
土地取得・譲渡業務

所 在 地 取得面積 取得年月 事業内容 施設名 譲渡年月

【北海道】

札幌市中央区北四条西六丁目 1,175㎡ 平成 7年 6月 商業施設 タイムズステーション札幌駅前 平成15年 5月

札幌市北区北九条西二丁目 3,136㎡ 平成 8年12月 業務施設 ホワイトキューブ札幌 平成13年 4月

札幌市清田区美しが丘一条九丁目 28,353㎡ 平成11年 2月 商業施設 コストコ札幌店 平成19年 3月

札幌市清田区平岡五条一丁目 78,782㎡ 平成11年 3月 住宅施設 平岡フォレストタウン 平成19年 1月

帯広市西２３条南三丁目 23,476㎡ 平成11年 1月 商業施設 ぴあざフクハラ西帯広店 平成12年 1月

【宮城県】

仙台市青葉区花京院二丁目 1,607㎡ 平成 9年 3月 業務施設 花京院プラザ 平成18年10月

【福島県】

福島市三河南町 1,201㎡ 平成10年10月 － 平成18年 4月

郡山市長者一丁目 10,000㎡ 平成 8年 1月 商業施設 ザ･モール郡山 平成16年 9月

郡山市中町 3,571㎡ 平成 9年 1月 商業施設 うすい百貨店 平成26年 3月

【茨城県】

守谷市百合ヶ丘三丁目 43,793㎡ 平成10年 3月 商業施設 ロックシティ守谷ショッピングセンター 平成18年 5月

【群馬県】

高崎市棟高町字村北 91,905㎡ 平成11年 3月 住宅施設 グランレーブ千年台 平成18年10月

【埼玉県】

さいたま市北区櫛引町二丁目 48,177㎡ 平成11年 3月 商業施設 大宮サティ 平成15年 8月

さいたま市見沼区蓮沼 5,965㎡ 平成13年11月 商業施設 ヤオコー蓮沼店 平成20年10月

さいたま市南区沼影一丁目 13,474㎡ 平成10年 9月 商業・業務・住宅施設 武蔵浦和SKY & GARDEN 平成20年 9月

川越市泉町 42,961㎡ 平成12年 5月 住宅施設
レーベンスクエア･コンセルティエ
レーベンスクエア･サントレッセ

平成18年 8月

川越市泉町 15,167㎡ 平成14年 2月 商業施設 ヤオコー川越南古谷店 平成21年 2月

越谷市大字西方 23,153㎡ 平成10年12月 住宅施設 ガーデンシンフォニー新越谷 平成17年 1月

入間市豊岡一丁目 9,390㎡ 平成10年 9月 住宅施設 ダイアパレスU-アリーナ 平成13年 2月

和光市白子二丁目 12,997㎡ 平成15年 7月 住宅施設 ライオンズガーデン成増ヴィスタヒル 平成17年 6月

坂戸市千代田二丁目 9,990㎡ 平成12年 4月 商業施設 ヤオコー坂戸千代田店 平成18年 9月

【千葉県】

千葉市中央区浜野町 4,421㎡ 平成 9年 3月 商業・住宅施設 ウィザースレジデンス浜野駅前 平成28年 4月

千葉市中央区本千葉町 3,763㎡ 平成12年 4月 商業施設 京成ホテルミラマーレ 平成18年 3月

千葉市花見川区幕張町二丁目 13,180㎡ 平成 8年 9月 商業施設 ヤマダ電機New幕張本店 平成16年12月

千葉市花見川区幕張町五丁目 32,752㎡ 平成12年 1月 商業･住宅施設
幕張ガーデンフォート
幕張ガーデンオアシス

平成18年 1月

千葉市稲毛区長沼町 41,624㎡ 平成 9年 9月 商業施設 ワンズモール千葉長沼 平成13年 5月

千葉市若葉区御成台他 48,730㎡ 平成11年 3月 住宅施設
グローイングスクエア御成台
マストシティ御成台

平成18年10月

千葉市緑区あすみが丘七丁目 41,288㎡ 平成10年 8月 商業施設 ブランニューモール 平成19年 4月

市川市真間四丁目 14,663㎡ 平成11年 7月 住宅施設 サンウッド市川真間 平成13年 9月

船橋市本中山二丁目 4,805㎡ 平成 7年 7月 商業･住宅施設 ミレニティ中山 平成16年 9月

船橋市日の出一丁目 30,780㎡ 平成 9年 3月 － 平成17年 9月

船橋市宮本三丁目 4,962㎡ 平成10年11月 商業施設 ネッツトヨタ千葉船橋宮本店 平成15年10月

船橋市習志野五丁目 12,898㎡ 平成12年 1月 商業施設 東習志野ショッピングセンター 平成19年 1月
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所 在 地 取得面積 取得年月 事業内容 施設名 譲渡年月

