677

関東 静岡県
フードマーケットマム柿田川
店 駿東郡清水町柿田170-1

タカラ・エム
シー

タカラ・エム
シー 1 2016年4月20日

2016年12月21日
（駐輪場の位置、
荷さばき施設の
位置・面積の変

更）
2016年4月21日
（駐車場出入口
の数・位置の変 2,166

関東 静岡県 西友楽市沼津松長 沼津市松長内林12-３

ヤマハモー
ターパワープ
ロダクツ 西友

ＣＦＳコーポ
レーション 3 2016年5月17日 2017年1月18日 6,085

関東 静岡県 しずてつストア小笠店 菊川市下平川5210-1　外 静岡鉄道 静鉄ストア 2016年9月26日 2017年5月27日 2,347

関東 静岡県 杏林堂薬局鷲津店
湖西市鷲津字小名川1095-1
外

エッチ・ピー・
エス 杏林堂薬局 2016年10月14日 2017年6月15日 1,974 2,251

関東 静岡県 マックスバリュ福田店 磐田市福田413-2外
マックスバリュ
東海

マックスバリュ
東海 2016年10月27日 2016年11月16日 1,396

関東 静岡県 マックスバリュ富士厚原店 富士市厚原872-1 富士急行
マックスバリュ
東海 2016年10月27日 2016年11月16日 3,027

関東 静岡県 エスポット藤枝店 藤枝市内瀬戸1-2 マキヤ マキヤ 2017年1月25日 2017年9月26日 5,203

関東 静岡県 マックスバリュ長泉中土狩店
駿東郡長泉町中土狩字開563
外

マックスバリュ
東海

マックスバリュ
東海 2017年2月2日 2017年2月16日 1,669

関東 静岡県 カインズモール御前崎店
御前崎市佐倉字平場3466-1
外 カインズ カインズ ベイシア 2017年2月14日 2017年10月15日 9,770

関東 静岡県 カインズモール藤枝店 藤枝市内瀬戸字向山15-1外 カインズ 2 カインズ ベイシア 1 2017年2月14日 2017年10月15日 12,780

関東 静岡県
トーヨーアサノ貸店舗（カイン
ズホーム沼津店） 沼津市桃里571-1外 トーヨーアサノ カインズ

オートバックス
セブン 1 2017年2月15日

①2017年10月16
日（駐車場の位

置及び収容台数）
②2017年6月30

日（荷さばきを行
うことができる時

間帯） 13,050

関東 静岡県
浅羽ショッピングタウンパ
ディ 袋井市浅岡350外 遠鉄ストア 遠鉄ストア 玉華堂 1 2017年2月22日 2017年10月23日 4,144

関東 静岡県 しずてつストア島田東店 島田市東町2662外 伸光 静鉄ストア
ウエルシア薬
局 2017年3月2日 2017年3月30日 1,762

関東 静岡県 西友楽市富士今泉 富士市今泉3-153外
大昭和紙工産
業 西友

ウエルシア薬
局 2 2017年3月3日 2017年3月4日 5,552

関東 静岡県 西友楽市沼津松長 沼津市松長内林12-3外

ヤマハモー
ターパワープ
ロダクツ 西友 ビイブリッジ 4 2017年3月3日 2017年3月4日 6,085

関東 さいたま市 ビバモールさいたま新都心
さいたま市浦和区上木崎一丁
目13番1号

三井住友ファ
イナンス＆
リース ＬＩＸＩＬビバ 11 2016年8月30日 2017年5月1日

関東 さいたま市 イオンモール浦和美園
さいたま市緑区大字大門3710
外

イオンリテー
ル

イオンリテー
ル 95 2016年12月8日 2017年3月1日

関東 さいたま市 ＷＡＴＳＵ
さいたま市岩槻区本町3丁目1
番1号　外

岩槻都市振興
株式会社 60 マルエツ 20 2017年2月16日 2017年10月17日

関東 千葉市 ペリエ千葉
千葉市中央区新千葉一丁目１
番１号

千葉ステー
ションビル 未定 2016年9月30日 2017年8月1日 11,465 26,000

関東 千葉市 イオンタウン稲毛長沼
千葉市稲毛区長沼町１４０番
地　外 イオンタウン

マックスバリュ
関東 ＮＥＣ 2 2017年2月14日 2017年10月15日 4,952



関東 千葉市 イオン幕張店
千葉市美浜区中瀬一丁目３番
地　外

イオンリテー
ル

イオンリテー
ル イオンペット 14 2017年2月14日 2017年10月15日 23,275

関東 千葉市 マリンピア
千葉市美浜区高洲三丁目２０
番地２９　他２筆

千葉経済活溌
公社 1

イオンリテー
ル 36 2017年3月29日 2018年11月30日 31,571

関東 千葉市
あすみが丘ブランニューモー
ル

千葉市緑区あすみが丘七丁
目１番

三菱ＵＦＪ信託
銀行 カスミ 9 2017年3月31日 2017年12月1日 20,288

関東 横浜市 エキニア横浜 西区北幸一丁目1番８号
三井住友信託
銀行 有隣堂 3 2016年4月25日 2016年4月26日 2,017

関東 横浜市 プレミアヨコハマ
都筑区中川中央一丁目30番1
ほか 唐戸　正博 2

クリエイトエス
ディー 7 2016年4月25日 2016年4月28日 4,186

関東 横浜市 新横浜プリンスペペ 港北区新横浜三丁目4番
プリンスホテ
ル

西武プロパ
ティーズ 2 2016年4月28日 2016年4月29日 21,507

関東 横浜市 新横浜プリンスペペ 港北区新横浜三丁目4番
プリンスホテ
ル

西武プロパ
ティーズ 2 2016年6月20日 2017年2月21日 21,507

関東 横浜市 ノジマ港南台店 港南区日野8-1147 黒崎弘康 ノジマ 2016年11月4日 2017年7月5日 2,972

関東 横浜市 キーサウス 都筑区茅ヶ崎中央14番12号
横浜都市みら
い メガスポーツ 2 2016年11月22日 2017年7月23日 5,500 7,100

関東 横浜市 TOCみなとみらい 中区桜木町一丁目１番７号 テーオーシー 紀伊國屋書店 67 2016年12月9日 2016年12月15日 17,600

関東 横浜市 オルトモール
神奈川区新子安一丁目２番４
号ほか イイダ 5 相鉄ローゼン

ウェルシア薬
局 2 2017年2月3日 2017年2月20日 2,170

関東 横浜市 アルコット二俣川
旭区二俣川一丁目43番地の
28

相鉄アーバン
クリエイツ 14 長崎屋 25 2017年3月15日 2017年11月16日 12,552

関東 横浜市
イオン横浜新吉田ショッピン
グセンター 港北区新吉田町2,880番地1 日本工営 イオン 2017年3月23日 2017年11月24日 7,810

関東 川崎市
いなげや新ゆりヨネッティー
王禅寺前店

川崎市麻生区東百合丘３丁目
５番５号 いなげや いなげや しまむら 2016年7月28日 2016年8月1日 3,043

関東 川崎市 宮前光ビル 川崎市宮前区土橋1-21-9 光製作所 いなげや 2016年12月27日 2016年3月20日 1,487

関東 川崎市 宮山ビル（Fuji上野川店）
川崎市宮前区野川北耕地１６
の１外 亀ヶ谷修 富士シティオ 4 2017年2月9日 2017年3月15日 5,978

関東 相模原市 コピオ相模原インター 相模原市緑区川尻1447-5　外
スーパーアル
プス

スーパーアル
プス 14 2016年9月29日 2017年5月30日 9,630

関東 相模原市
グルメシティ淵野辺本町（井
上ビル）

中央区淵野辺本町二丁目912
番2 井上　勉 ダイエー 1 2016年9月6日 2016年11月13日 1,460

関東 相模原市 ミウィ橋本 緑区橋本三丁目９番
住友商事株式
会社 16 ロピア 64 2016年12月26日 2014年4月1日 15,484

関東 新潟市 青山ショッピングセンター 新潟市西区青山8丁目5番2号 アオト 清水商事
ココカラファイ
ンヘルスケア 2 2016年6月2日 2016年6月10日 1,884

関東 新潟市

桜木ショッピングセンター
フォーエル新潟桜木店　カワ
チ薬品桜木ショッピングセン
ター店

新潟市中央区女池南1丁目
1448番地　外 清水商事 はるやま商事 カワチ薬品 2016年7月1日 2016年7月28日 2,999

関東 新潟市 清水フードセンター西内野店 新潟市西区五十嵐上崎山69 清水商事 清水商事 ウエルシア 2016年7月12日

①2017年3月13
日（駐輪場の位

置，荷さばき施設
の位置，廃棄物

等の保管施設の
位置）②2016年8

月1日（閉店時
刻，駐車場利用 1,997

関東 新潟市 関屋ショッピングセンター
新潟市中央区関新3丁目1433
番9　外 日生不動産 原信 ヤマダ電機

ココカラファイ
ンヘルスケア 2017年2月10日 2017年2月11日 6,061

関東 静岡市
大丸松坂屋百貨店松坂屋静
岡店 静岡市葵区御幸町10番地の2

大丸松坂屋百
貨店

大丸松坂屋百
貨店 2016年9月2日 2016年9月5日 24,372 27,040

関東 静岡市 イオンタウン蒲原
静岡市清水区蒲原字嘉エ門
堀３２２-１外 イオン 2017年1月23日 2017年2月7日 10,195

関東 静岡市
川口ビル(バロー清水高橋
店)

