
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、葵

区地域総務課及び駿河区地域総務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 30年 12月７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 

静岡県静岡市葵区柚木１０２６ 

 

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 

東京都千代田区丸の内二丁目２番３号 

東静岡 15街区デベロップメント特定目的会社 

代表取締役 平本 正和 

 

３ 変更した事項 

（１）大規模小売店舗の所在地 

（変更前）静岡県静岡市葵区柚木１９１ 

（変更後) 静岡県静岡市葵区柚木１０２６ 

  

（２）大規模小売店舗を設置する者の代表者の名称 

（変更前) 飯森 賢二 

（変更後) 平本 正和 



（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 
（変更前） 

１階 

区画 小売業者名 代表者氏名 住所 変更年月日 

101 ル・クルーゼ・ジャポン（株） 

代表取締役社長 

東京都港区麻生台２丁目２番９号 2018年 5月 26日 

クリスチャン・トーマ 

102-A （株）高田薬局 

代表取締役 

静岡県静岡市葵区宮ケ崎町５番地 2018年 4月 27日 

高田 隆右 

102/103 （株）アイジーエー 

代表取締役社長 

福井県越前市矢放町 13-8-9 変更なし 

五十嵐 昭順 

103-A マックスバリュ東海（株） 

代表取締役社長 静岡県駿東郡長泉町下長窪 

303番地１ 

変更なし 

神尾 啓治 

104-A 

エイチ・アンド・エム 

へネス・アンド・マウリッツ・

ジャパン㈱ 

代表取締役 

東京都渋谷区宇田川長 33-6 

渋谷フラッグ６階 

変更なし 

クリスティーン・エドマン 

104 （株）ニコル 

代表取締役 東京都渋谷区東 1-32-12 

渋谷プロパティービル東急ビル３階 

2016年 6月 11日 

木野村 明廣 

105 タビオ（株） 

代表取締役社長 大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 

なんばパークス内パークスタワー16

階 

2016年 6月 11日 

越智 勝寛 

106 （株）オンワード樫山 

常務執行役員支店長 

東京都中央区日本橋 3-10-5 2016年 6月 11日 

杉田 泉 

107/108 （株）ワールド 

代表取締役社長 

兵庫県神戸市中央区港島中町 6-8-5 2016年 6月 11日 

寺井 秀蔵 

105-A/134 （株）ザラ・ジャパン 

代表取締役 

東京都渋谷区恵比寿西 1-10-11 変更なし 

ペッターソン万里 

109 （株）栗原 

代表取締役 

大阪府大阪市西区靭本町 2-7-6 2015年 10月 15日 

栗原 亮 

110 空室       



111 （株）サイクルスポット 

代表取締役社長 

東京都港区赤坂 3-6-12 変更なし 

鵜池 正貴 

112 

（株）バロックジャパン 

リミテッド 

代表取締役 東京都目黒区青葉台４丁目７番７号 

住友不動産青葉台ヒルズ 

2015年 4月 8日 

石井 義勝 

113 （株）ベルシュカ・ジャパン 

代表取締役 兼 CEO 東京都渋谷区恵比寿西 

１丁目 10番 11号 

変更なし 

ノルベール・ルレ 

116 （株）ラッシュジャパン 

代表取締役 

神奈川県愛甲郡愛川町中津 

4027番地３ 

2018年 4月 5日 ゲーリーアンドリュー 

マーティン 

117 （株）ムカイ 

代表取締役 

静岡県静岡市駿河区中野新田 125-1 変更なし 

向井 正太郎 

118 

トリンプ･インターナショナ

ル・ジャパン（株） 

代表取締役社長 東京都大田区平和島 6-1-1 

東京流通センタービル 