成田市ウイング土屋 35,294㎡ 平成11年 3月 商業施設 イオンモール成田 平成12年 4月

習志野市津田沼一丁目 30,973㎡ 平成10年 3月 商業施設 イオン津田沼ショッピングセンター 平成17年 3月

八千代市緑が丘一丁目 6,755㎡ 平成11年 3月 住宅・宿泊施設
アパタワーズ八千代緑ヶ丘
アパホテル

平成12年12月

八千代市緑が丘三丁目 25,111㎡ 平成11年 3月 住宅施設 リーセントヒルズ 平成15年 3月

八千代市村上南一丁目 44,341㎡ 平成13年 1月 商業施設 フルルガーデン八千代 平成20年 3月

【東京都】

千代田区神田錦町三丁目 637㎡ 平成 8年 3月 業務施設 JPRクレスト竹橋ビル 平成13年12月

千代田区六番町 2,324㎡ 平成 8年 5月 住宅施設 グランスイート六番町 平成18年 4月

千代田区九段北四丁目 1,830㎡ 平成 8年 9月 業務施設 九段ファーストプレイス 平成16年 3月

千代田区平河町二丁目 798㎡ 平成 8年12月 業務･住宅施設 平河町森タワー 平成18年12月

千代田区富士見二丁目 1,998㎡ 平成11年10月 業務施設 KADOKAWA富士見ビル 平成16年10月

中央区銀座三丁目 944㎡ 平成15年10月 業務施設 トレランス銀座ビルディング 平成17年 3月

中央区日本橋一丁目 8,185㎡ 平成12年 1月 商業･業務施設 COREDO日本橋 平成19年 1月

中央区日本橋人形町二丁目 1,107㎡ 平成15年 6月 住宅施設 グランスイート日本橋人形町 平成17年 4月

中央区日本橋馬喰町一丁目 1,095㎡ 平成16年11月 住宅施設 パシフィックレジデンス日本橋馬喰町 平成18年 9月

中央区築地一丁目 5,458㎡ 平成11年 2月 商業･業務･住宅施設 ADK松竹スクエア 平成13年 8月

中央区佃二丁目 1,211㎡ 平成11年 2月 住宅施設 東京月島ガーデンハウスシティフロント 平成12年 3月

中央区佃二丁目 4,742㎡ 平成13年12月 住宅施設 ライオンズタワー月島 平成17年10月

中央区明石町 1,689㎡ 平成15年 1月 住宅施設 グランスイート明石町 平成16年 3月

港区南青山二丁目 1,649㎡ 平成 6年11月 住宅施設 青山ザ･タワー 平成12年 9月

港区高輪一丁目 9,796㎡ 平成 7年10月 住宅施設 高輪ザ･レジデンス 平成17年10月

港区高輪一丁目 1,341㎡ 平成10年 7月 住宅施設 レキシントン･スクエア白金高輪 平成14年 9月

港区高輪三丁目 1,974㎡ 平成10年12月 住宅施設 高輪シティハウス 平成12年 7月

港区高輪一丁目 4,884㎡ 平成12年 9月 住宅施設 シティタワー高輪 平成16年 3月

港区麻布台二丁目 807㎡ 平成 8年 3月 住宅施設 ザ･麻布台タワー 平成 9年 5月

港区元麻布一丁目 1,094㎡ 平成17年 3月 平成27年 3月

港区白金六丁目 4,334㎡ 平成 9年11月 － 平成14年 7月

港区白金六丁目 2,154㎡ 平成10年 2月 住宅施設 グランスイート白金マークス 平成17年 3月

港区白金一丁目 928㎡ 平成11年 3月 商業･業務･住宅施設 白金アエルシティ 平成14年 2月

港区六本木三丁目 1,779㎡ 平成15年11月 住宅施設 ザ･グランスイート六本木 平成17年10月

港区六本木一丁目 2,541㎡ 平成17年 1月 － 平成19年 4月

港区六本木五丁目 9,865㎡ 平成17年 3月 － 平成18年 5月

港区三田一丁目 4,214㎡ 平成12年 3月 住宅施設 シティタワー麻布十番 平成19年 3月

港区虎ノ門五丁目 1,047㎡ 平成10年 3月 業務･住宅施設 オランダヒルズ森タワー 平成14年 2月

港区虎ノ門四丁目 6,052㎡ 平成11年 2月 業務･住宅施設 虎ノ門タワーズ 平成15年12月

港区西新橋一丁目 822㎡ 平成11年 9月 業務施設 住友生命西新橋ビル 平成13年 6月

港区浜松町二丁目 6,236㎡ 平成14年 3月 商業･業務施設 日本生命浜松町クレアタワー 平成24年11月

港区海岸一丁目 10,221㎡ 平成12年 3月 業務施設 汐留ビルディング 平成16年 3月

新宿区西新宿七丁目 2,718㎡ 平成11年 3月 住宅施設 セントラルレジデンス新宿シティタワー 平成14年 1月

新宿区西新宿四丁目 2,585㎡ 平成13年 3月 業務施設 住友不動産西新宿ビル４号館 平成15年10月
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新宿区西新宿八丁目 1,284㎡ 平成16年 2月 商業・業務・住宅施設 新宿グランドタワー 平成23年12月

