
さいたま市告示第６８０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

 大規模小売店舗の名称及び所在地

  名称 浦和駅前市街地改造ビル

所在地 さいたま市浦和区高砂１丁目１２番１号

 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 三井住友トラスト総合サービス株式会社 

  代表者氏名 代表取締役 佐谷戸 淳一 

  住所 東京都中央区晴海一丁目８番１１号

・ 氏名 山口 道也 

  住所 さいたま市浦和区岸町４丁目１８番３号 

・ 氏名 新藤 三枝 

  住所 さいたま市浦和区高砂１丁目２番１３号 

・ 名称 大栄不動産株式会社 

  代表者氏名 代表取締役社長 石村 等 

  住所 東京都中央区日本橋室町１丁目１番８号

・ 氏名 小谷野 英一

  住所 さいたま市浦和区岸町４丁目１６番１３号 

・ 名称 株式会社ときわ 

  代表者氏名 代表取締役 柿沼 俊子 

  住所 さいたま市浦和区仲町１丁目１２番６号

・ 名称 株式会社ときわ 

  代表者氏名 代表取締役 柿沼 直治 

  住所 さいたま市浦和区高砂１丁目１２番１号

・ 氏名 中山 正雄 

  住所 さいたま市中央区大戸１丁目１７番１号 

・ 名称 不二興行株式会社 

 代表者氏名 代表取締役 葉山 相彰 

 住所 東京都北区赤羽南２丁目１３番２号

・ 氏名 柿沼 直治 

 住所 さいたま市浦和区高砂１丁目１２番１号 

・ 氏名 柿沼 庸子 

 住所 さいたま市浦和区高砂１丁目１２番１号 

・ 氏名 清水 孝士 



 住所 さいたま市緑区太田窪１丁目２４番２１号 

・ 氏名 清水 かほる 

 住所 さいたま市緑区太田窪１丁目２４番２１号 

・ 名称 株式会社ピカソ 

 代表者氏名 代表取締役 竹本 彰江 

 住所 さいたま市南区文蔵２丁目１番１０号

・ 氏名 羽部 隆 

 住所 さいたま市浦和区岸町１丁目９番６号 

・ 氏名 羽部 千代子 

 住所 さいたま市浦和区岸町１丁目９番６号 

・ 氏名 羽部 嘉一 

 住所 さいたま市浦和区岸町１丁目９番６号 

・ 氏名 高橋 榮子 

 住所 さいたま市見沼区大和田町２丁目３３９番地２ 

・ 氏名 小島 美代子 

 住所 さいたま市北区土呂町２丁目５８番地１０ 

・ 氏名 須賀 正一 

 住所 さいたま市浦和区岸町４丁目１０番８号 

・ 名称 株式会社イイダ靴店 

 代表者氏名 代表取締役 飯田 健雄 

 住所 さいたま市浦和区高砂２丁目８番９号 

・ 氏名 綿貫 恵造 

住所 さいたま市南区根岸１丁目１９番２６号 

・ 氏名 岡田 定子 

  住所 さいたま市南区太田窪２丁目１０番２７号 

・ 氏名 山本 紀美子 

住所 さいたま市緑区大字中尾１０５番２ 

・ 氏名 岡田 秀樹

 住所 さいたま市緑区大字中尾１０５番２

・ 氏名 岡田 敏樹

  住所 神奈川県相模原市南区上鶴間３丁目１９番１５号

・ 氏名 岡田 繁樹

 住所 さいたま市南区大字太田窪２０５０番１ 

・) 氏名 中村 稔子

 住所 さいたま市浦和区東岸町３番１４号 

・ 氏名 斎藤 玉枝 

 住所 さいたま市浦和区大東３丁目５番５号 

・ 氏名 吉田 光徳 

 住所 さいたま市浦和区岸町４丁目１６番５号岸町壹番館３０１号 



・ 氏名 湯沢 保夫 

 住所 さいたま市浦和区岸町５丁目５番１８号 

・ 名称 株式会社サンジェルマン 

  代表者氏名 代表取締役 吉川 恒男 

  住所 神奈川県川崎市高津区二子１丁目１７番１号 

・ 名称 株式会社ツツミ 

 代表者氏名 代表取締役 互 智司 

 住所 埼玉県蕨市中央４丁目２４番２６号 

・ 氏名 小谷野 堅太郎 

  住所 さいたま市浦和区前地３丁目８番１０号 

・ 氏名 高野 嗣男 

 住所 さいたま市浦和区元町２丁目１５番６号 

・ 名称 有限会社田中洋品店 

 代表者氏名 代表取締役 田中 器一 

 住所 さいたま市浦和区高砂１丁目１２番１号

・ 氏名 神田 義昭 

  住所 さいたま市浦和区北浦和１丁目８番１号 

