
 

 

公   告 

 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）附則第５条第１項の規定による変更の届出

があったので、同法第６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６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 

   静岡ターミナルビル（パルシェ） 

   静岡市葵区黒金町 49 番 

 

 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 

静岡ターミナル開発株式会社  静岡市葵区黒金町 49 番地   代表取締役 久野 義彦 

 

３ 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代表者の

氏名 

（小売業者一覧） 

小売業者名 住 所 代表者の 

  役職・氏名 

株式会社アカクラ 東京都世田谷区用賀４-10-１ 代表取締役 

  
世田谷ビジネススクエアタワー

13Ｆ 
山本 太 

株式会社アンティローザ 東京都渋谷区桜丘町 29-12 代表取締役 

  渋谷ＣＨビル２階 藤田 祐嗣 

株式会社 

クロスカンパニー 

東京都港区赤坂７-２-21 代表取締役 

草月会館８Ｆ 石川 康晴 

株式会社イング 神戸市中央区港島南町４-６-２ 代表取締役 

    向井 孝司 

株式会社 東京都目黒区青葉台４-７-７ 代表取締役 

バロックジャパン 青葉台ヒルズ 11Ｆ 村井 博之 

有限会社フレンドシップ 大阪市淀川区西中島 代表取締役 

パートナーズ １-11-23-203 兼光 善明 

株式会社ジャパン 東京都渋谷区代々木２-１-１ 代表取締役 

イマジネーション 新宿マインズタワー13Ｆ 小嶋 裕之 



 

 

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 

株式会社ワールド 神戸市中央区港島中町 代表取締役 

 ６丁目８-１ 寺井 秀蔵 

ダイアナ株式会社 東京都渋谷区神宮前１-８-６ 代表取締役 

  谷口 秀夫 

株式会社サンエー 東京都世田谷区玉川２-21-１ 代表取締役 

インターナショナル 二子玉川ライズ・オフィス 三宅 孝彦 

株式会社真田屋 静岡市葵区馬場町 29 番地 代表取締役 

  真田 和幸 

株式会社エフ・ディー・ 東京都品川区上大崎２-19-10 代表取締役 

シィ・プロダクツ  田村 英樹 

株式会社かねまつ 東京都中央区銀座３-４-12 代表取締役 

 文祥堂銀座ビル５Ｆ 兼松 孝次 

株式会社キャン 東京都杉並区高円寺北 代表取締役 

 ２丁目６番１号 藤井 浩 

株式会社アバハウス 東京都渋谷区東１-26-20 代表取締役 

インターナショナル  真岸 洋一 

株式会社 東京都港区赤坂８-１-19 代表取締役 

ユナイテッドアローズ 日本生命赤坂ビル４Ｆ 竹田 光広 

株式会社 東京都千代田区丸の内 代表取締役 

トリニティアーツ ３丁目４-１新国際ビル２階 木村 治 

株式会社ジオン商事 東京都渋谷区恵比寿１-19-19 代表取締役 

 恵比寿ビジネスタワー11Ｆ 川端 康弘 

株式会社フローラ 45   静岡市葵区鷹匠１丁目４番５号 代表取締役 

小林岩夫生花店  小林 廣夫 

株式会社ニュー・クイック 神奈川県藤沢市辻堂２丁目 代表取締役 

 ７番の１湘南パールビル６階 清水 富士雄 

株式会社澤光青果 東京都大田区東海３-６-３ 代表取締役 

 サンエバラ６Ｆ 平尾 富吉 

株式会社東海北辰 静岡県沼津市志下 490-６ 代表取締役 

  笹原 利郎 

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 

宮本 道子 静岡市葵区新伝馬３丁目 23-10  

 チュリス西静岡 101  

村上 和義 東京都千代田区岩本町３-８-16  

   

株式会社 兵庫県芦屋市船戸町２番１号 代表取締役 

ローゲンマイヤー  川田 洋 



 

 

