
 

 

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 25年５月 10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 

   MARK IS 静岡（マークイズ静岡） 

静岡市葵区柚木（東静岡地区新都市拠点整備事業 15街区） 

 

 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 

東静岡 15街区デベロップメント特定目的会社 

東京都千代田区丸の内二丁目２番３号 

取締役 飯森 賢二 

３ 変更をした事項 

 （１）大規模小売店舗の名称 

  （変更前） 

   （仮称）東静岡地区新都市拠点整備事業 15街区商業施設 

  （変更後） 

MARK IS 静岡（マークイズ静岡） 

（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 

 



 

 

（変更後） 

小売業者名 住 所 代表者の 

  役職・氏名 

株式会社高田薬局 静岡市葵区宮ヶ崎町５番地 代表取締役 

  高田 隆右 

マックスバリュ東海株式会社 静岡県駿東郡長泉町下長窪303番地１ 代表取締役 

  寺嶋 晋 

エイチ・アンド・エム・へネス・

アンド・マウリッツ株式会社 

東京都渋谷区宇田川町33－６ 代表取締役 

渋谷フラッグ６階 クリスティン エドマン 

株式会社ザラ・ジャパン 東京都渋谷区恵比寿西１－10－11 代表取締役 

  ノルベール・ルレ 

ル・クルーゼ  東京都港区麻布台２丁目２番９号 代表取締役 

ジャポン株式会社  クリスチャン・トーマ 

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 

株式会社ニコル 東京都渋谷区東１－32－12 代表取締役 

 渋谷プロパティー東急ビル３階 木野村 明廣 

タビオ株式会社 大阪市浪速区難波中２－10－70 代表取締役 

 なんばパークス内パークスタワー16Ｆ 越智 勝寛 

株式会社オンワード樫山 東京都中央区日本橋３－10－５ 代表取締役 

  馬場 昭典 

株式会社ワールド 神戸市中央区港島中町６－８－１ 代表取締役 

  寺井 秀藏 

株式会社栗原 大阪市西区靱本町２－７－６ 代表取締役 

  栗原 亮 

株式会社ポイント 茨城県水戸市泉町三丁目１番27号 代表取締役 

  遠藤 洋一 

株式会社サイクルスポット 東京都港区赤坂３－６－12 代表取締役 

  鵜池 正貴 



 

 

株式会社ブティックビギ 浜松市中区田町315番地の29 代表取締役 

  石井 義勝 

株式会社ベルシュカ・ジャパン 東京都渋谷区恵比寿西一丁目10番11号 代表取締役 

  ノルベール・ルレ 

株式会社モーゲンデビッド 福岡市中央区高砂２－６－４ 代表取締役 

  レヴィ トニー 

株式会社ラッシュジャパン 神奈川県愛甲郡愛川町中津4027番地３ 代表取締役 

  アンドリュー ウィリアム トーン 

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 

トリンプ・インターナショナル・ 東京都大田区平和島６－１－１ 代表取締役 

ジャパン株式会社 東京流通センタービル 土居 健人 

株式会社エムズ 福島県喜多方市押切南２－11 代表取締役 

  齋藤 満 

株式会社 札幌市中央区北六条西18－11－15 代表取締役 

バーニッシュカンパニー  太田 能弘 

ベネトン ジャパン株式会社 東京都渋谷区神宮前４－３－10 代表取締役 

  パスカル・センコフ 

株式会社スイートスタイル 東京都中央区日本橋小舟町７－２ 代表取締役 

 ヤクシビル３階 若月 光博 

株式会社相川トレーディング 静岡市葵区鷹匠二丁目 代表取締役 

 ８番３－1405号 相川 雅紀 

株式会社トリニティアーツ 東京都千代田区丸の内３丁目４－１ 代表取締役 

  木村 治 

株式会社ヌーヴ・エイ 東京都渋谷区神泉町８－16 代表取締役 

  鈴木 大三郎 

株式会社ディーエイチシー 東京都港区南麻布二丁目７番１号 代表取締役 

  高橋 芳枝 



 