・ 氏名 川崎 吉平 

  住所 さいたま市浦和区高砂１丁目１０番１２号 

・ 名称 有限会社深川商事 

  代表者氏名 代表取締役 北川 二三和 

  住所 東京都北区滝野川７丁目２番７号 

・ 名称 株式会社須賀商事 

  代表者氏名 代表取締役 波多野 紘 

  住所 さいたま市南区根岸３丁目３３番１５号 

・ 氏名 嶋田 豊子 

  住所 埼玉県北本市本町６丁目１１６番地 

・ 氏名 輿石 由美子 

  住所 さいたま市浦和区仲町２丁目１４番１３号 

・ 氏名 半藤 正夫 

  住所 さいたま市緑区間宮６５番地２ 

・ 名称 株式会社三徳フード 

  代表者氏名 代表取締役 石井 徳樹 

  住所 さいたま市南区根岸２丁目２２番１２号 

・ 氏名 桐澤 禮子 

  住所 さいたま市浦和区東高砂町２２番６号 

・ 氏名 関口 宏一 

  住所 さいたま市南区別所１丁目１７番４号 

・ 名称 有限会社ふたば堂眼鏡店 



  代表者氏名 代表取締役 梅咲 政孝 

  住所 さいたま市浦和区高砂１丁目１６番２４号 

・ 名称 美徳商事株式会社 

  代表者氏名 代表取締役 吉田 光徳 

  住所 さいたま市浦和区北浦和４丁目５番８号 

・ 名称 株式会社不二家 

  代表者氏名 代表取締役 櫻井 康文 

  住所 東京都中央区銀座７丁目２番１７号 

・ 氏名 河田 文一 

  住所 さいたま市浦和区高砂３丁目２番２号 

・ 名称 株式会社三越伊勢丹 

  代表者氏名 代表取締役 大西 洋 

  住所 東京都新宿区新宿３丁目１４番１号 

・ 名称 浦和商業開発株式会社 

  代表者氏名 代表取締役 鈴木 稔 

  住所 さいたま市浦和区高砂１丁目１２番１号 

・ 名称 さいたま市 

  代表者氏名 さいたま市長 清水 勇人 

  住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 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）伊勢丹含め小売業者数６３社 別添「（変更前）小売業者一覧」参照 

（変更後）伊勢丹含め小売業者数６６社 別添「（変更後）小売業者一覧」参照 

 変更の年月日 

   別添「（変更前）小売業者一覧」及び「（変更後）小売業者一覧」参照 

 変更する理由 

   小売業者の退店、新規出店、住所変更、代表者氏名変更が発生したため。 

２ 届出年月日 

 平成２６年４月３０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

 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
 浦和区役所区民生活部総務課地域商工室

 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 



 電話 ０４８（８２９）６１７９

FAX ０４８（８２９）６２３５
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。

 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。

 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



（変更前）小売業者一覧

凡例 説明 件数

退店

代表者氏名変更

住所変更

名称変更

№ 階層 小売業者名 役職名 代表者名 住所 屋号 業種 開店時間 閉店時間 変更内容 変更日

1 ㈱伊勢丹 代表取締役 大西　洋 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹浦和店 百貨店 10:30 19:30

2 浦和商業開発㈱ 代表取締役 鈴木  稔 さいたま市浦和区高砂1-12-1 ビル管理会社

3 Ｂ１Ｆ ㈱くりこ 代表取締役 磯貝  良平 神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町15-1 くりこ庵 菓子販売 10:00 20:00

