
公   告 

 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第６条第１項の規定による変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告するとともに

当該届出に係る書類を、この公告の日から４月間静岡市経済局商工部商業労政課において縦覧に供

する。 

 なお、当該大規模小売店舗周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき、この公告の日から４月以内に静岡

市に意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

  

   平成 23 年 11 月 24 日 

 

                               静岡市長 田辺 信宏 

 １ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

   新静岡セノバ 

静岡市葵区鷹匠一丁目 14 番１ 外 22 筆及び無番地 

 

 ２ 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

静岡鉄道株式会社 静岡市葵区鷹匠一丁目１番１号 代表取締役 酒井公夫 

３ 変更をした事項 

 （１）大規模小売店舗の名称 

  （変更前） 

   （仮称）新静岡再開発ビル 

  （変更後） 

新静岡セノバ 

（２）大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその

代表者の氏名 

（追加） 

小売業者名称 住所 代表者氏名 

株式会社 かしはる 静岡県焼津市大島 1515 代表取締役 法月 克彦 

望月 敏江 
静岡市葵区北安東三丁目 10 番４

号 
 

株式会社 スイートガーデン 
京都市下京区烏丸通五条下る大

坂町 400 番地 
代表取締役 花井 秀年 

株式会社 ヤタロー 浜松市東区丸塚町 169 代表取締役 中村 伸宏 

栗原 貴夫 静岡県御殿場市東田中 2-14-25  

足立 晃一 
静岡県駿東 郡長泉町中土狩

874-1 
 

青木 功治 静岡市駿河区栗原 35 番２号  



株式会社 麦の穂 
大阪市北区西天満３丁目 13番 20

号 
代表取締役 今泉 智幸 

blue coco 株式会社 静岡市葵区鷹匠一丁目１番１号 代表取締役 柴沼 武史 

株式会社 クープル 静岡市葵区一番町 41 番２号 代表取締役 海野 泰雄 

株式会社 前田園 静岡市葵区大岩一丁目１番５号 代表取締役 前田 和久 

株式会社 田子の月 静岡県富士市今泉 380-1 代表取締役 牧田 一郎 

株式会社 キャメル珈琲 東京都世田谷区代田 2-31-8 代表取締役 尾田 信夫 

株式会社 横浜ポンパドウル 横浜市中区元町 4-158-1 代表取締役 三藤 達男 

株式会社 高田薬局 静岡市葵区若松町 41 番１号 代表取締役 高田 隆右 

吉川水産 株式会社 東京都世田谷区南烏山 5-9-1 代表取締役 森 伸夫 

株式会社 柿安本店 三重県桑名市吉之丸８ 代表取締役 赤塚 保正 

株式会社 ころくや 東京都八王子市片倉町 446-11 代表取締役 小林 隆充 

株式会社 太子堂 東京都世田谷区太子堂 2-23-1 代表取締役 久保 純一郎 

株式会社 はなまるフードサー

ビス 
川崎市多摩区生田 7-2-14 代表取締役 川名 勝経 

株式会社 シンノオ 横浜市旭区小高町 118 番地 代表取締役 新野尾 寿利 

株式会社 はまそう 浜松市南安松町 47-5 代表取締役 加藤 博三 

株式会社 グリーンハウスフー

ズ 

東京都新宿区西新宿 3-7-1 新

宿パークタワー９Ｆ 
代表取締役 田沼 千秋 

有限会社 魚雄 
静岡市葵区上土二丁目 11 番 50

号 
代表取締役 瀧 雄次 

株式会社 ミキフーズ 埼玉県朝霞市根岸台 2-12-21 代表取締役 中村 勝次 

株式会社 西遊記 
横浜市中区山下町 144-3 西遊

記ビルディング２Ｆ 
代表取締役 夏井 麻衣 

山和食品 株式会社 
埼玉県川口市元郷３丁目 19 番４

号 
代表取締役 馬場 祥宏 

有限会社 あじろ屋 静岡県焼津市石脇下 89 代表取締役 栗田 和則 

株式会社 近清 
京都市中京区西洞院通六角下る

池須町 408-1 北川ビル４Ｆ 
代表取締役 櫻井 慎也 

株式会社 永明 東京都新宿区四谷 3-10-25 代表取締役 呉 永錫 

ヤマサちくわ 株式会社 
