
北海道告示第10760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30年２月20日までに北
海道上川総合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29年10月20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
イオンモール旭川駅前
旭川市宮下通７丁目１番地 ほか

(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

北海道ジェイ・アール都市開発株式会社
代表取締役社長 菅原 光洋
札幌市西区琴似１条１丁目１番12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）
小売業を行う者の氏名又は名称 代表者の氏名 住 所
イオン北海道株式会社 代表取締役 札幌市白石区本通21丁目南１番10号

星野 三郎
有限会社だうんひる 取締役 空知郡上富良野町本町３丁目６番35号

髙藤 隆
株式会社もりもと 代表取締役 千歳市千代田町４丁目12番地１

森本 吉勝
株式会社山本ビル 代表取締役社長 旭川市旭町２条７丁目12番地77

山本 淳一
株式会社札幌丸井三越 代表取締役社長執行役員 札幌市中央区南１条西２丁目11番地

伊藤 達哉
株式会社システムジュウヨン 代表取締役 大阪府大阪市北区天神橋３丁目７番９号

石田 勝彦
株式会社六花亭 代表取締役 帯広市西24条北１丁目３番19号

和田 滋

株式会社柳月 代表取締役社長 河東郡音更町下音更北９西18－２
田村 昇

サザエ食品株式会社 代表取締役 札幌市中央区宮の森４条１丁目１番35号
島田 俊平

株式会社青木商店 代表取締役 福島県郡山市八山田５丁目405番地
青木 信博

株式会社ルピシア 代表取締役社長 東京都渋谷区代官山町８－13
水口 博喜 代官山ハマダビル

有限会社 菓子司 新谷 代表取締役 富良野市朝日町４－７

森本 真司
株式会社日本橋屋長兵衛 代表取締役社長 東京都中央区日本橋室町１丁目６番２号

岡田 憲明
株式会社日本一 代表取締役 千葉県野田市目吹1965番地

染谷 幸雄
有限会社北海道井泉 代表取締役 旭川市５条通７丁目右２号

伴野 忠孝
株式会社ホットランド 代表取締役 東京都中央区新富１丁目９番６号

佐瀬 守男
ユウクリエイティブ株式会社 代表取締役 群馬県太田市飯塚町1434番地１

糸井 繁夫



ジュピターコーヒー株式会社 代表取締役 東京都文京区本駒込４－41－４
内林 久雄

株式会社良品計画 代表取締役社長 東京都豊島区東池袋４丁目26番３号
松崎 暁

株式会社テーオー小笠原 代表取締役社長 函館市港町３丁目18番15号

小笠原 康正
株式会社バリュープランニング 代表取締役社長 兵庫県神戸市中央区坂口通７丁目２番17号

井元 憲生
ＰＯＲＴ ＳＴＹＬＥ株式会社 代表取締役 兵庫県神戸市中央区江戸町100番地

水木 秀行

株式会社ワコール 代表取締役社長 京都府京都市南区吉祥院中島町29番地
安原 弘展

株式会社ベルーナ 代表取締役社長 埼玉県上尾市宮本町４番２号
安野 清

株式会社いつ和 代表取締役社長 新潟県十日町市寅甲465番地６
阿部 昇

株式会社ウィゴー 代表取締役 東京都渋谷区恵比寿南１－16－３
中澤 征史

株式会社チチカカ 代表取締役 神奈川県横浜市港北区新横浜２－２－３
田中 義章 新横浜第一竹生ビル４Ｆ

株式会社富士メガネ 代表取締役会長･ 札幌市中央区南２条西１丁目３番地
社長兼任 金井昭雄 北専ビル９Ｆ

株式会社くどう 代表取締役 旭川市３条通２丁目左８号

工藤 隆央
株式会社ハーモニカ 代表取締役 東京都西東京市ひばりが丘北３丁目３番14

松崎 好男 号

マツオインターナショナル株 代表取締役 東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目20番10号
式会社 松尾 憲久
株式会社コックス 代表取締役社長 東京都中央区日本橋浜町１－２－１

吉竹 英典 日本橋浜町セントラルビル
株式会社ＣＨＥＬＳＥＡ 代表取締役 石川県野々市市御経塚３－488
Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ 北方 康弘
はるやま商事株式会社 代表取締役社長 岡山県岡山市北区表町１丁目２番３号