2018年 9月 7日 

土居 健人 

119 （株）エムズ 

代表取締役 

福島県喜多方市押切南 2-11 2018年 9月 7日 

斎藤 満 

120 （株）バーニッシュカンパニー 

代表取締役 北海道札幌市中央区北六条西

18-11-15 

2016年 10月 8日 

太田 能弘 

121 ベネトンジャパン（株） 

代表取締役 

東京都渋谷区神宮前 4-3-10 2015年 4月 24日 

佐野 知余 

123 （株）スイートスタイル 

代表取締役 東京都中央区日本橋小舟町 7-2 

ヤクシビル３階 

変更なし 

渡邉 雅人 

124-A 

一般財団法人旭川物産協会 

代表取締役会長 北海道旭川市神楽 4条 

6丁目 1番 12号 

道の駅あさひかわ 2階 

2016年 11月 11日 

中川 竹志 

（株）A&R 

代表取締役 東京都千代田区岩本町 3－2－1 

共同新岩本町ビル 4階 

2016年 11月 11日 

原田 宰 

124-B 

一般財団法人旭川物産協会 

代表取締役会長 北海道旭川市神楽 4条 

6丁目 1番 12号 

道の駅あさひかわ 2階 

2016年 11月 11日 

中川 竹志 

（株）A&R 代表取締役 東京都千代田区岩本町 3－2－1 2016年 11月 11日 



原田 宰 共同新岩本町ビル 4階 

125 （株）アダストリア 

代表取締役 東京都渋谷区渋谷２丁目 21番１号 

渋谷ヒカリエ 27階 

変更なし 

福田 三千男 

126 株式会社ヌーヴ・エイ 

代表取締役社長 

東京都渋谷区神泉町 8-16 2015年 4月 16日 

星谷 麻由 

127 （株）ディーエイチシー 

代表取締役 

東京都港区南麻布２丁目７番１号 2018年 7月 27日 

小野田 晃子 

128 （株）マーレマーレジャパン 

代表取締役 兵庫県神戸市長田区西尻池 

２丁目４番６号 

2016年 11月 23日 

東 裕司 

129 （株）ヤマダヤ  

代表取締役 愛知県名古屋市西区城西町 

１丁目３番５号 

2016年 11月 23日 

山田 太郎 

130 （株）アルファベットパステル 

代表取締役 

北海道札幌市中央区南二条西25丁目 2016年 11月 23日 

濱田 一康 

131 （株）サンエー・ビューディ 

代表取締役 東京都世田谷区玉川 2-21-1 

二子玉川ライズ・オフィス 14階 

2016年 11月 23日 

望月 将志 

132 （株）おしゃれ工房 

代表取締役 

東京都立川市栄町６丁目 12-13 変更なし 

高橋 実 

133 （株）きたがわ宝石 

代表取締役社長 

静岡県静岡市葵区紺屋 1-9 変更なし 

川崎 一博 

135 

クリスピークリーム 

ドーナツジャパン㈱ 

代表取締役社長 東京都渋谷区渋谷 3-10-13 

渋谷 Rサンケイビル８階 

2018年 3月 31日 

岡本 光太郎 

136 （株）シーズメン 

代表取締役 

東京都中央区日本橋小伝馬町 13-4 2015年 10月 15日 

青木 雅夫 

137/138 

（株）ストライプインターナシ

ョナル 

代表取締役社長 東京都中央区銀座 4-12-15 

歌舞伎座タワー18階 

変更なし 

石川 康晴 

139 （株）東京デリカ 

代表取締役 

東京都葛飾区新小岩 1-48-1 2018年７月 10日 

木山 剛史 

140 （株）サダマツ 

代表取締役社長 

長崎県大村市本町 458番地９号 2015年 11月 13日 

南里 崇 

141 （株）相川トレーディング 代表取締役社長 静岡県静岡市葵区東静岡 2014年 10月 30日 



形部 幸裕 １丁目１番 57号 

142 （株）アスプルンド 

代表取締役社長 

東京都港区三田 3-13-16 変更なし 

西川 信一 

143 （株）キャメル珈琲 

代表取締役 

東京都世田谷区代田二丁目31番８号 変更なし 

尾田 信夫 

144 （株）相川トレーディング 

代表取締役 静岡県静岡市葵区東静岡 

１丁目１番 57号 

変更なし 

梶山 宗助 

 