4 Ｂ１Ｆ ㈲洋菓子・パーラーセキモト 代表取締役 関口　進 さいたま市浦和区高砂2-3-18 セキモト 洋菓子 10:00 20:00

5 Ｂ１Ｆ ㈱ニュー・クイック 代表取締役 清水  富士雄 神奈川県藤沢市辻堂2-1-1 富士ガーデン スーパーマーケット 10:00 20:30

6 Ｂ１Ｆ ㈱浦和きんか 代表取締役 小林  金男 東京都墨田区太平1-8-1 浦和きんか 珍味・せんべい 10:00 20:00

7 Ｂ１Ｆ ㈱ゼストクック 代表取締役 関　要継 東京都西多摩郡瑞穂町2-8-16 いい菜＆ゼスト 惣菜・精肉 10:00 20:00

8 １階 ㈲エリザベス薬局 代表取締役 大沢  昭元 さいたま市浦和区高砂1-10-4 エリザベス 化粧品 10:00 20:00

9 １階 ㈲羽部 代表取締役 羽部　隆 さいたま市浦和区高砂1-12-1 コルソあぶらや バッグ 10:00 20:00

10 １階 ㈱イイダ靴店 代表取締役 飯田  健雄 さいたま市浦和区高砂2-8-9 イイダ靴店 紳士・婦人靴 10:00 20:00

11 １階 ㈲中正 代表取締役 中山  正雄 さいたま市浦和区高砂1-12-1 銀座香十浦和店 お香・フレグランス 10:00 20:00

12 １階 ㈱ツツミ 代表取締役 互     智司 埼玉県蕨市中央4-24-26
①ｔジュエリーツツミ浦和店　②同コルソ中
央店③ショップＤＡＤＡ　※全て１階

貴金属・宝石 10:00 20:00

13 １Ｆ ㈱リベラル 代表取締役 溝口  末雄 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-60-5 ２１ twenty one 婦人服 10:00 20:00

14 １階 ㈱大佐和 代表取締役 大澤  克己 東京都文京区湯島3-36-5 老舗大佐和 お茶 10:00 20:00

15 １階 ラパリュール須賀屋㈱ 代表取締役 須賀  正一 さいたま市南区文蔵4-22-9 須賀屋 和装小物 10:00 20:00

16 １階 ㈱玉屋 代表取締役 竹田  篤史 大阪府大阪市中央区心斎筋2-2-21 ハートダンス 婦人服 10:00 20:00

17 １階 ㈲ふたば堂眼鏡店 代表取締役 梅咲  政孝 さいたま市浦和区高砂1-16-24 ふたば堂眼鏡店 眼鏡 10:00 20:00

18 １階 ㈲ポニー 代表取締役 湯沢  保夫 さいたま市浦和区岸町5-5-18 ポニー 鞄･袋物 10:00 20:00

19 １階 ㈱マスヤ 代表取締役 瀧澤  勝三 埼玉県蕨市中央3-3-13 マスヤ 婦人服 10:00 20:00

20 １階 ㈱ヤコボ 代表取締役 古谷  貴史 東京都渋谷区上原1-7-20 beady 婦人服 10:00 20:00

21 １階 ㈱彩果の宝石 代表取締役 小堤  敏幹 さいたま市南区辻5-3-27 彩果の宝石 ゼリー 10:00 20:00

22 １階 (株)リオグループホールディングス 代表取締役 横山  卓幸 愛知県名古屋市中区平和1-1-20 Ｃ．Ｄ．Ｓ 婦人服 10:00 20:00 代表者氏名変更 Ｈ/２５/１２/１

23 １階 ㈲綿貫芳太郎商店 代表取締役 綿貫  恵造 さいたま市浦和区高砂1-12-1 フラワーショップＷＡＴＡＮＵＫＩ 生花 10:00 20:00

24 １階 ㈱シンシア 代表取締役 寺井  久晴 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-17-14 シンシア 婦人服 10:00 20:00