静岡市清水区高橋五丁目768
番１外 川口ビル バロー 2017年2月14日 2017年3月1日 7,795



関東 静岡市 御幸町・伝馬町共同ビル 静岡市葵区御幸町６番地10外 丸井、法伝寺 丸井 2017年2月21日 2017年3月1日 6,802

関東 静岡市 エディオン清水店
静岡市清水区永楽町861番１
外４筆 エディオン エディオン 2017年3月3日 2017年3月15日 2,916

関東 浜松市 浜松プラザ
浜松市東区上西町1020番地１
ほか

三菱UFJ信託
銀行 2 ゼビオ 赤ちゃん本舗 9 2016年9月9日 2017年5月10日 16,940

中部 愛知県 （仮称）ドン・キホーテ東海店 東海市名和町日向根100 五甲 ドン・キホーテ 2016年5月20日 2016年7月7日 7,904

中部 愛知県 ピアゴ江南店
江南市村久野町瀬頭163番地
ほか26筆 ユニー ユニー チヨダ 7 2016年6月7日

①2016年7月15
日

（店舗面積の変
更）

②2017年2月8日
（駐車場の位置
及び台数、駐輪

場の位置及び台
数、駐車場の出 10,072 16,790

中部 愛知県
ホームセンターバローメガス
トア稲沢平和店

稲沢市平和町上三宅上屋敷１
－１

バローホール
ディングス

ホームセン
ターバロー 2016年7月14日 2017年3月15日 15,356

中部 愛知県 ケーズデンキ豊橋曙店
豊橋市曙町字測点20番地1ほ
か6筆 ギガス ギガス 2016年7月19日 2017年3月20日 4,006

中部 愛知県
ヤマダ電機テックランド春日
井店

春日井市鳥居松町五丁目６２
番地 清水屋 ヤマダ電機 2016年7月29日 2017年3月30日 5,721

中部 愛知県
アピタ小牧店・お宝市番館小
牧店

小牧市堀の内三丁目15番地
ほか9筆 ユニー ユニー 2016年9月16日

①2016年10月18
日（駐輪場の位
置、営業時間及
び駐車場利用可

能時間帯）
②2017年5月17

日（荷捌き施設の
面積、廃棄物保

管施設の位置及
び面積）

中部 愛知県

バロー小牧岩崎店・サンド
ラッグ小牧岩崎店・ホームセ
ンターバロー小牧岩崎店

尾張北部都市計画事業小牧
岩崎山前土地区画整理事業
地内68街区仮1－2ほか3筆

バローホール
ディングス サンドラッグ 2016年10月11日 2017年6月12日 7,853

中部 愛知県 アクロスプラザ扶桑
丹羽郡扶桑町大字高雄下野７
番地ほか５筆

大和情報サー
ビス

マックスバリュ
中部 大創産業 3 2016年11月30日 2017年7月31日 8,134 8,287

中部 愛知県 豊田ショッピングセンター 豊田市広路町1－1ほか９１筆
イオンリテー
ル

イオンリテー
ル 2017年1月12日 2017年9月13日 18,357 19,872

中部 愛知県 中部薬品東郷西店
愛知郡東郷町兵庫二丁目2番
地 名鉄協商 中部薬品 2017年2月17日

2017年3月15日
2017年10月18日

中部 愛知県
ショッピングスクエア　クラス
ポ蒲郡・テックランド蒲郡店

蒲郡市鹿島町浅井新田1－1
ほか16筆

ワイズ都市開
発 ヤマダ電機 ヤマダ電機 8 2017年2月28日 2017年11月1日 12,788

中部 愛知県
カインズホーム美浜店・
フィール美浜店

知多郡美浜町大字古布字屋
敷73－8 カインズ 2 カインズ

フィールコー
ポレーション 3 2017年2月28日 2017年10月29日 7,822

中部 愛知県 愛西プラザ
愛西市柚木町元屋敷曲輪
329-9ほか19筆 ＤＣＭカーマ 2 ＤＣＭカーマ オークワ 1 2017年3月22日 2017年11月23日

中部 愛知県
ホームセンターバローメガス
トア稲沢平和店

稲沢市平和町上三宅上屋敷１
－１

バローホール
ディングス

ホームセン
ターバロー 2017年3月29日 2017年5月5日

中部 岐阜県 ヤナゲン大垣本店 大垣市高屋町一丁目56番地 ヤナゲン ほか４ ヤナゲン 2016年5月18日 2017年1月29日 15,472

中部 岐阜県
イオンタウン輪之内ショッピ
ングセンター

輪之内町四郷新開264番地
外

マックスバリュ
中部 イオンビッグ 大創産業 3 2016年7月7日 2017年3月7日

中部 岐阜県
イオンタウン池田ショッピン
グセンター

揖斐郡池田町八幡字東光田
1972番地1　外

マックスバリュ
中部 イオンビッグ 大創産業 2 2016年7月26日 2017年3月26日

中部 岐阜県
ホームセンターバロー本巣
文殊店

本巣市文殊字天辺1020番地
外

バローホール
ディングス

ホームセン
ターバロー 2016年7月27日 2017年3月28日



中部 岐阜県 スーパー三心北方店

本巣市上真桑字堤合2206番2
外
本巣郡北方町平成一丁目24
番地　外 三心 三心 4 2016年7月28日 2016年10月1日

中部 岐阜県
イオンタウン輪之内ショッピ
ングセンター

輪之内町四郷新開264番地
外

マックスバリュ
中部 イオンビッグ 大創産業 3 2016年9月2日 2016年9月16日 ×

中部 岐阜県
イオンタウン池田ショッピン
グセンター

揖斐郡池田町八幡字東光田
1972番地1　外

マックスバリュ
中部 イオンビッグ 大創産業 2 2016年9月2日 2016年9月16日

中部 岐阜県 イオンモール大垣 大垣市外野二丁目100番地 三井住友信託
イオンリテー
ル 2016年9月13日 2017年5月14日

中部 岐阜県 ザ・ビッグエクストラ山県店
山県市大字高木字戸羽1355
外 イオンビッグ イオンビッグ 2016年9月14日 2017年5月15日

中部 岐阜県
SUPER　CENTER　PLANT-
6

瑞穂市犀川5丁目38番地 外
大垣市墨俣町さい川184　外 PLANT PLANT 2016年10月17日 2016年11月1日

中部 岐阜県
クスリのアオキ岐阜県庁前
店

岐阜市今嶺二丁目５番地１号
外

クスリのアオ
キ

クスリのアオ
キ 2016年12月7日 2017年2月15日

中部 岐阜県 モレラ岐阜
本巣市三橋字糸貫川通1100
番１　外

三井住友信託
銀行 バロー ほか127 2016年12月19日 2017年2月17日 7,714

中部 岐阜県 ＭＥＧＡドン・キホーテ鵜沼店
各務原市鵜沼西町二丁目１６
５番地　保赤 ドン・キホーテ ドン・キホーテ ロワール ほか4 2017年1月31日 2017年3月1日

中部 岐阜県 アピタ各務原店 各務原市鵜沼各務原町8-7-1 日本毛織 ユニー 21 2017年3月31日 2017年4月14日

中部 三重県
スーパーセンタートライアル
津藤方

津市藤方字西大田571番1　ほ
か

トライアルカン
パニー

トライアルカン
パニー 未定 未定 2016年4月7日 2016年12月8日 8,348 42,731

中部 三重県
三井アウトレットパークジャ
ズドリーム長島

桑名市長島町浦安368番地ほ
か 三井不動産 長島観光開発

セブンイレブ
ン・ジャパン 176 2016年12月20日 2017年10月1日 36,179

中部 三重県 マックスバリュ生桑店
四日市市生桑町字桑花154-1
ほか

マックスバリュ
中部

マックスバリュ
中部 ほか３ 2017年1月10日

2017/3/1
2017/9/11 5,459

中部 三重県 プラザ21　Ｂゾーン
志摩市阿児町鵜方4935番地
ほか4筆 エスエスシィ ゲオ 大創産業 　 2017年1月11日

2017/1/12
2017/9/12 1,924

中部 富山県 アピタ富山 富山市上袋100番68 ユニー ほか1 ユニー ほか32 2016年4月14日 2016年6月20日 4,380

中部 富山県
堀川本郷ショッピングセン
ターA街区

富山市堀川本郷15-12
三幸 ほか3 三幸 ほか3 2016年10月14日 2017年6月15日 3,871

中部 富山県 フェアモール富山
富山市上冨居字大百苅239番
地 ユニー ユニー ほか34 2016年10月21日 2016年11月8日 7,475

中部 富山県 ケーズデンキ高岡店
高岡市美幸町店1丁目252番1
ほか18筆 アイエヌエル ケーズデンキ アルビス 2016年10月28日 2017年4月15日 5,401