新宿区富久町 2,949㎡ 平成 7年 3月 業務施設 新宿イーストビル 平成16年 3月

新宿区大久保一丁目 885㎡ 平成10年 3月 － 平成17年 8月

文京区春日一丁目 7,900㎡ 平成12年 4月 商業施設 ラクーア 平成22年 4月

台東区上野一丁目 1,152㎡ 平成11年 2月 住宅施設 ライオンズタワー上野黒門町 平成16年 4月

江東区南砂二丁目 10,847㎡ 平成 9年 3月 住宅施設 ガーデンフラッグシティ 平成14年11月

江東区大島八丁目 6,788㎡ 平成11年 3月 住宅施設 ライオンズステージ大島ウエストアクエア 平成13年 4月

江東区豊洲四丁目 19,850㎡ 平成11年 2月 住宅施設 スターコート豊洲 平成17年 2月

江東区豊洲五丁目 7,156㎡ 平成11年 9月 住宅施設 グランアルト豊洲 平成13年 8月

江東区豊洲五丁目 12,551㎡ 平成15年 3月 業務施設 NBF豊洲ガーデンフロント 平成17年12月

品川区北品川四丁目 3,458㎡ 平成 9年 4月 住宅施設 リジェ御殿山サウスレジデンス 平成13年 4月

品川区東品川四丁目 1,655㎡ 平成13年12月 住宅施設 アルス品川ラ･パルフェ 平成15年 3月

目黒区青葉台二丁目 3,715㎡ 平成11年10月 商業･業務施設 目黒青葉台ビル 平成21年 3月

大田区羽田旭町 68,783㎡ 平成11年 3月 － 平成21年 3月

世田谷区弦巻四丁目 1,402㎡ 平成14年12月 住宅施設 アルス弦巻四丁目 平成15年12月

渋谷区富ヶ谷一丁目 736㎡ 平成 7年 3月 業務施設 NTSテクノビル富ヶ谷 平成11年 7月

渋谷区広尾一丁目 930㎡ 平成 9年 8月 業務施設 恵比寿イーストビル 平成18年 2月

渋谷区円山町 535㎡ 平成10年 9月 商業･業務施設 E･スペースタワー 平成14年11月

渋谷区神泉町 585㎡ 平成11年 2月 業務施設 神泉プレイス 平成13年 9月

渋谷区猿楽町 3,251㎡ 平成11年 3月 商業施設 ラ･フェンテ代官山 平成16年12月

渋谷区幡ヶ谷二丁目 1,843㎡ 平成11年 3月 住宅施設 ウィンベルプラザ幡ヶ谷 平成12年11月

渋谷区西原二丁目 6,494㎡ 平成14年 2月 住宅施設 ﾌｧﾐｰﾙｸﾞﾗﾝ代々木西原ﾃﾞｸｽﾀｰﾊｳｽ 平成16年 3月

