
大規模小売店舗立地法　法附則第５条第１項（変更）届出の概要　　【平成12年６月～令和４年３月末】

届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

3 Ａコープ国分店 霧島市国分中央四丁目3004
鹿児島県くみあい
開発（株）

（株）エーコープ鹿
児島

店舗面積の合計，駐車
場の位置及び収容台
数，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

2021年8月26日 2022年4月26日 2,050 1,796 9/10～1/10 なし（R4.2.14）

ホームプラザナフコ指宿店 指宿市西方1639-1 （株）ナフコ （株）ナフコ

店舗面積，駐車場収容
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

2019年8月6日 2020年4月7日 4,023 5,428 8/23～12/23 なし（R2.2.3）

タイヨー川内店 薩摩川内市西向田町15番地10 （株）タイヨー （株）タイヨー
駐輪場の位置及び収容
台数

2019年7月5日 2020年3月6日 2,139 7/19～11/19 なし（R1.12.6）

27 ザ・ダイソーＡコープいしき店
鹿児島市伊敷町882番地外（伊敷
ニュータウン36街区１号，２号）

鹿児島県くみあい
開発㈱

㈱エーコープ鹿児
島

店舗面積の合計，開店
時刻及び閉店時刻，駐
車場利用可能時間帯

2015年8月6日 2016年4月7日 1,464 1,326 8/25～12/25 なし(H28.2.8)

串木野ショッピングプラザ
いちき串木野市東塩田町1番地　外
16筆

中馬浩 ㈱ニシムタ 延刻等 2015年1月20日
2015年9月21日

外
6,054 1/30～5/30 なし(H27.7.29)

プラッセだいわ指宿店 指宿市西方1675 ㈱大和 ㈱大和
荷さばき施設の位置及
び面積

2014年7月28日 2015年3月29日 8,492 8/8～12/8 不要

軽微変
更承認
(H26.8.

タイヨー末吉店
曽於市末吉町本町一丁目２番地
外９筆

タイヨー タイヨー 延刻等 2014年1月9日 2014年1月10日 2,350 1/21～5/21 なし(H26.5.23)

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

タイヨー タイヨー 3 延刻等 2013年12月27日 2013年12月28日 4,567 1/17～5/17 なし(H26.5.23)

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

タイヨー タイヨー
花屋敷こま
みず

延刻 2013年9月30日 2013年10月1日 5,557 10/18～2/18 なし(H26.3.6)

ニシムタ川内店 薩摩川内市原田町14番１号 ニシムタ ヒマラヤ ゲオ 延刻等 2013年5月27日 2013年6月1日 3,639 6/18～10/18 なし(H25.11.22)

サンポートしぶしアピア
志布志市志布志町志布志三丁目24
番１号

志布志まちづくり
公社

ダイレックス 延刻等 2013年2月1日 2013年2月22日 4,270 2/15～6/15 なし(H25.7.26)

ダイレックス大口店 伊佐市大口里750番１外５筆 ダイレックス ダイレックス 延刻等 2012年11月7日 2012年11月14日 5,775 11/20～3/20 なし(H25.3.22)

ジョイプラザ 鹿児島市東郡元19番6号 九州旅客鉄道㈱
ブックオフコーポ
レーション㈱

　㈱イエ
ローハット

延刻等及び駐車場の出
入口の数と位置

2011年8月29日 2011年8月30日 1,177 9/26～1/26 なし(H23.3.29)

マンガ倉庫鹿児島店 鹿児島市小松原1丁目6番7号 ㈱中央温泉 ㈱チェンジ 店舗面積の変更及び延刻等2011年4月22日 2011年12月23日 9,762 7,102 5/20～9/20 なし(H23.11.29)

22 ショッピングプラザピコ
南さつま市加世田本町27番地１　外
14筆

タイヘイ タイヘイ 開閉店時刻等 2011年1月6日 2011年1月15日 5,126 3/4～7/4 なし(H23.8.2)

マルミヤストア菱刈店・ナフコ菱刈
店

伊佐市菱刈大字重留字薬師原1407
番外８筆

ロンフレ ナフコ
マルミヤス
トア

駐輪場の位置等 2010年3月23日
2010年3月25日

外
4,900 4/2～8/2 なし(H22.9.16)

