
大規模小売店舗立地法　法第６条第２項（変更）届出の概要（平成12年６月～令和４年３月末）

他 核店舗１ 他 届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

ビックカメラ鹿児島中央駅店 鹿児島市中央町1番1号　外
独立行政法人鉄
道建設・運輸施
設整備支援機構

九州旅客
鉄道(株)

(株)ビックカメラ
駐輪場の位置及び収容
台数，駐車場の出入口
の数及び位置

2021年12月13日 2022年4月1日 12/21～4/21

アミュプラザ鹿児島 鹿児島市中央町1番地1　外
九州旅客鉄道
(株)

(株)JR鹿児
島シティ

(株)東急ハンズ

(株)紀伊國
屋書店，
(株)ユニク
ロ外

駐車場の出入口の数及
び位置

2021年12月13日 2022年4月1日 12/21～4/21

スーパードラッグコスモス川
辺店

南九州市川辺町田部田字井料前
6559番　外

JA三井リース(株) (株)コスモス薬品 開店時刻 2021年7月13日 2021年7月7日 7/20～11/20 なし(R3.12.1）

スーパードラッグコスモス大
口店

伊佐市大口里571番1　外
三井住友ファイナ
ンス＆リース(株)

(株)コスモス薬品
開店時刻及び閉店時
刻，駐車場利用可能時
間帯

2021年7月13日 2021年7月7日 7/20～11/20 なし(R3.12.1）

イオンタウン姶良 姶良市西餠田下深田264番地１　外
三井住友トラス
ト・パナソニック
ファイナンス（株）

芙蓉総合
リース
（株），（株）
正一電機

イオン九州（株）
（株）九州
テックランド
外未定

駐車場の位置及び収容
台数，駐輪場の位置及
び収容台数，駐車場出
入口の位置及び数

2021年6月28日 2022年2月26日 7/20～11/20 なし(R3.12.1）

ドラッグコスモス栗野店
姶良郡湧水町米永字永田585番2
外

（株）コスモス薬
品

（株）コスモス薬
品

延刻，駐車場利用可能
時間帯

2021年4月30日 2021年5月1日 5/21～9/21 なし（R3.10.26）

スーパードラッグコスモス頴
娃店

南九州市頴娃町牧之内2111番地1
外

芙蓉総合リース
(株)

（株）コスモス薬
品

延刻，駐車場利用可能
時間帯

2021年4月30日 2021年5月1日 5/21～9/21 なし（R3.10.26）

タイヨー岩川店
曽於市大隅町岩川字前下7379番１
外10筆

（株）タイヨー （株）タイヨー

荷さばき施設の面積，
廃棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2021年3月15日
2021年11月16日
2021年3月16日

4/2～8/2 なし（R3.10.26）

タイヨー串良店
鹿屋市串良町岡崎1825番地１　外
14筆

（株）タイヨー （株）タイヨー

駐車場の収容台数，駐
輪場の収容台数，荷さ
ばき施設の面積，廃棄
物等保管施設の容量，
出入口の数，荷さばき
作業可能時間

2021年3月15日
2021年11月16日
2021年3月16日

4/2～8/2 なし（R3.10.26）

サンキュー寿店 鹿屋市寿七丁目494番１　外１筆 （株）タイヨー （株）タイヨー 4
廃棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2021年3月15日
2021年11月16日
2021年3月16日

4/2～8/2 なし（R3.10.26）

県意見（通知日）

店舗面積の合計（㎡）
届出の

縦覧期間

小売業者名
建物設置者名年度 備考変更内容 届出日 変更する日大規模小売店舗名 所在地
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タイヨー西原店 鹿屋市郷之原町12604番１　外12筆 （株）タイヨー （株）タイヨー

駐輪場の収容台数，荷
さばき施設の面積，廃
棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2021年3月15日
2021年11月16日
2021年3月16日

4/2～8/2 なし（R3.10.26）

サンキュー西志布志店
志布志市志布志町安楽船磯56番
地42　外４筆

（株）タイヨー （株）タイヨー 4

荷さばき施設の面積，
廃棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2021年3月15日
2021年11月16日
2021年3月16日

4/2～8/2 なし（R3.10.26）

タイヨー末吉店
曽於市末吉町本町一丁目２番地４
外９筆

(株)タイヨー (株)タイヨー

荷さばき施設の面積，
廃棄物等保管施設の容
量，駐車場の出入口の
数，荷さばき作業可能
時間

2021年2月26日
2021年10月27日
2021年2月27日

3/12～7/12 なし（R3.8.6）

タイヨー垂水店 垂水市中央町32番２号　外１筆 (株)タイヨー (株)タイヨー
廃棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2021年2月26日
2021年10月27日
2021年2月27日

3/12～7/12 なし（R3.8.6）

タイヨー大根占店
肝属郡錦江町馬場字檮山2096番１
外35筆

(株)タイヨー (株)タイヨー 1

荷さばき施設の面積，
廃棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2021年2月26日
2021年10月27日
2021年2月27日

3/12～7/12 なし（R3.8.6）

タイヨー川辺店
南九州市川辺町平山3395番地１
外16筆

(株)タイヨー (株)タイヨー 1

駐輪場の収容台数，廃
棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2021年1月14日
2021年９月15日
2021年1月15日

1/26～5/26 なし（R3.6.16）

タイヨー知覧店 南九州市知覧町郡中松17772番地 (株)タイヨー (株)タイヨー 1
廃棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2021年1月14日
2021年９月15日
2021年1月15日

1/26～5/26 なし（R3.6.16）

サンキュー北指宿店
指宿市西方字石ヶ崎1463番地１外
14筆

(株)タイヨー (株)タイヨー 3
荷さばき施設の面積，
荷さばき作業可能時間

2021年1月14日
2021年９月15日
2021年1月15日

1/26～5/26 なし（R3.6.16）

タイヨー枕崎店 枕崎市東本町６番５　外８筆 (株)タイヨー (株)タイヨー 5

駐車場の収容台数，駐
輪場の収容台数，荷さ
ばき施設の面積，廃棄
物等保管施設の容量，
駐車場の出入口の数，
荷さばき作業可能時間

2020年12月15日
2021年８月16日
2020年12月16日

12/25～4/25 なし（R3.6.16）

タイヨーえい店 南九州市頴娃町郡1386番地１ (株)タイヨー (株)タイヨー 2

荷さばき施設の面積，
廃棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2020年12月15日
2021年８月16日
2020年12月16日

12/25～4/25 なし（R3.6.16）
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タイヨー喜入店 鹿児島市喜入町6075番４号 (株)タイヨー (株)タイヨー
廃棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2020年11月30日
2021年７月31日
2020年12月1日

12/4～4/4 なし（R3.6.16）

サンキュー加世田店
南さつま市加世田地頭所町28番地
３　外3筆

(株)タイヨー (株)タイヨー 3
廃棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2020年11月30日
2021年７月31日
2020年12月1日

12/15～4/15 なし（R3.6.16）

タイヨー指宿店 指宿市湊一丁目10番17号 (株)タイヨー (株)タイヨー 2

駐輪場の収容台数，荷
さばき施設の面積，廃
棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2020年11月30日
2021年７月31日
2020年12月1日

12/15～4/15 なし（R3.6.16）

タイヨー永利店
薩摩川内市永利町字古川711番1
号　外８筆

(株)タイヨー (株)タイヨー 2

駐車場の収容台数，荷
さばき施設の面積，廃
棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2020年10月20日
2021年6月20日
2020年10月21日

11/6～3/6 なし（R3.3.31）

タイヨー東市来店
日置市東市来町湯田字山王2815
番　外5筆

(株)タイヨー (株)タイヨー

駐車場の収容台数，駐
輪場の収容台数，荷さ
ばき施設の面積，廃棄
物等保管施設の容量，
荷さばき作業可能時間

2020年10月20日
2021年6月20日
2020年10月21日

11/6～3/6 なし（R3.3.31）

サンキュー出水店 出水市黄金町317番１　外34筆 (株)タイヨー (株)タイヨー 3

駐車場の収容台数，駐
輪場の収容台数，荷さ
ばき施設の面積，廃棄
物等保管施設の容量，
荷さばき作業可能時間

2020年10月20日
2021年6月20日
2020年10月21日

11/6～3/6 なし（R3.3.31）

タイヨー重富店 姶良市平松3675番地１ (株)タイヨー (株)タイヨー 1

駐車場の収容台数，駐
輪場の収容台数，荷さ
ばき施設の面積，廃棄
物等保管施設の容量，
荷さばき作業可能時間

2020年10月20日
2021年6月20日
2020年10月21日

11/6～3/6 なし（R3.3.31）

グラード伊集院
日置市伊集院町徳重238番1　外12
筆

(株)タイヨー (株)タイヨー 2

荷さばき施設の面積，
廃棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2020年9月30日
2021年6月1日
2020年10月1日