愛知県豊橋市下地町字橋口 30 番

地の１ 
取締役社長 佐藤 元英 

株式会社 トゥモローランド 東京都港区南青山 3-18-9 代表取締役 佐々木 啓之 

株式会社 ビームス 東京都新宿区北新宿 4-16-12 代表取締役 設楽 洋 

株式会社 アトリエブルージュ 
福岡市中央区大名 2-3-3 ラピ

スラズリ B-side２Ｆ 
代表取締役 脇山 義友 

株式会社 ユナイテッドアロー

ズ 
東京都渋谷区神宮前 2-31-12 代表取締役 重松 理 

株式会社 ヴィノスやまざき 
静岡市葵区常磐町二丁目２番地

の 13 
代表取締役 種本 均 

株式会社 ブティックガルボ 静岡市葵区七間町８番４号 代表取締役 望月 章吾 



株式会社 パル 
大阪市中央区北浜３丁目５番 29

号 
代表取締役 井上 隆太 

株式会社 フレームワークス 
東京都渋谷区神南 1-6-12 コロ

ンバンビル３Ｆ 
代表取締役 黒川 公美子 

株式会社 ニールズヤードレメ

ディーズ 
東京都渋谷区神宮前 5-1-17 代表取締役 梶原 建二 

株式会社 アンテプリマジャパ

ン 

東京都港区白金台 3-19-1 興和

白金台ビル５Ｆ 
代表取締役 森下 光章 

スワロフスキー・ジャパン株式

会社 
東京都港区港南２丁目 16 番４号 

代表取締役 

フランシス ベラン 

株式会社 静鉄レストラン 静岡県牧之原市布引原 1076 番２ 代表取締役 河岸 正海 

株式会社 セレクト・アイ・カ

ンパニー 

静岡市葵区呉服町二丁目１番７

号 
代表取締役 鈴木 功始 

株式会社 アンビデックス 東京都渋谷区元代々木町 23-8 代表取締役 吉田 秀人 

株式会社 バレリー 
大阪市中央区北浜３丁目５番 29

号 
代表取締役 井上 英隆 

株式会社 スローアートワーク

ス 

静岡市葵区紺屋町１番地の３ 

岩久本店ビル８Ｆ 
代表取締役 小林 慎一郎 

トミーヒルフィガー 株式会社 東京都渋谷区代官山町 8-7 代表取締役 西条 真義 

株式会社 ワコール 京都市南区吉祥院中島町 29 代表取締役 安原 弘展 

株式会社 フランドル 東京都港区南青山 4-18-11 代表取締役 栗田 貴史 

株式会社 マサモリ 静岡市葵区御幸町５番地の 17 代表取締役 正守 通夫 

株式会社 レプハウス 
東京都世田谷区太子堂 1-4-24 

萩藤ビル７Ｆ 
代表取締役 堀口 康弘 

イトキン 株式会社 
大阪市中央区久太郎町２丁目４

番 25 号 
代表取締役 辻村 章夫 

株式会社 レイカズン 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-24-9 代表取締役 岡崎 誠 

株式会社 トリニティアーツ 
東京都千代田区丸の内 3-4-1 

新国際ビル２Ｆ 
代表取締役 荒川 修 

株式会社 ムカイ 静岡市駿河区中野新田 125-1 代表取締役 向井 正太郎 

株式会社 レナウン 東京都品川区西五反田 8-8-20 代表取締役 北畑 稔 

有限会社 マーブルスティック 愛知県春日井市天神町 1-2-807 代表取締役 松尾 知勇 

株式会社 クロスカンパニー 岡山市北区幸町 2-8 代表取締役 石川 康晴 

株式会社 生活の木 東京都渋谷区神宮前 6-3-8 代表取締役 重永 忠 

株式会社 ポイント 
茨城県水戸市泉町３丁目１番 27

号 
代表取締役 遠藤 洋一 

三中井 株式会社 
東京都渋谷区富ヶ谷１丁目５番

４号 
代表取締役 若林 良実 

株式会社 リオチェーン 
名古屋市中区平和１丁目１番 20

号 
代表取締役 横山 卓幸 

ﾄﾘﾝﾌﾟ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 株

式会社 

東京都大田区平和島 6-1-1 東

京流通センタービル 10 階 
代表取締役 土居 健人 

株式会社 ミルク 
大阪市中央区博労町２丁目２番

13 号 
代表取締役 一井 和行 

株式会社 ジュン 東京都港区港南 1-8-22 代表取締役 佐々木 進 



株式会社 アイジーエー 福井県越前市矢放町 13-8-9 代表取締役 五十嵐 義和 

株式会社 アバディーン 
名古屋市中区三の丸１丁目 13 番

６号 大和丸の内ビル２階 
代表取締役 森本 光秋 

株式会社 ワイエムファッショ

ン研究所 

東京都渋谷区神宮前５丁目 34 番

13 号 
代表取締役 渡邊 万里子 

中村漆器産業 株式会社 
長野県塩尻市大字木曽平沢 1819

番地 
代表取締役 中村 忠 