有限会社お茶の勝山園 静岡市葵区鷹匠３-１-９ 代表取締役 

  勝山 友博 

株式会社竹茗堂茶店 静岡市葵区呉服町２-４-３ 代表取締役 

  西村 予史男 

株式会社成城石井 横浜市西区北幸２-９-30 代表取締役 

 横浜西口加藤ビル５Ｆ 大久保 恒夫 

株式会社小山園茶舗 静岡市葵区呉服町２-８-18 代表取締役 

  成岡 謹蔵 

株式会社やまだいち 静岡市駿河区登呂５-15-13 代表取締役 

  山田 照敏 

山和食品株式会社 埼玉県川口市元郷 代表取締役 

 ３丁目 19 番４号 馬塲 祥宏 

株式会社 東京都新宿区西新宿３-７-１ 代表取締役 

グリーンハウスフーズ 新宿パークタワー９Ｆ 田沼 千秋 

株式会社日本一 東京都千代田区神田鍛冶町 代表取締役 

 ３-６-７ウンピン神田ビル 染谷 幸雄 

株式会社 東京都港区北青山３-６-18 代表取締役 

ナチュラルハウス 共同ビル２Ｆ 白川 洋平 

繁田 明彦 静岡市駿河区池田 1855-１  

 コーポ代官林 301  

株式会社丸越 名古屋市天白区道明町 71 代表取締役 

  野田 明孝 

株式会社太子堂 東京都世田谷区太子堂２-28-１ 代表取締役 

  久保 純一郎 

株式会社浜松文明堂 浜松市東区子安町 1401 代表取締役 

  中川 賢二 

株式会社バンデロール 静岡県沼津市西島町 20-２ 代表取締役 

  峯田 昌知 

株式会社味蔵や 大阪市淀川区西中島５-６-24 代表取締役 

  山本 雄吉 

株式会社不二家 東京都文京区大塚２-15-５ 代表取締役 

 ニッセイ音羽ビル７Ｆ 櫻井 康文 

有限会社ボン・シック 浜松市東区小池町 149-２ 代表取締役 

  根岸 澄夫 

山本 菊彌 静岡市葵区呉服町２-８-10  

   

ヤマサちくわ株式会社 愛知県豊橋市下地町字橋口 30-１ 代表取締役 

  佐藤 元英 

株式会社崎陽軒 横浜市西区高島２-12-６ 代表取締役 

  野並 直文 



 

 

株式会社天文本店 静岡市葵区七間町 14-３ 代表取締役 

  荻原 康宏 

有限会社どんぶり屋 静岡市駿河区寿町 11-35 代表取締役 

  大石 博秋 

杉本 訓秀 静岡市駿河区登呂２-３-７  

   

株式会社東京風月堂 東京都中央区日本橋２-２-８ 代表取締役 

  高瀬 孝三 

株式会社田丸屋本店 静岡市葵区紺屋町６-７ 代表取締役 

  望月 啓行 

株式会社天神屋 静岡市駿河区曲金５-１-１ 代表取締役 

  石川 頼重 

株式会社 東京都中央区日本橋室町 代表取締役 

ロック･フィールド ４-５-１さくら室町ビル 岩田 弘三 

野桜 雅敏 静岡市葵区葵町 39  

   

株式会社山政 静岡県焼津市東小川２-４-14 代表取締役 

  山口 孝 

有限会社葵煎餅本家 静岡市葵区馬場町 20 代表取締役 

  海野 和弘 

有限会社望月茶飴本舗 静岡市葵区片羽町 62 代表取締役 

  望月 功 

株式会社 静岡市駿河区曲金７-２-61 代表取締役 

マルヒコ松柏堂本店  杉山 孝俊 

株式会社清水屋 静岡県島田市本通り２丁目５-５ 取締役 

  清水 克俊 

有限会社月ヶ瀬 静岡市駿河区丸子２-１-１ 代表取締役 

  多田 測 

望月 好倉 静岡市葵区北 403-１  

   

柿安グルメフーズ 三重県桑名市吉之丸８ 代表取締役 

株式会社  樋尾 清明 

株式会社かしはる 静岡県焼津市大島 1515 代表取締役 

  法月 吉郎 

株式会社ペ・ド・ノンヌ 静岡県沼津市大手町５-５-１ 代表取締役 

  竹内 秀子 

株式会社麦の穂 大阪市北区西天満３-13-20 代表取締役 

 ＡＳビル２Ｆ 田中 愼一 

有限会社ストロベリー 静岡市駿河区南安倍３-19-29 代表取締役 

  坂本 眞一 



 