中部 富山県 御旅屋セリオ 高岡市御旅屋町101番地 オタヤ開発 ほか33 大和 ほか8 2016年12月13日 2016年11月20日

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 2017年1月12日 2017年6月1日

中部 富山県  山室ショッピングセンター
富山市中市字方心田割10番
地1外4筆 OSCAR J.J アルビス ほか10 2017年3月6日 2017年9月7日

中部 富山県  クスリのアオキ　上市店

中新川郡上市町横法音寺2番
1他3筆

クスリのアオ
キ

クスリのアオ
キ 2017年3月31日

①2007年5月10
日（駐車場の出

入口の数及び位
置）

②2015年1月19
日

(荷さばき施設の
位置及び面積・地

用可能時間、廃
棄物保管施設の
位置及び容量、

駐車場利用可能
時間）

③2017年5月10

中部 石川県
（仮称）ドン・キホーテ金沢森
本店

金沢市南森本町二６番地２外
１５筆 ヤマダ電機 ドン・キホーテ 2016年4月1日 2016年5月20日



中部 石川県

ホームセンタームサシ金沢
南店
洋服の青山野々市南店

野々市市新庄6丁目720他20
筆

アークランドサ
カモト

アークランドサ
カモト 青山商事 2016年5月10日 2016年5月11日

中部 石川県 マルエー寺井店 能美市寺井町た80番外16筆 マルエー マルエー フローリス 2016年9月16日 2016年10月15日

中部 石川県 アルビス明倫通り店
野々市市堀内四丁目91番地
外54筆 アルビス アルビス 大和 未定 2016年10月5日 2016年10月18日

中部 石川県
SUPER　CENTER　PLANT-
3川北店

能美郡川北町字朝日63番地
外３筆 PLANT PLANT 2017年1月30日 2017年3月1日

中部 石川県
DCMカーマ21小松店、ケー
ズデンキ小松店

小松市沖周辺土地区画整理
事業施行地内27街区75ほか ＤＣＭカーマ 北越ケーズ ＤＣＭカーマ 北越ケーズ 2017年2月15日

①2017年10月16
日（駐車場の収

容台数）
②2017年3月1日

（開店時刻及び閉
店時刻）

中部 石川県 片町きらら 金沢市片町２丁目２番５号

片町Ａ地区市
街地再開発組
合 ロフト

アーバンリ
サーチ ほか11 2017年3月6日 2017年7月1日

中部 石川県 クスリのアオキ山代店 加賀市山代温泉184-1　他６筆
クスリのアオ
キ

クスリのアオ
キ 2017年3月8日 2017年3月11日

中部 名古屋市
MEGAドン・キホーテ名四丹
後通り店

名古屋市南区丹後通五丁目
25番1 外 滋賀交通 ドン・キホーテ 2016年4月19日 2016年6月6日 5,227

中部 名古屋市
ピアゴ　ラ　フーズコアアラタ
マ店

名古屋市南区駈上一丁目
106番 ユニー ユニー ○ 2016年4月20日 2016年12月21日 9,035 4,000

中部 名古屋市 テックランド名古屋港店
名古屋市港区茶屋新田土地
区画整理地内68街区 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2016年6月30日 2017年3月1日 4,970

中部 名古屋市 NP共同ビル
名古屋市中区栄三丁目2901
番　外 パルコ ビームス 2016年11月22日 2016年11月29日

中部 名古屋市 丸栄本店・栄ビル
名古屋市中区栄三丁目301-1
外47筆 丸栄 1 丸栄 ○ 2016年12月5日 2017年1月2日

中部 名古屋市 名古屋三越栄店・ラシック
名古屋市中区栄三丁目5番1
号

オリエンタル
ビル 14 名古屋三越 ○ 2016年12月27日 2017年1月10日

中部 名古屋市
松坂屋・エンゼルビル・栄ガ
スビル

名古屋市中区栄三丁目1601
番　外24筆

大丸松坂屋百
貨店 10

大丸松坂屋百
貨店 ○ 2017年1月24日 2017年1月31日

中部 名古屋市
ＪＲＦ新守山ショッピングセン
ター

名古屋市守山区新守山2830
番地 日本貨物鉄道 ユニー ○ 2017年1月25日

①2017年9月26
日（駐輪場の位

置及び収容台数）
②2017年2月17

日（開店時刻及び
閉店時刻、駐車

場を利用すること
ができる時間帯、
荷さばきを行うこ
とができる時間

中部 名古屋市
ホームセンターコーナン名古
屋北店

名古屋市北区安井四丁目101
番　外 コーナン商事 コーナン商事 2017年2月10日 3,288 3,800

中部 名古屋市
イオンタウン太閤ショッピン
グセンター

名古屋市中村区太閤一丁目
19番24号

マックスバリュ
中部

マックスバリュ
中部 ○ 2017年3月6日 2017年4月16日



中部 名古屋市 マックスバリュ本郷店
名古屋市名東区本郷二丁目
131番地 岡孝

マックスバリュ
中部 ○ 2017年3月29日

①2017年11月30
日（駐車場の位
置及び収容台

数、駐車場の自
動車の出入口の

数及び位置）
②2017年4月30

日（開店時刻及び
閉店時刻、荷さば
きを行うことがで

きる時間帯）

近畿 福井県
ＳＵＰＥＲ ＣＥＮＴＥＲ ＰＬＡＮ
Ｔ－２ 上中店

三方上中郡若狭町脇袋11 号
下黒切12 番地1 外18 筆
三方上中郡若狭町上吉田5 号
白川作26 番地1 外6 筆 ＰＬＡＮＴ PLANT 2016年6月30日 2016年10月7日

近畿 福井県 ホームプラザナフコおおい店 大飯郡おおい町成海字1号 ナフコ ゲンキー ナフコ ゲンキー 2016年12月13日 2017年8月14日

近畿 福井県 ハニーBigBellyMarket春江
坂井市春江町江留下高道
113-3 ながすぎ ながすぎ ビッグエル 2017年1月20日 2017年1月21日

近畿 滋賀県 カインズモール彦根
彦根市馬場二丁目字松原馬
場104番地ほか カインズ カインズ ベイシア

マナベインテ
リアハーツ 2016年10月5日 2017年6月6日

近畿 滋賀県 カインズモール甲賀店
甲賀市水口町泉字下川原
1405番地ほか カインズ カインズ ベイシア 2016年10月5日 2017年6月6日 17,424

近畿 滋賀県 （仮称）ドン・キホーテ豊郷店
犬上郡豊郷町大字高野瀬字
八ノ坪701-1ほか ヤマダ電機 ドン・キホーテ 2017年2月17日 2017年3月17日

近畿 滋賀県 （仮称）ザ・ビッグ豊郷店
犬上郡豊郷町大字高野瀬字
下池田197番地1 戸田年夫 イオンビッグ 2017年2月28日 2017年3月10日

近畿 滋賀県 アヤハディオ大津店
大津市におの浜一丁目１番３
号 綾羽 アヤハディオ 2017年3月29日 2017年3月30日

近畿 京都府
ホームセンターコーナンＪＲ
宇治駅北店 宇治市宇治樋ノ尻７６番外 コーナン商事 コーナン商事 平和堂

上新電機、セ
リア、ユタカ
ファーマシー 2016年5月24日 2017年1月25日 13,892

近畿 京都府
ホームセンターコーナン久御
山南店

久世郡久御山町佐山籾池23
他5筆 コーナン商事 コーナン商事 2016年8月31日 2017年5月1日 5,539

近畿 京都府 万代宇治槇島店 宇治市槇島町落合142-1 巨椋 万代 2016年12月27日 2017年3月10日 2,229
近畿 大阪府 ハーベスはびきの店 羽曳野市軽里一丁目１０番５ 近商ストア 近商ストア 2 2016年4月19日 2016年5月28日 1,500 ×