治山 正史

株式会社湯浅 代表取締役社長 旭川市宮下通10丁目左１号
湯浅 義弘

株式会社Ｌ・Ｃ・Ｖ 代表取締役 札幌市中央区北５条西11丁目16－１
田村 直樹 ライズ北５条702号

株式会社さいばぁど 代表取締役 旭川市２条通９丁目東栄ビル４階
藤原 順太郎

株式会社ミッキー靴店 代表取締役 旭川市３条通８丁目左８号
岡村 寛

株式会社マリークヮントコス 代表取締役社長 東京都渋谷区渋谷１－７－６
メチックス 中山 ユカリ 青山タイヨービル
株式会社フランドル 代表取締役社長 東京都港区南青山４丁目18番11号

栗田 貴史
株式会社オンワード樫山 支店長 札幌市中央区北１条西16丁目１番地

札幌支店 村岡 景紀
サンエース株式会社札幌 代表取締役 札幌市中央区北４条17丁目19番地23

長岡 政宏
株式会社アダストリア 代表取締役・CEO 東京都千代田区丸の内１丁目９番２号

福田 三千男
小野寺 道代 旭川市東光13条４丁目４－３

メロディハイム28 103号室
コスメーム株式会社 代表取締役 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１

藤田 紀久子

タビオ株式会社 代表取締役社長 大阪府大阪市浪速区難波中２丁目10番70号
越智 勝寛 なんばパークス内パークスタワー



Ａｓ－ｍｅエステール株式会社 代表取締役社長 東京都港区虎ノ門４－３－13
丸山 雅史

株式会社アズノゥアズ 代表取締役 東京都渋谷区富ヶ谷２丁目24番７号
浅見 英理

有限会社マルエー 代表取締役 旭川市永山２条19丁目４番12号
西島 学

株式会社ワールド 代表取締役会長 兵庫県神戸市中央区港島中町６丁目８番１
寺井 秀藏

株式会社ブービープランニング 代表取締役 福島県須賀川市南町130
栗城 幸一

株式会社ジュン 代表取締役 東京都港区南青山２丁目２番３号

佐々木 進
株式会社ほしの 代表取締役 札幌市白石区菊水３条３丁目１番28号

星野 浩一

株式会社プラザクリエイトス 代表取締役 東京都中央区晴海１丁目８番10号
トアーズ 大島 康広
株式会社ヴィレッジヴァンガー 代表取締役社長 愛知県名古屋市名東区上社１丁目901番地