渋谷区渋谷二丁目 5,106㎡ 平成15年 9月 商業･業務･文化施設 ヒカリエ 平成25年 9月

杉並区高井戸東四丁目 2,406㎡ 平成13年11月 住宅施設 サンクレール高井戸 平成19年 3月

豊島区南大塚一丁目 1,759㎡ 平成 9年 2月 住宅施設 ジェイパーク南大塚 平成13年11月

豊島区東池袋二丁目 1,159㎡ 平成10年12月 住宅施設 シティタワー池袋 平成13年 5月

豊島区西池袋五丁目 3,687㎡ 平成11年 2月 住宅施設 ザ･タワー･グランディア 平成16年 5月

北区神谷三丁目 17,715㎡ 平成 8年11月 業務施設 ＤＮＰ神谷ソリューションセンター 平成13年 6月

荒川区荒川一丁目 2,410㎡ 平成14年11月 住宅施設 サンクレール荒川ブランガーデン 平成19年 3月

板橋区徳丸二丁目 16,397㎡ 平成10年 4月 商業施設 板橋サティ 平成15年 8月

板橋区加賀二丁目 9,775㎡ 平成12年10月 住宅施設 グランアルト加賀 平成15年 3月

練馬区東大泉二丁目 17,480㎡ 平成11年 1月 住宅施設 プラウドシティ大泉学園 平成16年 2月

足立区小台二丁目 5,605㎡ 平成11年 2月 住宅施設 ダイアパレス ラ･セーヌ小台公園 平成12年 3月

足立区小台一丁目 6,120㎡ 平成14年 5月 住宅施設 グランシティ･レイディアントタワー 平成16年 3月

足立区千住橋戸町 20,224㎡ 平成11年 3月 商業施設 ポンテポルタ千住 平成19年 9月

葛飾区新小岩一丁目 4,219㎡ 平成10年 2月 商業施設 西友／クッターナ 平成20年 2月

武蔵野市吉祥寺本町四丁目 8,148㎡ 平成10年10月 住宅施設 パークスクエア吉祥寺本町 平成12年 3月

調布市若葉町二丁目 8,554㎡ 平成10年12月 住宅施設 パークスクエア武蔵野 平成12年 3月

町田市鶴間一丁目 44,745㎡ 平成11年 3月 商業施設 グランベリーモール 平成18年12月

小平市花小金井一丁目 43,799㎡ 平成10年 3月 住宅施設 プラウドシーズン花小金井 平成20年 3月
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武蔵村山市伊奈平三丁目 36,362㎡ 平成10年 2月 商業施設 ダイエー武蔵村山店 平成19年12月