近畿 大阪府 関西スーパー豊中南店
豊中市大黒町一丁目40番3
他

関西スーパー
マーケット

関西スーパー
マーケット マイルド 2 2016年4月28日 2016年12月29日 1,831 10,686

近畿 大阪府

ホームセンターコーナン八尾
楠根店・コーナンＰＲＯ八尾
楠根店

八尾市楠根町三丁目50番２
他 コーナン商事 シモムラ商産 コーナン商事 2016年5月25日 2017年1月26日 5,857

近畿 大阪府 エディオン高槻店 高槻市緑町152番２ほか エディオン エディオン 2016年6月22日 2017年3月23日 4,347

近畿 大阪府 アクロスプラザ東岸和田
岸和田市土生町四丁目4406
番　他

芙蓉総合リー
ス タチバナ

スーパーサン
エー ウェルシア 3 2016年6月24日 2016年7月15日 2,233 13,108

近畿 大阪府
ホームセンターコーナン外環
新石切店 東大阪市弥生町1319番１ほか 酒本商事 コーナン商事 コーナン商事

ライフコーポ
レーション 2 2016年7月29日 2017年3月30日 8,462

近畿 大阪府 オークタウン貝塚 貝塚市小瀬75-2　他 サムティ オークワ 平田家具 11 2016年11月22日 2017年7月23日 14,900

近畿 大阪府 ダイエー桜井駅前店
箕面市桜井二丁目４４４１番地
他 エイシー企画 ダイエー 大創産業 2016年12月1日 2017年1月20日 1,480

近畿 大阪府 ビバモール和泉中央 和泉市唐国町三丁目738番2
東京センチュ
リー LIXILビバ 11 2016年12月2日 2017年8月3日 24,294

近畿 大阪府 フレスポ泉大津
泉大津市池浦町一丁目１７６
番１ほか

トーア紡コー
ポレーション カナート しまむら 1 2016年12月21日 2016年12月25日 3,623

近畿 大阪府 山陽マルナカ泉大津店 泉大津市我孫子120番1 山陽マルナカ 山陽マルナカ 2016年12月28日 2016年12月29日 3,000

近畿 大阪府
デイリーカナートイズミヤ玉
手店 柏原市玉手町197番１

コウダイイン
ターナショナ
ル イズミヤ 2017年2月8日 2017年10月9日 2,149



近畿 大阪府
京阪枚方ステーションモール
Ｃブロック 枚方市岡東町173番地の1

京阪ホール
ディングス 京阪ザ・ストア 2017年3月31日 2017年12月1日 1,113

近畿 大阪府 （仮称）トライアル寝屋川店 寝屋川市大成町330ほか ヤマダ電機
トライアルカン
パニー 2017年3月30日 2017年5月17日 4,978

近畿 兵庫県 三原ショッピングプラザ 南あわじ市市円行寺150
市小売商業協
同組合 2 マルナカ 24 2016年4月6日 2016年10月18日 9,377

近畿 兵庫県 ハローズ東姫路店 姫路市阿保甲７-33ほか ハローズ ハローズ 2016年4月21日 2016年4月22日 2,003

近畿 兵庫県
コストコホールセール尼崎倉
庫店 尼崎市次屋三丁目13番

コストコホール
セールジャパ
ン

コストコホール
セールジャパ
ン 2016年6月9日 2017年2月10日 9,762

近畿 兵庫県 関西スーパー中央店 伊丹市中央五丁目３番38号
関西スーパー
マーケット

関西スーパー
マーケット 2016年7月12日 2015年7月13日 3,279

近畿 兵庫県 サンモール高砂 高砂町栄町373ほか 菱紙 1 ナガタ薬品 16 2016年8月4日 2016年9月1日 13,645
近畿 兵庫県 ダイエー川西店 川西市多田桜木1-1-1 ダイエー ダイエー 4 2016年8月17日 2017年4月18日 11,503

近畿 兵庫県 イオン西宮店 西宮市林田町51-１
三井住友信託
銀行

イオンリテー
ルストア 5 2016年8月19日 2017年4月20日 12,569

近畿 兵庫県 ロイヤルホームセンター塚口
尼崎市塚口町四丁目１番１ほ
か

デザインアー
ク

ロイヤルホー
ムセンタ― 2016年8月25日

①2016年9月5日
（開店時刻、駐車

場利用時間）
②2006年8月1日
（駐車台数の減、
駐輪場の位置、

廃棄物保管施設
の位置）

③2011年4月1日
（駐車場出口の

位置と数） 3,763

近畿 兵庫県 イオン三田ウッディタウン店 三田市けやき台一丁目８番

北摂コミュニ
ティ開発セン
ター

イオンリテー
ル 23 2016年9月13日 2017年5月15日 25,298

近畿 兵庫県 山陽マルナカ太子店
揖保郡太子町東出字藤社239
番１ほか 山陽マルナカ 山陽マルナカ 1 2016年10月21日 2016年10月22日 3,000

近畿 兵庫県 モールラフィーネ 三田市富士ヶ丘二丁目７番

北摂コミュニ
ティ開発セン
ター

生活協同組合
コープこうべ 2 2016年10月26日 2016年11月15日 1,950

近畿 兵庫県 イオンモール伊丹昆陽 伊丹市池尻四丁目１番１ほか
イオンリテー
ル

イオンリテー
ル 84 2016年12月22日 2017年8月23日 38,000

近畿 兵庫県 マックスバリュ石守店 加古川市神野町石守467-1 神鋼不動産
マックスバリュ
西日本 2017年1月30日 2017年10月1日 2,904

近畿 兵庫県 マックスバリュ稲美店
加古郡稲美町六分一字百丁
歩1362番地50ほか キング醸造

マックスバリュ
西日本 1 2017年1月30日 2017年10月1日 2,158

近畿 兵庫県 日高ショッピングタウン 豊岡市日高町土井字野田367
マックスバリュ
西日本

マックスバリュ
西日本 2017年1月31日 2017年10月1日 4,124

近畿 兵庫県 マックスバリュ揖保川店
たつの市揖保川町正條字柿ヶ
坪36番１

マックスバリュ
西日本

マックスバリュ
西日本 2017年1月31日 2017年10月1日 1,542

近畿 兵庫県 マックスバリュ網干店 姫路市網干区北新在家251
マックスバリュ
西日本

マックスバリュ
西日本 2017年1月31日 2017年2月1日 1,365

近畿 兵庫県 マックスバリュ豊富店
姫路市豊富町御蔭字四辻
1291-2

マックスバリュ
西日本 1

マックスバリュ
西日本 1 2017年1月31日 2017年10月1日 1,491

近畿 兵庫県
イオン西脇寺内ショッピング
センター 西脇市寺内字天神ノ芝515番6

マックスバリュ
西日本 2

マックスバリュ
西日本 1 2017年1月31日 2017年10月1日 5,565

近畿 兵庫県 マックスバリュ加西南店
加西市西笠原町字六蔵67番
ほか 百萬石酒造

マックスバリュ
西日本 1 2017年1月31日 2017年2月1日 1,299

近畿 兵庫県 マックスバリュ別所店
三木市別所町高木字山ノ下
638番地

マックスバリュ
西日本

マックスバリュ
西日本 2017年1月31日 2017年2月1日 1,500



近畿 兵庫県 塚口さんさんタウン
尼崎市南塚口町二丁目
860,861番 尼崎都市開発 6 ダイエー 3 2017年3月2日

①2017年9月1日
（廃棄物保管施

設の位置と容量）
②2017年11月3

日 28,810 10,838

近畿 兵庫県 阪急西宮ガーデンズ 西宮市高松町100番ほか 阪急電鉄
阪急阪神百貨
店 139 2017年3月10日 2018年6月1日 71,030

近畿 兵庫県 マックスバリュ王子店 小野市王子町593ほか
マックスバリュ
西日本

マックスバリュ
西日本 2017年3月17日 2017年3月18日 2,134

近畿 兵庫県 コープ甲陽園 西宮市新甲陽町4-5
生活協同組合
コープこうべ

生活協同組合
コープこうべ 2017年3月30日 2017年3月31日 2,373

近畿 奈良県 ASMO(アスモ)大和郡山 大和郡山市南郡山町529番地 日本アシスト 松源 大創産業 6 2016年4月4日

①2005年5月23
日(駐輪場台数)

②2010年10月15
日(駐車場台数) 8,024

近畿 奈良県
イオンタウン富雄南＜北敷
地＞ 奈良市石木町95番地ほか イオンタウン 山陽マルナカ しまむら 6 2016年5月11日 2017年1月12日 6,189

近畿 奈良県
イオンタウン富雄南＜南敷
地＞ 奈良市石木町355番地ほか イオンタウン 上新電機

スポーツ館ミ
ツハシ 5 2016年5月11日 2017年1月12日 6,000

近畿 奈良県 東生駒複合商業施設
生駒市東生駒2丁目207番9ほ
か Ｋカンパニー 2

関西ケーズデ
ンキ 光洋 1 2016年5月31日 2016年6月2日 6,170

近畿 奈良県 万代生駒店 生駒市谷田町861番地1ほか

三井住友ファ
イナンス＆
リース 万代

ココカラファイ
ンヘルスケア 2017年1月5日 2017年2月7日 4,050

近畿 奈良県 オークタウン大和高田 大和高田市幸町3番18号 日本エスコン
ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ
ﾝ 大創産業 33 2017年3月14日 2017年4月1日 20,320

近畿 和歌山県
オー・ストリート紀の川井阪
店 紀の川市下井阪597番地 オークワ オークワ DCMダイキ 3 2016年7月11日 2016年3月12日 8,464

近畿 和歌山県
ヤマダ電機テックランド和歌
山店

和歌山県和歌山市三葛字北
向浜337番地1外4筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2016年8月18日 2016年8月19日 2,615

