
北海道告示第10703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１月15日までに北海道釧路総合

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９月15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

イオンモール釧路昭和

釧路市昭和中央４丁目18番１号

(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

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 支配人 不動産管理部長 荒井 寿夫

東京都千代田区丸の内１丁目４番５号

(3) 変更した事項

ア 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

（変更前） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 代表取締役 若林 辰雄

東京都千代田区丸の内１丁目４番５号

（変更後） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 支配人 不動産管理部長 荒井 寿夫

東京都千代田区丸の内１丁目４番５号

イ 大規模小売店舗において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

（変更前）

小売業者の氏名又は名称 代表者の氏名 住 所

イオン北海道株式会社 代表取締役 星野 三郎 札幌市白石区本通21丁目南１番10号

株式会社エービーシー・マート 代表取締役 野口 実 東京都渋谷区神南１－11－５

株式会社ジーユー 代表取締役 柚木 治 山口県山口市佐山717番地１

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

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

株式会社メガネの早川 代表取締役 早川 弘康 釧路市北大通８丁目

株式会社タツミヤ 代表取締役 指田 努 東京都八王子市暁町１丁目32番13号

株式会社かのこ 代表取締役 田村 清 東京都中央区日本橋小網町15－９

株式会社ジーフット 代表取締役 神谷 和秀 愛知県名古屋市千種区今池３－４－10

株式会社コックス 代表取締役 吉竹 英典 東京都中央区日本橋浜町１－２－１

株式会社クロスカンパニー 代表取締役 石川 康晴 岡山県岡山市北区幸町２－８

株式会社ハニーズ 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番地１

株式会社ライトオン 代表取締役 横内 達治 茨城県つくば市吾妻１－11－１

株式会社ヤマダヤ 代表取締役 山田 太郎 愛知県名古屋市西区城西１丁目３番５号

コーチ･ジャパン合同会社 社長兼職務執行役 東京都港区六本木６－10－１

永江 公一



株式会社アンドヴォーグ 代表取締役 森山 聰 札幌市中央区南２条東１－１－12

株式会社札幌カンガルー堂 代表取締役 和田 泰子 千葉県千葉市中央区中央４丁目３番５号

株式会社石岡時計店 代表取締役 石岡 幸雄 帯広市西12条南13丁目１番地

リフォームスタジオ株式会社 代表取締役 豆鞘 亮二 東京都中央区日本橋浜町２－62－６

株式会社ワールド 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

株式会社ロベリア 代表取締役 柳田 文子 東京都江東区越中島２－１－38

株式会社キャン 代表取締役 藤井 浩 東京都杉並区高円寺北２－６－１

株式会社パレモ 代表取締役 小田 保則 愛知県稲沢市天池五反田町１番地

株式会社ベル 代表取締役 早川 宏史 帯広市西２条南７丁目17

株式会社マックハウス 代表取締役社長 白土 孝 東京都杉並区梅里１－７－７

株式会社ペットランド 代表取締役 加藤 千賀子 釧路市新釧路町14番１

株式会社柳月ホールディングス 代表取締役 田村 昇 帯広市大通南８丁目15番地

株式会社六花亭 代表取締役 小田 豊 帯広市西24条北１丁目３番19号

株式会社キタムラ 代表取締役 北村 正志 高知県高知市本町４－１－16

有限会社広瀬書店 代表取締役 広瀬 龍彦 川上郡標茶町富士２丁目２番地

流行雑貨屋株式会社 代表取締役 下﨑 則夫 福岡県福岡市東区多の津２丁目６番３号

株式会社コムズ 代表取締役 所 研二 釧路市鳥取北４丁目６番20号

株式会社ツインマーボ 代表取締役 大薮 幸子 大阪府大阪市平野区平野馬場２丁目１番６号

株式会社メガネトップ 代表取締役 富澤 昌三 静岡県静岡市伝馬町８番地の６

株式会社ウイングロード 代表取締役 山形 政弘 東京都中央区築地３丁目５番４号

株式会社タカキュー 代表取締役 木内 守 東京都板橋区板橋３丁目９番７号

株式会社札幌丸井三越 代表取締役 竹内 徹 札幌市中央区南１条西２丁目11番地

株式会社チュチュアンナ 代表取締役 上田 利昭 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北２丁目３－１