タイヨー国分店
霧島市国分中央三丁目574番１外３
筆

タイヨー タイヨー 減少，延刻等 2010年1月28日 2010年9月29日 3,590 1,853 2/9～6/9 なし(H22.7.30)

西川ビル 鹿児島市中町３番15号　外３筆 フォルトウナ ジュンク堂書店 1 増床等 2009年1月28日 2009年9月29日 1,222 1,489 2/6～6/6 なし(H21.9.17)

備考
届出の

縦覧期間
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県意見
（通知日）

小売業者名
届出日

店舗面積の合計（㎡）

変更する日
核店舗１
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年度 大規模小売店舗名 所在地 変更内容建物設置者名
他 他
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届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

備考
届出の

縦覧期間
県意見

（通知日）

小売業者名
届出日

店舗面積の合計（㎡）

変更する日
核店舗１

年度 大規模小売店舗名 所在地 変更内容建物設置者名
他 他

スーパーセンターニシムタ北ふ頭
店

鹿児島市小川町19番１
南日本総合サー
ビス

ニシムタ 延刻 2008年10月9日 2008年10月11日 5,442 10/21～2/21 なし(H21.5.22)

N'ｓ　CITY 鹿児島市卸本町５番35号 ニシムタ ニシムタ 1 増床等 2008年4月30日 2008年6月20日 9,600 19,394 5/23～9/23 なし(H20.11.21)
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届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

備考
届出の

縦覧期間
県意見

（通知日）

小売業者名
届出日

店舗面積の合計（㎡）

変更する日
核店舗１

年度 大規模小売店舗名 所在地 変更内容建物設置者名
他 他

Ａコープ桜ヶ丘店、ダイソーＡコー
プ桜ヶ丘店

鹿児島市桜ヶ丘四丁目１番地１３外
鹿児島県経済農業
協同組合連合会

1 エーコープ鹿児島 1
開店時間繰り上げ，延
刻

2007年11月29日 2007年12月1日 3,789 12/11～4/11 なし(H20.7.10)

ホームセンタータカミ川内店、おも
ちゃ倉庫川内店

薩摩川内市山之口町4677番地１
外

タカミ 1 タカミ 1 増床等 2007年7月27日 2008年3月28日外 4,932 7,429 8/10～12/10 なし(H20.2.27)

ホームプラザナフコ谷山店 鹿児島市下福元町6723番２　外 ナフコ ナフコ 増床等 2007年3月16日 2007年11月17日 8,000 10,399 3/30～7/30 なし(H19.10.18)

タイヨー串木野店 いちき串木野市旭町60番地 タイヨー タイヨー 延刻等 2006年6月28日 2006年6月29日 1,721 7/11～11/11 なし(H18.12.27)

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 2006年6月28日 2006年6月29日 2,312 7/11～11/11 なし(H18.12.27)

Ａコープ郡山店 鹿児島市郡山町714番地１
鹿児島くみあい開
発

エーコープ鹿児島 増床，延刻等 2006年4月28日 2006年12月29日 1,287 2,308 5/30～9/30 なし(H18.11.21)

プラッセ宮之城店
薩摩郡さつま町宮之城屋地字城ノ
前1495番地1　外

片倉工業 大和 5 延刻等 2006年3月3日 2006年3月4日 6,630 3/17～7/17 なし(H18.9.1)

タイヨー宮之城店
薩摩郡さつま町宮之城屋地1052番
地　外

タイヨー タイヨー 延刻等 2005年12月21日 2005年12月22日 1,549 1/13～5/13 なし(H18.6.26)

サンキュー加世田店 加世田市地頭所町28番地　外 タイヨー タイヨー 1 延刻等 2005年9月22日 2005年9月23日 5,130 10/4～2/4 なし(H18.3.30)

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

加世田市大字地頭所字玉川723番１
外

ニシムタ 2 ニシムタ 2 増床等 2005年9月2日 2006年5月3日 5,440 10,150 9/26～1/26 なし(H18.4.24)

ケーズデンキ国分パワフル館 国分市野口517番地　外 正一電気 正一電気 増床等 2005年8月9日 2006年4月10日 1,331 2,248 8/26～12/26 なし(H18.2.6)