近畿 和歌山県
スーパーエバグリーンプラス
和歌山北インター店 和歌山市直川274番1　他

エバグリーン
廣甚

エバグリーン
廣甚 2016年12月1日 2017年1月16日 2,736

近畿 和歌山県 GEO和歌山国体道路店 和歌山市新庄町302-2　他4筆
関西ケーズデ
ンキ ゲオ 2016年12月26日 2017年1月28日 2,604

近畿 和歌山県 パワー和歌山インター店
和歌山市小豆島字院田53番
地1　外 コメリ コメリ 2016年12月26日 2017年2月20日 12,713

近畿 和歌山県 コメリホームセンター那賀店 紀の川市名手市場434 コメリ コメリ オークワ 2017年3月27日 2017年7月1日 7,101

近畿 和歌山県 松源和歌山インター店 和歌山市田屋138番地 松源 松源
ココカラファイ
ン 2 2017年3月30日 2017年4月1日 2,602

近畿 京都市 エディオン洛西店
京都市西京区樫原芋峠１９－
１他 エディオン エディオン ドン・キホーテ 大創産業 2016年4月28日 2016年12月29日 4,690

近畿 京都市 アバンティ
京都市南区東九条西山王町３
１

京都シティ開
発 イズミヤ　他1 イズミヤ

セブン＆アイ
フードシステ
ム 2 2016年4月28日 2016年6月1日 14,682

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

平成ビルディ
ング ヒューリック 未定 2016年5月31日 2016年6月1日 2,128

近畿 京都市 アフレ西院
京都市右京区西院東淳和院
町１－１

みずほ信託銀
行 あおい書店 4 2016年6月30日 2017年3月1日 1,669

近畿 京都市 イオンモールKYOTO
京都市南区西九条北ノ内町１
２番 他

みずほ信託銀
行 光洋 ゼビオ 95 2016年8月31日 2016年9月16日 45,200

近畿 京都市 桂東阪急ビル
京都市西京区川島北裏町81
－2他 阪急電鉄

ブックファース
ト ハートフレンド 9 2016年10月31日 2017年7月1日 2,733 78,793

近畿 京都市
大丸松坂屋百貨店大丸京都
店

京都市下京区四条通高倉西
入立売西町７９番地

大丸松坂屋百
貨店

大丸松坂屋百
貨店 2016年11月30日 2016年12月27日 46,500

近畿 京都市 髙島屋京都店
京都市下京区四条河原町西
入真町５２番地 髙島屋 阪急不動産 髙島屋 2017年1月31日 2017年2月1日 47,783



近畿 大阪市
大丸大阪心斎橋店（本館・北
館）

大阪市中央区心斎橋筋１丁目
７番１号

大丸松坂屋百
貨店

大丸松坂屋百
貨店 2016年9月20日 2019年8月31日 38,793 7,800

近畿 大阪市 大丸大阪心斎橋店（南館）
大阪市中央区心斎橋筋１丁目
６番27号

心斎橋共同セ
ンタービル
ディング

大丸松坂屋百
貨店 2016年9月20日 2019年8月31日 35,042

近畿 大阪市 ABC-MART梅田ビル 大阪市北区茶屋町１番27号
三井住友信託
銀行

エービーシー・
マート 2 2016年10月27日 2016年11月1日 6,000

近畿 大阪市 京阪モール
大阪市都島区東野田町２丁目
１番38号

京阪ホール
ディングス 京阪百貨店 92 2017年1月17日

①2012年11月1日
②2017年3月17日 15,077

近畿 大阪市 近鉄百貨店　上本町店
大阪市天王寺区上本町６丁目
１番55号 近鉄百貨店 近鉄百貨店 2017年2月28日 2017年4月1日 29,800

近畿 大阪市 ＫＯＨＹＯ難波湊町店
大阪市浪速区湊町２丁目５番
５ 光洋 光洋 2017年3月1日 2017年3月13日 2,349

近畿 大阪市 関西スーパー今福店
大阪市城東区今福東２丁目３
番

関西スーパー
マーケット

関西スーパー
マーケット 2017年3月3日 2019年3月14日 1,535

近畿 大阪市 出光ナガホリビル
大阪市中央区南船場３丁目６
番 出光興産

青山
レジデンス 久保商事 2017年3月3日

①2017年11月3
日（駐車場収容

台数の変更）
②2012年4月（開

閉店時刻の変 1,219

近畿 大阪市
ユニバーサル・スタジオ・ジャ
パン

大阪市此花区桜島２丁目１番
33号

ユー・エス・
ジェイ

ユー・エス・
ジェイ 2017年3月10日 2017年4月1日 6,864

近畿 大阪市 京阪シティモール
大阪市中央区天満橋京町１番
１号

京阪ホール
ディングス 京阪ザ・ストア 2017年3月28日 2017年4月1日 29,404

近畿 神戸市
カインズホーム神戸深江浜
店

神戸市東灘区深江浜町59番
地５ カインズ カインズ 2016年8月8日 2016年11月1日 8,420

近畿 神戸市 IKEA神戸
神戸市中央区港島中町８丁目
７－１、７－８

イケア・ジャパ
ン

イケア・ジャパ
ン 2016年11月15日 2017年7月16日 23,900

近畿 神戸市
マックスバリュ北神星和台店 神戸市北区有野町有野4420

番地の164
マックスバリュ
西日本

マックスバリュ
西日本 2017年1月31日 2017年2月1日 1,856 27

近畿 神戸市
マックスバリュ大池店 神戸市北区山田町上谷上字

古々山31-1外
マックスバリュ
西日本

ウエルシア薬
局

マックスバリュ
西日本 ウエルシア 2 2017年1月31日 2017年2月1日 4,258 728

近畿 神戸市
イオン鹿の子台ショッピングセンター 神戸市北区鹿の子台北町8丁

目3番
マックスバリュ
西日本 ナフコ

マックスバリュ
西日本 ナフコ 2017年1月31日 2017年2月1日 10,751 446

近畿 堺市
深井ショッピングセンター
(グルメシティ深井駅前店)

堺市中区深井清水町3997番
地他

カズ・インター
ナショナル ダイエー 2016年8月26日

①2008年7月10
日

(駐輪場位置変
更)