 

カネミツ株式会社 静岡市葵区常磐町 代表取締役 

 ２-12-１の 1102 陸 明華 

株式会社遠州 静岡県磐田市上新屋 748 代表取締役 

  伊藤 忠男 

株式会社知久 浜松市西区桜台一丁目２番１号 代表取締役 

  知久 利克 

株式会社カクサ 静岡市清水区由比 673 番地の１ 代表取締役 

  笹間 周子 

株式会社長寿乃里 横浜市西区みなとみらい 代表取締役 

 ３-６-３ＭＭパークビル 12Ｆ 宮田 聖士 

株式会社オコテン 静岡市葵区黒金町 49  代表取締役 

  斉藤 充宏 

マツモトキヨシ株式会社 千葉県松戸市新松戸９番地１ 代表取締役 

  松本 清雄 

沓間水産株式会社 静岡県裾野市二ツ屋 136-５ 代表取締役 

  沓間 久明 

株式会社ツキジフーズ 静岡市清水区本町１-７ 代表取締役 

  釜下 賢一郎 

株式会社銀座セキネ 東京都世田谷区玉川台２丁目 代表取締役 

 10 番 21 号矢藤第４ビル２階 関根 大佐 

株式会社ふしみや 静岡市葵区呉服町２-３-１ 代表取締役 

  小山 幸子 

株式会社 神戸市中央区坂口通７丁目２-17 代表取締役 

バリュー・プランニング  井元 憲生 

株式会社チェック商会 東京都港区新橋４丁目 26-７ 代表取締役 

 佐山ビル３階 鈴木 晃 

株式会社オンワード樫山 名古屋市中村区名駅南４-11-31 執行役員 

  杉田 泉 

株式会社クレヨン 大阪市北区茶屋町３-１三晃ビル 代表取締役 

  田中 大資 

株式会社マリークヮント 名古屋市中区丸の内３-19-１ 代表取締役 

コスメチックジャパン ライオンビル 中山 ユカリ 

株式会社三陽商会 東京都港区海岸一丁目２番 20 号 代表取締役 

 汐留ビルディング 21～24 階 杉浦 昌彦 

株式会社エル・ターミナル 東京都目黒区中目黒２-７-７ 代表取締役 

  高橋 克典 

ローラアシュレイ 東京都渋谷区神宮前３-35-８ 代表取締役 

ジャパン株式会社 ハニービル青山２Ｆ 木村 謙一 

株式会社三松 東京都新宿区西新宿３-２-11 代表取締役 

 新宿三井ビル２号館 14 階 齋藤 徹 



 

 