25 １階 ㈱バリュプランニング 代表取締役 井元　憲生 兵庫県神戸市中央区坂口通7-2-17 Ｂ３（ビースリー） レディースパンツ専門店 10:00 20:00



（変更前）小売業者一覧

№ 階層 小売業者名 役職名 代表者名 住所 屋号 業種 開店時間 閉店時間 変更内容 変更日

26 １階 ㈱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 カルディコーヒーファーム コーヒー豆・輸入食品 10:00 20:00

27 ２階 ㈱柏屋 代表取締役 内田  智章 東京都新宿区千代田町2-31-3 Ｌサイズショップ柏屋 婦人服 10:00 20:00

28 ２階 ㈱ベルラピカ 代表取締役 石垣  公士 東京都品川区西五反田7-22-17 ベルミラン 婦人服 10:00 20:00

29 ２階 ㈱エヌエンドシー 代表取締役 北川  宣夫 さいたま市浦和区高砂1-12-1 ブティックエマ 婦人服 10:00 20:00

30 ２階 ㈲田中洋品店 代表取締役 田中  器一 さいたま市浦和区元町2-23-3 ブティックタナカ 婦人服 10:00 20:00

31 ２階 ㈲プライムローズ 代表取締役 上原  茂一 埼玉県久喜市東1-17-15 自由ヶ丘ドマン 婦人服 10:00 20:00

32 ２階 ㈱山野楽器 代表取締役 山野  政光 東京都中央区銀座4-10-5 銀座山野楽器浦和コルソ店 ＣＤ・ＤＶＤ・楽器 10:00 20:00

33 ２階 ㈱八点鐘 代表取締役 野本  好美 埼玉県桶川市寿1-15-26 ブティック八点鐘 婦人服 10:00 20:00

34 ２階 ㈱グローバルスポーツ医学研究所 代表取締役 原田  英博 東京都千代田区富士見2-8-3 てもみんF リラクゼーション 10:00 20:00

35 ２階 ㈲桑原洋品店 代表取締役 桑原　謙 さいたま市浦和区仲町2-3-22 メンズくわばら 紳士服 10:00 20:00

36 ２階 ㈱はなこし 代表取締役 輿石  由美子 さいたま市浦和区浦和仲町2-14-13 Modeはなこし 婦人服 10:00 20:00

37 ２階 ㈱ミック 代表取締役 明石　豊 東京都杉並区永福3-2-12 ブティックミック 婦人服 10:00 20:00

38 ２階 ㈱モア 代表取締役 林　正敏 東京都武蔵野市境南町2-13-3 ＭＯＲＥ 婦人服 10:00 20:00

39 ２階 テイエムエムサービス㈱ 代表取締役 古市　達也 埼玉県坂戸市片柳1802-4 ステージナイン 洋服お直し 10:00 20:00

40 ２階 ㈱スミノ 代表取締役 角野　吉則 神奈川県横浜市中区元町5-205 Ｍｏｄａ　Ｃｌｕｂ 婦人服 10:00 20:00

41 ２階 ㈱キタムラ・ケイ・ツウ 代表取締役 北村  和江 神奈川県横浜市中央区元町1-18 キタムラＫ２ バッグ 10:00 20:00

42 ２階 マツオインターナショナル㈱ 代表取締役 松尾　憲久 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-10 Ｍ２ バイ センソユニコ 婦人服 10:00 20:00

