
                                            

北海道告示第 10950号 

 大規模小売店舗立地法（平成 10年法律第 91号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模小

売店舗の設置者から届出事項の変更について届出があった。 

 なお、同法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活

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、書面により平成 31年２月 18日までに

北海道石狩振興局産業振興部商工労働観光課に到着するよう提出することができる。 

 

  平成 30年 10月 18日 

 

                          北海道知事 高橋 はるみ 

 

１ 届出事項の概要 

（１）大規模小売店舗の名称及び所在地 

   イオン千歳店 

   千歳市栄町６丁目 51番地 

（２）大規模小売店舗を設置する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 

   株式会社山三ふじや 代表取締役 瀧澤 順久 

   千歳市末広１丁目４番８号 

（３）変更した事項 

    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） 

小売業者名 代表者の氏名 住    所 

イオン北海道(株) 代表取締役 星野 三郎 札幌市白石区本通 21丁目南１番 10号 

HOYA（株） 代表取締役 鈴木 洋 東京都中野区中野４－10－２ 

(株)オバラ 代表取締役 小原 徹夫 千歳市千代田町３－４ 

トリニテイアーツ(株) 代表取締役 木村 治 東京都千代田区丸の内３－４－１ 

(株)クロスカンパニー 代表取締役 石川 康晴 岡山県岡山市北区幸町２番８号 

(株)アラジンコレクション 代表取締役 上林 隆司 旭川市豊岡４条５丁目７番 15号 

(株)スギハラ 代表取締役 松坂 敏之 千歳市千代田町３丁目６番地 

(株)山三ふじや 代表取締役 瀧澤 順久 千歳市末広町１丁目４番８号 

北海道茶業(株) 代表取締役 長谷川眞理子 札幌市西区西野８条２丁目９番 17号 

(株)宮文 代表取締役 宮本 隆一 札幌市中央区南２条西２丁目７番地 

(株)富士メガネ 代表取締役 金井 昭雄 札幌市中央区南２条西１丁目３番地 北専ビル 

(株)マエダ 代表取締役 前多 孝行 苫小牧市山手町１丁目２番７号 

（有）ビズ 代表取締役 池永 博之 恵庭市恵み野西２丁目９番２号 

(株)レパレ 代表取締役 丹野 理明 石狩市花川南 10条２丁目 242番地 

(株)エンパイア- 代表取締役 山下 譲 札幌市北区北 23条西５丁目 18番地 795 

(株)六花亭 代表取締役 小田 豊 帯広市西 24条北１丁目３番 19号 

(株)東京デリカ 代表取締役 木山 剛史 東京都葛飾区新小岩１丁目 48番 14号 



                                            

(株)キャメル珈琲 代表取締役 尾田 信夫 東京都世田谷区代田２－31－８ 

(株)のぐち 代表取締役 野口 香代子 千歳市清水町６丁目 15－２ 

(株)もりもと 代表取締役 森本 吉勝 千歳市千代田町４丁目 12－1 

(株)ハヴァナイストリップ 代表取締役 山本 秀一 兵庫県神戸市中央区上筒井通３丁目２番５号 

(株)タツミヤ 代表取締役 指田 努 東京都八王子市暁町１丁目 32番 13号 

(株)ぎんざ 代表取締役 鳴海 大 小樽市稲穂２丁目 14番地の 14 

(株)セリア 代表取締役 河合 映冶 岐阜県大垣市外淵２丁目 38番地 

(株)山三ふじや 代表取締役 瀧澤 順久 千歳市末広町１丁目４番８号 

(株)玉光堂 代表取締役 小日向 義廣 札幌市豊平区豊平４条３丁目３－10 

(株)タカキュー 代表取締役 木内 守 東京都板橋区板橋３丁目９番７号 

(株)さが美 代表取締役 平松 達夫 横浜市港南区下水谷６丁目２番 11号 

（有）もりみ 代表取締役 森実 政春 札幌市中央区南７条西 12丁目４番 13号 

(株)キング 代表取締役 山田 幸雄 東京都品川区五反田２丁目 14番９号 

栄建設(株) 代表取締役 佛田 好広 岩見沢市岡山町 18番地９ 

(株)パレモ 代表取締役 小田 康則 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 

(株)ライトオン 代表取締役 横内 達治 茨城県つくば市吾妻１丁目 11番１ 

(株)ワールド 代表取締役 寺井 秀蔵 兵庫県神戸市中央区港島中町６－８－１ 

（有）アクセサリーチーフ 代表取締役 近藤 公利 札幌市西区 24軒３条５丁目９番５－３号 

(株)チチカカ 代表取締役 木南 仁志 横浜市港北区新横浜２丁目２番地３ 

(株)デサント 代表取締役 石本 雅敏 札幌市西区 24軒３条４丁目１－２ 

(株)ハニーズ 代表取締役 江尻 義久 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松 27－１ 

(株)ジェイアイエヌ 代表取締役 田中 仁 群馬県前橋市市川原町２丁目 26番４ 

(株)ファイブフォックス 代表取締役 上田 稔夫 東京都渋谷区千駄ヶ谷３丁目60番７号 

 