10/9～2/9 なし（R3.3.31）

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

(株)タイヨー 2 (株)タイヨー 4

駐車場の収容台数，駐
輪場の収容台数，荷さ
ばき施設の面積，廃棄
物等保管施設の容量，
荷さばき作業可能時間

2020年9月30日
2021年6月1日
2020年10月1日

10/13～2/13 なし（R3.3.31）

栗野リバーサイドモール 姶良郡湧水町木場街区60番 (株)タイヨー (株)タイヨー 4

駐車場の収容台数，駐
輪場の収容台数，荷さ
ばき施設の面積，廃棄
物等保管施設の容量，
荷さばき作業可能時間

2020年9月28日
2021年5月29日
2020年9月29日

10/9～2/9 なし（R3.3.31）

タイヨー串木野店 いちき串木野市旭町60　外３筆 (株)タイヨー (株)タイヨー 1

駐車場の収容台数，駐
輪場の収容台数，荷さ
ばき施設の面積，廃棄
物等保管施設の容量，
荷さばき作業可能時間

2020年9月14日
2021年5月15日
2020年9月15日

9/18～1/18 なし（R3.2.8）

2
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タイヨー松元店 鹿児島市石谷町1218番１　外15筆 (株)タイヨー (株)タイヨー

駐輪場の収容台数，荷
さばき施設の面積，廃
棄物等保管施設の容
量，駐車場の出入口の
数，荷さばき作業可能
時間

2020年9月14日
2021年5月15日
2020年9月15日

9/18～1/18 なし（R3.2.8）

タイヨー阿久根店 阿久根市大丸町90番地17 (株)タイヨー (株)タイヨー

駐輪場の収容台数，荷
さばき施設の面積，廃
棄物等保管施設の容
量，駐車場の出入口の
数，荷さばき作業可能
時間

2020年9月14日
2021年5月15日
2020年9月15日

9/18～1/18 なし（R3.2.8）

（仮称）ドラッグコスモス姶良
西餅田店

姶良市西餅田字上深田168番地１
外

コスモス薬品 コスモス薬品

駐車場の収容台数，駐
輪場の位置，荷さばき
施設の面積，廃棄物等
保管施設の容量，駐車
場の出入口の数，荷さ
ばき作業可能時間

2020年9月4日 2021年5月5日 9/18～1/18 なし（R3.2.8）

タイヨー大口店 伊佐市大口里字桃木ヶ丸801番１ (株)タイヨー (株)タイヨー 3

荷さばき施設の面積，
廃棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2020年6月30日
2021年3月1日
2020年7月1日

7/10～11/10 なし（R2.12.3）

グラード姶良 姶良市東餅田2372番地１ (株)タイヨー (株)タイヨー

駐車場の収容台数，荷
さばき施設の面積，廃
棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2020年6月30日 － － 取り下げ

サンキュー隼人店
霧島市隼人町見次字須ノ木545外
19筆

(株)タイヨー (株)タイヨー 2

駐輪場の収容台数，荷
さばき施設の面積，廃
棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2020年6月24日
2021年2月25日
2020年6月25日

7/3～11/3 なし（R2.12.3）

タイヨー新町店
霧島市国分新町字山ヶ町980番地
外10筆

(株)タイヨー (株)タイヨー 3

駐車場の収容台数，駐
輪場の収容台数，荷さ
ばき施設の面積，廃棄
物等保管施設の容量，
荷さばき作業可能時間

2020年6月24日
2021年2月25日
2020年6月25日

7/3～11/3 なし（R2.12.3）

タイヨー国分店 霧島市国分三丁目574番１　外3筆 (株)タイヨー (株)タイヨー 1
廃棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2020年6月24日
2021年2月25日
2020年6月25日

7/3～11/3 なし（R2.12.3）

タイヨー上荒田店 鹿児島市上荒田町26番4　外5筆 (株)タイヨー (株)タイヨー 1
廃棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2020年6月3日
2021年2月4日
2020年6月4日

6/26～10/26 なし（R2.12.3）

タイヨー星ヶ峯店 鹿児島市星ヶ峯４丁目3964番３ (株)タイヨー (株)タイヨー 1

駐輪場の収容台数，荷
さばき施設の面積，廃
棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2020年6月3日
2021年2月4日
2020年6月4日

6/26～10/26 なし（R2.12.3）
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サンキュー和田店 鹿児島市和田一丁目3番7号 (株)タイヨー (株)タイヨー 3

駐輪場の収容台数，荷
さばき施設の面積，廃
棄物等保管施設の容
量，営業時間，駐車場
の出入口の数，荷さば
き作業可能時間

2020年6月2日
2021年2月3日
2020年6月3日

6/23～10/23 なし（R2.12.3）

サンキュー新栄店 鹿児島市南栄三丁目14番地 (株)タイヨー (株)タイヨー 3

駐車場の収容台数，駐
輪場の収容台数，荷さ
ばき施設の面積，廃棄
物等保管施設の容量，
荷さばき作業可能時間

2020年6月2日
2021年2月3日
2020年6月3日

6/23～10/23 なし（R2.12.3）

タイヨー吉田店 鹿児島市本名町1098番１ 外3筆 (株)タイヨー (株)タイヨー
荷さばき施設の面積，
荷さばき作業可能時間

2020年5月22日
2021年1月23日
2020年5月23日

6/9～10/9 なし（R2.12.3）

タイヨー田上店 鹿児島市田上六丁目6番1号 (株)タイヨー (株)タイヨー

駐車場の収容台数，駐
輪場の収容台数，荷さ
ばき施設の面積，廃棄
物等保管施設の容量，
荷さばき作業可能時間

2020年3月16日
2020年10月29日
2020年２月29日

3／31～7／
31

なし（R2.9.30）

ヤマダ電機テックランド鹿児
島本店

鹿児島市新栄町13番８号 南国殖産 (株)ヤマダ電機

駐車場の位置及び収容
台数，駐輪場の位置及
び収容台数，荷さばき
施設の面積，駐車場の
出入口の数

2020年3月13日 2020年11月14日
3／31～7／

31
なし（R2.9.30）

タイヨー吉野店 鹿児島市吉野町1731番地 (株)タイヨー (株)タイヨー
荷さばき施設の面積，
荷さばき作業可能時間

2020年2月28日
2020年10月29日
2020年２月29日

3/10～7/10 なし（R2.8.4）

タイヨー騎射場店
鹿児島市下荒田三丁目39番10　外
５筆

(株)タイヨー (株)タイヨー
荷さばき施設の面積，
荷さばき作業可能時間

2020年2月28日
2020年10月29日
2020年２月29日

3/10～7/10 なし（R2.8.4）

タイヨー草牟田店 鹿児島市草牟田二丁目19番5号 (株)タイヨー (株)タイヨー

駐車場の収容台数，駐
輪場の収容台数，荷さ
ばき施設の面積，廃棄
物等保管施設の容量，
駐車場の出入口の数，
荷さばき作業可能時間

2020年2月27日
2020年10月28日
2020年２月28日

3/10～7/10 なし（R2.8.4）

タイヨー原良店 鹿児島市原良一丁目12番７号 (株)タイヨー (株)タイヨー

荷さばき施設の面積，
廃棄物等保管施設の容
量，駐車場出入口の
数，荷さばき作業可能
時間

2020年2月27日
2020年10月28日
2020年２月28日

3/10～7/10 なし（R2.8.4）

タイヨー中山店 鹿児島市中山二丁目45番６号 (株)タイヨー (株)タイヨー 3

駐車場の収容台数，廃
棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2019年12月27日
2020年8月28日
2019年12月28日

1/10～5/10 なし（R2.6.8）



大規模小売店舗立地法　法第６条第２項（変更）届出の概要（平成12年６月～令和４年３月末）

他 核店舗１ 他 届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

県意見（通知日）

店舗面積の合計（㎡）
届出の

縦覧期間

小売業者名
建物設置者名年度 備考変更内容 届出日 変更する日大規模小売店舗名 所在地

タイヨー西陵店 鹿児島市西陵六丁目21番15号 (株)タイヨー (株)タイヨー

駐車場の収容台数，駐
輪場の収容台数，廃棄
物等保管施設の容量，
荷さばき作業可能時間

2019年12月27日
2020年8月28日
2019年12月28日

1/10～5/10 なし（R2.6.8）

タイヨー紫原店 鹿児島市紫原三丁目9番１ (株)タイヨー (株)タイヨー
廃棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2019年12月27日
2020年8月28日
2019年12月28日

1/10～5/10 なし（R2.6.8）

タイヨー武岡団地店 鹿児島市武岡二丁目２８番 (株)タイヨー (株)タイヨー

駐車場の収容台数，駐
輪場の位置，荷さばき
施設の面積，廃棄物等
保管施設の容量，荷さ
ばき作業可能時間

2019年12月23日
2020年8月24日
2019年12月24日

1/10～5/10 なし（R2.6.8）

タイヨー伊敷団地店 鹿児島市西伊敷三丁目２番２号 (株)タイヨー (株)タイヨー

荷さばき施設の面積，
廃棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2019年12月23日
2020年8月24日
2019年12月24日

1/10～5/10 なし（R2.6.8）

タイヨー花棚店
鹿児島市吉野町3615番地の１　外
７筆

(株)タイヨー (株)タイヨー 2

駐輪場の収容台数，荷
さばき施設の面積，廃
棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2019年12月23日
2020年8月24日
2019年12月24日