２階 

区画 小売業者名 代表者氏名 住所 変更年月日 

201-A/202-A （株）アルペン 

代表取締役社長 名古屋市中区丸の内二丁目９番40号 

アルペン丸の内タワー 

変更なし 

水野 敦之 

204-A （株）良品計画 

代表取締役社長 

東京都豊島区東池袋 4-26-3 変更なし 

松﨑 暁 

205-A （株）ユニクロ 

代表取締役会長兼社長 

山口県山口市佐山 717番地１ 変更なし 

柳井 正 

206/207 （株）ワンズテラス 

代表取締役 東京都中央区晴海１丁目８番 10号 

晴海アイランドトリトンスクエア 

オフィスタワーX棟 25階 

変更なし 

西川 信一 

208/209 イトキン（株） 

代表取締役社長 大阪府大阪市中央区久太郎町 

二丁目４番 25号 

変更なし 

前田 和久 

210/211 （株）ジーンズショップオサダ 

代表取締役 

静岡県静岡市清水区草薙杉道 3-1-28 変更なし 

長田 輝忠 

213/214/215 （株）エービーシー・マート 

代表取締役社長 

東京都渋谷区神南一丁目 11番５号 変更なし 

野口 実 

216 東京シャツ（株） 

代表取締役社長 

東京都千代田区東神田 2-8-12 変更なし 

五十部 雅昭 

218 （株）リムズ 

代表執行役 大阪府大阪市住之江区西加賀屋町

3-5-7 

2016年 11月 4日 

原 英樹 

219 Ａｓ－ｍｅエステール（株） 代表取締役 東京都港区虎ノ門 4-3-13 変更なし 



丸山 雅史 神谷町セントラルプレイス５階 

220 （株）バリュープランニング 

代表取締役 兵庫県神戸市中央区坂口通 

７丁目２番 17号 

2016年 7月 22日 

井元 憲生 

221 （株）ひらおか 

代表取締役 

静岡県静岡市葵区春日 2-11-10 変更なし 

平岡 正也 

222 （株）千趣会 

代表取締役 

大阪府大阪市北区同心 1-8-9 2018年 4月 1日 

田邉 道夫 

223 株式会社ハニーズ 

代表取締役 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松

27番地の１ 

2016年 11月 3日 

江尻 義久 

224/225 （株）ＡＯＫＩ 

代表取締役社長 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 

６番 56号 

変更なし 

中村 宏明  

226 株式会社スタイルフォース 

代表取締役 東京都新宿区 3-9-1 

西新宿ティーオービル８階 

変更なし 

長元 明 

227 （株）タカキュー 

代表取締役 

東京都板橋区板橋三丁目９番７号 変更なし 

臼井 一秀 

228 （株）メンズ・ビギ 

代表取締役 

東京都渋谷区南平台町 17-12 2016年 4月 6日 

高橋 誠一 

229 （株）ニコル 

代表取締役社長 東京都渋谷区東 1-32-12 

渋谷プロパティー東急ビル３階 

変更なし 

木野村 尚孝 

230/231 （株）コックス 

代表取締役社長 東京都中央区日本橋浜町 1-2-1 

日本橋浜町セントラルビル 

変更なし 

寺脇 栄一 

232 （株）ウィゴー 

代表取締役社長 

東京都渋谷区神南 1-14-5 変更なし 

中澤 征史 

233 （株）クリエイト 

代表取締役社長 

愛知県名古屋市中村区名駅 4-8-12 変更なし 

鈴木 寛隆 

234 （株）ＡＮＡＰ 

代表取締役 

東京都渋谷区神宮前 2-31-16 変更なし 

家髙 利康 

235 株式会社ＳＢＳプロモーション 

代表取締役社長 静岡県静岡市駿河区森下町 1-35 

静岡 MYタワー 

変更なし 

村田 潔春 

236 （株）チュチュアンナ 代表取締役 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北 変更なし 



上田 利昭 2-3-1 

237/238 （株）ゾフ 

代表取締役社長 東京都渋谷区神宮前 6-27-8 

京セラ原宿ビル２階 

変更なし 

上野 照博 

239 （株）東京デリカ 

代表取締役社長 

東京都葛飾区新小岩 1-48-1 変更なし 

木山 剛史 

240 （株）ヌーヴ・エイ 

代表取締役社長 

東京都渋谷区神泉町 8-16 変更なし 

阿部 了 

241/242 （株）コックス 

代表取締役社長 東京都中央区日本橋浜町 1-2-1 

日本橋浜町セントラルビル 

変更なし 

寺脇 栄一 

243 （株）プルミエール 

代表取締役 

愛知県豊橋市舟原町 123番地 変更なし 

杉浦 直樹 

244 （株）ダブルエー 

代表取締役 

東京都渋谷区恵比寿 1-20-18 ７階 変更なし 

肖 俊偉 

245/246 （株）谷島屋 

代表取締役社長 

静岡県浜松市中区連尺町 309-1 変更なし 

斉藤 行雄 

 