タイヨー川辺店 川辺郡川辺町平山3395番地1外 大坪ビル タイヨー 延刻等 2005年7月21日 2005年8月1日 2,322 8/12～12/12 なし(H18.2.6)

ホームプラザナフコ姶良店 姶良郡姶良町中津野769番4　外 ナフコ ナフコ 増床等 2005年5月30日 2006年1月31日 5,410 6,805 6/14～10/14 なし(H17.12.9)

サンキュー寿店 鹿屋市寿七丁目494番１　外 タイヨー タイヨー 延刻等 2005年4月28日 2005年4月29日 5,850 5/20～9/20 なし(H17.12.9)

山形屋ショッピングプラザ隼人店 姶良郡隼人町真孝158番地1 山形屋ストア 山形屋ストア 延刻 2005年2月28日 2005年3月1日 2,990 3/11～7/11 なし(H17.10.17)

タイヨー大口店 大口市里字桃木ヶ丸８０１番１ タイヨー タイヨー 延刻 2004年12月24日 2004年12月25日 4,109 1/7～5/7 なし(H17.8.2)

コミュニティプラザＡコープいしき
ホームマートニシムタ伊敷ニュー
タウン店

鹿児島市伊敷台２丁目２７番１号
外

鹿児島県くみあい
開発

ニシムタ Ａコープ 1 延刻 2004年12月17日 2004年12月18日 7,046 1/18～5/18 なし(H17.8.2)

タイヨー姶良店 姶良郡姶良町東餅田2372番地1 タイヨー タイヨー 延刻 2004年12月10日 2004年12月11日 2,656 12/24～4/24 なし(H17.6.7)

南さつま生活総合センター　サザ
ウィン加世田店

加世田市内山田字藤中島２４３番地
１

鹿児島県くみあい
開発

サザウィン 8 開店時間繰り上げ 2004年11月25日 2004年11月26日 6,757 12/10～4/10 なし(H17.6.7)

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 5 延刻 2004年10月13日 2004年10月13日 2,469 10/29～2/28 なし(H17.3.25)
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届出時 変更後
店舗面積 店舗面積

備考
届出の

縦覧期間
県意見

（通知日）

小売業者名
届出日

店舗面積の合計（㎡）

変更する日
核店舗１

年度 大規模小売店舗名 所在地 変更内容建物設置者名
他 他

タイヨー平田店 名瀬市真名津町１３番１号 タイヨー タイヨー 延刻 2004年9月1日 2004年10月1日 1,250 10/1～2/1 なし(H17.3.25)

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 増床等 2004年8月31日 2004年9月2日 5,612 6,825 9/21～1/21 なし(H17.3.25)

タイヨー広瀬店 国分市広瀬１丁目１１番１５号 タイヨー タイヨー 1 延刻 2004年8月6日 2004年8月10日 2,746 8/20～12/20 なし(H17.2.8)

タイヨー伊集院店 日置郡伊集院町徳重字樋脇２３８番１ タイヨー タイヨー 4 延刻 2004年7月28日 2004年8月1日 4,760 8/13～12/13 なし(H17.2.8)

だいわ垂水店 垂水市旭町６１番地 大和 大和 延刻等 2004年6月16日 2004年6月17日 3,161 7/9～11/9 なし(H16.12.13)

だいわ西之表店 西之表市鴨女町１８４番地　外 大和 大和 延刻等 2004年6月16日 2004年6月24日 3,217 7/9～11/9 なし(H16.12.13)

プラッセ伊集院店 日置郡伊集院町徳重字馴枝２７４番地１ 山忠棉業 大和 6 延刻 2004年5月27日 2004年6月3日 3,816 6/11～10/11 なし(H16.12.13)

タイヨー垂水店 垂水市中央町３２番地 タイヨー タイヨー 1 延刻 2004年5月7日 2004年5月20日 2,050 5/28～9/28 なし(H16.10.15)

だいわ大崎店 曽於郡大崎町仮宿字長池１１５６　外 大和 大和 延刻等 2004年3月29日 2004年4月15日 1,813 4/16～8/16 なし(H16.10.15)