西東京市東伏見三丁目 5,096㎡ 平成13年 3月 商業･教育施設 東伏見ＳＴＥＰ22 平成22年 9月

【神奈川県】

横浜市鶴見区尻手三丁目 14,877㎡ 平成10年11月 住宅施設 パークスクエアネオス横浜 平成14年 7月

横浜市神奈川区栄町 7,965㎡ 平成11年 1月 商業･業務･住宅施設 ザ･ヨコハマタワーズ 平成15年11月

横浜市神奈川区西神奈川二丁目 1,743㎡ 平成11年 2月 住宅施設 横浜東白楽シティタワー 平成12年 3月

横浜市神奈川区新浦島町一丁目 18,236㎡ 平成14年 5月 住宅施設 ライオンズマンションセントワーフ横濱 平成16年 3月

横浜市西区みなとみらい四丁目 10,894㎡ 平成12年 3月 住宅施設 M.M.TOWERS 平成15年11月

横浜市西区宮ヶ谷 12,421㎡ 平成13年 3月 住宅施設 パークスクエア三ツ沢公園 平成15年 3月

横浜市中区山下町 1,677㎡ 平成 9年 2月 住宅施設 スタイリオ山下公園ザ・タワー 平成17年 1月

横浜市中区山下町 3,874㎡ 平成13年 3月 住宅施設 横濱ディアタワー 平成15年 9月

横浜市中区吉浜町 9,876㎡ 平成10年10月 住宅施設 パークスクエア横浜 平成13年10月

横浜市戸塚区品濃町 9,059㎡ 平成10年 5月 商業施設 オーロラシティ 平成16年 4月

横浜市戸塚区品濃町 3,635㎡ 平成10年 6月 商業施設 オーロラシティ 平成16年 4月

横浜市戸塚区品濃町 17,094㎡ 平成10年 8月 商業施設 オーロラシティ 平成16年 4月

横浜市緑区長津田四丁目 27,795㎡ 平成11年 2月 住宅施設 ウオルトンズコート長津田 平成14年 3月

横浜市泉区上飯田町 3,275㎡ 平成11年 2月 住宅施設 いずみ中央ガーデンハウス 平成12年 3月

横浜市青葉区荏田町 8,986㎡ 平成15年 1月 住宅施設 ファミールあざみ野スカーレットヒルズ 平成16年 3月

横浜市青葉区藤が丘二丁目 3,116㎡ 平成15年 2月 住宅施設 アルス藤が丘ステーショングランデ 平成16年 3月

川崎市川崎区駅前本町 3,859㎡ 平成10年 8月 商業施設 川崎ダイス 平成15年 8月

川崎市川崎区京町一丁目 11,484㎡ 平成12年 9月 住宅施設 ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館他 平成15年 3月

川崎市中原区井田三丁目 68,870㎡ 平成11年 3月 住宅施設 さくらが丘Ⅰssac日吉 平成19年 7月

川崎市中原区上小田中三丁目 11,963㎡ 平成11年 9月 住宅施設 グランアルト武蔵新城 平成14年 1月

川崎市中原区中丸子 19,226㎡ 平成16年 9月 住宅施設 リエトコート武蔵小杉 平成19年11月

川崎市高津区久本三丁目 18,989㎡ 平成13年 3月 住宅施設 ザ･タワー＆パークス田園都市溝の口 平成18年 9月

川崎市多摩区宿河原四丁目 6,142㎡ 平成11年10月 住宅施設 パークスクエア多摩川グランツール 平成12年12月

川崎市宮前区犬蔵二丁目 4,492㎡ 平成13年12月 住宅施設 アルスたまプラーザDヒルズ 平成15年 3月

相模原市中央区上溝 18,339㎡ 平成11年 3月 住宅施設 ガーデンブリーズ光の街 平成17年 3月

相模原市南区大野台二丁目 27,638㎡ 平成11年 2月 物流施設 相模原流通センター 平成12年12月

大和市中央林間六丁目 15,965㎡ 平成11年 2月 住宅施設 セ･パルレ中央林間 平成14年 9月

海老名市上今泉二丁目 5,784㎡ 平成11年 3月 － 平成15年 8月

【新潟県】

新潟市中央区南出来島二丁目 9,214㎡ 平成10年11月 商業施設 南出来島ショッピングタウン 平成18年 1月

【山梨県】

甲府市国母五丁目 6,134㎡ 平成 8年 7月 商業施設 甲府グランパーク 平成19年12月

甲府市国母五丁目 1,964㎡ 平成 9年12月 商業施設 甲府グランパーク 平成19年12月

【富山県】

富山市桜町一丁目 4,013㎡ 平成 9年 9月 宿泊施設 アパ･ヴィラホテル 平成19年 4月

【石川県】

金沢市昭和町 3,216㎡ 平成 8年 3月 宿泊施設 ホテルルートイン金沢駅前 平成18年 3月
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【岐阜県】