1/10～5/10 なし（R2.6.8）

タイヨー伊敷店 鹿児島市下伊敷一丁目54番２号 (株)タイヨー (株)タイヨー

駐車場収容台数，駐輪
場の収容台数，廃棄物
等保管施設の容量，荷
さばき作業可能時間

2019年12月23日
2020年8月24日
2019年12月24日

1/10～5/10 なし（R2.6.8）

タイヨー大竜店 鹿児島市大竜町2番3号 (株)タイヨー (株)タイヨー

荷さばき施設の面積，
廃棄物等保管施設の容
量，荷さばき作業可能
時間

2019年12月23日
2020年8月24日
2019年12月24日

1/10～5/10 なし（R2.6.8）

タイヨー玉里団地店
鹿児島市玉里団地一丁目2062番
261号

(株)タイヨー (株)タイヨー

廃棄物等保管施設の容
量，駐車場の出入口の
数，荷さばき作業可能
時間

2019年12月11日
2020年8月11日
2019年12月11日

12/27～4/27 なし（R2.6.8）

イオン隼人国分ショッピング
センター

霧島市隼人町見次1229番地外68
筆

イオン九州(株) イオン九州(株) 18 駐車場の出入口の数 2019年11月8日 2019年11月9日 11/26～3/26 なし（R2.6.8）

マイコープタウン出水 出水市上知識町850番地外17筆
生活協同組コー
プかごしま

生活協同組合
コープかごしま

店舗面積，駐輪場収容
台数，荷さばき施設の
面積等

2019年10月4日 2020年6月5日

3,115 3,988

10/24～2/24 なし（R2.3.25）

パワーランド川内ＭＧＭ
薩摩川内市永利町字中牟田1760
番地外

（株）さつま屋商
店

（株）ダイレックス

駐輪場の位置，荷さば
き施設の位置及び面
積，廃棄物等保管施設
の位置及び容量

2019年5月23日 2020年1月24日 5/28～9/28 なし（R1.12.6）

31･1



大規模小売店舗立地法　法第６条第２項（変更）届出の概要（平成12年６月～令和４年３月末）

他 核店舗１ 他 届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

県意見（通知日）

店舗面積の合計（㎡）
届出の

縦覧期間

小売業者名
建物設置者名年度 備考変更内容 届出日 変更する日大規模小売店舗名 所在地

LAZO表参道 鹿児島市東千石町19番１号　外16筆（株）天文館 （株）モンベル
（株）セリ
ア，
TenTeru

駐車場の収容台数 2019年2月19日 2019年10月31日 3/1～7/1 なし（R1.8.15)

スーパードラッグコスモス鹿
屋共栄店

鹿屋市共栄町150番地　外 (株)コスモス薬品 (株)コスモス薬品
延刻，駐車場利用可能
時間帯，荷さばき可能
時間帯

2019年1月9日 2019年1月10日 1/22～5/22 なし（R1.6.11)

スーパードラッグコスモス宮
之城店

薩摩郡さつま町時吉字囿田239番１
外５筆

三井住友ファイナ
ンス＆リース(株)

(株)コスモス薬品
延刻，駐車場利用可能
時間帯，荷さばき可能
時間帯

2019年1月9日 2019年1月10日 1/22～5/22 なし（R1.6.11)

スーパードラッグコスモス枕
崎店

枕崎市寿町１番　外11筆
芙蓉総合リース
(株)

(株)コスモス薬品
延刻，駐車場利用可能
時間帯，荷さばき可能
時間帯

2019年1月9日 2019年1月10日 1/22～5/22 なし（R1.6.11)

スーパードラッグコスモス川
内平佐店

摩川内市平佐町2073番１　外12筆オリックス(株) (株)コスモス薬品
延刻，駐車場利用可能
時間帯，荷さばき可能
時間帯

2019年1月9日 2019年1月10日 1/22～5/22 なし（R1.6.11)

イオン隼人国分ショッピング
センター

霧島市隼人町見次1229番地　外68筆イオン九州(株) イオン九州(株)
(株)立花屋
ほか19者

駐車場の位置及び収容
台数

2018年11月28日 2019年7月29日 12/14～4/14 なし（H31.3.22)

タイヨー加治木店 姶良市加治木町本町180番地 (株)タイヨー (株)タイヨー

駐車場の位置及び収容
台数，荷さばき施設の
位置及び面積，廃棄物
等保管施設の位置及び
容量，駐車場の自動車
の出入口の数及び位
置，荷さばき可能時間
帯

2018年10月18日 2019年6月19日 11/2～3/2 なし（H31.3.22)

ピュアタウン武岡ＳＣ
鹿児島市武岡一丁目659番3 外15
筆

九州農林開発
(株)

(株)マツモトキヨ
シ九州販売

1
延刻，駐車場利用可能
時間帯

2018年7月26日 2018年8月10日 8/28～12/28 なし(H31.2.5)

サンキュー加世田店
南さつま市加世田地頭所町28番地
３　外３筆

(株)タイヨー (株)タイヨー 3

駐車場の位置及び収容
台数，駐輪場の位置及
び収容台数，駐車場出
入口の位置及び数

2018年7月18日
2018年12月1日，
2019年3月1日

8/24～12/24 なし(H31.2.5)

30



大規模小売店舗立地法　法第６条第２項（変更）届出の概要（平成12年６月～令和４年３月末）

他 核店舗１ 他 届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

県意見（通知日）

店舗面積の合計（㎡）
届出の

縦覧期間

小売業者名
建物設置者名年度 備考変更内容 届出日 変更する日大規模小売店舗名 所在地

鹿児島ショッパーズプラザ 鹿児島市鴨池二丁目26番地１号 第一生命保険㈱
イオンストア九州
㈱

駐車場の位置及び収容
台数

2018年3月29日 2018年11月30日 4/13～8/13 なし（H30.925)

イオンタウン姶良 姶良市西餅田下深田264番地１　外
三井住友トラス
ト・パナソニック
ファイナンス㈱

2 イオン九州㈱
（株）九州
テックランド
外

駐車場の位置及び収容
台数，駐輪場の位置及
び収容台数，駐車場出
入口の位置及び数

2018年2月9日 2018年10月10日 2/27～6/27 なし（H30.816)

山形屋 鹿児島市金生町３番１号 ㈱山形屋 ㈱山形屋
駐車場の位置，駐車場
の出入口の位置

2017年11月24日 2018年7月25日 12/8～4/8 なし（H30.530)

変更事項の
一部は軽微
変更承認
(H29.12.20)

リナシティかのや 鹿屋市大手町１番１号 アイアム㈱ 8
マックスバリュ九
州㈱

4
駐車場の位置及び収容
台数，駐車場出入口の
位置及び数

2017年10月26日 2018年6月27日 11/7～3/7 なし（H30.326)

変更事項の
一部は軽微
変更承認
(H29.11.14)

イオンモール鹿児島 鹿児島市東開町７番　外15筆
三菱UFJ信託銀
行㈱

イオン九州㈱ 120
駐車場の位置，駐車場
の出入口の数及び位置

2017年8月16日
2018年2月10日

～5月31日
9/8～1/8 なし（H30.2.2)

変更事項の
一部は軽微
変更承認
（H29.9.20)

ビックカメラ鹿児島中央駅店 鹿児島市中央町１番１号　外11筆
(独)鉄道建設・運
輸施設整備支援
機構

九州旅客鉄道㈱ 駐輪場の位置 2017年5月12日 2018年1月13日 5/23～9/23 不要
軽微変更承
認(H29.5.31)

スーパーセンターニシムタ伊
集院店

日置市伊集院町猪鹿倉字池田798
番地１　外54筆

㈱ニシムタ ㈱ニシムタ

駐車場の位置及び収容
台数，駐輪場の位置及
び収容台数，駐車場の
出入口の数及び位置

2017年4月10日 2017年12月11日 4/21～8/21 なし（H29.921)

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 2 ㈱タイヨー 5
閉店時刻，駐車場利用
可能時間帯

2016年12月27日 2017年1月1日 1/27～5/27 なし（H29.8.7)

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
駐車場の位置，駐車場
の出入口の位置

2016年11月10日 2017年4月24日 11/22～3/22 なし（H29.5.30)

変更事項の
一部は軽微
変更承認
(H28.12.5)

山形屋 鹿児島市金生町3番1号 ㈱山形屋 ㈱山形屋
駐車場の位置，駐車場
の出入口の数及び位置

2016年8月29日 2016年11月1日 9/9～1/9 なし（H29.2.6)

変更事項の
一部は軽微
な変更承認
(H28.9.14)

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
開店時刻，駐車場利用
可能時間帯

2016年8月3日 2016年8月5日 8/19～12/19 なし（H29.2.14)

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
㈱

開店時刻，駐車場利用
可能時間帯

2016年8月3日 2016年8月5日 8/19～12/19 なし（H29.2.14)

29

28



大規模小売店舗立地法　法第６条第２項（変更）届出の概要（平成12年６月～令和４年３月末）

他 核店舗１ 他 届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

県意見（通知日）

店舗面積の合計（㎡）
届出の

縦覧期間

小売業者名
建物設置者名年度 備考変更内容 届出日 変更する日大規模小売店舗名 所在地

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，外
未定

店舗面積（増），駐車場
の位置及び収容台数，
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，廃棄物
等保管施設の位置及び
容量，開店時刻及び閉
店時刻，駐車場利用可
能時間帯，駐車場の出
入口の数及び位置，荷
さばき可能時間帯

2016年7月22日 2017年3月23日 23,257 34,146 8/5～12/5 なし（H29.2.6)

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 134 駐輪場の位置 2016年6月20日 2017年2月21日 7/5～11/5 不要
軽微変更承
認(H28.7.11)

