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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

（㎡）

他 核店舗１ 核店舗２ 他

北海道 北海道 コープさっぽろ　ふかがわ店 深川市1条15番16ほか
大印深川地方卸売市

場
コープさっぽろ 〇 2017年4月11日 2017年12月12日 2,775

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

北海道 北海道 (仮称)ザ・ビッグ緑が丘店
旭川市緑が丘東3条1丁目3番3648ほ

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

北海道 北海道 サツドラ昭和中央店(仮称) 釧路市昭和中央1丁目109－5ほか 大和情報サービス
サッポロドラッグスト

アー
2017年5月11日 2018年1月12日 1,279

北海道 北海道 (仮称)ビッグハウス東光店 旭川市東光10丁目147番地103ほか 道北アークス 道北アークス 2017年5月12日 2018年1月13日 2,543

北海道 北海道 （仮称）東光ショッピングセンター 旭川市東光8条1丁目227番地8の内 ダイゼン ダイゼン 〇 2017年6月19日 2018年2月20日 2,360

北海道 札幌市 札幌平成観光ビル
札幌市中央区南２条西４丁目２番１１

号
平成観光 ドン・キホーテ 2017年5月31日 2017年12月10日 1,807

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

東北 岩手県
(仮称）やまや盛岡本宮店　シュープラザ盛

岡本宮店　複合店舗
盛岡市本宮三丁目18番３ほか２筆 やまや チヨダ やまや チヨダ 2017年6月22日 2018年2月23日 1,282

東北 宮城県 （仮称）コメリホームセンター亘理店
亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北１１０

番２　外
コメリ コメリ 2017年6月21日 2018年2月22日 6,948

東北 秋田県 秋田トヨタ自動車大曲複合店舗
大仙市飯田堰東218-1、219、220、

221、222、223
秋田トヨタ自動車 くるま工房 秋田トヨタ自動車 くるま工房 2017年4月18日 2017年12月19日 2,482

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

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

東北 福島県 （仮称）イオンモールいわき小名浜

いわき市いわき都市計画小名浜港背

後地震災復興土地区画整理事業地内

（街区番号２符号１、２、３、４　街区番

号１符合１－１、１－２）

イオンモール イオンリテール 2017年5月17日 2018年6月1日 32,933

東北 仙台市 (仮称）アクロスプラザ富沢西（A街区）

仙台市太白区富沢字鍛冶屋敷16-1

外

仙台市太白区富田字京ノ北67-1　外

MULプロパティ ヨークベニマル
トップカル

チャー
2017年4月25日 2017年12月25日 5,968

東北 仙台市 (仮称）アクロスプラザ富沢西（B街区） 仙台市太白区富田字京ノ北11-1　外 MULプロパティ
マツモトキヨシ東日本

販売
やまや 3 2017年4月25日 2017年12月25日 2,525

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

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

関東 栃木県 （仮称）BIG ONE TSUTAYA佐野店 佐野市田島町字東51外 ランドグラン
ビッグワンホールディ

ングス
2017年4月27日 2017年12月28日 2,525

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

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

関東 栃木県 トライウェル益子店
芳賀郡益子町大字益子字栗崎2795

番1他4筆
トライアルカンパニー トライウェル 2017年6月23日 2018年2月24日 1,615

関東 栃木県 トライウェル茂木店
芳賀郡茂木町大字茂木字番ノ前1398

番2他11筆
トライアルカンパニー トライウェル 2017年6月23日 2018年2月24日 1,857

関東 栃木県 ケーズデンキ鹿沼店 鹿沼市千渡1254番1外 オリックス
ケーズホールディング

ス
2017年6月27日 2018年2月28日 2,315

関東 千葉県 （仮称）マルエツ流山おおたかの森店

流山都市計画事業新市街地地区一体

型特定土地区画整理事業Ｄ１０５街区

１画地ほか

正和 マルエツ 2017年4月10日 2017年12月11日 1,894

関東 千葉県 （仮称）マミーマート野田山崎店
野田市山崎字北大和田１３７３番９ほ

か
マミーマート マミーマート 2017年4月28日 2017年12月29日 1,644

関東 群馬県 パワーセンターうおかつ群馬町店
高崎市棟高町字南八幡街道１２１番

外
カルチャー カルチャー 未定 2017年5月2日 2017年12月上旬 2,491

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

関東 埼玉県 （仮称）鶴ヶ島計画 鶴ヶ島市脚折町五丁目1番1外
ケーズホールディング

ス

ケーズホールディング

ス
2017年5月16日 2018年1月17日 6,397

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

関東 埼玉県 メガセンタートライアル上里店 上里町大字七本木２１２１番地２外 トライアルカンパニー トライアルカンパニー 2017年6月9日 2018年2月10日 6,922