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 延刻 2004年1月26日 2004年1月27日 2,971 2/6～6/6 なし(H16.7.30)

だいわ谷山店 鹿児島市小松原２丁目１５番地４ 永吉ランド 大和 延刻等 2004年1月20日 2004年1月23日 1,485 2/3～6/3 なし(H16.7.30)

だいわ串木野店 串木野市下名字酔之尾5630番地　外 大和 大和 延刻等 2004年1月20日 2004年1月23日 4,394 2/3～6/3 なし(H16.7.30)

だいわ向田店 川内市西向田町１９４番地 大和 大和 減床等 2003年12月26日 2004年9月1日 7,200 1,269 1/16～5/16 なし(H16.7.30)

タイヨー指宿店 指宿市湊１丁目１０番１７号 タイヨー タイヨー 1 増床等 2003年12月17日 2004年4月1日 2,780 3,272 1/13～5/13 なし(H16.6.4)

プラッセ大小路食品館 川内市若葉町４１番地　外 日本たばこ産業 大和 5 延刻等 2003年12月8日 2003年12月10日 1,776 12/24～4/24 なし(H16.6.4)

タイヨー永利店 川内市永利町字古川７１２番 タイヨー タイヨー 1 増床等 2003年9月18日 2004年5月19日 6,703 6,903 10/10～2/10 なし(H16.3.26)

タイヨー新町店 国分市新町字山ヶ町９７４番５ タイヨー タイヨー 1 増床等 2003年9月18日 2004年5月19日 4,750 5,160 10/10～2/10 なし(H16.3.26)

ラークス川内店 川内市原田町１９９番 クッキー クッキー 延刻等 2003年7月30日 2003年8月9日 2,109 8/15～12/15 なし(H16.2.13)

リビング　マルタニ 名瀬市港町１１番１号　外 谷木材商行 谷木材商行 延刻等 2003年7月23日 2003年7月24日 1,475 8/15～12/15 なし(H16.2.13)

生活協同組合コープかごしま川内
店、写真の福元中郷店

川内市中郷１丁目４０６番地　外 コープかごしま コープかごしま 1 延刻 2003年7月18日 2003年7月19日 1,824 8/19～12/19 なし(H16.2.13)

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 コープかごしま コープかごしま 延刻 2003年7月18日 2003年7月19日 1,664 8/19～12/19 なし(H16.2.13)
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マイコープタウン国分Ⅰ 国分市府中字鼻面５３０番地２　外 コープかごしま コープかごしま 2 延刻 2003年7月18日 2003年7月19日 2,530 8/19～12/19 なし(H16.2.13)

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２丁目３７８８－５　外 コープかごしま コープかごしま 1 延刻 2003年7月14日 2003年7月15日 2,432 8/15～12/15 なし(H16.2.13)

DIYホームセンターハンズマン国分店 国分市府中字土器川原657番1 外 ハンズマン ハンズマン 延刻等 2003年6月12日 2003年6月13日 5,502 6/27～10/27 なし(H15.12.4)

隼人国分サティ 姶良郡隼人町見次１２２９　外 マイカル九州 マイカル九州 25 延刻 2003年5月20日 2003年6月20日 18,000 6/3～10/3 なし(H15.12.4)

国分山形屋 国分市中央３丁目９－２０ 国分山形屋 1 国分山形屋 延刻 2003年3月28日 2003年4月1日 3,655 4/8～8/8 なし(H15.10.17)

川内山形屋 川内市西向田町９－６ 川内山形屋 川内山形屋 延刻 2003年3月27日 2003年4月1日 5,763 4/8～8/8 なし(H15.10.17)

鹿児島三越 鹿児島市呉服町６－５ 鹿児島三越 鹿児島三越 延刻 2003年2月28日 2003年3月1日 14,665 3/14～7/14 なし(H15.7.30)

山形屋ストア西田店 鹿児島市西田２丁目５－１４ 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 1,469 3/18～7/18 なし(H15.7.30)

山形屋 鹿児島市金生町３－１ 山形屋 山形屋 延刻 2003年2月26日 2003年3月1日 30,328 3/14～7/14 なし(H15.7.30)