３階 

区画 小売業者名 代表者氏名 住所 変更年月日 

301 （株）犬の家 

代表取締役 

愛知県春日井市大泉寺町 292-342 変更なし 

福手 由美 

301-A/302-A （株）ノジマ 

代表執行役社長 神奈川県相模原市中央区横山 

一丁目１番１号 

変更なし 

野島 廣司 

302 （株）中央コンタクト 

代表取締役 静岡県静岡市伝馬町３番地の１ 

深尾ビル３階 

変更なし 

藤本 亮吉 

303/304 藤久（株） 

代表取締役社長 

愛知県名古屋市名東区高社 1-210 変更なし 

後藤 薫徳 

315 （株）セント・リングス 

代表取締役 静岡県沼津市高島本町 16-16 

三井生命ビル３階 

変更なし 

青木 謙侍 

317 パレモ・ホールディングス（株） 

代表取締役社長 

愛知県稲沢市天池五反町１番地 変更なし 

吉田 馨 



318 （株）パスポート 

代表取締役社長 東京都品川区西五反田 

七丁目 22番 17号 

変更なし 

柘植 圭介 

319 （株）和真 

代表取締役 

東京都中央区銀座 8-9-13 変更なし 

丹下 三昭 

320/321 

（株）アルカスインターナショ

ナル 

代表取締役 兵庫県神戸市中央区港島中町 

６丁目８番１ 

変更なし 

内山 誠一 

322 （株）オンワード樫山 

代表取締役 

東京都中央区日本橋 3-10-5 変更なし 

大澤 通雄 

323/324 （株）ファイブ・フォックス 

代表取締役 

東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-60-7 変更なし 

上田 稔夫 

325 （株）タカラトレーディング 

代表取締役 

東京都八王子市堀之内３丁目 33-4 変更なし 

怡土 公一 

326/327 マザウェイズ・ジャパン（株） 

代表取締役 大阪府大阪市中央区南久宝寺町 

一丁目５番７号 

変更なし 

根来 豊 

328 （株）ショービ 

代表取締役 

静岡県浜松市東区植松町 1475-18 変更なし 

二村 眞行 

329 （株）イークロージング 

代表取締役 愛知県名古屋市中区錦 

２丁目 15番 20号 

三永伏見ビル８階 

変更なし 

田畑 利彦 

330 （株）グランドスラム 

代表取締役 大阪府大阪市西区北堀江 1-19-8 

四ツ橋 KMビル 

2018年４月 27日 

倉本 隆 

332 （株）ベベ 

代表取締役 

兵庫県神戸市中央区港島中町 6-8-2 変更なし 

小東 政章 

333 丸高衣料（株） 

代表取締役社長 大阪府大阪市中央区玉造 

二丁目８番３号 

変更なし 

楡金 洋二 

336 

（株）コージィコーポレーショ

ン 

代表取締役 大阪府大阪市中央区南船場 

1-16-10 岡本ビル３階 

変更なし 

髙林 更次 

337 クレアーズ日本（株） 

代表取締役社長 東京都中央区日本橋人形町 

一丁目１番地 11号 

変更なし 

工藤 真紀 

338 （株）Ｆ・Ｏ・ 代表取締役 兵庫県神戸市中央区三宮町 変更なし 



インターナショナル 小野 行由 二丁目４番１号 

339 （有）くれよんはうす 

代表取締役 

静岡県静岡市葵区鷹匠 3-1-8 変更なし 

羽山 雄人 

340 （株）ジーフット 

代表取締役社長 愛知県名古屋市千種区 

今池三丁目 4-10 

変更なし 

堀江泰文 

341 