加世田プロジェクト
南さつま市加世田川畑字新吉原
502番　外45筆

㈱南さつま地所
ダイワロイ
ヤル㈱

㈱九州ケーズデ
ンキ

ダイレック
ス㈱

駐輪場の位置及び収容
台数，荷さばき施設の
位置，廃棄物等保管施
設の位置及び容量，開
店時刻及び閉店時刻，
駐車場利用可能時間
帯，荷さばき作業可能
時間帯

2016年3月14日 2016年11月15日 4/5～8/5 なし(H28.10.27)

変更事項の
一部は軽微
変更承認
(H28.4.15)

（仮称）ドラッグストアモリ和
泊店

大島郡和泊町大字和泊字下当148
番１　外２筆

㈱ドラッグストア
モリ

㈱ドラッグストア
モリ

駐輪場の位置及び収容
台数，荷さばき施設の
位置，廃棄物等保管施
設の位置

2016年1月29日 2016年9月30日 2/12～6/12 不要
軽微変更承
認(H28.2.22)

プラザ大島店 奄美市名瀬小浜町2245番地２　外
三井住友信託銀
行㈱

イオンストア九州
㈱

㈱奄美カ
ラー

駐輪場の位置 2015年11月12日 2016年7月13日 12/8～4/8 不要
軽微変更承
認
(H27.12.18)

イオン鹿児島谷山店 鹿児島市南栄五丁目10番地51 ㈱マルハン
イオンストア九州
㈱

駐輪場の位置 2015年11月12日 2016年7月13日 12/8～4/8 不要
軽微変更承
認
(H27.12.22)

プラッセ大小路食品館 薩摩川内市若葉町41番地２ ㈱大和 ㈱大和
フラワー
ショップ愛

駐車場の収容台数 2015年8月4日 2016年4月5日 8/21～12/21 なし(H28.2.8)

イオン姶良ショッピングセン
ター・九州テックランド姶良
店

姶良市東餠田336番地　外16筆 イオン九州㈱
㈱正一電
気

イオン九州㈱
㈱正一電
気　外

駐車場の位置及び収容
台数，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，
廃棄物保管施設の位置
及び容量，開店時刻及
び閉店時刻，駐車場利
用可能時間帯，駐車場
の出入口の数及び位
置，荷さばき作業可能
時間帯

2015年6月19日 2016年2月20日 16,235 2,294 7/10～11/10 なし(H28.2.8)

26
ドラッグストアモリ・ケーズデ
ンキ

伊佐市大口里722番１　外14筆 ㈱ドラッグストアモリ
㈱九州ケー
ズデンキ

㈱ドラッグストア
モリ

㈱九州ケー
ズデンキ

店舗面積（増），駐車場
及び駐輪場の位置及び
収容台数，荷さばき施
設及び廃棄物等保管施
設の位置及び面積・容
量，開店時刻及び閉店
時刻，荷さばき可能時
間帯

2015年3月31日 2015年12月1日 1,430 2,960 4/24～8/24 なし(H27.9.29)

28
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大規模小売店舗立地法　法第６条第２項（変更）届出の概要（平成12年６月～令和４年３月末）

他 核店舗１ 他 届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

県意見（通知日）

店舗面積の合計（㎡）
届出の

縦覧期間

小売業者名
建物設置者名年度 備考変更内容 届出日 変更する日大規模小売店舗名 所在地

川内山形屋 薩摩川内市西向田町９番６号 ㈱川内山形屋 ㈱川内山形屋
荷さばき施設及び廃棄
物保管施設の位置及び
面積・容量

2015年1月7日 2015年9月7日 1/20～5/20 なし(H27.7.24)

ライフガーデン国分
霧島市国分中央一丁目1836番１
外１筆

ダイワロイヤル㈱
マックスバリュ九
州㈱

3 駐輪場の位置 2014年12月19日 2015年8月20日 1/13～5/13 不要
軽微変更承
認(H27.1.20)

きりしま国分山形屋 霧島市国分中央三丁目7番17号 ㈱国分山形屋 ㈱国分山形屋 駐車場収容台数の減 2014年12月10日 2015年8月10日 10,800 10,080 12/24～4/24 なし(H27.5.29)

タイヨー中山店 鹿児島市中山二丁目45番６号 ㈱タイヨー ㈱タイヨー 延刻 2014年6月17日 2014年6月18日 7/8～11/8
なし

(H26.12.24)

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 延刻 2014年6月17日 2014年6月18日 7／8～11/8
なし

(H26.12.24)

タイヨー玉里団地店
鹿児島市玉里団地一丁目2062番
261号

㈱タイヨー ㈱タイヨー 延刻 2014年6月17日 2014年6月18日 7/8～11/8
なし

(H26.12.24)

タイヨー伊敷店 鹿児島市下伊敷一丁目54番2号 ㈱タイヨー ㈱タイヨー 延刻 2014年6月17日 2014年6月18日 7/8～11/8
なし

(H26.12.24)

タイヨー伊敷団地店 鹿児島市西伊敷三丁目２番２号 ㈱タイヨー ㈱タイヨー 延刻 2014年6月17日 2014年6月18日 7/8～11/8
なし

(H26.12.24)

タイヨー喜入店 鹿児島市喜入町6075番4号 ㈱タイヨー ㈱タイヨー 延刻 2014年6月17日 2014年6月18日 7/8～11/8
なし

(H26.12.24)

タイヨー草牟田店 鹿児島市草牟田二丁目19番5号 ㈱タイヨー ㈱タイヨー 延刻 2014年6月17日 2014年6月18日 7/8～11/8
なし

(H26.12.24)

タイヨー上荒田店 鹿児島市上荒田町26番4　外5筆 ㈱タイヨー ㈱タイヨー 延刻 2014年6月9日 2014年6月10日 6/24～10/24 なし(H26.12.8)

タイヨー西陵店 鹿児島市西陵六丁目21番15号 ㈱タイヨー ㈱タイヨー 延刻 2014年6月9日 2014年6月10日 6/24～10/24 なし(H26.12.8)

タイヨー武岡団地店 鹿児島市武岡二丁目28番地 ㈱タイヨー ㈱タイヨー 延刻 2014年6月9日 2014年6月10日 6/24～10/24 なし(H26.12.8)

タイヨー田上店 鹿児島市田上六丁目6番1号 ㈱タイヨー ㈱タイヨー 延刻 2014年6月9日 2014年6月10日 6/24～10/24 なし(H26.12.8)

タイヨー吉田店 鹿児島市本名町1098番１ 外3筆 ㈱タイヨー ㈱タイヨー 延刻 2014年6月9日 2014年6月10日 6/24～10/24 なし(H26.12.8)

フレスポ国分
霧島市国分広瀬二丁目583番5　外
3筆

大和リース㈱ ㈱タイヨー 7 延刻等 2014年5月30日
2012年5月25日

外
6/20～10/20 なし(H26.12.8)

（仮称）ドラッグコスモス御陵
下店・ほっともっと川内高校
前店

薩摩川内市御陵下町字住連木201
番3　外5筆

㈱コスモス薬品 1 ㈱コスモス薬品 1
荷さばきを行う時間帯
の変更

2014年5月27日 2014年5月28日 6/13～10/13 なし(H26.12.1)

川内山形屋 薩摩川内市西向田町9番6号 ㈱川内山形屋 ㈱川内山形屋
荷さばきを行う施設の
面積・位置の変更

2014年4月21日 2014年12月22日 5/9～9/9 不要
軽微変更承
認(H26.5.26)

25 タイヨー平田店 奄美市名瀬真名津町13番１号 タイヨー タイヨー 延刻等 2014年3月24日 2014年3月25日 4/11～8/11
なし

(H26.10.15)
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大規模小売店舗立地法　法第６条第２項（変更）届出の概要（平成12年６月～令和４年３月末）

他 核店舗１ 他 届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

県意見（通知日）

店舗面積の合計（㎡）
届出の

縦覧期間

小売業者名
建物設置者名年度 備考変更内容 届出日 変更する日大規模小売店舗名 所在地

タイヨー浦上店 奄美市大字浦上字緑1133番４ オリックス タイヨー 延刻等 2014年3月24日 2014年3月25日 4/11～8/11
なし

(H26.10.15)

栗野リバーサイドモール 姶良郡湧水町木場街区60番 タイヨー タイヨー 5 延刻等 2014年3月24日 2014年3月25日 4/11～8/11 なし(H26.9.30)

タイヨー永利店
薩摩川内市永利町字古川711番１
号　外８筆

タイヨー タイヨー 2
延刻，荷さばき作業可
能時間

2014年3月24日 2014年3月25日 4/11～8/11 なし(H26.9.30)

タイヨー大口店
伊佐市大口字桃木ヶ丸801番　外１
筆

タイヨー タイヨー ヨネザワ 延刻等 2014年3月24日 2014年3月25日 4/11～8/11 なし(H26.9.30)

ダイレックス上福元店 鹿児島市上福元町5860番地１ 濵田絲美 ダイレックス

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，駐輪場の位置及び
収容台数

2014年3月11日 2014年11月12日 3/24～7/24 なし(H26.9.30)

タイヨー新上橋店 鹿児島市鷹師二丁目６番２　外２筆 タイヨー タイヨー

延刻，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，荷さばき作業
可能時間

2014年3月6日 2014年3月7日 3/18～7/18 なし(H26.7.31)

タイヨー松元店 鹿児島市石谷町1218番１　外15筆 タイヨー タイヨー
延刻，荷さばき作業可
能時間

2014年3月6日 2014年3月7日 3/18～7/18 なし(H26.7.31)