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 2002年10月30日 2003年2月1日 1,485 11/19～3/19 なし(H15.6.2)

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 13 延刻等 2002年10月10日 2002年10月11日 17,124 11/8～3/8 なし(H15.3.28)

サンキュー隼人店 姶良郡隼人町見次字須ノ木５４５　外 タイヨー タイヨー 2 延刻等 2002年9月27日 2002年10月1日 6,850 10/18～2/18 なし(H15.3.28)

タイヨー喜入店 揖宿郡喜入町喜入６１０８－１ タイヨー タイヨー 1 増床等 2002年9月12日 2002年9月13日 1,450 1,634 10/4～2/4 なし(H15.3.28)

タイヨー東市来店 日置郡東市来町湯田２８１５ タイヨー タイヨー 1 延刻等 2002年8月28日 2002年9月1日 1,477 9/17～1/17 なし(H15.2.12)

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 2002年8月28日 2002年9月1日 1,598 9/17～1/17 なし(H15.2.12)

タイヨーえい店 揖宿郡頴娃町郡１３８６－１ タイヨー タイヨー 3 延刻等 2002年8月28日 2002年9月1日 2,800 9/17～1/17 なし(H15.2.12)

くらし館西原店 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 延刻等 2002年8月13日 2002年8月14日 1,067 9/6～1/6 なし(H15.2.12)

サンキュー和田店 鹿児島市和田１－３－７ タイヨー タイヨー 3 延刻 2002年7月29日 2002年8月1日 4,550 8/23～12/23 なし(H15.2.12)

タイヨー新上橋店 鹿児島市鷹師２－６－２ タイヨー タイヨー 延刻等 2002年7月29日 2002年8月1日 1,120 8/23～12/23 なし(H15.2.12)

タイヨー西陵店 鹿児島市西陵６－２１－１５ タイヨー タイヨー 延刻等 2002年7月29日 2002年8月1日 1,500 8/23～12/23 なし(H15.2.12)
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タイヨー田上店 鹿児島市田上６丁目６－１ タイヨー タイヨー 延刻等 2002年6月28日 2002年7月1日 1,242 7/19～11/19 なし(H15.2.12)

タイヨー武町店 鹿児島市武１丁目－１７－７ タイヨー タイヨー 延刻 2002年6月28日 2002年7月1日 1,480 7/19～11/19 なし(H14.12.5)

タイヨー加治木店 姶良郡加治木町本町１８０番地 タイヨー タイヨー 延刻等 2002年6月28日 2002年7月1日 2,695 7/19～11/19 なし(H15.2.12)

タイヨー伊敷店 鹿児島市下伊敷１丁目５４－２ タイヨー タイヨー 延刻等 2002年5月31日 2002年6月1日 1,530 6/21～10/21 なし(H14.12.5)

タイヨー伊敷団地店 鹿児島市西伊敷３丁目２－２ タイヨー タイヨー 延刻等 2002年5月31日 2002年6月1日 1,059 6/21～10/21 なし(H14.12.5)

タイヨー原良店 鹿児島市原良町１２３３ タイヨー タイヨー 延刻等 2002年4月30日 2002年5月1日 2,193 5/24～9/24 なし(H14.12.5)

タイヨー草牟田店 鹿児島市草牟田２丁目１９－５ タイヨー タイヨー 延刻等 2002年4月30日 2002年5月1日 2,768 5/24～9/24 なし(H14.12.5)

山形屋ショッピングプラザ加治木
店

姶良郡加治木町本町３４９ 山形屋ストア 山形屋ストア 延刻 2002年4月23日 2002年4月24日 1,892 5/24～9/24 なし(H14.10.25)

タイヨー玉里団地店 鹿児島市玉里団地１－２－１ タイヨー タイヨー 延刻等 2002年3月29日 2002年4月1日 1,155 5/7～9/7 なし(H14.10.25)

タイヨー武岡団地店 鹿児島市武岡２－２８ タイヨー タイヨー 延刻等 2002年3月29日 2002年4月1日 1,542 5/7～9/7 なし(H14.10.25)

プラザ大島店 名瀬市小浜町２２４５の２ セイフー ダイエー 増床等 2002年3月25日 2002年3月26日 3,505 4,153 5/7～9/7 なし(H14.10.25)

