
大規模小売店舗立地法届出内容一覧（東京都・令和３年度） 【届出期間　令和3年4月１日～令和4年3月31日】

第１１条第３項(承継）の届出33件

No 届出日 大規模小売店舗名 住所 主な小売業者
譲渡、相続、合併
又は分割に係る
店舗面積(㎡）

変更日 備考

1 R3.5.10 フォレストサイドビル
府中市宮町一丁目41
番地

株式会社ノジマ 37,485 ㎡ R1.7.5ほか

2 R3.5.24 ステラ南葛西
江戸川区南葛西二丁
目3番9号

株式会社東武ストア 2,397 ㎡ H26.4.10

3 R3.8.13
ホームセンターコーナン江東深川
店

江東区深川一丁目6
番2号

コーナン商事株式会
社

7,974 ㎡ R2.10.29

4 R3.9.7 セレオ国分寺
国分寺市南町三丁目
20番3号

株式会社丸井ほか 29,874 ㎡ H28.7.4

5 R3.9.7 池袋西口共同ビル
豊島区西池袋三丁目
28番4号

株式会社丸井 14,055 ㎡ H24.4.25ほか

6 R3.9.9 京橋エドグラン
中央区京橋二丁目2
番1号

株式会社明治屋ほ
か

122 ㎡ H30.12.14

7 R3.9.14 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

株式会社ゴールドウ
インほか

5,095 ㎡ R2.7.22

8 R3.10.4 丸の内オアゾ
千代田区丸の内一丁
目6番4号ほか

株式会社ファミリー
マートほか

9,752 ㎡ R3.4.1

9 R3.10.12 サミットストア東長崎店
豊島区長崎五丁目20
番14号

サミット株式会社 2,027 ㎡ R3.4.1

10 R3.10.12 Ｃｏｃｏｎｅｒｉ
練馬区練馬一丁目17
番1号

株式会社ライフコー
ポレーション

3,717 ㎡ R3.4.1

11 R3.10.21 国領駅北地区市街地再開発
調布市国領町二丁目
5番地15

合同会社西友ほか 2,186 ㎡ H16.10.1

12 R3.10.21 ドン・キホーテ新宿店
新宿区大久保一丁目
12番6号ほか

株式会社ドン・キホー
テ

2,151 ㎡ H25.12.2

13 R3.10.25
西武池袋本店・池袋パルコ・池袋
ショッピングパーク

豊島区南池袋一丁目
28番1号ほか

株式会社そごう・西
武ほか

61,198 ㎡ R3.9.1

日立キャピタル株式会社 三菱ＨＣキャピタル株式会社

国領駅北地区市街地再開発組合 株式会社みゆきほか1名

変更前の設置者 変更後の設置者

昭和飛行機工業株式会社 三井住友信託銀行株式会社

株式会社フォルマほか83名 株式会社フォルマほか79名

須賀　慶 須賀　毅

三菱ＵＦＪリース株式会社 ＭＵＬプロパティ株式会社

ＪＲ東京西駅ビル開発株式会社 株式会社ＪＲ中央線コミュニティデザイン

日本土地建物株式会社ほか2名 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

日本土地建物株式会社ほか14名 日本土地建物株式会社ほか14名

日立キャピタル株式会社 三菱ＨＣキャピタル株式会社

三菱地所株式会社ほか2名 三菱地所株式会社ほか2名

株式会社セブン＆アイ・アセットマネジメン
トほか５名

株式会社そごう・西武ほか４名

株式会社ドン・キホーテ 日本アセットマーケティング株式会社
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14 R3.10.28 ドン・キホーテ亀戸店
江東区亀戸一丁目40
番2号