 

株式会社マーレマーレ・ジャパン 神戸市長田区西尻池町二丁目４番６号 代表取締役 

  東 裕司 

株式会社ヤマダヤ 名古屋市西区城西町１丁目３番５号 代表取締役 

  山田 道朗 

株式会社 札幌市中央区南２条西25丁目 代表取締役 

アルファベットパステル  濱田 一康 

株式会社 東京都世田谷区玉川２－21－１ 代表取締役 

サンエー・インターナショナル 二子玉川ライズ・オフィス14Ｆ 三宅 孝彦 

株式会社きたがわ宝石 静岡市葵区紺屋町１－９ 代表取締役 

  川崎 友和 

クリスピー・クリーム・ 東京都渋谷区渋谷３－10－13 代表取締役 

ドーナツ・ジャパン株式会社 渋谷Ｒサンケイビル８階 岡本 光太郎 

株式会社シーズメン 東京都中央区日本橋小伝馬町13－４ 代表取締役 

  青木 雅夫 

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 

株式会社東京デリカ 東京都葛飾区新小岩１－48－１ 代表取締役 

  木山 剛史 

株式会社サダマツ 長崎県大村市本町458番地９号 代表取締役 

  貞松 隆弥 

株式会社アスプルンド 東京都港区三田３－13－16 代表取締役 

  嶋本 喜司 

株式会社キャメル珈琲 東京都世田谷区代田二丁目31番８号 代表取締役 

  尾田 信夫 

株式会社おしゃれ工房 東京都立川市栄町６丁目12－13 代表取締役 

  高橋 実 

株式会社アルペン 名古屋市中区丸の内二丁目９番40号 代表取締役 

 アルペン丸の内タワー 水野泰三 



 

 

株式会社良品計画 東京都豊島区東池袋４－26－３ 代表取締役 

  金井 政明 

株式会社ユニクロ 山口県山口市佐山717番地１ 代表取締役 

  柳井 正 

加藤 ひさ子 静岡市清水区草薙1321－４  

株式会社ハヴァナイストリップ 神戸市中央区上筒井通３丁目２－５ 代表取締役 

  山本 秀一 

株式会社ファイブフォックス 東京都渋谷区千駄ヶ谷３－60－７ 代表取締役 

  上田 稔夫 

株式会社 東京都目黒区中目黒一丁目８番１号 代表取締役 

ワールドリビングスタイル 中目黒ＩＴビル３階 西川 信一 

イトキン株式会社 大阪市中央区久太郎町二丁目４番25号 代表取締役 

  辻村 章夫 

株式会社 静岡市清水区草薙杉道３－１－28 代表取締役 

ジーンズショップオサダ  長田 輝忠 

株式会社エービーシー・マート 東京都渋谷区神南一丁目11番５号 代表取締役 

  野口 実 

東京シャツ株式会社 東京都千代田区東神田２－８－12 代表取締役 

  鈴木 正利 

株式会社リズム 大阪市住之江区西加賀屋町３－５－７ 代表取締役 

  原 英樹 

Ａｓ－ｍｅエステール株式会社 東京都港区虎ノ門４－３－13 代表取締役 

 神谷町セントラルプレイス５階 丸山 雅史 

株式会社バリュープランニング 神戸市中央区坂口通７丁目２番17号 代表取締役 

  井元 憲生 

株式会社ひらおか 静岡市葵区春日２－11－10 代表取締役 

  平岡 正也 

株式会社千趣会 大阪市北区同心１－８－９ 代表取締役 

  田邉 道夫 



 

 