43 ２階 (株)アートネイチャー 代表取締役 五十嵐 祥剛 東京都渋谷区代々木3-40-7 ジュリア・オージェ ウィッグ専門店 10:00 20:00

44 ３階 ㈱キャン 代表取締役 藤井　浩 東京都杉並区高円寺2-6-1 ①ＳＭ２（サマンサモスモス）  ②B.L.U.E 婦人服 10:00 20:00

45 ３階 阪神商事㈱ 代表取締役 嶋田　泰夫 東京都大田区山王2-3-13 le VERT(ﾙ･ﾍﾞｰﾙ） 婦人服 10:00 20:00

46 ３階 ㈱イナム 代表取締役 那須  和俊 東京都豊島区南大塚2-15-2 ＨＯＭＥ　ＷＯＲＫＩＮＧ 生活雑貨 10:00 20:00

47 ３階 ㈱パスポート 代表取締役 水野　玄 東京都品川区西五反田7-22-17 パスポート インテリア雑貨 10:00 20:00

48 ３階 ㈱ユニクロ 代 表 取 締 役 柳井　正 山口県山口市佐山717-1 ＵＮＩＱＬＯ浦和コルソ店 カジュアルファッション 10:00 20:00

49 ３階 ㈱モリ商会 代表取締役 轟　忠則 さいたま市浦和区北浦和1-8-1 モリ商会 学生服・カジュアルウエア 10:00 20:00 代表者氏名変更 Ｈ/２５/９/１

50 ４階 ㈱タビオ 代表取締役 越智　　直寛 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 ショセット 靴下専門 10:00 20:00 退店 Ｈ/２６/２/２８

51 ４階 三和興産㈱ 代表取締役 星野　　博三 さいたま市浦和区領家5-15-17 コーヒーショップモンテス 喫茶 10:00 20:00

52 ４階 ㈱サンワールド 代表取締役 菊地久雄 さいたま市大宮区浅間町1-176 サンワールド
ステンドグラス＆
ファンシーショップ

10:00 20:00

53 ４階 ㈲雪山堂 代表取締役 雪山  靖 さいたま市緑区大崎2562-1 雪山堂 絵画・額縁 10:00 20:00

54 ４階 ㈲エレファント 代表取締役 北條　　茂男 さいたま市浦和区大東1-35-4 ピンクのぞう 婦人服 10:00 20:00

55 ４階 ㈲長岡プレミエ 代表取締役 小泉　　登美子 さいたま市浦和区高砂1-12-1 プレミエ浦和店 婦人服 10:00 20:00

56 ４階 ㈱文具のプラス 代表取締役 兼杉　　啓介 さいたま市北区卸町1-19 文具のプラス 文房具 10:00 20:00



（変更前）小売業者一覧

№ 階層 小売業者名 役職名 代表者名 住所 屋号 業種 開店時間 閉店時間 変更内容 変更日

57 ４階 ㈱須原屋 代表取締役 高野　　隆 さいたま市浦和区浦和仲町2-3-20 本の須原屋 書籍 10:00 20:00

58 ４階 ㈲ゴーハリ 代表取締役 ゴーハリ　ザビホラー 埼玉県戸塚東3-22-24 パサルガード ペルシャ絨毯 10:00 20:00

59 ４階 ㈲ラグジャパン 代表取締役 上野　　亮治 さいたま市浦和区高砂1-12-1 リンクルラグ キャラクターグッズ・雑貨 10:00 20:00

60 ４階 ㈱にしき 代表取締役 稲葉　　信子 さいたま市浦和区浦和仲町1-4-10 にしき 婦人服 10:00 20:00 住所変更 Ｈ/２６/２/２８

61 4階 ㈱グローバルスポーツ医学研究所 代表取締役 原田　　英博 東京都千代田区富士見2-8-3 てもみん リラクゼーション 10:00 20:00

62 4階 ㈱ａｍｏｒｏｓｏ 代表取締役 鈴木　　敏光 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-14-14 アモロッソニノ 洋雑貨 10:00 20:00

63 4階 ㈱あぶち 代表取締役 高畑　　啓子 東京都中野区中央1-40-4 アップルハウス 婦人服 10:00 20:00

63出店者企業



（変更後）小売業者一覧

凡例 説明 件数

新規出店

代表者氏名変更

住所変更

名称変更

№ 階層 小売業者名 役職名 代表者名 住所 屋号 業種 開店時間 閉店時間 変更内容 変更日

1 ㈱伊勢丹 代表取締役 大西　洋 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹浦和店 百貨店 10:30 19:30

2 浦和商業開発㈱ 代表取締役 鈴木  稔 さいたま市浦和区高砂1-12-1 ビル管理会社

3 Ｂ１Ｆ ㈱くりこ 代表取締役 磯貝  良平 神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町15-1 くりこ庵 菓子販売 10:00 20:00