（株）ナルミヤ・ 

インターナショナル 

代表取締役執行役員社長 

東京都港区芝公園 2-4-1 変更なし 

石井 稔晃 

342 （株）パステル 

代表取締役 

福島県郡山市島１丁目 28-5 2018年４月 25日 

鈴木 真 

343/344 （株）セリア 

代表取締役社長 

岐阜県大垣市外渕 2丁目-38 変更なし 

河合 映治 

345 （株）タナカふとんサービス 

代表取締役 

東京都中央区銀座７丁目 17番５号 変更なし 

田中 公雄 

 

〈変更後〉 

１階 

区画 小売業者名 代表者の氏名 住所 変更年月日 

101 （株）キャン 代表取締役会長 東京都中央区銀座 4-12-15 

歌舞伎座タワー 

2018年 5月 26日 

石川 康晴 

102-A （株）マツモトキヨシ 代表取締役社長 千葉県松戸市新松戸東９番地１ 2018年 4月 27日 

大田 貴雄 

102/103 （株）アイジーエー 代表取締役社長 福井県越前市矢放町 13-8-9 変更なし 

五十嵐 昭順 

103-A マックスバリュ東海（株） 代表取締役社長 静岡市駿東郡長泉町下長窪 

303番地１ 

変更なし 

神尾 啓治 

104-A エイチ・アンド・エム 

へネス・アンド・マウリッツ・

ジャパン㈱ 

代表取締役 東京都渋谷区宇田川長 33-6 

渋谷フラッグ６階 

変更なし 

クリスティーン・エドマン 

104 R.O.U（株） 代表取締役 東京都中央区日本橋蠣殻町１丁目 36

-5 

2016年 6月 11日 

廣瀬 清剛 



105 いちご箱崎ビル７階 

106 

107/108 

105-A/134 （株）ザラ・ジャパン 代表取締役 東京都渋谷区恵比寿西 1-10-11 変更なし 

ペッターソン万里 

109 （有）フレンドシップ 

パートナーズ 

代表取締役 大阪府大阪市北区豊崎 5-2-3 

帽子屋 FLAVAビル 

2015年 10月 15日 

兼光 善明 

110 空室    

111 （株）サイクルスポット 代表取締役社長 東京都港区赤坂 3-6-12 変更なし 

鵜池 正貴 

112 ＩＮＴＳ Ｉｔ’ｓ ｎｏｔ 

ｔｈｅ ｓａｍｅ Ｊａｐａｎ

（株） 

代表取締役 東京都渋谷区神宮前 6-10-8 

ウィンベルプラザ原宿 

2015年 4月 8日 

モリス・ルイ ぺロダン・

エリック 

113 （株）ベルシュカ・ジャパン 

 

代表取締役 兼 CEO 東京都渋谷区恵比寿西 

１丁目 10番 11号 

変更なし 

ノルベール・ルレ 

116 （株）グランドスラム 代表取締役 大阪府大阪市西区立売堀 1-3-11 

ダイタイビル５階 

2018年 4月 5日 

佐々木 太祐 

117 （株）ムカイ 代表取締役 静岡県静岡市駿河区中野新田 125-1 変更なし 

向井 正太郎 

118 （株）エービーシー・マート 代表取締役社長 東京都渋谷区神南一丁目 11番５号 2018年 9月 7日 

野口 実 

119 

120 はるやま商事（株） 代表取締役社長 岡山県岡山市北区表町 

１丁目２番３号 

2016年 10月 8日 

治山 正史 

121 （株）イケヤ 代表取締役社長 静岡県浜松市中区高林４丁目 8-32 2015年 4月 24日 

高田 敏弘 



123 （株）スイートスタイル 代表取締役 東京都中央区日本橋小舟町 7-2 

ヤクシビル３階 

変更なし 

渡邉 雅人 

124-A （株）タカヨシ 

 