株式会社ドン・キホー
テ

1,092 ㎡ H25.12.2

15 R3.11.10 （仮称）ドン・キホーテ湯島店
文京区湯島三丁目19
番4外

株式会社ドン・キホー
テ

1,501 ㎡ H25.12.2

16 R3.11.11 （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

株式会社ライフコー
ポレーション

2,430 ㎡ R2.9.1

17 R3.11.18 セレオ八王子南館
八王子市旭町1番17
号

株式会社ビックカメラ
ほか

8,070 ㎡ H22.10.14

18 R3.11.18 セレオ八王子北館
八王子市旭町17番２
ほか

株式会社いなげやほ
か

37,492 ㎡ R3.4.1

19 R3.11.25 西友羽村店
羽村市五ノ神一丁目8
番地14

合同会社西友ほか 6,264 ㎡ R1.12.6

20 R3.11.25 西友竹の塚店
足立区西竹の塚一丁
目11番2号

合同会社西友 1,533 ㎡ H23.12.22

21 R3.12.7 西友駒沢店
世田谷区駒沢四丁目
18番11号

合同会社西友 1,289 ㎡ R2.4.7

22 R3.12.13 カレッタ汐留
港区東新橋一丁目8
番2号

株式会社セブン-イレ
ブン・ジャパン

5,534 ㎡ R3.9.30

23 R3.12.13 丸井池袋店新館
豊島区西池袋三丁目
29番1号ほか

株式会社ヴィクトリア 425 ㎡ H25.10.31

24 R3.12.24 渋谷フクラス
渋谷区道玄坂一丁目
2番3号

株式会社東急百貨
店ほか

8,283 ㎡ R1.10.31

25 R4.1.21 西口ビルディング
豊島区西池袋一丁目
16番3号

株式会社ビックカメラ 1,046 ㎡ H29.4.17ほか

26 R4.1.31 ＭＥＧＡドン・キホーテ大森山王店
大田区山王三丁目6
番3号

株式会社ドン・キホー
テ

10,539 ㎡ R3.7.1

27 R4.2.15 リリオ亀有Ⅰ街区ビル
葛飾区亀有三丁目26
番1号

株式会社イトーヨー
カ堂ほか

17,799 ㎡ R4.2.24ほか

28 R4.3.17 メットライフ新宿スクエア
新宿区新宿三丁目1
番20号

バーバリー・ジャパン
株式会社

1,246 ㎡ R3.4.30

29 R4.3.28 ドン・キホーテ中野駅前店
中野区中野五丁目68
番5号

株式会社ドン・キホー
テ

1,334 ㎡ H25.9.30

東日本旅客鉄道株式会社ほか1名 東日本旅客鉄道株式会社

JR東京西駅ビル開発株式会社 東日本旅客鉄道株式会社ほか1名

株式会社大丸松坂屋百貨店 株式会社パルコ

株式会社ドン・キホーテ 日本アセットマーケティング株式会社

道玄坂一丁目駅前地区市街地再開発組
合

東急不動産株式会社

島田キクヨほか3名 島田道男ほか3名

株式会社丸井ほか1名 株式会社丸井ほか3名

大野まり子ほか2名 株式会社大東京綜合卸売センター

岡田セツほか2名 岡田祐二ほか3名

株式会社電通グループ みずほ信託銀行株式会社

株式会社ドン・キホーテ 日本アセットマーケティング株式会社

株式会社丸井ほか6名 株式会社丸井ほか11名

株式会社ダイシン百貨店 株式会社ドン・キホーテ

笛木明子ほか63名 笛木英夫ほか63名

三井住友信託銀行株式会社ほか1名 三井住友信託銀行株式会社ほか1名

株式会社ドン・キホーテ みずほ信託銀行株式会社
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30 R4.3.28 MEGAドン・キホーテ東久留米店
東久留米市前沢五丁
目8番2

株式会社ドン・キホー
テ

2,615 ㎡ H26.5.1

31 R4.3.28 ドン・キホーテ中目黒本店
目黒区青葉台二丁目
19番10号

株式会社ドン・キホー
テ

2,970 ㎡ H25.9.30

32 R4.3.28 ドン・キホーテ府中店
府中市緑町二丁目6
番地の３

株式会社ドン・キホー
テ

1,925 ㎡ H26.5.1

33 R4.3.28 ドン・キホーテ青戸三丁目店
葛飾区青戸三丁目1
番1号

株式会社ドン・キホー
テ

1,850 ㎡ H25.9.30

株式会社パン・パシフィック・インターナショ
ナルホールディングスへの名称変更前の
株式会社ドン・キホーテホールディングス

みずほ信託銀行株式会社

株式会社ドン・キホーテ みずほ信託銀行株式会社

株式会社ドン・キホーテ みずほ信託銀行株式会社

株式会社ドン・キホーテ みずほ信託銀行株式会社
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