ドコーポレーション 白川 篤典
藤久株式会社 代表取締役社長 愛知県名古屋市名東区高社１丁目210番地

後藤 薫徳
株式会社ジーフット 代表取締役社長 東京都中央区新川１丁目23番５号

堀江 泰文

株式会社ライトオン 代表取締役 茨城県つくば市吾妻１丁目11番１
横内 達治

株式会社東京デリカ 代表取締役社長 東京都葛飾区新小岩１丁目48番14号
木山 剛史

株式会社玉光堂 代表取締役社長 札幌市豊平区豊平４条３丁目３－10
小日向 義廣

株式会社大創産業 代表取締役 広島県東広島市西条吉行東１丁目４番14号
矢野 博丈

株式会社未来屋書店 代表取締役 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目６番地
羽牟 秀幸

株式会社スポーツハウス 代表取締役社長 札幌市中央区南４条西10丁目
織田 大輔

株式会社日本オプティカル 代表取締役社長 愛知県名古屋市西区則武新町２丁目22番７

高野 博道 号
株式会社ジェイアイエヌ 代表取締役社長 群馬県前橋市市川原町２丁目26番４

田中 仁
株式会社マスターピース 代表取締役 東京都台東区駒形１丁目12番３号

宮田 真樹
株式会社ナスキー 代表取締役 埼玉県幸手市中１－２－４ 渡辺ビル

並木 貴裕
株式会社マリエッタ 代表取締役 帯広市西１条南８丁目17番地

成田 孔一

有限会社ストーンブレス 代表取締役 旭川市東光６条１丁目４－３
大谷 裕実

株式会社Ｆ・Ｏ・インターナ 代表取締役 兵庫県神戸市中央区三宮町２丁目４－１

ショナル 小野 行由
株式会社ザ・クロックハウス 代表取締役社長 東京都中央区京橋１丁目11番２号

大野 禄太郎

株式会社エアウィーヴ 代表取締役社長 東京都中央区八重洲２丁目１番６号
松田 孝裕

丸高衣料株式会社 代表取締役社長 大阪府大阪市中央区玉造２丁目８番３号
楡金 洋二



（変更後）
小売業を行う者の氏名又は名称 代表者の氏名 住 所
イオン北海道株式会社 代表取締役 札幌市白石区本通21丁目南１番10号

星野 三郎
有限会社だうんひる 取締役 空知郡上富良野町本町３丁目６番35号

髙藤 隆
株式会社もりもと 代表取締役 千歳市千代田町４丁目12番地１

森本 吉勝
株式会社山本ビル 代表取締役社長 旭川市旭町２条７丁目12番地77

山本 淳一
株式会社札幌丸井三越 代表取締役社長執行役員 札幌市中央区南１条西２丁目11番地

伊藤 達哉

株式会社システムジュウヨン 代表取締役 大阪府大阪市北区天神橋３丁目７番９号
石田 勝彦

株式会社六花亭 代表取締役 帯広市西24条北１丁目３番19号
和田 滋

株式会社柳月 代表取締役社長 河東郡音更町下音更北９西18－２
田村 昇

サザエ食品株式会社 代表取締役 札幌市中央区宮の森４条１丁目１番35号
島田 俊平

株式会社青木商店 代表取締役 福島県郡山市八山田５丁目405番地
青木 信博

株式会社ルピシア 代表取締役社長 東京都渋谷区代官山町８－13
水口 博喜 代官山ハマダビル

有限会社 菓子司 新谷 代表取締役 富良野市朝日町４－７

森本 真司
株式会社日本橋屋長兵衛 代表取締役社長 東京都中央区日本橋室町１丁目６番２号

岡田 憲明
株式会社日本一 代表取締役 千葉県野田市目吹1965番地

染谷 幸雄
有限会社北海道井泉 代表取締役 旭川市５条通７丁目右２号

伴野 忠孝
株式会社ホットランド 代表取締役 東京都中央区新富１丁目９番６号

佐瀬 守男
ユウクリエイティブ株式会社 代表取締役 群馬県太田市飯塚町1434番地１

糸井 繁夫
ジュピターコーヒー株式会社 代表取締役 東京都文京区本駒込４－41－４

内林 久雄

株式会社良品計画 代表取締役社長 東京都豊島区東池袋４丁目26番３号
松崎 暁

株式会社テーオーデパート 代表取締役 函館市梁川町10番25号
ア

和泉 日路志
株式会社バリュープランニング 代表取締役社長 兵庫県神戸市中央区坂口通７丁目２番17号

井元 憲生
ＰＯＲＴ ＳＴＹＬＥ株式会社 代表取締役 兵庫県神戸市中央区江戸町100番地

水木 秀行
株式会社ワコール 代表取締役社長 京都府京都市南区吉祥院中島町29番地

安原 弘展
株式会社ベルーナ 代表取締役社長 埼玉県上尾市宮本町４番２号

安野 清
株式会社いつ和 代表取締役社長 新潟県十日町市寅甲465番地６

阿部 昇
株式会社ウィゴー 代表取締役 東京都渋谷区恵比寿南１－16－３

中澤 征史
株式会社チチカカ 代表取締役 神奈川県横浜市港北区新横浜２－２－３

田中 義章 新横浜第一竹生ビル４Ｆ
株式会社富士メガネ 代表取締役会長･ 札幌市中央区南２条西１丁目３番地

社長兼任 金井昭雄 北専ビル９Ｆ



株式会社くどう 代表取締役 旭川市３条通２丁目左８号
イ

工藤 光生

株式会社ハーモニカ 代表取締役 東京都西東京市ひばりが丘北３丁目３番14
松崎 好男 号

マツオインターナショナル株 代表取締役 東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目20番10号

式会社 松尾 憲久
株式会社コックス 代表取締役社長 東京都中央区日本橋浜町１－２－１

吉竹 英典 日本橋浜町セントラルビル

株式会社ＣＨＥＬＳＥＡ 代表取締役 石川県野々市市御経塚３－488
Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ 北方 康弘
はるやま商事株式会社 代表取締役社長 岡山県岡山市北区表町１丁目２番３号