大垣市笠縫町 87,559㎡ 平成 8年 3月 業務施設 イビデン大垣中央事業場 平成18年 3月

大垣市笠縫町 25,500㎡ 平成 8年 6月 業務施設 イビデン大垣中央事業場 平成18年 3月

【静岡県】

静岡市駿河区森下町 2,853㎡ 平成12年 3月 業務施設 静岡MYタワーズ 平成22年 3月

浜松市中区上浅田一丁目 10,750㎡ 平成10年11月 商業施設 西友上浅田店 平成20年11月

浜松市南区高塚町 17,626㎡ 平成10年 2月 商業施設 西友浜松高塚店 平成20年 1月

富士宮市浅間町 88,602㎡ 平成10年 9月 商業施設 イオン富士宮ショッピングセンター 平成19年 3月

【愛知県】

名古屋市千種区新池町二丁目 4,343㎡ 平成10年10月 住宅施設 東山シティハウス 平成12年 3月

名古屋市千種区東明町四丁目 6,396㎡ 平成14年 7月 住宅施設 ファミールコート東山 平成16年 3月

名古屋市東区矢田町四丁目 17,428㎡ 平成11年 2月 商業施設 メッツ大曽根 平成14年 4月

名古屋市昭和区広路通一丁目 1,984㎡ 平成10年 3月 － 平成17年11月

名古屋市昭和区滝川町 8,614㎡ 平成11年12月 住宅施設 滝川グランドヒルズ 平成14年 3月

名古屋市南区豊田三丁目 7,015㎡ 平成14年 7月 住宅施設 ザ･サザンクロス 平成16年 3月

愛知郡長久手町戸田谷 30,482㎡ 平成11年 3月 商業施設 アピタ長久手店 平成16年10月

知多郡阿久比町大字植大 66,134㎡ 平成10年 8月 商業施設 アピタ阿久比店 平成12年 5月

【滋賀県】

大津市一里山七丁目 128,247㎡ 平成11年 3月 商業・住宅施設
フォレオ大津一里山
ローズベイガーデン瀬田一里山

平成16年 4月

【京都府】

京都市中京区錦小路烏丸 3,060㎡ 平成 9年 3月 商業施設 烏丸錦パーキング他 平成17年 6月

京都市南区西九条院町 32,111㎡ 平成10年 3月 商業施設 イオンモールKYOTO 平成20年 3月

京都市右京区西京極大門町 4,093㎡ 平成11年 3月 商業施設
ダイニック㈱本社
Ａ-プライス他

平成17年10月

相楽郡精華町光台一丁目 25,727㎡ 平成10年 3月 平成31年 3月

【大阪府】

大阪市都島区高倉町三丁目 1,995㎡ 平成11年 2月 住宅施設 都島高倉ガーデンハウス 平成12年 3月

大阪市天王寺区生玉寺町 828㎡ 平成11年 2月 住宅施設 ルモン･夕陽丘学園坂 平成14年 3月

大阪市浪速区難波中二丁目 10,000㎡ 平成11年10月 商業･業務施設 なんばパークス 平成20年12月

大阪市淀川区新高四丁目 14,607㎡ 平成11年 2月 商業・住宅施設
パークスクエア北大阪
トヨタカローラ

平成14年 6月

大阪市北区小松原町 1,771㎡ 平成 8年 9月 商業施設 ラウンドワン梅田店 平成13年12月

大阪市北区中之島三丁目 1,708㎡ 平成14年11月 住宅施設 グランスイート中之島タワー 平成17年 3月

大阪市中央区城見二丁目 10,073㎡ 平成10年 9月 商業･業務・宿泊施設 マルイトOBPビル 平成17年 7月

堺市南区三原台二丁 4,943㎡ 平成10年12月 住宅施設 泉ヶ丘ガーデンハウスエスタシオン 平成12年 3月

堺市南区三原台一丁 17,100㎡ 平成11年 3月 商業･住宅施設
ジョイパーク泉ヶ丘
ファーストアベニュー泉ヶ丘

平成12年10月