株式会社 樋口 
東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目 21 番

１号 
代表取締役 樋口 長一 

河淳 株式会社 東京都中央区日本橋浜町 3-15-1 代表取締役 河崎 淳三郎 

株式会社 ツツミ 
埼玉県蕨市中央４丁目 24 番 26

号 
代表取締役 互 智司 

株式会社 ふしみや 
静岡市葵区呉服町二丁目３番地

の１ 
代表取締役 小山 幸子 

株式会社 ナイスクラップ 
東京都渋谷区神宮前６丁目 27番

８号 
代表取締役 菊池 博巳 

株式会社 ブルーメイト 
広島県福山市千田町千田 1741-1 

タカヤ商事㈱６Ｆ 
代表取締役 畠山 祥三 

株式会社 ブティック・ビギ 浜松市中区田町 315-29 代表取締役 石井 義勝 

静鉄プロパティマネジメント株

式会社 

静岡市葵区鷹匠一丁目１番１号 

新静岡セノバ３階 
代表取締役 今田 智久 

株式会社 ボーネルンド 
東京都渋谷区神宮前１丁目３番

12 号 
代表取締役 中西 弘子 

株式会社 ベベ 
神戸市中央区港島中町６丁目

2-5 
代表取締役 岡本 吉史 

有限会社 くれよんはうす 静岡市葵区鷹匠三丁目１番８号 代表取締役 羽山 雄人 

株式会社 F・O・インターナシ

ョナル 
神戸市中央区三宮町 2-4-1 代表取締役 小野 行由 

株式会社 グランドスラム 
大阪市西区北堀江 1-19-8 四ッ

葉 KM ビル 
代表取締役 倉本 隆 

株式会社 てんとう虫 静岡市駿河区小鹿 1486-2 代表取締役 伊藤 彰 

クレアーズ日本 株式会社 
東京都中央区日本橋人形町１丁

目１番 11 号 日庄ビル２Ｆ 
代表取締役 三宅 香 

株式会社 リオ横山ホールディ

ングス 

名古屋市中区平和１丁目 15番 27

号 
代表取締役 横山 和幸 

株式会社 ギャップジャパン 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-32-10 
代表取締役 

ロバート フランク 

有限会社 焼津谷島屋 
静岡県焼津市栄町４丁目２番４

号 
代表取締役 中野 弘道 

株式会社 三城 
東京都中央区銀座１丁目７番７

号 
代表取締役 中尾 文彦 

株式会社 ノジマ 相模原市中央区横山 1-1-1 代表執行役 野島 廣司 

株式会社 AOKI 横浜市都筑区葛が谷 6-56 代表取締役 清水 彰 

株式会社 ジェイアイエヌ 
群馬県前橋市川原町２丁目 26 番

地４ 
代表取締役 田中 仁 

株式会社 ピート 東京都墨田区錦糸 1-11-16 代表取締役 赤池 順一 

株式会社 ジーフット 名古屋市千種区今池 3-4-10 代表取締役 服部 博幸 



株式会社 ショービ 浜松市東区植松町 1475-18 代表取締役 二村 眞行 

株式会社 ポイント 
茨城県水戸市南泉町３丁目１番

27 号 
代表取締役 遠藤 洋一 

株式会社 モンベル 
大阪市西区新町１丁目 33 番 20

号 
代表取締役 真崎 文明 

株式会社 遊心クリエイション 
大阪市西区南堀江１丁目 25番 12

号 
代表取締役 森島 純嗣 

株式会社 ビルケンシュトック 
東京都港区赤坂８丁目 10 番 22

号 
代表取締役 蜂谷 裕喜 

タビオ 株式会社 

大阪市浪速区難波中２丁目 10 番

70 号 なんばパークス内パーク

スタワー１６Ｆ 

代表取締役 越智 勝寛 

東京シャツ 株式会社 
東京都千代田区東新田２丁目８

番 12 号 
代表取締役 鈴木 正利 

株式会社 ナカザワ 滋賀県湖南市中央２丁目 92 番地 代表取締役 中澤 道盛 

株式会社 オーセンティック 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-27-7 代表取締役 川上 吉彦 

株式会社 めのや 島根県松江市玉湯町玉造 325 代表取締役 新宮 正朗 

株式会社 コーエン 
東京都港区赤坂７丁目１番 16 号 

日本生命赤坂第２ビルＢ１Ｆ 
代表取締役 板谷 大作 

株式会社 ジーンズメイト 東京都渋谷区元代々木町 30-13 代表取締役 西脇 昌司 

株式会社 シーズメン 
東京都中央区日本橋小伝馬町

13-4 共同ビル５Ｆ 
代表取締役 椛島 正司 

株式会社 ジュンク堂書店 
神戸市中央区三宮町１丁目６番

18 号 
代表取締役 岡 光孝 

 

 ４ 変更をした年月日 

   平成 23 年 10 月３日 

 ５ 届出年月日 

   平成 23 年 11 月 11 日 