タイヨー星ヶ峯店 鹿児島市星ヶ峯四丁目3964番３ タイヨー タイヨー
延刻，荷さばき作業可
能時間

2014年3月6日 2014年3月7日 3/18～7/18 なし(H26.7.31)

タイヨー串木野店 いちき串木野市旭町60　外３筆 タイヨー タイヨー 2 延刻等 2014年2月20日 2014年2月21日 3/14～7/14 なし(H26.7.31)

グラード伊集院
日置市伊集院町徳重238番１　外12
筆

タイヨー タイヨー 2 延刻等 2014年2月20日 2014年2月21日 3/14～7/14 なし(H26.7.31)

タイヨー東市来店
日置市東市来町湯田字山王2815
番　外５筆

タイヨー タイヨー 延刻等 2014年2月10日 2014年2月11日 3/14～7/14 なし(H26.8.8)

タイヨー串良店
鹿屋市串良町岡崎1825番地１　外
14筆

タイヨー タイヨー
延刻，荷さばき作業可
能時間

2014年2月10日 2014年2月11日 2/25～6/25 なし(H26.7.31)

タイヨー西原店 鹿屋市郷之原町12604番１　外12筆 タイヨー タイヨー
延刻，荷さばき作業可
能時間

2014年2月7日 2014年2月8日 2/25～6/25 なし(H26.7.31)

サンキュー寿店 鹿屋市寿七丁目494番１　外１筆 タイヨー タイヨー 延刻等 2014年2月7日 2014年2月8日 2/25～6/25 なし(H26.7.31)

ソレイユタウン加治木 姶良市加治木町159番地２　外２筆 タイヨー タイヨー 6

延刻，駐車場の自動車
の出入口の数及び位
置，荷さばき作業可能
時間

2014年2月3日 2014年2月4日 2/21～6/21 なし(H26.7.31)

タイヨー垂水店 垂水市中央町32番地 タイヨー タイヨー 延刻等 2014年1月31日 2014年2月1日 2/14～6/14 なし(H26.7.31)

タイヨー大根占店
錦江町馬場字檮山2096番１　外35
筆

タイヨー タイヨー 2 延刻等 2014年1月31日 2014年2月1日 2/14～6/14 なし(H26.7.31)
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大規模小売店舗立地法　法第６条第２項（変更）届出の概要（平成12年６月～令和４年３月末）

他 核店舗１ 他 届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

県意見（通知日）

店舗面積の合計（㎡）
届出の

縦覧期間

小売業者名
建物設置者名年度 備考変更内容 届出日 変更する日大規模小売店舗名 所在地

タイヨー岩川店
曽於市大隅町岩川字宮前下7379
番１　外10筆

タイヨー タイヨー
延刻，荷さばき作業可
能時間

2013年12月27日 2013年12月28日 1/17～5/17 なし(H26.5.23)

サンキュー隼人店
霧島市隼人町見次須ノ木545　外19
筆

タイヨー タイヨー ヒマラヤ 延刻等 2013年12月27日 2013年12月28日 1/17～5/17 なし(H26.5.23)

タイヨー新町店
霧島市国分新町字山ヶ町980番地
外10筆

タイヨー タイヨー 3 延刻等 2013年12月27日 2013年12月28日 1/17～5/17 なし(H26.5.23)

ライフガーデン国分
霧島市国分中央一丁目１８３６番１
外１筆

ダイワロイヤル
マックスバリュ九
州

3
駐輪場の位置及び収容
台数

2013年12月18日 2014年6月19日 1/10～5/10 不要
軽微変更承
認(H26.1.22)

マイコープタウン姶良 姶良市西持田３３２８番地　外３１筆
生活協同組合
コープかごしま

生活協同組合
コープかごしま

5 延刻等 2013年12月12日 2013年12月13日 1/7～5/7 なし(H26.6.6)

生活協同組合コープかごし
ま指宿店

指宿市十二町字道ノ下44番地１
外７筆

生活協同組合
コープかごしま

生活協同組合
コープかごしま

延刻等 2013年12月12日 2013年12月13日 1/7～5/7 なし(H26.6.6)

生活協同組合コープかごし
まかのや店，ザ・100円
PLAZA鹿屋店

鹿屋市札元二丁目3788番地５　外
10筆

生活協同組合
コープかごしま

生活協同組合
コープかごしま

延刻等 2013年12月12日 2013年12月13日 1/7～5/7 なし(H26.6.6)

タイヨー加治木店 姶良市加治木町本町180番地 タイヨー タイヨー 延刻等 2013年12月5日 2013年12月6日 12/17～4/17 なし(H26.6.6)

アクロスプラザ南栄 鹿児島市南栄一丁目11番１号
大和情報サービ
ス

ジーユー 2 延刻等 2013年12月4日 2013年12月5日 12/17～4/17 なし(H26.5.23)

タイヨー重富店 姶良市平松3675番地１ タイヨー タイヨー 延刻等 2013年11月27日 2013年11月28日 12/13～4/13 なし(H26.5.23)

グラード姶良 姶良市東餅田2372番地１ タイヨー タイヨー 延刻等 2013年11月27日 2013年11月28日 12/13～4/13 なし(H26.5.23)

マイコープタウン国分Ⅰ
霧島市国分府中町字鼻面530番地
２　外１８筆

生活協同組合
コープかごしま

生活協同組合
コープかごしま

延刻等 2013年11月14日 2013年11月17日 11/26～3/26 なし(H26.6.6)

生活協同組合コープかごし
ま川内店・写真の福元中郷
店

薩摩川内市中郷一丁目406番地
外22筆

生活協同組合
コープかごしま

生活協同組合
コープかごしま

延刻等 2013年11月14日 2013年11月17日 11/26～3/26 なし(H26.6.6)

アタックス菱刈店・ナフコ菱
刈店

伊佐市菱刈大字重留字薬師原
1407番地　外８筆

ロンフレ アタックスマート 延刻等 2013年11月14日 2013年12月1日 11/26～3/26 なし(H26.5.23)

タイヨー知覧店 南九州市知覧町郡中松17772番地 タイヨー タイヨー 延刻等 2013年10月31日 2013年11月1日 11/19～3/19 なし(H26.3.26)

タイヨーえい店 南九州市頴娃町1386番地１ タイヨー タイヨー 1 延刻等 2013年10月31日 2013年11月1日 11/19～3/19 なし(H26.3.26)

タイヨー川辺店
南九州市川辺町平山3395番地１
外16筆

タイヨー タイヨー 延刻等 2013年10月24日 2013年10月25日 11/8～3/8 なし(H26.3.26)

サンキュー加世田店
南さつま市加世田地頭所町28番地
３　外３筆

タイヨー タイヨー 2 延刻等 2013年10月24日 2013年10月25日 11/8～3/8 なし(H26.3.26)

ケーズデンキ指宿店
指宿市東方字野付ノ後8268番１
外26筆

ケーズホールディ
ングス

九州テックランド 延刻等 2013年10月18日 2013年10月19日 11/1～3/1 なし(H26.3.6)

スーパーセンターニシムタ岩
川店

曽於市大隅町岩川宮ノ前7411番地
１　外14筆

ニシムタ ニシムタ
駐車場の自動車の出入
口の数

2013年10月4日 2013年10月5日 10/22～2/22 なし(H26.3.26)
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大規模小売店舗立地法　法第６条第２項（変更）届出の概要（平成12年６月～令和４年３月末）

他 核店舗１ 他 届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

県意見（通知日）

店舗面積の合計（㎡）
届出の

縦覧期間

小売業者名
建物設置者名年度 備考変更内容 届出日 変更する日大規模小売店舗名 所在地

タイヨー枕崎店 枕崎市東本町６番５　外８筆 タイヨー タイヨー 4 延刻等 2013年10月4日 2013年10月5日 10/22～2/22 なし(H26.3.26)

タイヨー指宿店 指宿市湊一丁目10番17号 タイヨー タイヨー
延刻，荷さばき施設の
位置及び面積

2013年9月30日 2013年10月1日 10/18～2/18 なし(H26.5.23)

サンキュー出水店 出水市黄金町317番１外34筆 タイヨー タイヨー
サンドラッ
グ

延刻等 2013年9月6日 2013年9月7日 9/24～1/24 なし(H26.3.26)

タイヨー宮之城店 さつま町宮之城屋地1052番地 タイヨー タイヨー 延刻等 2013年9月6日 2013年9月7日 9/24～1/24 － 取下げ
(H25.11.21)

タイヨー阿久根店 阿久根市大丸町90番地17 タイヨー タイヨー 延刻等 2013年9月6日 2013年9月7日 9/24～1/24 なし(H26.3.26)

タイヨー花棚店
鹿児島市吉野町3615番地の１　外
７筆

タイヨー タイヨー 延刻等 2013年8月7日 2014年4月8日 8/23～12/23 なし(H26.1.24)

タイヨー紫原店 鹿児島市紫原三丁目9番１ タイヨー タイヨー

延刻，駐車場の位置及
び収容台数，駐輪場の
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

2013年7月5日 2013年7月6日 7/26～11/26 なし(H26.1.24)

タイヨー騎射場店
鹿児島市下荒田三丁目39番10　外
５筆

タイヨー タイヨー 延刻等 2013年7月5日 2013年7月6日 7/19～11/19 なし(H26.1.22)