4 Ｂ１Ｆ ㈲洋菓子・パーラーセキモト 代表取締役 関口　進 さいたま市浦和区高砂2-3-18 セキモト 洋菓子 10:00 20:00

5 Ｂ１Ｆ ㈱ニュー・クイック 代表取締役 清水  富士雄 神奈川県藤沢市辻堂2-1-1 富士ガーデン スーパーマーケット 10:00 20:30

6 Ｂ１Ｆ ㈱浦和きんか 代表取締役 小林  金男 東京都墨田区太平1-8-1 浦和きんか 珍味・せんべい 10:00 20:00

7 Ｂ１Ｆ ㈱ゼストクック 代表取締役 関　要継 東京都西多摩郡瑞穂町2-8-16 いい菜＆ゼスト 惣菜・精肉 10:00 20:00

8 １階 ㈲エリザベス薬局 代表取締役 大沢  昭元 さいたま市浦和区高砂1-10-4 エリザベス 化粧品 10:00 20:00

9 １階 ㈲羽部 代表取締役 羽部　隆 さいたま市浦和区高砂1-12-1 コルソあぶらや バッグ 10:00 20:00

10 １階 ㈱イイダ靴店 代表取締役 飯田  健雄 さいたま市浦和区高砂2-8-9 イイダ靴店 紳士・婦人靴 10:00 20:00

11 １階 ㈲中正 代表取締役 中山  正雄 さいたま市浦和区高砂1-12-1 銀座香十浦和店 お香・フレグランス 10:00 20:00

12 １階 ㈱ツツミ 代表取締役 互     智司 埼玉県蕨市中央4-24-26
①ｔジュエリーツツミ浦和店　②同コルソ中
央店③ショップＤＡＤＡ　※全て１階

貴金属・宝石 10:00 20:00

13 １Ｆ ㈱リベラル 代表取締役 溝口  末雄 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-60-5 ２１ twenty one 婦人服 10:00 20:00

14 １階 ㈱大佐和 代表取締役 大澤  克己 東京都文京区湯島3-36-5 老舗大佐和 お茶 10:00 20:00

15 １階 ラパリュール須賀屋㈱ 代表取締役 須賀  正一 さいたま市南区文蔵4-22-9 須賀屋 和装小物 10:00 20:00

16 １階 ㈱玉屋 代表取締役 竹田  篤史 大阪府大阪市中央区心斎筋2-2-21 ハートダンス 婦人服 10:00 20:00

17 １階 ㈲ふたば堂眼鏡店 代表取締役 梅咲  政孝 さいたま市浦和区高砂1-16-24 ふたば堂眼鏡店 眼鏡 10:00 20:00

18 １階 ㈲ポニー 代表取締役 湯沢  保夫 さいたま市浦和区岸町5-5-18 ポニー 鞄･袋物 10:00 20:00

19 １階 ㈱マスヤ 代表取締役 瀧澤  勝三 埼玉県蕨市中央3-3-13 マスヤ 婦人服 10:00 20:00

20 １階 ㈱ヤコボ 代表取締役 古谷  貴史 東京都渋谷区上原1-7-20 beady 婦人服 10:00 20:00

21 １階 ㈱彩果の宝石 代表取締役 小堤  敏幹 さいたま市南区辻5-3-27 彩果の宝石 ゼリー 10:00 20:00

22 １階 (株)リオグループホールディングス 代表取締役 横山  和幸 愛知県名古屋市中区平和1-1-20 Ｃ．Ｄ．Ｓ 婦人服 10:00 20:00 代表者氏名変更 Ｈ/２５/１２/１

23 １階 ㈲綿貫芳太郎商店 代表取締役 綿貫  恵造 さいたま市浦和区高砂1-12-1 フラワーショップＷＡＴＡＮＵＫＩ 生花 10:00 20:00

24 １階 ㈱シンシア 代表取締役 寺井  久晴 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-17-14 シンシア 婦人服 10:00 20:00

25 １階 ㈱バリュプランニング 代表取締役 井元　憲生 兵庫県神戸市中央区坂口通7-2-17 Ｂ３（ビースリー） レディースパンツ専門店 10:00 20:00