②2016年9月21
日 2,500

近畿 堺市
延田エンタープライズ北野田
ビル 堺市東区北野田１５番地１ NOB　JAPAN

ライフコーポ
レーション 5 2016年12月2日 2016年6月1日 4,814

中国 鳥取県 Ｓ－ｍａｒｔ吉成店 鳥取市吉成779－１ エスマート エスマート 2016年12月26日 2017年1月31日

中国 島根県
キヌヤ益田ショッピングセン
ター 益田市常盤町４－３８外 キヌヤ キヌヤ ○ 2016年9月13日 2017年5月14日

中国 島根県 ゆめタウン江津 江津市嘉久志町２３０６－３０
江津グリーン
モール みなみやま 江津商業開発 ○ 2017年3月29日

①2017/11/30
（廃棄物保管施
設の位置の変

更）
②2017/3/30

（施設の運営に関

中国 岡山県 サンパーク新見
新見市正田字橋ノ本433-6ほ
か サンディ ジュンテンドー 2016年4月15日 2016年4月16日



中国 岡山県 エブリイ西阿知店
倉敷市西阿知町字三ツ畔１０
２６番１外

昭和リース
インデップ エブリイ ○ 2016年5月20日

①2016年6月12
日（駐車場出入
口の数・位置の

変更）
②2017年1月21

日（施設の配置に

中国 岡山県
コメリホームセンター津山店
Ａ棟

津山市平福字六反田15番１ほ
か コメリ コメリ 2016年6月29日 2017年3月1日

中国 岡山県
コメリホームセンター津山店
Ｂ棟

津山市平福字三反田78番1ほ
か コメリ コメリ 2016年6月29日 2017年3月1日

中国 岡山県 ゆめタウン邑久
瀬戸内市邑久町尾張字東樋
口268番地外 イズミ イズミ 2016年6月30日 2016年8月20日

中国 岡山県 ハローズ田ノ上店 倉敷市田ノ上１０１４番ほか ハローズ
西日本セイム
ス 2016年6月20日 2016年6月21日

中国 岡山県 山陽マルナカ新倉敷店 倉敷市玉島爪崎９８１－１ほか 山陽マルナカ 2016年8月5日 2016年8月6日

中国 岡山県 新鮮市場きむら玉島店
倉敷市玉島一丁目１４９４番１
ほか きむら きむら 2016年9月7日 2016年9月8日

中国 岡山県 ザグザグ天城店
倉敷市藤戸町天城６６６番１ほ
か ザグザグ ザグザグ 2016年9月23日 2017年5月24日

中国 岡山県 ザ・ビック笠岡店
笠岡市入江字将棊角５６番地
２ほか

マックスバリュ
西日本、宮脇
書店

マックスバリュ
西日本、宮脇
書店 2016年9月26日 2017年5月27日

中国 岡山県 マックスバリュ備前店 備前市西片上字北１２７８－３
ＤＯＷＡホー
ルディングス

マックスバリュ
西日本 2017年1月31日 2017年2月1日

中国 岡山県 ゆめタウン倉敷 倉敷市笹沖１２７４－１番地 イズミ 藤徳物産 イズミ 2017年3月13日 2017年3月16日

中国 岡山県
イオンタウン水島ショッピン
グセンター 倉敷市水島高砂町８７番

マックスバリュ
西日本

マックスバリュ
西日本 2017年3月16日 2017年3月17日

中国 広島県
ホームセンタージュンテン
ドー八本松店

東広島市八本松東6丁目
2453-1外

生活協同組合
ひろしま ジュンテンドー 2016年4月28日 2016年4月29日

中国 広島県 ハローズ南駅家店
福山市駅家町大字万能倉１１
１５番地４　外 ハローズ 　 ハローズ

フクちゃんフー
ズ 2016年5月23日 2017年1月24日

中国 広島県 三原宮浦複合施設 三原市宮浦6丁目1番16　外 フレスタ

ドラッグ＆
ファーマシー
西日本 ハートピア 2016年5月2日 2016年5月18日

中国 広島県 ハピアス駅家
福山市駅家町大字上山守450
番地5　外

エブリイホーミ
イホールディ
ングス エブリイ 2016年6月6日 2016年6月21日

中国 広島県 ゆめタウン吉田
広島県安芸高田市吉田町吉
田594番地1外 イズミ イズミ 2016年12月14日 2017年8月15日

中国 広島県 ゆめタウン竹原 竹原市竹原町１５４８－１９外 タケモト イズミ 2017年2月1日 2017年10月2日

中国 広島県 マックスバリュ広東店
呉市広白石２丁目１１３０８－１
ほか

マックスバリュ
西日本 マックスバリュ 2017年2月7日 2017年3月1日

中国 広島県 イオンモール広島府中
安芸郡府中町大須２丁目121
番1外

キリンホール
ディングス
イオンモール イオン 2017年2月21日 2017年2月21日

中国 山口県 イオンタウン平生 熊毛郡平生町大字平生町588-
三井ファイナ
ンス＆リース 平生町

マックスバリュ
西日本 ○ 2016年4月14日 2016年5月1日

中国 山口県 浅江ショッピングセンター 光市浅江四丁目4030
マックスバリュ
西日本 ジュンテンドー

マックスバリュ
西日本 ジュンテンドー ○ 2016年4月14日 2016年5月1日

中国 山口県 新下関パワーセンター 下関市大字石原277 イオン九州 チヨダ イオン九州 2016年4月14日 2016年4月21日 4,278

中国 山口県 ホームプラザナフコ牟礼店
防府市沖今宿一丁目21番22
号 ナフコ ナフコ 2016年4月26日 2016年12月28日 3,000



中国 山口県
ハイパーモールメルクス柳
井 柳井市駅南1-11

ミスターマック
ス

ミスターマック
ス ○ 2016年4月28日

①2016年5月30
日（駐輪場の位

置）
②2016年4月29

日（開店時刻、駐
車場利用可能時
間帯、荷さばき可

中国 山口県
ホームプラザナフコ小野田
店新館

山陽小野田市日ノ出二丁目10
番10号 サンデン交通

ホームプラザ
ナフコ 2016年5月26日 2017年2月20日

中国 山口県 マックスバリュ徳山東店 周南市久米３０９５－４
マックスバリュ
西日本

マックスバリュ
西日本 ○ 2016年6月9日 2016年6月15日

中国 山口県
スーパーセンタートライアル
宇部中央店 宇部市中央町三丁目1960-3 日本貨物鉄道

トライアルカン
パニー 2016年6月28日 2016年7月13日

中国 山口県 イオンタウン小郡 山口市小郡前田町2-1 イオンタウン
マックスバリュ
西日本 岩崎宏健堂 ○ 2016年6月30日 2016年7月10日

中国 山口県
（仮称）ドラッグコスモス長門
市駅店 長門市東深川949-1 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年7月28日 2016年9月3日

中国 山口県
ハイパーモールメルクス宇
部 宇部市大字東岐波1413-1

ミスターマック
ス

マックスバリュ
西日本

ミスターマック
ス

マックスバリュ
西日本 ○ 2016年10月7日 2016年10月10日

中国 山口県
(仮称)イオンタウン周南久米
C区画

周南市周南都市計画事業久
米中央区画整理事業地内３７
街区１号 イオンタウン マックスバリュ ○ 2016年10月25日 2016年11月25日

中国 山口県
ハイパーモールメルクス宇
部 宇部市大字東岐波1413-1

ミスターマック
ス

マックスバリュ
西日本

ミスターマック
ス

マックスバリュ
西日本 ○ 2017年2月17日 2017年3月1日

中国 山口県 ゆめタウン南岩国
岩国市南岩国町一丁目２０番
３０号

イズミ
ジュンテンドー

イズミ
ジュンテンドー 2017年3月10日 2017年11月11日

中国 山口県 ザ・ビッグ岩国店 岩国市三笠町三丁目2番2号
マックスバリュ
西日本

マックスバリュ
西日本 2017年3月13日 2017年11月14日 1,584 1,794

中国 広島市 Ｊゾーン大町
広島市安佐南区大町東三丁
目1329番ほか

フォーライフ
コーポレー
ション

リックコーポ
レーション 松屋 〇 2016年6月1日 2016年6月3日

中国 広島市 ゆめタウンみゆき
広島市南区宇品西六丁目
1369番 イズミ イズミ 〇 2016年6月17日 2016年6月30日

中国 広島市 ゆめタウン祇園
広島市安佐南区西原五丁目
464番地1ほか イズミ イズミ ○ 2016年10月31日 2016年11月7日

中国 広島市 安佐北ショッピングセンター
広島市安佐北区亀山九丁目
213番1ほか

マックスバリュ
西日本 ナフコ

マックスバリュ
西日本 ナフコ 2016年11月28日 2016年11月29日

中国 広島市 マックスバリュ高陽店
広島市安佐北区口田四丁目6
番32号

マックスバリュ
西日本

マックスバリュ
西日本 ○ 2016年11月28日 2016年11月29日

中国 岡山市 ジョイフルタウン岡山
岡山市北区下石井二丁目１０
番１０２　他

三井住友信託
銀行 イトーヨーカ堂 ○ 2016年6月3日

①2017年2月4日
（駐車場の収容

台数）
②2016年6月4日
（駐車場の自動

車の出入口の数
及び位置）

中国 岡山市 山陽マルナカ高屋店
岡山市中区高屋字庄田字３６
番地１　ほか 山陽マルナカ 山陽マルナカ ○ 2016年11月25日 2016年11月28日

中国 岡山市 ザ・ビッグ岡山一宮店
岡山市北区楢津字横関５７４
番１　ほか

東洋プロパ
ティ

マックスバリュ
西日本

リックコーポ
レーション 2016年12月15日

①2017年8月16
日（駐車場の収

容台数）
②2016年12月16
日（駐車場の自

動車の出入口の
数及び位置）



中国 岡山市 イズミヤ津高店
岡山市北区横井上８３番３号
他

エイチ・ツー・
オー　アセット
マネジメント イズミヤ 2017年2月20日 2017年2月28日

四国 香川県 ゆめタウン三豊
三豊市豊中町本山甲字六の
坪22番地外5筆 イズミ DCMダイキ イズミ DCMダイキ 2016年5月17日 2017年1月17日

四国 香川県 ケーズデンキ高瀬店
三豊市高瀬町下勝間1640番
地外10筆 ビッグ・エス ビッグ・エス 2016年6月20日 2017年2月21日

四国 香川県 イオンタウン宇多津
香川県綾歌郡宇多津町浜二
番丁16番 イオンタウン マルナカ ビッグ・エス 2016年7月12日 2017年3月13日

四国 香川県
ヤマダ電機テックランド高松
鶴市店

高松市鶴市町724番地1外13
筆 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2016年7月14日 2017年3月15日