タイヨー吉野店 鹿児島市吉野町１７３１ タイヨー タイヨー 延刻等 2002年2月28日 2002年3月1日 1,059 3/29～7/29 なし(H14.10.25)

タイヨー大竜店 鹿児島市大竜町２－８ タイヨー タイヨー 延刻等 2002年2月28日 2002年3月1日 1,531 3/29～7/29 なし(H14.10.25)

ラークス谷山インター店 鹿児島市上福元町６３３０ クッキー クッキー 延刻 2001年12月25日 2001年12月26日 1,554 1/29～5/29 なし(H14.7.29)

タイヨー紫原店 鹿児島市紫原３－９－４ タイヨー タイヨー 延刻等 2001年12月12日 2001年12月13日 1,203 1/11～5/11 なし(H14.7.29)

タイヨー中山店 鹿児島市中山２－４５－６ タイヨー タイヨー 延刻等 2001年12月12日 2001年12月13日 2,434 1/11～5/11 なし(H14.7.29)

ハイパーマート鹿屋店 鹿屋市大浦町１４００３－１ ダイエー ﾃﾞｨｰ･ﾊｲﾊﾟｰ･ﾏｰﾄ 延刻 2001年11月30日 2001年12月1日 12,398 12/18～4/18 なし(H14.7.29)

ファミリープラザめいわ 鹿児島市明和１－２６００－６３６
鹿児島県住宅供
給公社

山形屋ストア 延刻 2001年11月9日 2001年11月10日 5,998 12/11～4/11 なし(H14.6.3)

山形屋ストア脇田店 鹿児島市宇宿３－１－１ カワイ 山形屋ストア 延刻 2001年11月9日 2001年11月10日 1,280 12/11～4/11 なし(H14.6.3)

鹿児島ショッパーズプラザ 鹿児島市鴨池２－２６－１ 第一生命保険 ダイエー 延刻 2001年8月30日 2001年8月31日 20,420 10/12～2/12 なし(H14.4.16)
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ダイエー鹿児島谷山店 鹿児島市南栄５－１０－５１ 城山観光 ﾃﾞｨｰ･ﾊｲﾊﾟｰ･ﾏｰﾄ 延刻 2001年8月30日 2001年8月31日 11,100 10/12～2/12 なし(H14.4.16)

スーパーハルタ姶良店 姶良郡姶良町西餅田３２１５－１ ハルタ ハルタ 1 増床等 2001年8月17日 2002年4月18日 2,066 3,396 9/14～1/15 なし(H14.4.16)

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 ヤマダ電機 延刻 2001年7月23日 2001年7月24日 2,665 8/17～12/17 なし(H14.2.12)

ヤマダ電機テックランド鹿児島北店 鹿児島市原良町３００－３１ 南日リース ヤマダ電機 延刻 2001年7月23日 2001年7月24日 2,996 8/17～12/17 なし(H14.2.12)

タイヨー串良店 串良町岡崎字寺ノ下１８２５－１　外 タイヨー タイヨー 増床等 2001年4月20日 2001年5月1日 1,490 2,324 5/29～9/29 なし(H13.12.5)

マイコープタウン国分Ⅱ 国分市府中６４６－１ コープかごしま しまむら 1 増床等 2001年4月20日 2001年12月21日 1,594 1,881 5/29～9/29 なし(H13.12.5)

ベスト電器鹿屋本店 鹿屋市王子町３９７３－３ カコイエレクトロ カコイエレクトロ 1 増床等 2001年3月22日 2001年11月23日 2,300 2,982 4/13～8/13 なし(H13.10.16)

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 2001年2月28日 2001年3月1日 2,576 3/27～7/27 なし(H13.10.16)

姶良サティ 姶良郡姶良町東餅田３３６　外 マイカル九州 1 マイカル九州 1 増床等 2000年10月5日 2001年6月7日 13,941 16,235 11/7～3/7 なし(H13.6.4)

いわさきホテルザビエル４５０ 鹿児島市東千石町１２－２２ 岩崎産業 1 岩崎産業 延刻 2000年7月17日 2000年7月18日 2,998 8/29～12/29 なし(H13.2.21)
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