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

ナル

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

株式会社ヴィレッジヴァンガード 代表取締役 白川 篤典 愛知県名古屋市名東区上社１－901

コーポレーション

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

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

島村楽器株式会社 代表取締役 島村 元紹 東京都江戸川区平井６丁目37番３号

（変更後）

小売業者の氏名又は名称 代表者の氏名 住 所

イオン北海道株式会社 代表取締役 星野 三郎 札幌市白石区本通21丁目南１番10号

株式会社エービーシー・マート 代表取締役 野口 実 東京都渋谷区神南１－11－５

株式会社ジーユー 代表取締役 柚木 治 山口県山口市佐山717番地１

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

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

株式会社メガネの早川 代表取締役 早川 弘康 釧路市北大通８丁目

株式会社タツミヤ 代表取締役 指田 努 東京都八王子市暁町１丁目32番13号

株式会社かのこ 代表取締役 田村 清 東京都中央区日本橋小網町15－９

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



株式会社コックス 代表取締役 吉竹 英典 東京都中央区日本橋浜町１－２－１

株式会社ストライプインターナシ 代表取締役 石川 康晴 岡山県岡山市北区幸町２－８

ョナル

株式会社ハニーズホールディング 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番地１

ス

株式会社ライトオン 代表取締役 横内 達治 茨城県つくば市吾妻１－11－１

株式会社ヤマダヤ 代表取締役 山田 太郎 愛知県名古屋市西区城西１丁目３番５号

コーチ ･ ジャパン合同会社 社長兼職務執行者 東京都港区六本木６－10－１

ジョルジョ・サルネ

株式会社アンドヴォーク 代表取締役 森山 聰 札幌市中央区南２条東１－１－12

株式会社札幌カンガルー堂 代表取締役 和田 泰子 札幌市中央区南２条西12丁目324－11

株式会社石岡時計店 代表取締役 石岡 幸雄 帯広市西12条南13丁目１番地

リフォームスタジオ株式会社 代表取締役 牧 和男 東京都日本橋浜町２－62－６

株式会社ワールド 代表取締役 上山 健二 兵庫県神戸市中央区港島中町６－８－１

株式会社ロベリア 代表取締役 錦戸 一富 東京都江東区塩浜２－４－20

株式会社キャン 代表取締役 立花 隆央 東京都中央区銀座４丁目12番15号

株式会社サウス 代表取締役 石田 勇介 札幌市中央区南３条西３丁目８番地１

株式会社ＣＨＥＬＳＥＡ Ｎｅｗ 代表取締役 北方 康弘 石川県金沢市上安原南98番地２

Ｙｏｒｋ

有限会社ティーワールド 代表取締役 高橋 伸芳 札幌市南区藤野２条６丁目８番17号

株式会社柳月ホールディンクス 代表取締役 田村 昇 帯広市大通南８丁目15番地

株式会社六花亭 代表取締役 和田 滋 帯広市西24条北１丁目３番19条

株式会社キタムラ 代表取締役 北村 正志 高知県高知市本町４－１－16

有限会社広瀬書店 代表取締役 広瀬 龍彦 川上郡標茶町富士２丁目２番地

株式会社コムズ 代表取締役 所 研二 釧路市鳥取北４丁目６番20号

株式会社メガネトップ 代表取締役 冨澤 昌宏 静岡県静岡市伝馬町８番地の６

株式会社ウイングロード 代表取締役 山形 政弘 東京都中央区湊２丁目４－１

株式会社タカキュー 代表取締役 大森 尚昭 東京都板橋区板橋３丁目９番７号

株式会社札幌丸井三越 代表取締役 竹内 徹 札幌市中央区南１条西２丁目11番地

株式会社パレモ 代表取締役 吉田 馨 愛知県稲沢市天池五反田町１番地

株式会社チュチュアンナ 代表取締役 上田 利昭 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北２丁目３－１

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

ナル

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

株式会社ベルーナ 代表取締役 安野 清 埼玉県上尾市宮本町４番２号

株式会社ヴィレッジヴァンガー 代表取締役 白川 篤典 愛知県名古屋市名東区上社１－901

トﾞコーポレーション

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

株式会社チチカカ 代表取締役 田中 義章 横浜市港北区新横浜２－２－３

島村楽器株式会社 代表取締役 島村 元紹 東京都江戸川区平井６丁目37番３号

(4) 変更の年月日

上記(3)ア 平成28年10月３日

上記(3)イ 平成27年５月21日ほか



(5）変更する理由

上記(3)ア 経営政策上のため

上記(3)イ 大規模小売店舗において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

は代表者の氏名の変更を行ったため。

２ 届出年月日

平成29年８月24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釧路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９月15日(金)から平成30年１月15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、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