四国 香川県 マルナカ木太店
高松市木太町2区1682番地1
外5筆 マルナカ マルナカ 2016年8月2日 2016年8月7日

四国 香川県 マルナカ豊浜店
観音寺市豊浜町大字姫浜
1158番地　外 マルナカ マルナカ 2016年8月9日 2016年8月10日

四国 香川県 小豆島ショッピングセンター
香川県小豆郡土庄町渕崎
1447番1ほか DCMダイキ

マルヨシセン
ター
レディ薬局
アイル・パート
ナーズ
三城 DCMダイキ

マルヨシセン
ター

レディ薬局
アイル・パート
ナーズ
エム・デー・ケ
イ 2016年9月8日 2016年9月9日

四国 愛媛県 イオン今治店 今治市馬越町四丁目8番1号
イオンリテー
ル

イオンリテー
ル 2016年7月27日 2017年3月28日

四国 愛媛県 ハローズ中寺店
今治市中寺字宮ノ下965番1
外20筆 ハローズ ハローズ

ワッツオース
リー中四国 ○ 2016年8月4日 2015年10月30日

四国 愛媛県 今治くすのきガーデン 今治市旭町三丁目2番4　外
芙蓉総合リー
ス

ファーストリテ
イリング レデイ薬局 2016年9月14日 2016年9月15日

四国 愛媛県 伊予鉄ターミナルビル 松山市湊町5丁目1番地1 伊予鉄道 伊予鉄髙島屋 伊予鉄髙島屋 伊予鉄不動産 〇 2016年11月2日 2017年1月2日

四国 愛媛県 フジ和気店
松山市和気町一丁目637番地
1 フジ フジ レデイ薬局 〇 2016年12月13日

駐輪場位置：
2017年1月31日
荷さばき施設位

置：2017年8月14
日

開店時刻等：
2016年12月14日

四国 愛媛県 エミフルＭＡＳＡＫＩ-Ｂ
伊予郡松前町東古泉東浦676
番地1　外

三井住友信託
銀行 エディオン ＤＣＭダイキ ○ 2017年2月20日 2017年2月21日

四国 愛媛県 フレッシュバリュー伊予店 四国中央市上分町442-1 ママイ ママイ 堤製パン 〇 2017年2月22日

駐車場収容台
数：2017年7月31

日
出入口の数及び
位置：2011年1月

四国 愛媛県 イオン今治店 今治市馬越町四丁目8番1号
イオンリテー
ル

イオンリテー
ル 靴のヤザマ 〇 2017年2月22日 2017年3月20日

四国 高知県 サニータウン四万十
四万十市古津賀字岸の下
1642番地 サニーマート

フタガミ、日産
サティオ高知 サニーマート フタガミ 他9店舗 2016年6月24日 2016年6月24日

四国 高知県 TSUTAYA中万々店 高知市中万々８０９番地 サニーマート ウイル 2016年8月2日 2016年8月5日
四国 高知県 （仮称）ニトリ土佐道路店 高知市朝倉字榊185-1　ほか ニトリ ニトリ 2016年10月21日 2016年10月28日

四国 高知県
コーナンホームストック須崎
店 須崎市桐間西26番地　ほか コーナン商事 コーナン商事 2017年3月3日

駐車場収容台数
及び位置・駐輪台

数及び位置、出
入口の数及び位

置：
2017年11月4日

その他変更事項：
2018年2月4日 2,260 3,187



四国 高知県 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 2017年3月6日 2017年3月18日

九州 福岡県 イオン下大利
大野城市下大利一丁目216－
1　外 イオンストア イオンストア ○ 2016年4月8日 2016年12月9日

九州 福岡県 イオン二日市店
筑紫野市二日市北二丁目2番
1号

イオンストア
九州

イオンストア
九州 ○ 2016年5月9日 2017年1月10日 2,130

九州 福岡県
TSUTAYA BOOK GARAGE
福岡志免

糟屋郡志免町田富一丁目1番
1号

大和ハウス工
業

九州
TSUTAYA 2016年5月23日 2017年1月24日 1,748

九州 福岡県 ゆめタウン久留米
久留米市新合川一丁目39番
地　外 イズミ イズミ 2016年6月10日 2016年6月25日 35,083

九州 福岡県 ゆめタウン筑紫野 筑紫野市針摺30番21　外 イズミ イズミ 2016年7月21日 2017年3月21日 22,573
九州 福岡県 イオンモール大牟田 大牟田市岬町3番4　外 イオンモール ○ イオン九州 ○ 2016年8月22日 2017年4月23日

九州 福岡県
ドラッグストアモリ福間店・日
蒔野複合店舗 福津市日蒔野五丁目4-9　外

ドラッグストア
モリ ○

ドラッグストア
モリ ○ 2016年8月26日 2017年4月27日

九州 福岡県 ゆめタウン行橋 行橋市西宮三丁目125番1　外 イズミ イズミ ○ 2016年8月31日 2017年5月1日

九州 福岡県 ゆめタウン大川
大川市大字上巻宇野口430-1
外 イズミ イズミ ○ 2016年11月11日 2017年7月12日

九州 福岡県 ゆめタウン南行橋 行橋市北泉三丁目3番3号 ユアーズ イズミ ○ 2016年11月30日 2016年12月15日

九州 福岡県
ハイパーモールメルクス新
宮 糟屋郡新宮町大字上府８９８

ミスターマック
ス 未定 〇 2016年12月14日 2017年8月15日

九州 福岡県
あんくるふじや・あんくる夢市
場甘木店

朝倉市大字甘木字白鳥２８３
－４　外９筆

あんくるふじ
や

あんくるふじ
や ○ 2016年12月22日 2016年12月31日 2,130

九州 福岡県
春日フォレストシティーファッ
ションモール 春日市大字下白水205-１　外 しまむら しまむら 2017年2月27日 2016年10月28日 2,440 3,411

九州 福岡県 ゆめモール柳川
柳川市柳川駅東部土地区画
整理事業区域内37街区4画地 イズミ ○ イズミ ○ 2017年3月14日 2017年11月15日

九州 福岡県 福岡プラザ
糟屋郡久山町大字久原3256、
3242他

ALEXANDER
&SUN

ALEXANDER
&SUN 2017年3月17日 2017年3月18日

九州 福岡県 ゆめモール筑後 筑後市前津字松葉２番１　外 イズミ ○ イズミ ○ 2017年3月29日 2017年11月30日
九州 佐賀県 アスタラビスタ吉野ヶ里店 神埼郡吉野ヶ里町三津５６６ アスタラビスタ アスタラビスタ 2016年4月4日 2016年12月5日 1,748 58,016
九州 佐賀県 ゆめタウン佐賀 佐賀市兵庫北五丁目14番1号 イズミ イズミ 2016年5月9日 2016年11月10日 49,251

九州 佐賀県 モラージュ佐賀
佐賀市巨勢町大字牛島字二
本松749番2他 双日商事開発 双日商事開発 2016年5月16日 2017年1月16日

九州 佐賀県 なかよし村北波多店
唐津市北波多田中字中牟田９
２４番１外７筆 エレナ エレナ 2016年7月11日 2017年4月1日

九州 佐賀県 ゆめタウン佐賀 佐賀市兵庫北五丁目14番1号 イズミ イズミ 2016年10月31日 2016年11月22日

九州 長崎県 島原ショッピングバザール
島原市弁天町一丁目7080番
地の１ 島原鉄道

イオンストア
九州 7 2016年4月4日 2016年12月5日

九州 長崎県 佐世保藤原町複合商業施設 佐世保市藤原町352番地6外
金納ホール
ディングス 1 ヤマダ電機 3 2016年7月12日

①2016年7月13
日（開店・閉店時
刻、荷さばき時間

帯）
②2017年3月１３
日（駐輪場の位
置・数、荷さばき
施設の位置・面

積）

九州 長崎県 コメリパワー時津店
西彼杵郡時津町日並郷開田
1300番2外 コメリ コメリ 2016年8月12日 2017年4月13日

九州 長崎県 エレナ久原店 大村市久原二丁目888番１外 エレナ エレナ 2 2016年10月14日 2005年4月1日



九州 長崎県
Ｓ＆Ｂ葉山ショッピングプラ
ザ 長崎市葉山一丁目28番15号 馬場家具 1 馬場家具 5 2017年2月10日

①2017年4月1日
（開店・閉店時

刻、駐車場の利
用可能時間帯、

駐車場の出入口
の数及び位置、
荷さばき施設の

利用可能時間
帯）

②2017年10月11
日（荷さばき施設
の位置・面積、廃
棄物等の保管施

九州 熊本県 ショッピングプラザ菊陽
菊池郡菊陽町大字津久礼
2474番地　外14筆 カリーノ 1

ショッピングプ
ラザ菊陽 2016年7月27日 2017年3月28日 17,205

九州 熊本県 大津ショッピングプラザ
菊池郡大津町室字門出137
外 イオン九州

大津ショッピン
グプラザ 2016年8月24日 2017年9月1日 9,592

九州 熊本県 ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｺｽﾓｽ御船店
上益城郡御船町大字辺田見
字中道148番1　外

芙蓉総合リー
ス コスモス薬品 2016年10月28日 2016年10月29日 1,457

九州 大分県 ホームワイド日出店
速見郡日出町大字日田１６３６
番地の１

イオン九州株
式会社 2016年8月18日 2016年8月19日

九州 大分県 ゆめマート中津 中津市大字永添６０３ スーパー大栄 スーパー大栄 セリア 2 2016年12月26日 2017年1月27日

九州 宮崎県
宮交シティ（宮崎ショッパー
ズプラザ） 宮崎市大淀四丁目7番30号 宮交シティ

イオンストア
九州 宮交シティ

イオンストア
九州 49 2016年4月6日 2016年12月7日 26,682

九州 宮崎県 イオンモール宮崎 宮崎市新別府町船戸750番１ イオンモール イオン九州 94 2016年4月21日 2016年12月22日 60,000 2,092