堺市北区東浅香山町四丁 45,531㎡ 平成 8年 7月 商業･住宅施設
イオンモール堺北花田プラウ
北花田庭園都市グランアベニュー

平成16年10月

岸和田市港緑町 19,923㎡ 平成 8年12月 商業･住宅施設
アクアパークシティ岸和田
コーナン岸和田ベイサイド店

平成18年 7月

豊中市永楽荘一丁目 4,995㎡ 平成10年12月 住宅施設 豊中ガーデンハウス･ホワイティル 平成12年 3月

吹田市原町四丁目 32,807㎡ 平成10年 3月 商業･住宅施設
ライフ岸部店
ザ･千里ガーデンズ他

平成19年10月

高槻市城西町 23,433㎡ 平成11年 1月 商業施設 城西ショッピングプラザかむかむ 平成17年11月

高槻市大塚町三丁目 23,150㎡ 平成11年 2月 住宅施設 ルネ高槻リバーサイドガーデン 平成15年 1月
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貝塚市小瀬 68,761㎡ 平成 9年 4月 商業･住宅施設
ケーヨーデイツー貝塚店
ビバ－チェ貝塚Ⅱ

平成18年 3月

貝塚市津田北町 49,317㎡ 平成10年 3月 商業･住宅施設
コープ貝塚
関西ホームタウン

平成21年 3月

枚方市伊加賀西町 38,060㎡ 平成 9年 9月 住宅施設 リバティパーク枚方 平成14年 3月

泉佐野市鶴原四丁目 11,626㎡ 平成11年 3月 － 平成16年 3月

寝屋川市日新町 41,186㎡ 平成12年 2月 住宅施設 コスモシティガーデンズ香里園 平成16年 3月

松原市松ヶ丘一丁目 29,220㎡ 平成 9年11月 住宅施設 エスリード松原松ヶ丘 平成17年 7月

東大阪市鴻池町一丁目 7,956㎡ 平成10年 6月 商業施設 イオン鴻池店 平成13年 8月

【兵庫県】

神戸市東灘区森北町六丁目 12,148㎡ 平成 8年 9月 福祉施設 高齢者ケアセンター甲南 平成15年 7月

神戸市灘区日出町 29,355㎡ 平成11年 7月 住宅施設 麻耶シーサイドプレイスウエスト 平成17年 9月

神戸市灘区日出町 28,636㎡ 平成12年 3月 住宅施設 麻耶シーサイドプレイスイースト 平成16年 2月

神戸市灘区岩屋南町 8,153㎡ 平成11年 3月 商業施設 ホームプラザナフコ灘店 平成20年 9月

神戸市灘区新在家南町一丁目 9,340㎡ 平成12年 4月 商業施設 サザンモール六甲B612 平成22年 3月

神戸市北区桂木四丁目 38,673㎡ 平成11年 3月 住宅施設 コモンステージ桂木 平成18年10月

神戸市中央区御幸通七丁目 5,496㎡ 平成 8年 2月 － 平成18年12月

神戸市中央区浪花町 2,136㎡ 平成 8年 4月 商業施設 LVMH複合ビル 平成16年 6月

神戸市中央区雲井通七丁目 2,556㎡ 平成 8年11月 商業･業務施設 ミント神戸 平成18年10月

神戸市中央区脇浜海岸通二丁目 10,000㎡ 平成11年 2月 業務施設 HAT神戸 平成18年 9月

姫路市勝原区勝原町 62,050㎡ 平成 9年 9月 住宅施設 フェアヴィラージュあやみの 平成13年10月

姫路市広畑区城山町 3,983㎡ 平成10年12月 － 平成13年 9月

尼崎市潮江一丁目 55,092㎡ 平成10年 9月 住宅施設 ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱ尼崎ﾙﾈ･ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ 平成20年 9月