グラード東開 鹿児島市東開町4番27 タイヨー タイヨー
延刻，荷さばき作業可
能時間

2013年7月5日 2013年7月6日 7/26～11/26 なし(H26.1.24)

鹿児島ショッパーズプラザ 鹿児島市鴨池二丁目26番地１号 第一生命保険 ダイエー 29 荷さばき作業可能時間 2013年6月25日 2013年6月26日 7/9～11/9
なし

(H25.11.22)

アミュプラザ鹿児島 鹿児島市中央町１番地１ 九州旅客鉄道
鹿児島ター
ミナルビル

ジェイアール九州
リーテイル

123

増床，駐車場の位置及
び収容台数，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，延刻

2013年4月18日 2013年12月19日 20,753 25,542 5/21～9/21
なし

(H25.11.22)

ビックカメラ鹿児島中央駅店 鹿児島市中央町1番1号 九州旅客鉄道

鉄道建設・
運輸施設
整備支援
機構

ビックカメラ
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

2013年4月18日 2013年12月19日 5/10～9/10
なし

(H25.11.22)

イオンモール鹿児島 鹿児島市東開町７番
三菱UFJ信託銀
行

イオン九州
増床，駐車場の位置及
び収容台数

2013年4月10日 2013年12月11日 43,000 49,239 5/7～9/7 なし(H25.9.27)

ドラッグストアモリ加治木店
姶良市加治木町反土1460番１　外
10筆

ナチュラル ナチュラル 延刻 2013年2月7日 2013年2月17日 2/19～6/19 なし(H25.7.26)

きりしま国分山形屋 霧島市国分中央３丁目515番１ 国分山形屋 霧島国分山形屋 延刻 2012年12月25日 2013年1月3日 1/22～5/22 なし(H25.5.27)

マルヤガーデンズ 鹿児島市呉服町6番5号 丸屋本社 ジュンク堂 46 延刻 2012年12月10日 2012年12月14日 1/11～5/11 なし(H25.5.13)

スーパーセンターニシムタ上
川内店

薩摩川内市御陵下町字公佛3226
番外12筆

ニシムタ ニシムタ
駐車場の出入口の数及
び位置の変更

2012年12月3日 2012年12月4日 12/14～4/14 なし(H25.4.30)

イオン姶良ショッピングセン
ター・九州テックランド姶良
店

姶良市東餅田336番地外16筆 イオン九州 正一電気 イオン九州 16
荷さばき施設の位置及
び荷さばき作業可能時
間

2012年11月15日 2013年7月16日 11/27～3/27 不要
軽微変更承
認
(H24.12.25)
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大規模小売店舗立地法　法第６条第２項（変更）届出の概要（平成12年６月～令和４年３月末）

他 核店舗１ 他 届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

県意見（通知日）

店舗面積の合計（㎡）
届出の

縦覧期間

小売業者名
建物設置者名年度 備考変更内容 届出日 変更する日大規模小売店舗名 所在地

タイヨー紫原店 鹿児島市紫原三丁目９番１ タイヨー タイヨー

駐車場の位置及び収容
台数，駐輪場の位置及
び収容台数，駐車場の
自動車の出入口の数及
び位置

2012年11月8日 2013年7月9日 11/26～3/26 なし(H25.5.25)

イオンモール鹿児島 鹿児島市東開町7番　外15筆 イオン九州 イオン九州
延刻，駐輪場及び廃棄
物等保管施設の位置，
荷さばき作業可能時間

2012年6月29日 2012年6月30日 7/24～11/24 なし(H25.1.16)

イオン姶良ショッピングセン
ター・九州テックランド姶良
店

姶良市東餅田336番地外16筆 イオン九州 イオン九州
延刻，駐車場の出入口
の数及び位置

2012年6月19日 2012年6月21日 7/10～11/10
なし

(H24.11.26)

イオン隼人国分ショッピング
センター

霧島市隼人町見次1229番地外68
筆

イオン九州 イオン九州
延刻，駐車場の出入口
の数及び位置

2012年6月14日 2012年6月21日 7/10～11/10
なし

(H24.11.26)

川内山形屋 薩摩川内市西向田町9番6号 川内山形屋 川内山形屋

駐車場の位置，自動車
の出入り口の数及び
位，駐輪場及び廃棄物
等保管施設の位置

2012年4月18日 2012年12月31日 5/18～9/18
なし

(H24.11.26)

ダイレックス上福元店 鹿児島市上福元町5860番地１ 濱田絲美
ダイレックス上福
元店

廃棄物等保管施設の位
置及び容量，開店時
刻，駐車場利用時間，
荷さばき可能時間

2012年3月9日 2012年11月15日 3/23～7/23 なし(H24.9.19)

（仮称）スーパーセンターニ
シムタ伊集院店

日置市伊集院町猪鹿倉字池田798
番地1　外54筆

ニシムタ ニシムタ 駐輪場の位置 2012年2月10日 2012年3月1日 3/9～7/9 不要
軽微変更承
認(H24.3.15)

デオデオ鹿屋店・マックスバ
リュ笠之原店

肝属郡肝付町富山字上牧1008番１
外15筆

㈱エディオン
㈱笠之原
会館

㈱エディオン
マックスバ
リュ九州㈱

荷さばき施設の位置及
び面積，廃棄物等の保
管施設の位置及び容
積，荷さばき可能時間
帯

2011年12月28日 2011年12月29日 1/31～5/31 なし(H24.7.24)

 リナシティかのや 鹿屋市大手町１番１号 大成建設㈱ 15
マックスバリュ九
州㈱

5
荷さばき施設の位置及
び面積,荷さばき可能時
間帯

2011年12月28日 2011年12月29日 3/13～7/13 なし(H24.7.24)

スクエアモール鹿児島宇宿 鹿児島市宇宿二丁目2番18号
三菱UFJ信託銀
行(株)

(株)カコイエレクト
ロ

8 延刻等 2011年12月22日 2012年3月10日 1/17～5/17 なし(H24.5.30)

イオン隼人国分ショッピング
センター

霧島市隼人町見次1229番地　外68
筆

イオン九州(株) イオン九州(株) 19
出入口の数及び位置，
荷さばき可能時間帯

2011年12月14日 2011年12月15日 1/6～5/6 なし(H24.5.14)

山形屋 鹿児島市金生町３番１号 ㈱山形屋 ㈱山形屋
駐車場の位置，収容台
数及び出入口の数，位
置

2011年8月31日 2011年10月1日 9/13～1/13 なし(H24.1.25)

（仮称）スーパーセンターニ
シムタ伊集院店

日置市伊集院町猪鹿倉字池田798
番地1　外54筆

ニシムタ ニシムタ 駐車場の出入口の数及
び位置

2011年8月25日 2012年1月15日 9/6～1/6 なし(H24.1.25)

マックスバリュ武岡店
鹿児島市武岡一丁目115番1号外
13筆

九州農林開発㈱
マックスバリュ九
州㈱

荷さばき施設の位置及
び面積等

2011年6月14日 2011年6月15日 7/1～11/1 なし(H24.1.25)

オプシアミスミ
鹿児島市宇宿二丁目314番地外４
筆

㈱Ｍｉｓｕｍｉ ㈱Ｍｉｓｕｍｉ 13
荷さばきを行う時間帯
の変更

2011年6月14日 2011年6月15日 7/5～11/5 なし(H24.1.25)

マックスバリュ武岡店
鹿児島市武岡一丁目115番1号外
12筆

九州農林開発㈱
マックスバリュ九
州㈱

荷さばき施設の位置及
び面積等

2011年4月18日 2011年4月19日 5/13～9/13 －
取下げ
(H23.6.14)

22 ドラッグストアモリ大口店 伊佐市大口里722番１　外8筆 ナチュラル ナチュラル 駐輪場の位置等 2011年2月18日 2011年10月19日 3/18～7/18 なし(H23.9.14)
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大規模小売店舗立地法　法第６条第２項（変更）届出の概要（平成12年６月～令和４年３月末）

他 核店舗１ 他 届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

県意見（通知日）

店舗面積の合計（㎡）
届出の

縦覧期間

小売業者名
建物設置者名年度 備考変更内容 届出日 変更する日大規模小売店舗名 所在地

ドラッグストアモリ鹿屋寿店 鹿屋市寿4丁目722番１　外3筆 ナチュラル ナチュラル 開閉店時刻等 2011年2月18日 2011年2月19日 3/18～7/18 なし(H23.9.14)

（仮称）ドラッグストアモリ国
分福島店

霧島市国分福島字中川原1529番
地３外4筆

ナチュラル ナチュラル 開閉店時刻等 2011年2月18日 2011年2月19日 3/18～7/18 なし(H23.9.14)

スーパーセンターニシムタ加
世田店・ドラッグイレブン加
世田店・カメラの福元加世田
店

南さつま市加世田地頭所字玉川
723番１　外48筆

ニシムタ ニシムタ 駐車場の収容台数等 2010年9月14日 2011年5月15日 10/29～2/28 なし(H23.3.24)

アエールタワー 鹿児島市中央町23番地21 新福衣料品 8 インテリアよつもと 1 開閉展店時刻等 2010年8月31日 2010年9月1日 9/28～1/28 なし(H23.3.30)

オプシアミスミ
鹿児島市宇宿2丁目314番地　外４
筆

Ｍｉｓｕｍｉ Ｍｉｓｕｍｉ 開閉店時刻等 2010年8月3日 2010年8月4日 8/31～12/31 なし(H23.1.27)