九州 宮崎県 ダイレックス都北店 都城市都北町3543番地 ダイレックス ダイレックス 2016年4月25日

2016年5月26日
（開店・閉店時

刻、駐車場利用
時間帯、荷さばき

時間帯の変更）
2016年12月26日
（駐輪場の位置・

収容台数、荷さば
き施設の位置・面

積の変更） 2,999

九州 宮崎県
ベスト電器小林店・ゲオ小林
店

小林市堤字金鳥居3005番7
外5筆 ベスト電器 サカモト ベスト電器

ゲオホール
ディングス 2016年6月17日 2016年6月18日 1,890

九州 宮崎県 ホームワイド高千穂店
西臼杵郡高千穂町大字三田
井字吾平原403-2 イオン九州 イオン九州 2016年6月17日 2016年6月18日 3,307

九州 宮崎県
フェスティバルマート学園木
花台

宮崎市学園木花台西一丁目
3-1 植松商事

マックスバリュ
九州 キャンドゥ 2016年12月14日

2017年8月15日
（駐車場及び駐輪

場の位置の変
更）

2016年12月15日
（駐車場の出入

口の数及び位置 1,882

九州 宮崎県 ながの家具宮崎店
宮崎市江平東二丁目7番1　外
8筆 長野正典 長野弘子 宮崎ながの 2017年2月1日 2017年10月2日 3,643 4,328

九州 宮崎県
生活協同組合コープみやざ
き都北店 都城市都北町6400-1　外

コープみやざ
き

コープみやざ
き 前田利弘 2017年3月15日 2017年3月16日 1,425

九州 鹿児島県 アミュプラザ鹿児島
鹿児島市中央町1番地1　外7
筆 九州旅客鉄道

鹿児島ターミ
ナルビル 東急ハンズ 紀伊國屋書店 133 2016年6月20日 2017年2月21日 34,146

九州 鹿児島県 イオンタウン姶良
姶良市西餠田下深田264番地
1　外 イオンタウン 2 イオン九州

九州テックラ
ンド 未定 2016年7月22日 2017年3月23日 23,257

九州 鹿児島県 ドラッグコスモス西之表店
西之表市西之表字上ノ河
16064番4　外 コスモス薬品 南国殖産 コスモス薬品 南国殖産 2016年8月3日 2016年8月5日



九州 鹿児島県 ドラッグコスモス中種子店
熊毛郡中種子町野間字野別
府5121番　外11筆 コスモス薬品 コスモス薬品 2016年8月3日 2016年8月5日

九州 鹿児島県 山形屋 鹿児島市金生町3番1号 山形屋 山形屋 2016年8月29日 2016年11月1日
九州 鹿児島県 タイヨー大竜店 鹿児島市大竜町2番3号 タイヨー タイヨー 2016年11月10日 2017年4月24日

九州 鹿児島県 ソレイユタウン加治木
姶良市加治木町木田159番地
2　外2筆 タイヨー 3 タイヨー 5 2016年12月27日 2017年1月1日

九州 福岡市 第3グリーンプラザビル
福岡市西区捨六町一丁目7番
1号

西部日本エン
タープライズ

イオンストア
九州 11 2016年5月23日

2016年5月24日
（駐車場の出入
口の数・位置の

変更）
2017年1月24日

（駐車場の位置，
駐輪場の位置の

変更）

九州 福岡市 マイマイビル
福岡市中央区笹丘一丁目28
番74号 三戸不動産

イオンストア
九州 35 2016年5月24日 2017年1月24日

九州 福岡市 マックスバリュ雑餉隈店
福岡市博多区竹丘町三丁目1
番1号 筑紫植物園

マックスバリュ
九州 1 2016年5月30日

2016年5月31日
（駐車場の出入
口の数・位置の

変更）
2017年1月31日

（駐車場の位置・
収容台数，駐輪

場の位置，荷さば
き施設の位置・面

積，廃棄物保管
施設の位置・容

量の変更）

九州 福岡市 マックスバリュ井尻駅前店
福岡市南区井尻四丁目1番34
号

ダブリュコー
ポレーション

マックスバリュ
九州 1 2016年5月31日 2017年1月31日

九州 福岡市
ヤマダ電機テックランド博多
本店

福岡市博多区東比恵三丁目
33番16号 ヤマダ電機 ヤマダ電機 2016年5月30日

2016年5月31日
（駐車場の出入
口の数・位置の

変更）
2017年1月31日

（駐車場の位置，
廃棄物保管施設
の位置・容量の

変更）

九州 福岡市
ミスターマックスSelect美野
島店

福岡市博多区美野島二丁目5
番6号

矢野特殊自動
車

ミスターマック
ス 2016年7月15日 2016年7月16日

九州 福岡市 ザ・ビッグ南福岡店
福岡市博多区三筑一丁目11
番1号 渡辺ヒサエ

マックスバリュ
九州 2016年7月27日

2017年3月28日
（駐輪場の収容

台数，荷さばき施
設の面積の変

更）
2016年8月8日

（駐輪場，荷さば
き施設，廃棄物

等保管施設の位
置の変更）

2016年7月28日
（荷さばき時間帯



九州 福岡市 イオン野芥店
福岡市早良区野芥二丁目1番
6号 宗徳美

イオンストア
九州 1 2016年8月19日

2016年8月20日
（駐車場の利用
時間帯の変更）
2016年9月1日

（駐輪場，廃棄物
等保管施設の位

置の変更）
2017年4月20日

（荷さばき施設の
位置・面積の変

更）

九州 福岡市 ＢｉＶｉ福岡
福岡市中央区渡辺通四丁目1
番36号 大和リース ミサワ ○ 2016年9月20日 2016年9月21日

九州 福岡市 ベスト電器福岡本店
福岡市中央区天神一丁目9番
1号 ベスト電器 みすず庵 ベスト電器 2016年9月26日 2017年5月27日

九州 福岡市
イオンショッパーズ福岡店・
ミーナ天神・ノース天神

福岡市中央区天神四丁目4番
11号外

イオンストア
九州 ダイショウ

イオンストア
九州 ○ 2016年10月20日 2017年6月21日

九州 福岡市 福岡東ＭＭプラザ
福岡市東区青葉七丁目61番1
号 北山興産

ミスターマック
ス

マックスバリュ
九州 2016年11月29日 2016年12月1日

九州 福岡市 ホークスタウン
福岡市中央区地行浜二丁目2
番2号

三菱UFJ信託
銀行

エヌアール
シー

福岡ソフトバ
ンクホークス ○ 2017年2月16日 2017年6月30日

九州 福岡市 ナフコ福岡空港店
福岡市博多区大井二丁目3番
72号

空港周辺整備
機構 ナフコ 2017年3月24日 2017年4月1日

九州 北九州市 サンリブ折尾〔新館〕
北九州市八幡西区大浦二丁
目4番7他 サンリブ 2016年4月1日 2016年4月27日

九州 北九州市 サンリブきふね〔Ⅰ区画〕
北九州市小倉北区貴船町1番
1の内、1番2 サンリブ サンリブ 7 2016年4月13日 2016年4月21日

九州 北九州市 サンリブきふね〔Ⅱ区画〕
北九州市小倉北区貴船町1番
1の内、1番2 サンリブ リブホール コネクシオ 2016年4月13日 2016年4月21日 7,499

九州 北九州市 ミスターマックス八幡東店
北九州市八幡東区東田一丁
目4番102

ミスターマック
ス

ミスターマック
ス 2016年4月22日 2016年12月23日 6,545

九州 北九州市
コストコホールセール北九州
倉庫店

北九州市八幡西区学研台一
丁目2番12号

コストコホール
セールジャパ
ン

コストコホール
セールジャパ
ン 2016年4月27日 2016年12月28日

九州 北九州市 イオンタウン黒崎
北九州市八幡西区西曲里町4
番1号

三井住友ファ
イナンス＆
リース

マックスバリュ
九州 ○ 2016年4月27日 2016年12月28日

九州 北九州市 ショッピングパーク鞘ヶ谷
北九州市戸畑区東鞘ヶ谷町2
番1号 スピナ スピナ ナフコ 2016年4月27日 2016年12月28日

九州 北九州市 ザ･モール小倉
北九州市小倉南区下曽根新
町10番1号

下曽根商業開
発 2016年5月19日 2016年9月14日

九州 北九州市 マルショク西門司店
北九州市門司区東新町二丁
目4番27号 サンリブ サンリブ 2017年1月20日

日
（駐車場の位置、
駐車場の自動車
の出入口の数及
び位置の変更）
②2017年9月21

日
（駐輪場の収容
台数、駐車場の

自動車の出入口
の数及び位置の

変更）

九州 熊本市 八反田ショッピングセンター
熊本市東区八反田二丁目
3519番地4　外 マエダ開発 ダイレックス 2017年2月7日 2017年2月8日



九州 熊本市 新世界会館（熊本パルコ）
熊本市中央区手取本町5番1
号 三陽 アリシア ○ 2017年2月28日 2017年3月1日

沖縄 沖縄県 （仮称）サンエー喜友名店
宜野湾市喜友名一丁目515番
地ほか サンエー サンエー 2017年1月27日 2017年9月28日

沖縄 沖縄県
ヤマダ電機テックランド那覇
本店

那覇市おもろまち二丁目５番
13

三井住友信託
銀行 ヤマダ電機 2017年2月28日 2017年3月1日
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