株式会社銀座マギー 東京都世田谷区東玉川２-37-11 代表取締役 

  植松 伸一 

株式会社オハラ 横浜市中区元町４丁目 173 番 代表取締役 

  小原 信俊 

株式会社マサモリ 静岡市葵区御幸町５-17 代表取締役 

  正守 道夫 

有限会社丸岡 茨城県つくば市花畑 取締役 

 ３-32-８-102 岡田 拓展 

株式会社プルミエール 愛知県豊橋市舟原町 123 番 代表取締役 

  杉浦 直樹 

株式会社ベリテ 横浜市神奈川区鶴屋町 代表取締役 

 ３丁目 33 番８号 平野 和良 

株式会社トラヤ 静岡市葵区紺屋町７-19 代表取締役 

  秋山 真吾 

株式会社三鈴 東京都渋谷区代々木１-11-２ 代表取締役 

 代々木コミュニティビル２階 岡藤 一朗 

モモヤ株式会社 静岡市清水区銀座 11 番地 26 代表取締役 

  平岡 淳 

株式会社 東京都世田谷区祖師谷３-１-18 代表取締役 

オッズオンジャパン  辺土名 きぬえ 

株式会社アイドル 東京都渋谷区千駄ヶ谷５-27-３ 代表取締役 

  矢嶋 孝敏 

株式会社あぶち 東京都中野区中央１-40-４ 代表取締役 

  高畑 啓子 

有限会社 東京都中野区中野 60-２ 代表取締役 

ワーカーホリック ライオンズプラザ中野 412 遠山 直樹 

株式会社中村屋 神奈川県小田原市栄町１-５-22 代表取締役 

  小西 正宏 

有限会社グレープ 横浜市中区元町２丁目 94 代表取締役 

  岡島 耕二 

株式会社やまと 東京都渋谷区千駄ヶ谷５-27-３ 代表取締役 

  田村 裕二 

株式会社松葉商店 静岡市駿河区池田 1943-42 代表取締役 

  松葉 茂子 

福助株式会社 東京都渋谷区神宮前６－27－８ 代表取締役 

 京セラ原宿ビル４階 吉野 哲 

株式会社東京デリカ 東京都葛飾区新小岩１-48-14 代表取締役 

 第３東京デリカビル９階 木山 茂年 

株式会社 静岡市葵区呉服町２－４－２ 代表取締役 

リサイクルフロンティア  浅野 剛史 



 

 

株式会社ギャラリー 東京都品川区西五反田７-22-17 代表取締役 

クリエーション ＴＯＣビル 12 階 26 号  杉原 和雄 

株式会社タカキュー 東京都板橋区板橋３-９-７ 代表取締役 

  臼井 一秀 

株式会社鈴丹 愛知県稲沢市天池五反田町 代表取締役 

 １番地 小田 保則 

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 

株式会社パレモ 愛知県稲沢市天池五反田町 代表取締役 

 １番地 小田 保則 

株式会社リオチェーン 名古屋市中区平和１丁目１-20 代表取締役 

  横山 卓幸 

株式会社チュチュアンナ 大阪市阿倍野区天王寺町北 代表取締役 

 ２-３-１ 上田 利昭 

株式会社ＪＴＢ商事 東京都文京区関口１丁目 代表取締役 

 44 番地 10 号ＪＴＢ商事ビル 菊田 薫 

株式会社 長野県長野市高田 667-16 代表取締役 

クリエイティブヨーコ ＲＧビル 小林 忠良 

株式会社エイチエヌ 東京都中央区湊１丁目 12-10 代表取締役 

アンドアソシエイツ ル・グラシェルＢＬＤ 21－３階 野村 裕之 

神戸レザークロス 神戸市長田区西尻池町２-５-12 代表取締役 

株式会社  齋藤 伸介 

株式会社織部 岐阜県多治見市旭ｹ丘 10-６ 代表取締役 

  奥村 崇仁 

株式会社田中ふとん 愛知県一宮市天王 1 丁目  代表取締役 

 ４番 10 号 田中 公雄 

有限会社パミール 静岡市葵区安倍口新田 500-14 代表取締役 

  石田 勝彦 

キンバレー株式会社 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５Ｆ 岩坪 謙吉 

株式会社ムカイ 静岡市駿河区中野新田 125-１ 代表取締役 

 第１ムカイビル２階 向井 正太郎 

株式会社江崎書店 静岡市葵区呉服町２-６-８ 代表取締役 

  江崎 一朗 

株式会社 東京都渋谷区道玄坂１-12-１ 代表取締役 

エービーシーマート 渋谷マークシティウェスト 19Ｆ 野口 実 

株式会社ナイス 神奈川県平塚市八重咲町７-25 代表取締役 

 熊山ビル３階 五味 幹邦 

株式会社加登屋 東京都大田区浦田５-24-２ 代表取締役 

  渡邊 一正 



 

 

株式会社中央コンタクト 静岡市駿河区南町 14-１ 代表取締役 

 水の森ビル７Ｆ 藤本 亮吉 

 

４ 変更事項 

 （１）大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

   ① 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

生鮮館、食彩館で小売業を行う者（生鮮館、食彩館の位置及びその場所で小売業を行う者

については、縦覧に供する届出書類に示すとおり） 

     （変更前）開店時刻 ９時 30 分   閉店時刻 20 時 00 分 

     （変更後）開店時刻 ９時 30 分   閉店時刻 21 時 00 分 

   ② 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

     （変更前）９時 00 分から 20 時 30 分まで 

     （変更後）９時 00 分から 21 時 30 分まで 

 

５ 変更年月日 

  平成 25 年７月１日 

 

６ 届出年月日 

  平成 25 年６月 14 日 