代表取締役社長 千葉県千葉市美浜区中瀬 

1丁目 3番地 

幕張テクノガーデン B棟 14階 

2016年 11月 11日 

高品 政明 

124-B 

125 （株）アダストリア 代表取締役 東京都渋谷区渋谷２丁目 21番１号 

渋谷ヒカリエ 27階 

変更なし 

福田 三千男 

126 （株）ムラサキスポーツ 代表取締役 東京都台東区上野 7-14-5 2015年 4月 16日 

金山 元一 

127 （株）マサモリ 代表取締役 静岡県静岡市葵区御幸町 2018年 7月 27日 

正守 道夫 

128 （株）ライトオン 代表取締役 東京都渋谷区神宮前 6-27-8 

京セラ原宿ビル６階 

2016年 11月 23日 

川崎 純平 

129 

130 

131 

132 （株）おしゃれ工房 代表取締役 東京都立川市栄町６丁目 12-13 変更なし 

高橋 実 

133 （株）きたがわ宝石 代表取締役社長 静岡県静岡市葵区紺屋 1-9 変更なし 

川崎 一博 

135 物販以外    

 



136 （有）村田全商社 代表取締役 群馬県前橋市問屋町 2-14-3 2015年 10月 15日 

村田 智司 

137/138 （株）ストライプ 

インターナショナル 

代表取締役社長 東京都中央区銀座 4-12-15 

歌舞伎座タワー18階 

変更なし 

石川 康晴 

139 （有）焼津谷島屋 代表取締役社長 静岡県浜松市中区連尺町 309-1 ２０１８年７月 10

日 大田 貴雄 

140 （株）Rs-JAPAN 代表取締役社長 兵庫県尼崎市稲荷荘１丁目 22-9 2015年 11月 13日 

南里 崇 

141 株式会社ＢＡＮＫＡＮわものや 代表取締役社長 愛知県名古屋市中区栄 2-11-30 

セントラルビル９階 

2014年 10月 30日 

形部 幸裕 

142 （株）アスプルンド 代表取締役社長 東京都港区三田 3-13-16 変更なし 

西川 信一 

143 （株）キャメル珈琲 代表取締役 東京都世田谷区代田 

二丁目 31番８号 

変更なし 

尾田 信夫 

144 （株）相川トレーディング 代表取締役 静岡県静岡市葵区東静岡 

１丁目１番 57号 

変更なし 

梶山 宗助 

 

２階 

区画 小売業者名 代表者氏名 住所 変更年月日 

201-A/202

-A 

（株）アルペン 代表取締役社長 名古屋市中区丸の内 

二丁目９番 40号 

アルペン丸の内タワー 

変更なし 

水野 敦之 

204-A （株）良品計画 代表取締役社長 東京都豊島区東池袋 4-26-3 変更なし 

松﨑 暁 

205-A （株）ユニクロ 代表取締役会長兼社長 山口県山口市佐山 717番地１ 変更なし 

柳井 正 

206/207 （株）ワンズテラス 代表取締役 東京都中央区晴海１丁目８番 10号 

晴海アイランドトリトンスクエア 

オフィスタワーX棟 25階 

変更なし 

西川 信一 

208/209 イトキン（株） 代表取締役社長 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目 変更なし 