（変更後）小売業者一覧

№ 階層 小売業者名 役職名 代表者名 住所 屋号 業種 開店時間 閉店時間 変更内容 変更日

26 １階 ㈱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 カルディコーヒーファーム コーヒー豆・輸入食品 10:00 20:00

27 1階 ㈱ウオッチ・ビジネス・カンパニー 代表取締役 鍵本　優 広島県広島市西区商工センター2-3-1 クロッカル 時計販売・修理 10:00 20:00 新規出店 Ｈ/２５/１１/２２

28 1階 ㈱エクミス 代表取締役 山田　悟 東京都台東区東上野1-20-4 イーエックス 宝石ﾘﾌｫｰﾑ・ﾘｻｲｸﾙ 10:00 20:00 新規出店 Ｈ/２６/２/１９

29 ２階 ㈱柏屋 代表取締役 内田  智章 東京都新宿区千代田町2-31-3 Ｌサイズショップ柏屋 婦人服 10:00 20:00

30 ２階 ㈱ベルラピカ 代表取締役 石垣  公士 東京都品川区西五反田7-22-17 ベルミラン 婦人服 10:00 20:00

31 ２階 ㈱エヌエンドシー 代表取締役 北川  宣夫 さいたま市浦和区高砂1-12-1 ブティックエマ 婦人服 10:00 20:00

32 ２階 ㈲田中洋品店 代表取締役 田中  器一 さいたま市浦和区元町2-23-3 ブティックタナカ 婦人服 10:00 20:00

33 ２階 ㈲プライムローズ 代表取締役 上原  茂一 埼玉県久喜市東1-17-15 自由ヶ丘ドマン 婦人服 10:00 20:00

34 ２階 ㈱山野楽器 代表取締役 山野  政光 東京都中央区銀座4-10-5 銀座山野楽器浦和コルソ店 ＣＤ・ＤＶＤ・楽器 10:00 20:00

35 ２階 ㈱八点鐘 代表取締役 野本  好美 埼玉県桶川市寿1-15-26 ブティック八点鐘 婦人服 10:00 20:00

36 ２階 ㈱グローバルスポーツ医学研究所 代表取締役 原田  英博 東京都千代田区富士見2-8-3 てもみんF リラクゼーション 10:00 20:00

37 ２階 ㈲桑原洋品店 代表取締役 桑原　謙 さいたま市浦和区仲町2-3-22 メンズくわばら 紳士服 10:00 20:00

38 ２階 ㈱はなこし 代表取締役 輿石  由美子 さいたま市浦和区仲町2-14-13 Modeはなこし 婦人服 10:00 20:00

39 ２階 ㈱ミック 代表取締役 明石　豊 東京都杉並区永福3-2-12 ブティックミック 婦人服 10:00 20:00

40 ２階 ㈱モア 代表取締役 林　正敏 東京都武蔵野市境南町2-13-3 ＭＯＲＥ 婦人服 10:00 20:00

41 ２階 テイエムエムサービス㈱ 代表取締役 古市　達也 埼玉県坂戸市片柳1802-4 ステージナイン 洋服お直し 10:00 20:00

42 ２階 ㈱スミノ 代表取締役 角野　吉則 神奈川県横浜市中区元町5-205 Ｍｏｄａ　Ｃｌｕｂ 婦人服 10:00 20:00

43 ２階 ㈱キタムラ・ケイ・ツウ 代表取締役 北村  和江 神奈川県横浜市中央区元町1-18 キタムラＫ２ バッグ 10:00 20:00

44 ２階 マツオインターナショナル㈱ 代表取締役 松尾　憲久 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-10 Ｍ２ バイ センソユニコ 婦人服 10:00 20:00