治山 正史
株式会社湯浅 代表取締役社長 旭川市宮下通10丁目左１号

湯浅 義弘
株式会社Ｌ・Ｃ・Ｖ 代表取締役 札幌市中央区北５条西11丁目16－１

田村 直樹 ライズ北５条702号
株式会社さいばぁど 代表取締役 旭川市２条通９丁目東栄ビル４階

藤原 順太郎
株式会社ミッキー靴店 代表取締役 旭川市３条通８丁目左８号

岡村 寛
株式会社マリークヮントコス 代表取締役社長 東京都渋谷区渋谷１－７－６

メチックス 中山 ユカリ 青山タイヨービル
株式会社フランドル 代表取締役社長 東京都港区南青山４丁目18番11号

栗田 貴史

株式会社オンワード樫山 支店長 札幌市中央区北１条西16丁目１番地
札幌支店 村岡 景紀

サンエース株式会社札幌 代表取締役 札幌市中央区北４条17丁目19番地23
長岡 政宏

株式会社アダストリア 代表取締役・CEO 東京都千代田区丸の内１丁目９番２号
福田 三千男

小野寺 道代 旭川市東光13条４丁目４－３

メロディハイム28 103号室
コスメーム株式会社 代表取締役 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１

藤田 紀久子

タビオ株式会社 代表取締役社長 大阪府大阪市浪速区難波中２丁目10番70号
越智 勝寛 なんばパークス内パークスタワー

Ａｓ－ｍｅエステール株式会社 代表取締役社長 東京都港区虎ノ門４－３－13

丸山 雅史
株式会社アズノゥアズ 代表取締役 東京都渋谷区富ヶ谷２丁目24番７号

浅見 英理
有限会社マルエー 代表取締役 旭川市永山２条19丁目４番12号

西島 学

株式会社ワールド 代表取締役会長 兵庫県神戸市中央区港島中町６丁目８番１
寺井 秀藏

株式会社ブービープランニング 代表取締役 福島県須賀川市南町130
栗城 幸一

株式会社ジュン 代表取締役 東京都港区南青山２丁目２番３号
佐々木 進

株式会社ほしの 代表取締役 札幌市白石区菊水３条３丁目１番28号
星野 浩一

株式会社プラザクリエイトス 代表取締役 東京都中央区晴海１丁目８番10号
トアーズ 大島 康広
株式会社ヴィレッジヴァンガー 代表取締役社長 愛知県名古屋市名東区上社１丁目901番地

ドコーポレーション 白川 篤典
藤久株式会社 代表取締役社長 愛知県名古屋市名東区高社１丁目210番地

後藤 薫徳
株式会社ジーフット 代表取締役社長 東京都中央区新川１丁目23番５号

堀江 泰文



株式会社ライトオン 代表取締役 茨城県つくば市吾妻１丁目11番１
横内 達治

株式会社東京デリカ 代表取締役社長 東京都葛飾区新小岩１丁目48番14号
木山 剛史

株式会社玉光堂 代表取締役社長 札幌市豊平区豊平４条３丁目３－10
小日向 義廣

株式会社大創産業 代表取締役 広島県東広島市西条吉行東１丁目４番14号
矢野 博丈

株式会社未来屋書店 代表取締役 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目６番地
羽牟 秀幸

株式会社スポーツハウス 代表取締役社長 札幌市中央区南４条西10丁目

織田 大輔
株式会社日本オプティカル 代表取締役社長 愛知県名古屋市西区則武新町２丁目22番７

高野 博道 号

株式会社ジンズ 代表取締役 群馬県前橋市市川原町２丁目26番４
ウ

田中 仁
株式会社マスターピース 代表取締役 東京都台東区駒形１丁目12番３号

宮田 真樹

株式会社ナスキー 代表取締役 埼玉県幸手市中１－２－４ 渡辺ビル
並木 貴裕

株式会社マリエッタ 代表取締役 帯広市西１条南８丁目17番地
成田 孔一

有限会社ストーンブレス 代表取締役 旭川市東光６条１丁目４－３

大谷 裕実
株式会社Ｆ・Ｏ・インターナ 代表取締役 兵庫県神戸市中央区三宮町２丁目４－１

ショナル 小野 行由
株式会社ザ・クロックハウス 代表取締役社長 東京都中央区京橋１丁目11番２号

大野 禄太郎
株式会社エアウィーヴ 代表取締役 愛知県大府市柊山町８丁目288番地

エ
高岡 本州

丸高衣料株式会社 代表取締役社長 大阪府大阪市中央区玉造２丁目８番３号
楡金 洋二

(4) 変更の年月日

上記(3)ア 平成29年８月１日
上記(3)イ 平成29年１月24日
上記(3)ウ 平成29年４月10日
上記(3)エ 平成29年７月３日

(5) 変更する理由
小売業を行う者の氏名または名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名に変更があった

ため
２ 届出年月日

平成29年９月26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上川総合振興局産業振興部商工労働観光課
(2) 縦覧期間

平成29年10月20日（金）から平成30年２月20日（火）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、平成29年12月29日、平成30年１月２日及び
同月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