川内山形屋 薩摩川内市西向田町9番6号 川内山形屋 川内山形屋 荷さばき施設の位置等 2010年8月3日 2011年1月31日 9/3～1/3 なし(H23.1.27)

スーパーセンターニシムタ指
宿店

指宿市十二町字横尾ノ上4088番１
外90筆

ニシムタ ニシムタ 駐車場の収容台数等 2010年7月28日 2011年3月28日 8/31～12/31 なし(H23.1.27)

ビッグツー 鹿児島市宇宿2丁目14番6号 藤絹織物 ビッグツー 7 駐車場の収容台数等 2010年5月31日 2011年2月1日 7/2～11/2 なし(H22.12.2)

スーパーセンターニシムタ大
口店

伊佐市大口大島字次郎兵衛1287
番１　外

ニシムタ ニシムタ 鳥希 駐車場の収容台数等 2010年5月20日 2011年1月21日 6/25～10/25 なし(H22.12.2)

マルヤガーデンズ 鹿児島市呉服町６番５号 丸屋本社 ジュンク堂書店 閉店時刻等 2010年4月23日 2010年4月28日 4/30～8/30
なし

(H22.11.24)

タイヨー姶良店 姶良市東餅田2372番地１ タイヨー タイヨー 駐輪場の位置等 2010年3月29日 2010年11月30日 4/9～8/9 なし(H22.9.16)

だいわ串木野店
いちき串木野市下名字酔之尾5630
番地　外28筆

大和 大和 出入口の数 2009年12月11日 2009年12月15日 12/22～4/22 なし(H22.7.30)

スーパードラッグコスモス姶
良店

姶良郡姶良町東田字加弥ヶ原
1772番地

コスモス薬品 コスモス薬品 駐車場の収容台数 2009年12月10日 2010年8月11日 12/18～4/18 なし(H22.7.30)

ピュアタウン武岡ＳＣ
鹿児島市武岡一丁目659番３　外15
筆

九州農林開発 マツモトキヨシ 大創産業 駐輪場の位置等 2009年12月10日 2010年8月11日 12/18～4/18 不要
軽微変更承
認(H22.1.12)

コミュニティプラザまつもと 鹿児島市石谷町1935番１　外７筆
鹿児島くみあい開
発

エーコープ鹿児
島

さつま日置
農協

開閉店時刻 2009年10月16日 2009年10月29日 10/27～2/27 なし(H22.3.26)

サンキュー隼人店
霧島市隼人町見次字須ノ木545　外
19筆

タイヨー タイヨー 駐輪場の位置等 2009年10月5日 2009年10月6日 10/16～2/16 なし(H22.3.26)

マルヤガーデンズ 鹿児島市呉服町６番５号 丸屋本社 丸屋ブライダル 荷さばき施設の位置等 2009年9月30日 2010年4月1日 14,665 11,517 10/9～2/9 なし(H22.3.26)

スーパードラッグコスモス川
辺店

南九州市川辺町田部田字井料前
6559番　外15筆

ダイワロイヤル コスモス薬品 出入口の位置 2009年7月21日 2009年9月8日 7/31～11/30 なし(H22.1.26)

ピュアタウン武岡ＳＣ
鹿児島市武岡一丁目659番３　外15
筆

九州農林開発 マツモトキヨシ 大創産業 駐輪場の位置等 2009年6月2日 2010年2月3日 6/16～10/16
なし

(H21.10.29)

20
ヤマダ電機テックランド鹿児
島本店

鹿児島市新栄町13番８号 南国殖産
南九州ヤマダ電
機

増床等 2009年3月27日 2009年11月28日 2,665 5,982 4/10～8/10
なし

(H21.11.12)
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大規模小売店舗立地法　法第６条第２項（変更）届出の概要（平成12年６月～令和４年３月末）

他 核店舗１ 他 届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

県意見（通知日）

店舗面積の合計（㎡）
届出の

縦覧期間

小売業者名
建物設置者名年度 備考変更内容 届出日 変更する日大規模小売店舗名 所在地

川内山形屋 薩摩川内市西向田町 川内山形屋 川内山形屋 延刻 2009年2月27日 2009年3月1日 3/10～7/10 なし(H21.7.15)

タイヨー花棚店 鹿児島市吉野町3615番地の１　外 タイヨー タイヨー 出入口の数等 2008年12月1日 2008年12月2日 12/9～4/9 なし(H21.7.9)

ベスト電器鹿屋本店 鹿屋市王子町3973番３　外 カコイエレクトロ カコイエレクトロ 延刻 2008年10月22日 2008年10月24日 11/4～3/4 なし(H21.5.22)

イオン鹿児島ショッピングセ
ンター

鹿児島市東開町７番　外
三菱ＵＦＪ信託銀
行

イオン九州 92 出入口の数等 2008年10月16日
2008年10月24日

～12月13日
10/24～2/24 なし(H21.3.31)

フレスポ国分 霧島市国分広瀬二丁目583番5　外 大和リース チヨダ 9 延刻 2008年10月6日 2008年10月7日 10/21～2/21 なし(H21.5.22)

DIYホームセンターハンズマ
ン国分店・洋服の青山新国
分店

霧島市国分府中字土器川原657番
１　外

ハンズマン 1 ハンズマン 1 増床等 2008年10月2日 2009年6月3日 5,502 6,230 10/14～2/14 なし(H21.5.22)

山形屋 鹿児島市金生町３番１号 山形屋 山形屋 駐輪場の位置等 2008年9月30日 2009年6月1日 10/14～2/14 －
取下げ
(H21.3.16)

プラッセだいわ種子島店
西之表市西之表字田代10440番１
外

大和 大和 2 出入口の位置 2008年5月28日 2007年11月17日 5/17～10/17 なし(H21.1.23)

きりしま国分山形屋 霧島市国分中央三丁目515番１ 国分山形屋 国分山形屋 駐車場の位置等 2008年4月24日 2008年11月30日 5/16～9/16 なし(H20.11.21)

山形屋ショッピングプラザ隼
人店

霧島市隼人町真孝１５８番地１ 山形屋ストア 山形屋ストア 1 延刻 2008年2月25日 2008年3月8日 3/7～7/7 なし(H20.9.18)

オプシアミスミ 鹿児島市宇宿二丁目314番地外 Ｍisumi Misumi 13 延刻 2007年11月7日 2007年11月8日 11/26～3/26 なし(H20.6.3)

タイヨー伊敷団地店 鹿児島市西伊敷３丁目２番２号 タイヨー タイヨー 増床等 2007年8月10日 2008年4月11日 1,059 1,735 8/31～12/31 なし(H20.2.27)

スーパーセンターニシムタ指
宿店

指宿市十二町字横尾ノ上4088番１
外

ニシムタ ニシムタ 出入口の位置 2007年8月7日 2007年9月1日 8/24～12/24 なし(H20.2.27)

タイヨー星ヶ峯店 鹿児島市星ヶ峯４丁目3964番３ タイヨー タイヨー 駐輪場の位置 2007年4月10日 2007年5月31日 5/1～9/1 なし(H19.5.21)

スクエアモール鹿児島宇宿 鹿児島市宇宿２丁目２番18号 三菱ＵＦＪ信託銀行 カコイエレクトロ 7 駐車台数の減 2007年4月6日 2007年12月6日 5/1～9/1 なし(H19.10.18)

ヤマダ電機テックランド鹿児
島北店・ＣＯＯＰかごしま城
西店

鹿児島市原良町300番31 西日本地産 ヤマダ電機 1 増床，駐車台数の減 2006年12月20日 2007年11月30日 2,996 3,724 1/12～5/12 なし(H19.7.31)

マックスバリュ西原店 鹿屋市今坂町10118番23　外 テイエム技研 マックスバリュ九州 増床，駐車台数の減 2006年12月20日 2007年8月21日 1,067 1,341 1/12～5/12 なし(H19.7.31)

パワーランド川内ＭＧＭ
薩摩川内市永利町字中牟田1760
番地外

一六商事 カコイエレクトロ 4 延刻，出入口の減 2006年11月29日 2006年12月1日 12/12～4/12 なし(H19.6.6)

（仮称）ニトリ鹿児島店 鹿児島市南栄１丁目２番１　外 ニトリ ニトリ 出入口の数の減 2006年10月25日 2006年11月10日 11/7～3/7 なし(H19.6.6)

タイヨー枕崎店 枕崎市東本町６番５　外 タイヨー タイヨー 駐輪場の位置 2006年8月21日 2006年10月20日 9/5～1/5 なし(H18.9.22)
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大規模小売店舗立地法　法第６条第２項（変更）届出の概要（平成12年６月～令和４年３月末）

他 核店舗１ 他 届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

県意見（通知日）

店舗面積の合計（㎡）
届出の

縦覧期間

小売業者名
建物設置者名年度 備考変更内容 届出日 変更する日大規模小売店舗名 所在地

ファッションセンターしまむら
姶良店・アベイル姶良店・
シャンブル姶良店

姶良郡姶良町西餅田字外俵原
3215番地１外

しまむら しまむら 1 駐車台数の減等 2006年7月26日 2007年3月27日 3,396 3,142 8/22～12/22 なし(H19.2.19)