（変更後） 

小売業者名 代表者の氏名 住    所 

イオン北海道(株) 代表取締役 星野 三郎 札幌市白石区本通 21丁目南１番 10号 

(株)メガネスーパー 代表取締役 星崎 尚彦 神奈川県小田原市本町４丁目２番 39号 

(株)オバラ 代表取締役 小原 徹夫 千歳市千代田町３－４ 

(株)アダストリア 代表取締役 福田 三千男 茨城県水戸市宮町１丁目７番 44号 CONBOX310 ２階 

(株)ストライプインターナショナル 代表取締役 石川 康晴 岡山県岡山市北区幸町２番８号 

(株)アラジンコレクション 代表取締役 上林 隆司 旭川市豊岡４条５丁目７番 15号 

(株)スギハラ 代表取締役 松坂 敏之 千歳市千代田町３丁目６番地 

(株)山三ふじや 代表取締役 瀧澤 順久 千歳市末広町１丁目４番８号 



                                            

北海道茶業(株) 代表取締役 長谷川眞理子 札幌市西区西野８条２丁目９番 17号 

(株)宮文 代表取締役 宮本 隆一 札幌市中央区南２条西２丁目７番地 

(株)富士メガネ 代表取締役 金井 昭雄 札幌市中央区南２条西１丁目３番地 北専ビル 

(株)マエダ 代表取締役 前多 孝行 苫小牧市山手町１丁目２番７号 

（有）ビズ 代表取締役 池永 博之 恵庭市恵み野西２丁目９番２号 

(株)レパレ 代表取締役 丹野 理明 石狩市花川南 10条２丁目 242番地 

(株)エンパイア- 代表取締役 山下 譲 札幌市北区北 23条西５丁目 18番地 795 

(株)六花亭 代表取締役 小田 豊 帯広市西 24条北１丁目３番 19号 

(株)東京デリカ 代表取締役 木山 剛史 東京都葛飾区新小岩 1丁目 48番 14号 

(株)キャメル珈琲 代表取締役 尾田 信夫 東京都世田谷区代田２－31－８ 

ソフィア千野(株) 代表取締役 野口 香代子 千歳市清水町６丁目 15－２ 

(株)もりもと 代表取締役 森本 吉勝 千歳市千代田町４丁目 12－１ 

(株)ほしの 代表取締役 星野 浩一 札幌市白石区菊水３条３丁目１－28 

(株)ハヴァナイストリップ 代表取締役 山本 秀一 兵庫県神戸市中央区上筒井通３丁目２番５号 

(株)タツミヤ 代表取締役 指田 努 東京都八王子市暁町 1丁目 32番 13号 

(株)ぎんざ 代表取締役 鳴海 大 小樽市稲穂２丁目 14番地の 14 

(株)セリア 代表取締役 河合 映冶 岐阜県大垣市外淵２丁目 38番地 

(株)山三ふじや 代表取締役 瀧澤 順久 千歳市末広町１丁目４番８号 

(株)玉光堂 代表取締役 小日向 義廣 札幌市豊平区豊平４条３丁目３－10 

(株)タカキュー 代表取締役 木内 守 東京都板橋区板橋３丁目９番７号 

(株)二葉屋 代表取締役 五十嵐 栄一 新潟県南魚沼市八幡 123－３ 

(株)おしゃれ工房 代表取締役 高橋 稔 東京都立川市錦町３－２－２ TM・タワー２F 

(株)キング 代表取締役 山田 幸雄 東京都品川区五反田２丁目 14番９号 

(株)パレモ 代表取締役 小田 康則 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 

(株)ライトオン 代表取締役 横内 達治 茨城県つくば市吾妻１丁目 11番１ 

(株)アルカスインターナショナル 代表取締役 寺井 秀蔵 兵庫県神戸市中央区港島中町６－８－１ 

（有）アクセサリーチーフ 代表取締役 近藤 公利 札幌市西区 24軒３条５丁目９番５－３号 

(株)チチカカ 代表取締役 木南 仁志 横浜市港北区新横浜２丁目２番地３ 

(株)ハニーズ 代表取締役 江尻 義久 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松 27－１ 

(株)ジンズ 代表取締役 田中 仁 東京都千代田区富士見２－10－２飯田橋ｸﾞﾗﾝ･ﾌﾞﾙｰﾑ 30F  

(株)ファイブフォックス 代表取締役 上田 稔夫 東京都渋谷区千駄ヶ谷３丁目60番７号  
 

 



                                            

（４）変更の年月日 

   平成 30年４月 27日ほか 

（５）変更する理由 

      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

者の氏名の変更のため 

２ 届出年月日 

  平成 30年９月 25日 

３ 届出書等の縦覧 

（１）縦覧場所 

   北海道経済部地域経済局中小企業課及び北海道石狩振興局産業振興部商工労働観光課 

（２）縦覧期間 

   平成30年10月18日（木）から平成31年２月18日（月）まで（日曜日、土曜日、国民の祝日に関す

る法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日を除く。） 

（３）縦覧時間 

   午前８時 45分から午後５時 15分まで 


