
北海道告示第10618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29年12月11日までに北海道胆振総合

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８月10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

イオンモール苫小牧

苫小牧市柳町３丁目１番20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 支配人 不動産管理部長 岩永 誠

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

イオン北海道株式会社 代表取締役 柴田 祐司 札幌市白石区本通21丁目南１－10

株式会社大谷 代表取締役 大谷 勝彦 新潟県亀田工業団地１－３－５

株式会社カワシマ・ゴールド 代表取締役 横田 光夫 浜松市西丘町276－５

株式会社もりもと 代表取締役社長 森本 吉勝 千歳市千代田町４－12－１

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

株式会社ワールド 代表取締役社長 寺井 秀蔵 神戸市中央区港島中町６丁目８番１

株式会社サンエー・インターナショナル 代表取締役社長 三宅 正彦 東京都渋谷区渋谷１－２－５

株式会社東京デリカ 代表取締役 木山 茂年 東京都葛飾区新小岩１丁目48－１

株式会社テーオー小笠原 代表取締役社長 小笠原 康正 函館市港町３丁目18番15号

株式会社シャルマンヒライ 代表取締役 宮本 健次 札幌市中央区北１条西５丁目２

株式会社オンワード樫山 代表取締役 水野 健太郎 東京都中央区日本橋３丁目10番５号

株式会社ポイント 代表取締役社長 黒田 博 東京都中央区八重洲２丁目７番２号 八重洲三井

ビル10Ｆ

トリンプ・インターナショナル・ジ 代表取締役 土居 健人 東京都大田区平和島６－１－１ 東京流通センタ

ャパン株式会社 ービル

有限会社八木商事 代表取締役 八木 栄治 勇払郡安平町追分本町１丁目40番地

株式会社プラスハート 代表取締役 松尾 正司 大阪市中央区北浜１丁目９－９

株式会社タビオ 代表取締役社長 越智 直正 大阪市浪速区難波中２丁目10－70 なんばパーク

スタワー16Ｆ

株式会社まえ多靴店 代表取締役 前多 孝行 苫小牧市住吉町２丁目２－２

株式会社メガスポーツ 代表取締役 南山 学 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目36－５

ペットシティ株式会社 代表取締役社長 豆鞘 亮二 千葉市美浜区中瀬１－５－１

株式会社コックス 代表取締役 池内 清和 東京都江東区新大橋１丁目８番11号

株式会社ライトオン 代表取締役 藤原 正博 つくば市吾妻１丁目11－１



株式会社アミナコレクション 代表取締役 進藤 さわと 横浜市緑区鴨居４－50－１

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27－１

株式会社タカキュー 代表取締役 臼井 一秀 板橋区板橋３－９－７ 板橋センタービル

株式会社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３－60－７

オプテックインターナショナル有限会社 代表取締役 増田 圭治 長野県上田市大字保野795番地５

株式会社日本オプティカル 代表取締役 田中 永俊 名古屋市中区栄４丁目２番29号 名古屋広小路プ

レイス４Ｆ

株式会社ヤマダヤ 代表取締役社長 山田 道朗 名古屋市西区城西１－３－５

株式会社ニューヨーカー 代表取締役社長 戸澤 かない 東京都千代田区外神田３丁目１－16

株式会社プロポーズ 代表取締役社長 小原 慎也 札幌市北区北７条西１丁目 ＳＥ山京ビル708号

Ｂ－Ｒサーティーワナイスクリーム 代表取締役 松山 和夫 品川区上大崎３－２－１ 目黒センタービル

株式会社

株式会社ホットランド 代表取締役 佐瀬 守男 桐生市広沢町４丁目2430番地

株式会社柳月 代表取締役 田村 昇 河東郡音更町字下音更北９線西18－２

株式会社キャメル珈琲 代表取締役 尾田 信夫 東京都世田谷区代田２丁目31番地８

株式会社キタムラ 代表取締役 北村 正志 大阪市中央区難波５－１－60 なんばＣＩＴＹ内

株式会社大創産業 代表取締役 矢野 博丈 東広島市西条吉行東１－４－14

株式会社ティアンドケイ 代表取締役 朝倉 洲治 札幌市中央区南１条西11丁目 下妻ビル５Ｆ