前田 和久 ４番 25号 

210/211 （株）ジーンズショップオサダ 代表取締役 静岡県静岡市清水区草薙杉道 3-1-28 変更なし 

長田 輝忠 

213/214/2

15 

（株）エービーシー・マート 代表取締役社長 東京都渋谷区神南一丁目 11番５号 変更なし 

野口 実 

216 東京シャツ（株） 代表取締役社長 東京都千代田 

区東神田 2-8-12 

変更なし 

五十部 雅昭 

218 （株）ノジマ 代表取締役社長 神奈川県横浜市西区みなとみらい 

2-3-3 

クイーンズタワーB 26階 

2016年 11月 4日 

野島 廣司 

219 Ａｓ－ｍｅエステール株（株） 代表取締役 東京都港区虎ノ門 4-3-13 

神谷町セントラルプレイス５階 

変更なし 

丸山 雅史 

220 （株）中央コンタクト 代表取締役 静岡県静岡市駿河区南町 14-1 

水の森ビル７階 

2016年 7月 22日 

藤本 亮吉 

221 （株）ひらおか 代表取締役 静岡県静岡市葵区春日 2-11-10 変更なし 

平岡 正也 

222 （株）キャプテン 代表取締役 名古屋市中区丸の内栄二丁目 2018年 4月 1日 

篠田 達幸 

223 （株）エービーシー・マート 代表取締役社長 東京都渋谷区神南一丁目 11番５号 2016年 11月 3日 

野口 実 

224/225 （株）ＡＯＫＩ 代表取締役社長 神奈川県横浜市都筑区葛が谷 

６番 56号 

変更なし 

中村 宏明 

226 株式会社スタイルフォース 代表取締役 東京都新宿区 3-9-1 

西新宿ティーオービル８階 

変更なし 

長元 明 

227 （株）タカキュー 代表取締役 東京都板橋区三丁目９番７号 変更なし 

臼井 一秀 

228 Hide＆Genes Japan（株） 代表取締役 福岡県福岡市南区玉川町 

６番１号１階 

2016年 4月 6日 

阿南 博 

229 （株）ニコル 代表取締役社長 東京都渋谷区東 1-32-12 

渋谷プロパティー東急ビル３階 

変更なし 

木野村 尚孝 



230/231 （株）コックス 代表取締役社長 東京都中央区日本橋浜町 1-2-1 

日本橋浜町セントラルビル 

変更なし 

寺脇 栄一 

232 （株）ウィゴー 代表取締役社長 東京都渋谷区神南 1-14-5 変更なし 

中澤 征史 

233 （株）クリエイト 代表取締役社長 愛知県名古屋市中村区名駅 4-8-12 変更なし 

鈴木 寛隆 

234 （株）ＡＮＡＰ 代表取締役 東京都渋谷区神宮前 2-31-16 

 

変更なし 

家髙 利康 

235 株式会社ＳＢＳプロモーション 代表取締役社長 静岡県静岡市駿河区森下町 1-35 

静岡 MYタワー 

変更なし 

村田 潔春 

236 （株）チュチュアンナ 代表取締役 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北 

2-3-1 

変更なし 

上田 利昭 

237/238 （株）ゾフ 代表取締役社長 東京都渋谷区神宮前 6-27-8 

京セラ原宿ビル２階 

変更なし 

上野 照博 

239 （株）東京デリカ 代表取締役社長 東京都葛飾区新小岩 1-48-1 変更なし 

木山 剛史 

240 （株）ヌーヴ・エイ 代表取締役社長 東京都渋谷区神泉町 8-16 変更なし 

阿部 了 

241/242 （株）コックス 代表取締役社長 東京都中央区日本橋浜町 1-2-1 

日本橋浜町セントラルビル 

変更なし 

寺脇 栄一 

243 （株）プルミエール 代表取締役 愛知県豊橋市舟原町 123番地 変更なし 

杉浦 直樹 

244 （株）ダブルエー 代表取締役 東京都渋谷区恵比寿 1-20-18 ７階 変更なし 

肖 俊偉 

245/246 （株）谷島屋 代表取締役社長 静岡県浜松市中区連尺町 309-1 変更なし 

斉藤 行雄 

 

