
さいたま市告示第６７９号

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定により、次のとおり大規模

小売店舗の変更の届出があったので、その概要等を同法第６条第３項の規定において準用する同法第

５条第３項の規定に基づき公告します。

平成２６年５月２日

さいたま市長 清 水 勇 人  

１ 届出の概要

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

 名称 三栄ビル

 所在地 さいたま市大宮区宮町一丁目６０番地

⑵ 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

・ 名称 大宮ビル株式会社 

   代表者氏名 代表取締役 兼杉 凉二 

住所 さいたま市大宮区宮町一丁目６２番地 

  ・ 名称 株式会社日勝堂 

    代表者氏名 代表取締役 齋藤 巌 

    住所 さいたま市北区東大成町一丁目４８９番地１日勝堂ビル８０１ 

  ・ 名称 有限会社浜友商事 

    代表者氏名 代表取締役 大石 恵司 

    住所 浜松市中区砂山町３３１番の２１ 

  ・ 氏名 荒井 孝 

    住所 さいたま市大宮区高鼻町２丁目６９番地６ 

  ・ 氏名 荒井 節子 

    住所 さいたま市大宮区高鼻町２丁目７８番地 

  ・ 名称 株式会社ジェイ・エス・ティ 

    代表者氏名 代表取締役 兼杉 統治 

    住所 東京都台東区浅草橋二丁目２９番１４号 

  ・ 名称 株式会社あざみ 

    代表者氏名 代表取締役 小山 善信 

    住所 さいたま市見沼区大字中川８０４番地の２ 

  ・ 氏名 齋藤 カシク 

    住所 さいたま市大宮区浅間町１丁目１４３番地 

  ・ 氏名 齋藤 隆 

    住所 さいたま市大宮区浅間町１丁目１４３番地 

  ・ 氏名 細美 貴文 

    住所 東京都清瀬市元町二丁目１３番２５号 

  ・ 氏名 細美 惠子 

    住所 東京都清瀬市元町二丁目１３番２５号 

  ・ 名称 株式会社ゆうきや 



    代表者氏名 代表取締役 東 龍治 

    住所 さいたま市大宮区宮町一丁目７４番地 

  ・ 名称 有限会社小西屋洋服店 

    代表者氏名 代表取締役 出窪 昭一 

    住所 さいたま市大宮区高鼻町一丁目２９２番地２ 

  ・ 氏名 横尾 英憲 

    住所 さいたま市西区大字宝来１５４８番地３ 

  ・ 名称 有限会社日本堂靴店 

    代表者氏名 代表取締役 望月 正樹 

    住所 東京都新宿区西新宿一丁目１番１号 

  ・ 名称 株式会社ヤコボ 

    代表者氏名 代表取締役 古屋 貴史 

    住所 東京都渋谷区上原一丁目７番２０号 

  ・ 名称 有限会社あさや 

    代表者氏名 代表取締役 西川 壽彦 

    住所 埼玉県上尾市大字上尾下８０６番地２２ 

  ・ 氏名 細貝 晴美 

    住所 さいたま市大宮区天沼町１丁目２７９番地１５ 

  ・ 名称 有限会社まりも 

    代表者氏名 代表取締役 西川 洋一 

    住所 さいたま市浦和区常盤三丁目１８番２０号ときわコーポラス７０１号 

  ・ 名称 有限会社つじ 

    代表者氏名 取締役 辻 勇一 

    住所 さいたま市大宮区仲町二丁目３４番地 

  ・ 名称 株式会社信濃屋 

    代表者氏名 代表取締役 矢崎 博 

    住所 さいたま市大宮区天沼町二丁目７２７番地５ 

  ・ 名称 有限会社サブリナ 

    代表者氏名 代表取締役 木内 重夫 

    住所 さいたま市大宮区宮町一丁目６５番地 

  ・ 氏名 山田 和彦 

    住所 さいたま市西区プラザ４２番７号 

  ・ 名称 株式会社ダイキ・ホールディングス 

    代表者氏名 代表取締役 小林 達彦 

    住所 東京都中央区銀座六丁目８番４号 

  ・ 名称 有限会社シービーエム 

    代表者氏名 取締役 細美 恵子 

    住所 東京都中央区月島三丁目１８番２号人見方 

  ・ 氏名 新井 安子 



    住所 さいたま市大宮区宮町１丁目６９番地 

  ・ 氏名 小島 一惠 

    住所 横浜市旭区白根二丁目３１番１３－４０１号 

 ⑶ 変更しようとする事項

ア 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