45 ２階 (株)アートネイチャー 代表取締役 五十嵐 祥剛 東京都渋谷区代々木3-40-7 ジュリア・オージェ ウィッグ専門店 10:00 20:00

46 ３階 ㈱キャン 代表取締役 藤井　浩 東京都杉並区高円寺2-6-1 ①ＳＭ２（サマンサモスモス）  ②B.L.U.E 婦人服 10:00 20:00

47 ３階 阪神商事㈱ 代表取締役 嶋田　泰夫 東京都大田区山王2-3-13 le VERT(ﾙ･ﾍﾞｰﾙ） 婦人服 10:00 20:00

48 ３階 ㈱イナム 代表取締役 那須  和俊 東京都豊島区南大塚2-15-2 ＨＯＭＥ　ＷＯＲＫＩＮＧ 生活雑貨 10:00 20:00

49 ３階 ㈱パスポート 代表取締役 水野　玄 東京都品川区西五反田7-22-17 パスポート インテリア雑貨 10:00 20:00

50 ３階 ㈱ユニクロ 代表取締役 柳井　正 山口県山口市佐山717-1 ＵＮＩＱＬＯ浦和コルソ店 カジュアルファッション 10:00 20:00

51 ３階 ㈱モリ商会 代表取締役 難波　照明 さいたま市浦和区北浦和1-8-1 モリ商会 学生服・カジュアルウエア 10:00 20:00 代表者氏名変更 Ｈ/２５/９/１

52 ４階 三和興産㈱ 代表取締役 星野　　博三 さいたま市浦和区領家5-15-17 コーヒーショップモンテス 喫茶 10:00 20:00

53 ４階 ㈱サンワールド 代表取締役 菊地久雄 さいたま市大宮区浅間町1-176 サンワールド
ステンドグラス＆
ファンシーショップ

10:00 20:00

54 ４階 ㈲雪山堂 代表取締役 雪山  靖 さいたま市緑区大崎2562-1 雪山堂 絵画・額縁 10:00 20:00

55 ４階 ㈲エレファント 代表取締役 北條　　茂男 さいたま市浦和区大東1-35-4 ピンクのぞう 婦人服 10:00 20:00

56 ４階 ㈲長岡プレミエ 代表取締役 小泉　　登美子 さいたま市浦和区高砂1-12-1 プレミエ浦和店 婦人服 10:00 20:00



（変更後）小売業者一覧

№ 階層 小売業者名 役職名 代表者名 住所 屋号 業種 開店時間 閉店時間 変更内容 変更日

57 ４階 ㈱文具のプラス 代表取締役 兼杉　　啓介 さいたま市北区卸町1-19 文具のプラス 文房具 10:00 20:00

58 ４階 ㈱須原屋 代表取締役 高野　　隆 さいたま市浦和区仲町2-3-20 本の須原屋 書籍 10:00 20:00

59 ４階 ㈲ゴーハリ 代表取締役 ゴーハリ　ザビホラー 埼玉県川口市戸塚東3-10-8 パサルガード ペルシャ絨毯 10:00 20:00

60 ４階 ㈲ラグジャパン 代表取締役 上野　　亮治 さいたま市浦和区高砂1-12-1 リンクルラグ キャラクターグッズ・雑貨 10:00 20:00

61 ４階 ㈱にしき 代表取締役 稲葉　　信子 さいたま市浦和区仲町6-6-4 にしき 婦人服 10:00 20:00 住所変更 Ｈ/２６/２/２８

62 4階 ㈱グローバルスポーツ医学研究所 代表取締役 原田　　英博 東京都千代田区富士見2-8-3 てもみん リラクゼーション 10:00 20:00

63 4階 ㈱ａｍｏｒｏｓｏ 代表取締役 鈴木　　敏光 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-14-14 アモロッソニノ 洋雑貨 10:00 20:00

64 4階 ㈱あぶち 代表取締役 高畑　　啓子 東京都中野区中央1-40-4 アップルハウス 婦人服 10:00 20:00

65 4階 宝鈺㈱ 代表取締役 林　朋樹 東京都足立区千住曙町40-1-207 TAKARA STONE 天然石アクセサリー 10:00 20:00 新規出店 Ｈ/２６/３/１０

66 4階 ㈱アスティ 代表取締役 阿曽　敏 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字深輪193-8 アンビープラス 傘・レイングッズ 10:00 20:00 新規出店 Ｈ/２６/３/１６

66出店者企業