関東 千葉県 （仮称）カスミ我孫子新木店 我孫子市南新木二丁目１番１ カスミ カスミ 2017年5月26日 2018年1月27日 1,935

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

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

関東 長野県 ウエルシア薬局長野川中島店
長野市稲里町中氷鉋字陣馬川原

963-1
ウエルシア薬局 ウエルシア薬局 2017年6月22日 2018年2月23日 1,171

関東 山梨県 いちやまマート竜王アルプス通り店 甲斐市西八幡字東冷間1436番1外 いちやまマート いちやまマート 2017年6月21日 2018年2月22日 2,052

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

関東 さいたま市 （仮称）ＤＣＭホーマック大宮七里店
さいたま市見沼区大字蓮沼字北海道

1406番1　ほか
ＤＣＭホーマック ＤＣＭホーマック 2017年5月30日 2018年2月1日 7,750

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

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

ター

ひらせいホームセン

ター
2017年6月28日 2018年3月1日 2,850

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

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

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

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

中部 愛知県 バロー犬山楽田店 犬山市字巾前45番28
バローホールディング

ス
バロー 2017年6月29日 2018年3月1日 2,482

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

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

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

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

中部 名古屋市 ドラッグコスモス瀬古店
名古屋市守山区瀬古一丁目813番2

ほか7筆
コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月7日 2017年12月8日 1,365

中部 名古屋市 ドラッグコスモス道徳橋店
名古屋市南区豊田五丁目1209番6

ほか1筆
コスモス薬品 コスモス薬品 2017年5月1日 2018年1月2日 1,701

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

中部 名古屋市 （仮称）港明用地開発事業　商業施設計画
名古屋市港区港明二丁目501番1　ほ

か2筆
三井不動産 未定 2017年6月30日 2018年9月30日 45,500

近畿 滋賀県 （仮称）ドラッグコスモス八幡中山店
長浜市八幡中山町字塚町305番4ほ

か
コスモス薬品 コスモス薬品 2017年4月4日 2017年12月5日 1,639

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

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

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

小売業者名建物設置者名
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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

（㎡）

他 核店舗１ 核店舗２ 他

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

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

近畿 京都府 （仮称）ドラッグコスモス野田川店
与謝郡与謝野町字石川小字あたご田

４５７番１外
コスモス薬品 コスモス薬品 2017年6月8日 2018年2月9日 1,700

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

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

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

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

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

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

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

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

拠点株式会社
未定 2017年6月7日 2020年4月1日 3,400

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

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

近畿 和歌山県 （仮称）ドラッグコスモス有田川店
有田郡有田川町大字下津野字南垣内

1000外
コスモス薬品 コスモス薬品 2017年5月22日 2018年1月23日 1,658

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

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

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

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

近畿 大阪市 （仮称）ライフ鶴見今津北店
大阪市鶴見区今津北３丁目６番２、

３、４
カツダ ライフコーポレーション 2017年6月30日 2018年3月1日 1,576

近畿 京都市 （仮称）新風館
京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之

町５８６番２号

エヌ・ティ・ティ都市開

発
未定 2017年5月31日 2019年11月1日 2,309

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

中国 島根県 スーパーセンタートライアル益田須子店 益田市須子町イ５１３番１外 トライアルカンパニー トライアルカンパニー 2017年6月22日 2018年2月23日 3,885

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

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

中国 岡山県 ラ･ムー児島店
倉敷市児島下の町一丁目2880番地

36ほか
大黒店物産 大黒店物産 2017年6月7日 2018年2月8日 2,190

中国 広島県 アクロスプラザ福山西 福山市高西町４丁目５２１-１　外 大和情報サービス 啓文社 エディオン 2017年5月19日 2018年1月20日 3,796

中国 広島県 （仮称）ダイレックス福山春日店 福山市春日町六丁目１１番　外６筆 大和情報サービス ダイレックス 2017年5月29日 2018年1月20日 1,522