株式会社丸竹竹本 代表取締役社長 竹本 清志 苫小牧市錦町２丁目４番７号

株式会社Ｆ・０・インターナショナル 代表取締役社長 小野 行由 神戸市須磨区弥栄台２丁目５－３

株式会社マルヤ 代表取締役社長 山嵜 丈夫 福井県福井市松本４－７－15

株式会社デサント 代表取締役 田尻 邦夫 東京都豊島区目白１丁目４－８

株式会社ヨシモト 代表取締役 吉本 隆嗣 北海道河東郡音更町木野大通東14丁目１

株式会社パレモ 代表取締役社長 小田 保則 愛知県稲沢市天地五反田町１番地

株式会社ロンド 代表取締役 高田 勝弘 帯広市西２条10丁目３番地

有限会社フレンドシップパートナーズ 代表取締役 兼光 善明 愛知県稲沢市天地五反田町１番地

株式会社アンドヴォーグ 代表取締役 森山 聡 札幌市中央区南２条西４丁目 コスモビル７Ｆ

株式会社トラ 代表取締役 大石 靖彦 札幌市豊平区豊平３条９丁目２－２

クレアーズ日本株式会社 代表取締役社長 高荷 隆 東京都中央区日本橋人形町１－１－11 日庄ビル２階

株式会社鈴丹 代表取締役社長 東 光晴 愛知県名古屋市昭和区広路通２丁目５

タワーレコード株式会社 代表取締役 森脇 明夫 東京都品川区南品川２丁目15番９号

有限会社ゴシップ 代表取締役 斉藤 雄一 札幌市中央区南６条東１丁目２番地

株式会社マリエッタ 代表取締役 成田 孔一 帯広市西１条南８丁目17番地

株式会社ヴィレッジヴァンガードコ 代表取締役 菊池 敬一 愛知県愛知郡長久手町大字長クテ字上鴨田12－１

ーポレーション

株式会社ニューステップ 代表取締役社長 岩田 愛一郎 東京都中央区新川１－22－15 茅場町中埜ビル５Ｆ

株式会社バーニッシュカンパニー 代表取締役 太田 能弘 札幌市中央区北６条西18丁目11－12

株式会社めのや 代表取締役 新宮 正朗 島根県松江市玉湯町玉造325

株式会社やまと 代表取締役社長 矢嶋 孝敏 東京都渋谷区千駄ケ谷５丁目27番３号

株式会社千鳥屋板谷商店 代表取締役社長 板谷 剛 苫小牧市錦町２丁目１番３号

株式会社アングル 代表取締役 川村 秀志 苫小牧市表町３丁目２番14号

有限会社フルール 代表取締役 花摘 小弓 札幌市東区北21条東６丁目１番39号

株式会社ムラタ 代表取締役 村田 晃啓 札幌市厚別区厚別南２丁目11－31 ムラタビル

株式会社アクセスケイ 代表取締役 中山 薫 札幌市白石区本通10丁目北６番19号

株式会社未来屋書店 代表取締役 柿内 宏一 千葉市美浜区中瀬１－５－１

株式会社ザ・クロックハウス 代表取締役 花谷 洋二 東京都新宿区新宿１丁目19－10

（変更後）

小売業者名 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１－10

株式会社大谷 代表取締役 堂田 尚子 新潟県亀田工業団地１－３－５



株式会社Ｋ－ＧＯＬＤインターナシ 代表取締役 横田 光夫 浜松市西丘町276－５

ョナル

株式会社もりもと 代表取締役社長 森本 吉勝 千歳市千代田町４－12－１

株式会社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２－８

株式会社ワールド 代表取締役社長 上山 健二 神戸市中央区港島中町６丁目８番１

株式会社サンエー・ビューティー 代表取締役社長 前川 正典 東京都世田谷区玉川２丁目21番１号

株式会社東京デリカ 代表取締役 木山 茂年 東京都葛飾区新小岩１丁目48－１

株式会社ファンケル 代表取締役社長 島田 和幸 神奈川県横浜市中区山下町89番地１

株式会社ＧＲＡＣＩＳ 代表取締役 宮本 健次 札幌市中央区北３条西２丁目10番地２号

株式会社オンワード樫山 代表取締役 馬場 昭典 東京都中央区日本橋３丁目10番５号

株式会社アダストリア 代表取締役社長 福田 三千男 茨城県水戸市泉町３丁目１番27号

トリンプ・インターナショナル・ジ 代表取締役 土居 健人 東京都大田区平和島６－１－１ 東京流通センタ

ャパン株式会社 ービル

有限会社八木商事 代表取締役 八木 栄治 勇払郡安平町追分本町１丁目40番地

株式会社ＡＬＯ 代表取締役 矢野 博丈 大阪市中央区南船場３丁目10番３号

株式会社タビオ 代表取締役社長 越智 直正 大阪市浪速区難波中２丁目10－70 なんばパーク

スタワー16Ｆ

株式会社マエダ 代表取締役 前多 孝行 苫小牧市山手町１丁目２番７号

株式会社メガスポーツ 代表取締役 神谷 和秀 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目36－５