(ア) 荷さばき施設の位置及び面積 

    （変更前） 

位置 面積 備考 

店舗地下１階荷さばき施設 ５７６㎡  

計 ５７６㎡  

    （変更後） 

位置 面積 備考 

店舗地下１階荷さばき施設 １２０㎡  

計 １２０㎡  

(イ) 廃棄物等保管施設の位置及び容量
    （変更前） 

位置 容量 備考 

店舗地下２階廃棄物保管施設 ２１４㎥  

計 ２１４㎥  

    （変更後） 

位置 容量 備考 

店舗地下２階廃棄物保管施設① １４．４０㎥ 紙類 

店舗地下２階廃棄物保管施設② １．２６㎥ 金属類 

店舗地下２階廃棄物保管施設③ １．２６㎥ ガラス類 

店舗地下２階廃棄物保管施設④ １６．３８㎥ プラスチック類 

店舗地下２階廃棄物保管施設⑤ ２．９４㎥ 生ごみ 

店舗地下２階廃棄物保管施設⑥ ３．３６㎥ その他可燃物 

計 ４０㎥ 小数点以下四捨五入 

イ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(ア) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

（変更前） 

小売業者 開店時刻 閉店時刻 

株式会社ロフト 他１６社 午前１０時３０分 午後９時００分 

    （変更後） 

小売業者 開店時刻 閉店時刻 

株式会社ドン・キホーテ 午前９時００分 翌午前２時００分 

ブックオフコーポレーション株式会社 他 午前９時００分 午後１０時００分 

(イ) 来客が駐車場を利用することができる時間帯
    （変更前） 

駐車場 駐車可能時間帯 



隔地駐車場 午前１０時００分から午後９時３０分 

    （変更後） 

駐車場 駐車可能時間帯 

隔地駐車場 午前８時３０分から翌午前２時１５分 

(ウ) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
    （変更前） 

位置 荷さばき可能時間帯 

店舗地下１階荷さばき施設 午前９時００分から午後７時３０分 

    （変更後） 

位置 荷さばき可能時間帯 

店舗地下１階荷さばき施設 午前６時００分から午後１０時００分 

⑷ 変更する年月日

 ア 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

平成２６年１２月２６日

 イ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

平成２６年５月２５日

⑸ 変更する理由

ア 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

営業計画の変更のため

イ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

テナントの入れ替えに伴い営業時間を変更するため

２ 届出年月日 

 平成２６年４月２５日

３ 届出及び添付書類の縦覧期間

 平成２６年５月２日から平成２６年９月２日まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。

４ 届出及び添付書類の縦覧場所

⑴ さいたま市役所経済局経済部商業振興課 

 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 電話 ０４８（８２９）１３６４

FAX ０４８（８２９）１９６６
⑵ 大宮区役所区民生活部総務課地域商工室

 住所 さいたま市大宮区大門町３丁目１番地 

 電話 ０４８（６４６）３０９３

FAX ０４８（６４６）３１５１
５ この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその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、この公告の日から４箇月以内に、さいたま市長に対し、意見書

の提出によりこれを述べることができます。

 ⑴ 意見書の提出期間

  平成２６年５月２日から平成２６年９月２日まで。

⑵ 意見書の提出先



 さいたま市役所経済局経済部商業振興課 

郵便番号 ３３０－９５８８

 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 電話 ０４８（８２９）１３６４

FAX ０４８（８２９）１９６６