明石市大久保町ゆりのき通 19,938㎡ 平成11年 3月 商業施設 マイカル明石･五番街 平成12年10月

西宮市森下町 4,284㎡ 平成 9年11月 商業施設 ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ本店西宮ｱﾈｯｸｽ 平成13年12月

西宮市鳴尾浜三丁目 23,299㎡ 平成11年 3月 商業･物流施設
ZIP
菱食

平成21年 4月

【和歌山県】

和歌山市南片原二丁目 13,073㎡ 平成10年11月 商業施設 コーナン和歌山中央店 平成20年11月

和歌山市毛見 50,531㎡ 平成11年 3月 商業・業務施設 メルセデス・ベンツ和歌山 平成21年 4月

和歌山市松江 50,000㎡ 平成11年10月 商業施設 ガーデンパーク和歌山 平成13年 4月

【岡山県】

岡山市北区駅元町 1,547㎡ 平成10年11月 業務施設 岡山フコク生命駅前ビル 平成12年12月

【愛媛県】

松山市花園町 1,431㎡ 平成10年12月 住宅施設 アルファステイツ市駅前 平成14年10月

【高知県】

高知市追手筋二丁目 4,155㎡ 平成 9年10月 商業施設 ひろめ市場 平成17年12月

高知市秦南町一丁目 74,625㎡ 平成11年 3月 商業施設 イオンモール高知 平成20年11月

【福岡県】

北九州市小倉北区船場町 4,441㎡ 平成 8年 5月 商業施設 井筒屋小倉店新館 平成18年 5月

北九州市八幡東区東田一丁目 9,425㎡ 平成11年 1月 － 平成20年11月

福岡市博多区博多駅前三丁目 1,446㎡ 平成 8年 4月 業務施設 博多駅前ビジネスセンタービル 平成18年 1月

福岡市博多区御供所町 3,032㎡ 平成 6年11月 業務･住宅施設 大博通りビジネスセンター 平成16年11月
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福岡市博多区御供所町 318㎡ 平成 9年12月 業務･住宅施設 大博通りビジネスセンター 平成16年11月

福岡市博多区住吉二丁目 2,172㎡ 平成10年 3月 住宅施設 エクセラン･スクエア博多 平成17年 2月

福岡市中央区渡辺通四丁目 2,400㎡ 平成 9年 2月 商業施設 BiVi福岡 平成14年 3月

【長崎県】

長崎市赤迫二丁目 5,205㎡ 平成11年 3月 住宅施設 アーバンパレス赤迫エスプリオ 平成14年 2月

【熊本県】

熊本市辛島町 6,130㎡ 平成 7年10月 商業･業務施設
ドーミーイン熊本
ＮＢＦ熊本ビル他

平成17年10月

熊本市日吉一丁目 6,642㎡ 平成12年 1月 商業施設 熊本NEWコジマ店 平成22年 1月

【宮崎県】

宮崎市高千穂通二丁目 976㎡ 平成10年 4月 住宅施設 ポレスター宮崎ザ・プレミアム 平成15年 4月

宮崎市中村西三丁目 9,273㎡ 平成10年10月 商業施設 デオデオ宮崎本店 平成12年 4月

【鹿児島県】

鹿児島市中町 830㎡ 平成 9年 8月 商業施設 カリーノ天文館 平成20年10月

鹿児島市山之口町 1,459㎡ 平成10年11月 宿泊施設 サンデイズイン鹿児島 平成16年 3月

鹿児島市与次郎二丁目 8,240㎡ 平成11年 2月 － 平成18年 1月

【沖縄県】

那覇市首里寒川町一丁目 7,435㎡ 平成 8年10月 住宅施設 シャールレーク首里城公園 平成19年 5月

那覇市壷川三丁目 8,002㎡ 平成 9年 6月 業務･宿泊施設 壷川スクエアビル／ホテル 平成19年 3月

7