株式会社ハニーズ 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松 代表取締役 

 27番地の１ 江尻 義久 

株式会社ＡＯＫＩ 横浜市都筑区葛が谷６番56号 代表取締役 

  清水 彰 

株式会社タカキュー 東京都板橋区板橋三丁目９番７号 代表取締役 

  臼井 一秀 

株式会社メンズ・ビギ 東京都渋谷区南平台町17－12 代表取締役 

  高橋 誠一 

株式会社コックス 東京都中央区日本橋浜町１－２－１ 代表取締役 

 日本橋浜町セントラルビル 吉竹 英典 

株式会社ウィゴー 東京都渋谷区神南１－14－５ 代表取締役 

  中澤 征史 

株式会社アロー 名古屋市中村区名駅４－８－12 代表取締役 

  今枝 淳 

株式会社ＡＮＡＰ 東京都渋谷区神宮前２－31－16 代表取締役 

  家髙 利康 

株式会社チュチュアンナ 大阪市阿倍野区天王寺町北２－３－１ 代表取締役 

  上田 利昭 

株式会社ゾフ 東京都渋谷区神宮前６－27－８ 代表取締役 

 京セラ原宿ビル２Ｆ 上野 剛史 

株式会社プルミエール 愛知県豊橋市舟原町123番地 代表取締役 

  杉浦 直樹 

株式会社ダブルエー 東京都渋谷区恵比寿１－20－18 ７Ｆ 代表取締役 

  肖 俊偉 

株式会社谷島屋 浜松市中区連尺町309－１ 代表取締役 

  斉藤 行雄 

株式会社ノジマ 相模原市中央区横山一丁目１番１号 代表執行役 

  野島 廣司 



 

 

藤久株式会社 名古屋市名東区高社１－210 代表取締役 

  後藤 薫徳 

株式会社パレモ 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 代表取締役 

  小田 保則 

株式会社パスポート 東京都品川区西五反田七丁目22番17号 代表取締役 

  水野 純 

株式会社和真 東京都中央区銀座８－９－13 代表取締役 

  根岸 亨 

株式会社タカラトレーディング 東京都八王子市堀之内３丁目33－４ 代表取締役  

  加瀬 孝志 

マザウェイズ・ジャパン株式会社 大阪市中央区南久宝寺町一丁目５番７号 代表取締役  

  根来 豊 

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 

株式会社リオグループ 

ホールディングス 

名古屋市中区平和一丁目15番27号 代表取締役 

 横山 和幸 

株式会社グランドスラム 大阪市西区北堀江１－19－８ 代表取締役 

 四ッ橋ＫＭビル 倉本 隆 

株式会社ベベ 神戸市中央区港島中町６－８－２ 代表取締役 

  岡本 吉史 

丸高衣料株式会社 大阪市中央区玉造二丁目８番３号 代表取締役 

  楡金 洋二 

株式会社 大阪市中央区南船場１－16－10 代表取締役 

コージィコーポレーション 岡本ビル３Ｆ 髙林 更次 

クレアーズ日本株式会社 東京都中央区日本橋人形町一丁目 代表取締役 

 １番地11号 三宅 香 

株式会社 神戸市中央区三宮町二丁目４番１号 代表取締役 

Ｆ・Ｏ・インターナショナル  小野 行由 



 

 

有限会社くれよんはうす 静岡市葵区鷹匠３－１－８ 代表取締役 

  羽山 雄人 

株式会社ジーフット 名古屋市千種区今池３丁目４－10 代表取締役 

  松井 博史 

株式会社ナルミヤ  

インターナショナル 

東京都港区芝公園２－４－１ 代表取締役 

 石井 稔晃 

株式会社パステル 福島県郡山市島１丁目28－５ 代表取締役 

  鈴木 和彦 

株式会社セリア 岐阜県大垣市外渕２丁目－38 代表取締役 

  河合 宏光 

株式会社タナカふとんサービス 東京都中央区銀座７丁目17番５号 代表取締役 

  田中 公雄 

株式会社犬の家 愛知県春日井市大泉寺町292－342 代表取締役 

  福手 由美 

株式会社中央コンタクト 静岡市葵区伝馬町３番地の１ 代表取締役 

 深尾ビル３階 藤本 亮吉 

 

 ４ 変更をした年月日 

   平成 25年４月 11日 

 ５ 届出年月日 

   平成 25年４月 22日 

 