タイヨー花棚店 鹿児島市吉野町3615番地の１外 タイヨー タイヨー 駐車場の位置等 2006年4月26日 2006年6月20日 5/16～9/16 なし(H18.6.9)

ベスト電器出水店 出水市向江町766番地外 カコイエレクトロ ベスト電器 増床，延刻 2006年4月19日 2006年12月20日 1,613 1,975 5/9～9/9 なし(H18.11.21)

姶良サティ・ケーズデンキ姶
良パワフル館

姶良郡姶良町東餅田336番地　外 マイカル九州 正一電気 マイカル九州 1 開店時刻繰り上げ 2006年3月31日 2006年4月1日 4/7～8/7
なし

(H18.11.21)

隼人国分サティ 姶良郡隼人町見次1229番地　外 マイカル九州 マイカル九州 開店時刻繰り上げ 2006年3月31日 2006年4月1日 4/7～8/7
なし

(H18.11.21)

スーパーセンターニシムタ鹿
屋店

鹿屋市大浦町14003番の１外 ニシムタ ニシムタ 出入口の位置，減 2006年3月6日 2006年3月16日 3/17～7/17 なし(H18.9.1)

ホームプラザナフコ垂水店 垂水市潮彩二丁目１番地 ナフコ ナフコ 出入口の位置 2006年2月27日 2006年4月12日 3/10～7/10 なし(H18.9.1)

タイヨー知覧店 川辺郡知覧町郡中松17772 タイヨー タイヨー 延刻等 2006年2月3日 2006年2月4日 2/17～6/17 なし(H18.9.1)

タイヨーえい店 揖宿郡頴娃町郡1386番地1 タイヨー タイヨー 延刻等 2005年12月27日 2005年12月28日 1/20～5/20 なし(H18.6.26)

サンキュー出水店 出水市黄金町317番１外 タイヨー タイヨー 駐輪台数の減 2005年9月20日 2006年5月21日 9/30～1/30 なし(H18.3.30)

国分山形屋 国分市中央三丁目515番１ 国分山形屋 国分山形屋 駐車場台数の減等 2005年9月16日 2006年5月20日 15,000 10,800 10/7～2/7 なし(H18.3.30)

生活協同組合コープかごし
ま田上店、コープメディア田
上店

鹿児島市田上町３７３８ 下園紙工業 コープかごしま 1 延刻等 2005年7月6日 2005年7月9日 7/15～11/15 なし(H18.2.6)

プラッセ伊集院店 日置郡伊集院町徳重字馴枝２７４番地１　外 山忠棉業 大和 駐車台数の減等 2005年6月24日 2006年2月25日 7/8～11/8 なし(H17.12.9)

西之表ショッピングセンター 西之表市天神町３番地12
西之表ショッピン
グセンター

うしじまストアー 1 開店時刻繰り上げ 2005年5月13日 2005年5月15日 6/3～10/3 なし(H17.12.9)

タイヨー中山店 鹿児島市中山２丁目45番６号 タイヨー タイヨー 駐車場位置の変更等 2005年5月11日 2006年1月12日 5/24～9/24 なし(H17.10.17)

姶良サティ
ケーズデンキ姶良パワフル
館

姶良町東餅田336番地　外 マイカル九州 正一電気 マイカル九州 1 駐車台数の減 2005年5月6日 2006年1月7日 6/10～10/10 なし(H17.12.9)

山形屋ストア西田店 鹿児島市西田二丁目５番14号 山形屋ストア 　 山形屋ストア 延刻等 2005年4月19日 2005年4月20日 5/13～9/13 なし(H17.12.9)

デオデオ鹿屋店・マックスバ
リュ笠之原店

肝属郡高山町富山字上牧１００８番１　外 デオデオ
笠之原会
館

デオデオ 1 出入口の減等 2005年4月19日 2005年4月20日 5/13～9/13 なし(H17.10.17)

だいわ西之表店 西之表市鴨女町１８４　外 大和 大和 駐車台数の減 2005年1月18日 2004年10月31日 2/8～6/8 なし(H17.8.2)

アミュプラザ鹿児島
フレスタかごしま

鹿児島市中央町１番１　外 九州旅客鉄道
鹿児島ﾀｰﾐ
ﾅﾙビル

紀伊國屋書店 122 駐輪場の位置等 2004年12月1日 2005年8月1日 12/10～4/10 なし(H17.2.2)
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大規模小売店舗立地法　法第６条第２項（変更）届出の概要（平成12年６月～令和４年３月末）

他 核店舗１ 他 届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

県意見（通知日）

店舗面積の合計（㎡）
届出の

縦覧期間

小売業者名
建物設置者名年度 備考変更内容 届出日 変更する日大規模小売店舗名 所在地

タイヨーえい店 揖宿郡頴娃町郡１３８６番地１ タイヨー タイヨー 出入口の減等 2004年11月18日
2005年3月1日

外
12/3～4/3 なし(H17.6.7)

デオデオ鹿屋店・マックスバ
リュ笠之原店

肝属郡高山町富山字上牧１００８番１　外 デオデオ
笠之原会
館

デオデオ 1 増床等 2004年11月2日 2005年7月3日 1,982 5,030 11/19～3/19 なし(H17.6.7)

山形屋ストア西田店 鹿児島市西田２丁目５番１４号 山形屋ストア 山形屋ストア 駐車場台数減等 2004年10月22日 2005年6月23日 11/2～3/2 なし(H17.3.25)

タイヨー重富店 姶良郡姶良町平松３６８１番１　外 タイヨー タイヨー 出入口の増等 2004年6月23日 2004年7月1日 外 7/20～11/20 なし(H16.12.13)

コジマNEW与次郎店 鹿児島市与次郎１丁目８番２７号 タイヨー コジマ 駐車台数減等 2004年4月28日 2004年12月29日 5/14～9/14 なし(H16.10.15)

西鹿児島駅東口１０番街区
市街地再開発ビル

鹿児島市中央町１０番
西鹿児島東口開
発ビル

30 ダイエー 延刻等 2004年2月26日 2004年3月11日 3/12～7/12 なし(H16.10.15)

マイコープタウン姶良 姶良郡姶良町西餅田３３２８－１ コープかごしま コープかごしま 5 増床等 2004年1月26日 2004年9月27日 2,986 4,838 2/24～6/24 なし(H16.7.30)

プラザ大島店 鹿児島県名瀬市小浜町２２４５－２　外 セイフー ダイエー 延刻 2003年11月13日 2003年11月21日 11/28～3/28 なし(H16.6.4)

タイヨー知覧店 川辺郡知覧町郡中松１７７７２ タイヨー タイヨー 1 増床等 2003年10月22日 2004年6月23日 1,598 2,146 11/14～3/14 なし(H16.3.26)

タイヨーえい店 揖宿郡頴娃町郡１３８６番地１ タイヨー タイヨー 4
駐車台数減，荷捌き増
設

2003年9月18日 2004年5月19日 10/10～2/10 なし(H16.3.26)

ファミリープラザめいわ 鹿児島市明和１丁目２５番１号
鹿児島県住宅供
給公社

山形屋ストア 開店時刻繰り上げ 2003年8月8日 2003年8月11日 8/22～12/22 なし(H16.2.13)

山形屋ストア脇田店 鹿児島市宇宿３丁目１番１号 カワイ 山形屋ストア 開店時刻繰り上げ 2003年8月8日 2003年8月11日 8/22～12/22 なし(H16.2.13)

姶良サティ
ケーズデンキ姶良パワフル
館

姶良郡姶良町東餅田３３６　外 マイカル九州 正一電気 マイカル九州 24 延刻等 2003年7月22日
2003年9月1日

外
8/8～12/8 なし(H16.2.13)

マイコープタウン姶良 姶良郡姶良町西餅田３３２８－１ コープかごしま コープかごしま 2 延刻 2003年7月14日
2003年7月15日

外
8/15～12/15 なし(H16.2.13)

タイヨー紫原店 鹿児島市紫原３丁目９番１ タイヨー タイヨー 駐車場位置・台数 2003年6月27日 2004年3月1日 7/15～11/15 なし(H15.12.4)

鹿児島ショッパーズプラザ 鹿児島市鴨池２－２６－１ 第一生命 ダイエー 延刻等 2003年4月1日 2003年4月25日 4/18～8/18 なし(H15.10.17)

山形屋ショッピングプラザ 鹿児島市皇徳寺台２丁目２４７３番６ 山形屋ストア 山形屋ストア 延刻等 2003年2月28日 2003年3月1日 3/18～7/18 なし(H15.7.30)

スーパーハルタ姶良店・
ファッションセンターしまむら
姶良店

姶良郡姶良町西餅田３２１５－１　外 ハルタ ハルタ 1 延刻 2002年9月2日 2002年9月9日 9/27～1/27 －
取下げ
(H15.4.15)

サンキュー新栄店 鹿児島市新栄町１８５－８０ タイヨー タイヨー 延刻等 2002年7月29日 2002年8月1日 9/6～1/6 なし(H15.2.12)

鹿児島ショッパーズプラザ 鹿児島市鴨池２－２６－１ 第一生命 ダイエー 延刻 2002年4月16日 2002年5月17日 5/28～9/28 なし(H14.10.25)

ダイエー鹿児島谷山店 鹿児島市南栄５－１０－５１ 城山観光 ディ・ハイパー・マート 延刻等 2002年4月16日 2002年5月17日 5/28～9/28 なし(H14.10.25)
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