３階 

区画 小売業者名 代表者氏名 住所 変更年月日 

301 （株）犬の家 代表取締役 愛知県春日井市大泉寺町 292-342 変更なし 



福手 由美 

301-A/302

-A 

（株）ノジマ 代表執行役社長 神奈川県相模原市中央区横山 

一丁目１番１号 

変更なし 

野島 廣司 

302 （株）中央コンタクト 代表取締役 静岡県静岡市伝馬町３番地の１ 

深尾ビル３階 

変更なし 

藤本 亮吉 

303/304 藤久（株） 代表取締役社長 愛知県名古屋市名東区高社 1-210 変更なし 

後藤 薫徳 

315 （株）セント・リングス 代表取締役 静岡県沼津市高島本町 16-16 

三井生命ビル３階 

変更なし 

青木 謙侍 

317 パレモ・ホールディングス（株） 代表取締役社長 愛知県稲沢市天池五反町１番地 変更なし 

吉田 馨 

318 （株）パスポート 代表取締役社長 東京都品川区西五反田 

七丁目 22番 17号 

変更なし 

柘植 圭介 

319 （株）和真 代表取締役 東京都中央区銀座 8-9-13 変更なし 

丹下 三昭 

320/321 （株）アルカス 

インターナショナル 

代表取締役 兵庫県神戸市中央区港島中町 

６丁目８番１ 

変更なし 

内山 誠一 

322 （株）オンワード樫山 代表取締役 東京都中央区日本橋 3-10-5 変更なし 

大澤 通雄 

323/324 （株）ファイブ・フォックス 代表取締役 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-60-7 変更なし 

上田 稔夫 

325 （株）タカラトレーディング 代表取締役 東京都八王子市堀之内３丁目 33-4 変更なし 

怡土 公一 

326/327 マザウェイズ・ジャパン（株） 代表取締役 大阪府大阪市中央区南久宝寺町 

一丁目５番７号 

変更なし 

根来 豊 

328 株式会社ショービ 代表取締役 静岡県浜松市東区植松町 1475-18 変更なし 

二村 眞行 

329 （株）イークロージング 代表取締役 愛知県名古屋市中区錦 

２丁目 15番 20号 

三永伏見ビル８階 

変更なし 

田畑 利彦 



330 （株）F・O・インターナショナル 代表取締役 兵庫県神戸市中央区三宮町 2-4-1 2018年４月 27日 

小野 行由 

332 （株）ベベ 代表取締役 兵庫県神戸市中央区港島中町 6-8-2 変更なし 

小東 政章 

333 丸高衣料（株） 代表取締役社長 大阪府大阪市中央区玉造 

二丁目８番３号 

変更なし 

楡金 洋二 

336 （株）コージィコーポレーション 代表取締役 大阪府大阪市中央区南船場 1-16-10 

岡本ビル３階 

変更なし 

髙林 更次 

337 クレアーズ日本（株） 代表取締役社長 東京都中央区日本橋人形町 

一丁目１番地 11号 

変更なし 

工藤 真紀 

338 （株）Ｆ・Ｏ・ 

インターナショナル 

代表取締役 兵庫県神戸市中央区三宮町 

二丁目４番１号 

変更なし 

小野 行由 

339 （有）くれよんはうす 代表取締役 静岡県静岡市葵区鷹匠 3-1-8 変更なし 

羽山 雄人 

340 （株）ジーフット 代表取締役社長 愛知県名古屋市千種区今池 

三丁目 4-10 

変更なし 

堀江泰文 

341 （株）ナルミヤ・インターナショ

ナル 

代表取締役執行役員社長 東京都港区芝公園 2-4-1 変更なし 

石井 稔晃 

342 ブランシェス（株） 代表取締役 大阪府吹田市江坂町 

２丁目１番 11号 

江坂山甚ビル３階 

2018年４月 25日 

原 忠司 

343/344 （株）セリア 代表取締役社長 岐阜県大垣市外渕 2丁目-38 変更なし 

河合 映治 

345 （株）タナカふとんサービス 代表取締役 東京都中央区銀座７丁目 17番５号 変更なし 

田中 公雄 

 

４ 変更の年月日   

（１）大規模小売店舗の所在地 

平成 30年 10月７日 

 



（２）大規模小売店舗を設置する者の代表者の名称 

   平成 26年４月 25日 

（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 

      上表のとおり  
５ 届出年月日 
平成 30年 10月 22日     

 

 