中国 広島県 （仮称）高屋モール 東広島市高屋町杵原1307番1ほか ハローズ ハローズ ほか未定 2017年6月13日 2018年2月14日 3,731

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

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

中国 山口県 フジ小郡店 山口市小郡下郷812-2
エネルギアL＆Bパー

トナーズ
フジ 2017年5月23日 2018年1月26日 1,529

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

中国 広島市 （仮称）西風新都プロジェクト
広島市佐伯区石内東四丁目500-12

ほか
イオンモール イオンリテール 〇（未定） 2017年5月12日 2018年3月1日 43,500

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

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

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

四国 香川県 ドン・キホーテ丸亀店 丸亀市大手町三丁目10番20号
サウス・インベストメン

ト
ドン・キホーテ 2017年6月29日 2018年3月1日 1,206

四国 愛媛県 （仮称）ドラッグコスモス中曽根店
四国中央市中曽根町下石床2468番1

外12筆
コスモス薬品 コスモス薬品 2017年5月26日 2018年1月27日 1,699

九州 福岡県 スーパーセンタートライアル柳川西蒲池店 柳川市西蒲池173番1　外 トライアルカンパニー トライアルカンパニー 2017年5月29日 2018年2月28日 3,738

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

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

九州 福岡県 ドン・キホーテ楽市楽座久留米店 久留米市東合川二丁目2番1号
株式会社ワイドレ

ジャー

株式会社ドン・キホー

テ
2017年6月15日 2018年2月16日 1,949

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

九州 福岡県 仮称　スパイシーモール新飯塚
飯塚市立岩字黒ノ本964番32、字帯

田1049番11
奥田金属株式会社 株式会社フードウェイ 未定 2017年6月26日 2018年2月27日 3,012

九州 佐賀県 スーパーセンタートライアル新武雄店
佐賀県武雄市武雄町大字富岡地門町

１２４３１番１　外８筆

株式会社トライアルカ

ンパニー

株式会社トライアルカ

ンパニー
2017年5月18日 2018年1月31日 4,291

九州 長崎県 （仮称）ドラッグコスモス五島市吉久木店
五島市吉久木町451　他10筆、水路の

一部
コスモス薬品 コスモス薬品 2017年5月19日 2018年1月20日 1,731

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

九州 熊本県 ドラッグコスモス横島店
玉名市横島町横島字岩出口2285番

外
コスモス薬品 コスモス薬品 2017年5月31日 2018年2月1日 1,536

九州 大分県 （仮称）ドラッグコスモス相原店
中津市大字相原字万五郎3303番　他

16筆
コスモス薬品 コスモス薬品 2017年6月1日 2018年2月2日 1,701

九州 大分県 Ａコープ玖珠店
玖珠郡玖珠町大字塚脇字六十六間

651　他
Ａコープ九州 Ａコープ九州 2017年6月30日 2018年3月1日 1,404

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

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

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

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

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

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

九州 鹿児島県
（仮称）スーパーセンターニシムタ吉田店

【A区画】
鹿児島市宮之浦町772番　外 ニシムタ ニシムタ 2017年6月1日 2018年2月2日 8,501

九州 鹿児島県
（仮称）スーパーセンターニシムタ吉田店

【B区画】
鹿児島市宮之浦町710番　外 ニシムタ ニシムタ 2017年6月1日 2018年2月2日 4,190

九州 鹿児島県 （仮称）ドラッグストアモリいちき串木野店 いちき串木野市東塩田町232番１　外 ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2017年6月20日 2018年2月21日 1,419

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

九州 福岡市
スーパーセンタートライアルアイランドシ

ティ店

福岡市東区香椎照葉五丁目26番17

の一部
積水ハウス トライアルカンパニー 2017年6月13日 2018年2月14日 3,753

九州 福岡市
スーパーセンタートライアルアイランドシ

ティ店

福岡市東区香椎照葉五丁目26番17

の一部
積水ハウス 1 トライアルカンパニー 2017年6月26日 2018年2月27日 3,753

九州 北九州市 （仮称）ドラッグストアモリ陣山店
北九州市八幡西区陣山二丁目25番

外
ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2017年4月27日 2017年12月28日 1,308

九州 熊本市 ドラッグコスモス八反田店 熊本市東区西原一丁目３５番１外 コスモス薬品 コスモス薬品 2017年5月1日 2018年1月2日 1,197

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

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

沖縄 沖縄県
（仮称）山里第一地区第一種市街地再開発

事業
沖縄市山里一丁目地内

沖縄市山里第一地区

市街地再開発組合
イオン琉球 2017年6月14日 2018年4月1日 3,630

沖縄 沖縄県 （仮称）ドラッグストアモリ平良久貝店 宮古島市平良字久貝901番地１ほか ドラッグストアモリ ドラッグストアモリ 2017年6月16日 2018年2月17日 1,409

沖縄 沖縄県
（仮称）うるま市豊原・前原地区複合施設

（２工区）
うるま市字前原９－１番ほか14筆 ASAKA 金秀興産 2017年6月30日 2018年3月1日 6,313

建物設置者名 小売業者名