イオンペット株式会社 代表取締役社長 小玉 毅 千葉市美浜区中瀬１－５－１

株式会社コックス 代表取締役 吉竹 英典 東京都江東区新大橋１丁目８番11号

株式会社ライトオン 代表取締役 藤原 正博 茨城県つくば市吾妻１丁目11－１

株式会社アミナコレクション 代表取締役 進藤 さわと 横浜市緑区鴨居４－50－１

株式会社ムラサキスポーツ 代表取締役 金山 元一 東京都台東区上野７丁目14番５号

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３－９－７ 板橋センタービル

株式会社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３－60－７

株式会社テーオー小笠原 代表取締役社長 小笠原 康正 函館市港町３丁目18番15号

オプテックインターナショナル有限会社 代表取締役 増田 圭治 長野県上田市大字保野795番地５

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

株式会社ベルカディア 代表取締役 辰野 勇 奈良県奈良市高畑町1200番地９

株式会社ヤマダヤ 代表取締役社長 山田 太郎 名古屋市西区城西１－３－５

株式会社エリオ 代表取締役社長 石田 勇介 札幌市中央区南１条西５丁目７番地１

株式会社アルファベットパステル 代表取締役社長 濱田 一康 札幌市中央区南２条西25丁目

株式会社ニューヨーカー 代表取締役社長 上條 浩之 東京都千代田区外神田３丁目１－16

株式会社プロポーズ 代表取締役社長 小原 慎也 札幌市北区北７条西１丁目 ＳＥ山京ビル708号

Ｂ－Ｒサーティーワンアイスクリー 代表取締役 渡辺 裕明 東京都品川区上大崎３－２－１ 目黒センター

ム株式会社 ビル

株式会社麦の穂 代表取締役 今泉 智幸 大阪府大阪市北区西天満３丁目13番20号

株式会社柳月 代表取締役 田村 昇 河東郡音更町字下音更北９線西18－２

株式会社キャメル珈琲 代表取締役 尾田 信夫 東京都世田谷区代田２丁目31番地８

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丁目１番16号

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

株式会社ティアンドケイ 代表取締役 朝倉 洲治 札幌市中央区南１条西11丁目 下妻ビル５Ｆ

株式会社丸竹竹本 代表取締役社長 竹本 清志 苫小牧市錦町２丁目４番７号

株式会社木舎 代表取締役社長 佐々木 宏正 札幌市中央区北３条西７丁目１－１

株式会社Ｆ・０・インターナショナル 代表取締役社長 小野 行由 神戸市須磨区弥栄台２丁目５－３

株式会社ヨシモト 代表取締役 吉本 隆嗣 河東郡音更町木野大通東14丁目１

株式会社ハニーズホールディングス 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

株式会社ジュビリー 代表取締役社長 角野 宏明 東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目19番14号

株式会社ロンド 代表取締役 高田 勝弘 帯広市西2条10丁目３番地

有限会社フレンドシップパートナーズ 代表取締役 兼光 善明 愛知県稲沢市天地五反田町１番地



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

株式会社ＡＮＡＰ 代表取締役 家高 利康 東京都渋谷区神宮前２－31－16

クレアーズ日本株式会社 代表取締役 山口 義貴 東京都中央区日本橋人形町１－１－11 日庄ビル２階

株式会社パレモ 代表取締役社長 吉田 馨 愛知県稲沢市天地五反田町１番地

タワーレコード株式会社 代表取締役社長 嶺脇 育夫 東京都品川区南品川２丁目15番９号

株式会社マリエッタ 代表取締役 成田 孔一 帯広市西１条南８丁目17番地

株式会社ヴィレッジヴァンガードコ 代表取締役 白川 篤典 愛知県愛知郡長久手町大字長クテ字上鴨田12－１

ーポレーション

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

株式会社バーニッシュカンパニー 代表取締役 太田 能弘 札幌市中央区北６条西18丁目11－12

株式会社めのや 代表取締役 新宮 寛人 島根県松江市嫁島町14番13号

株式会社やまと 代表取締役社長 矢嶋 孝敏 東京都渋谷区千駄ケ谷５丁目27番３号

株式会社アングル 代表取締役 川村 秀志 苫小牧市表町３丁目２番14号

有限会社フルール 代表取締役 花摘 小弓 札幌市東区北21条東６丁目１番39号

株式会社ムラタ 代表取締役 村田 晃啓 札幌市厚別区厚別南２丁目11－31 ムラタビル

株式会社アクセスアイ 代表取締役 中山 薫 札幌市白石区本通10丁目北６番19号

株式会社未来屋書店 代表取締役 羽牟 秀幸 千葉市美浜区中瀬１丁目６番地

株式会社ザ・クロックハウス 代表取締役 大野 禄太郎 東京都中央区京橋１丁目11番２号

イオンリテール株式会社 代表取締役 岡崎 双一 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１

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

(4) 変更の年月日

上記(3)のア 平成28年10月３日

上記(3)のイ 平成21年９月21日 ほか

(5) 変更する理由

上記(3)のア 経営政策上のため

上記(3)のイ 経営政策上によるテナント変更を行ったため

２ 届出年月日

平成29年７月28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胆振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８月10日（木）から同年12月11日（月）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律

（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。）

(3) 縦覧時間

午前８時45分から午後５時15分まで


