
さいたま市告示第１０６６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７月２３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 浦和パルコ

所在地 さいたま市浦和区東高砂町１１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 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

 代表者氏名 支配人 坪川 昇司 

 住所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

 変更した事項

  ア 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

   （変更前）支配人 岩永 誠

   （変更後）支配人 坪川 昇司

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

者氏名

   （変更前）（株）大丸松坂屋百貨店を含む９５社 別表小売業者一覧表（変更前）参照 

（変更後）（株）大丸松坂屋百貨店を含む９３社 別表小売業者一覧表（変更後）参照 

 退店９社 新規出店７社 名称変更２社 住所変更４社 代表者変更１４社 

 変更の年月日

ア 平成２６年４月１６日

イ 別表小売業者一覧表（変更前）及び別表小売業者一覧表（変更後）参照

 変更する理由 

ア 設置者の代表者変更による

イ 小売業者の退店、新規出店、名称変更、住所変更、代表者の変更による 

２ 届出年月日 

 平成２６年７月１６日

３ 届出及び添付書類の縦覧期間

 平成２６年７月２３日から平成２６年１１月２５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７月２３日から平成２６年１１月２５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



退店店舗
代表者変更
住所変更
名称変更

住所 主として

（所在地） 販売する物品

1 株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸フードマーケット 代表取締役 山本　良一 東京都江東区木場二丁目18番11号 食品 代表者変更 2013/4/1 001-003

ドラッグセガミ 薬 代表者/住所/氏名変更 2013/4/1 004

コスメティックセガミ 身の回り 退店店舗 2014/3/30 122

3 株式会社ギャラリー門 箸ギャラリー門 代表取締役 高橋　隆介 東京都中央区銀座六丁目7番4号　 生活雑貨 退店店舗 2014/5/27 005

台所屋雑貨店 生活雑貨 006

ベターリビングアウトレット 生活雑貨 008

5 ブルーブルーエジャパン株式会社 ブルーブルーエジェネラルストア 代表取締役 神山  邦雄 東京都渋谷区神山町11番9号 生活雑貨 007

6 ミニット・アジア・パシフィック株式会社 ミスターミニット 代表取締役  中西　勉 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地　 雑貨 代表者変更 2014/4/1 011

7 株式会社ビック・ママ お直しｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ・ビックママ 代表取締役 守井　嘉朗 宮城県仙台市青葉区北目町6番6号 雑貨 012

8 有限会社熊坂ノ庄　スッポン堂商事 スッポン堂 代表取締役 墨屋 敬一 石川県金沢市神野町東90番地 健康食品 013

9 株式会社アドバンステージ ブラッシュ 代表取締役 眞田　篤 東京都渋谷区東三丁目24番2号 婦人衣料 108

10 株式会社ラッシュジャパン ラッシュ 代表取締役 アンドリュ・ウィリアム・トーン 神奈川県愛甲郡愛甲町中津4027番3 自然派化粧品 代表者変更 2013/12/9 107

11 株式会社サンエー・インターナショナル パーリーゲイツ 代表取締役 三宅　孝彦 東京都世田谷区玉川二丁目21番1号 紳士/婦人ゴルフ用品 代表者/氏名変更 2014/3/3 110

12 ディーゼルジャパン株式会社 ディーゼル 代表取締役 中山　秀人 大阪府大阪市中央区南船場三丁目12番12号 紳士・婦人衣料 111

13 株式会社パルコ インフォメーション 代表執行役 牧山　浩三 東京都豊島区南池袋一丁目28番2号 物販全般 114

14 株式会社ユナイテッドアローズ　 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｱﾛｰｽﾞｸﾞﾘｰﾝﾚｰﾍﾞﾙﾘﾗｸｼﾝｸﾞ 代表取締役 竹田　光広 東京都渋谷区神宮前二丁目31番12号 紳士・婦人衣料 115

サマンサベガ 身の回り 116

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド サマンサキングズ 代表取締役 寺田  和正 東京都港区北青山一丁目2番3号 身の回り 129

サマンサタバサプチチョイス 身の回り 130

16 株式会社ローラデックス ノンブルアンペール 代表取締役 岩佐  雅人 東京都渋谷区恵比寿西二丁目15番8号 紳士・婦人衣料 117

17 株式会社ナノ・ユニバース ナノ・ユニバース 代表取締役 藤田　浩之 東京都渋谷区神南一丁目19番14号 紳士・婦人衣料 118

18 有限会社ムラ・クリエイティブハウス ビフォーザブーム 代表取締役 田村  司 東京都世田谷区三軒茶屋一丁目35番15号 身の回り 131

チックタック 身の回り 121

株式会社ヌーヴ・エイ コレクターズ 代表取締役 鈴木  大三郎 東京都渋谷区神泉町8番16号 雑貨 代表者変更 2014/3/25 428

ポーカーフェイス メガネ 439

20 株式会社デルフォニックス Smith 代表取締役 佐藤　達郎 東京都目黒区八雲三丁目23番20号 趣味雑貨 124

21 株式会社エル ミアカパンナ 代表取締役 坂本　真也 東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目14番5号 身の回り 125

22 オルビス株式会社 オルビス　ザ　ショップ 代表取締役 町田　恒雄 東京都品川区平塚二丁目1番14号 化粧品 126

23 株式会社パーク・コーポレーション 青山フラワーマーケット 代表取締役 井上　英明 東京都港区南青山五丁目1番2号 生花 127

24 株式会社サダマツ ドゥミエール ビジュソフィア 代表取締役 貞松  隆弥 東京都目黒区中目黒二丁目6番20号 身の回り 128

25 株式会社アーバンリサーチ アーバンリサーチドアーズ 代表取締役 竹村　幸造 大阪府大阪市西区北堀江二丁目4番4号 紳士・婦人衣料 132

26 エコー・ジャパン株式会社 エコー 代表取締役 紿田　英哉 東京都渋谷区渋谷二丁目11番8号 身の回り 135

27 株式会社アカクラ アローザ　ディ　アカクラ 代表取締役 山本　太 東京都世田谷区用賀四丁目10番1号 身の回り 136

グローバルワーク 紳士・婦人衣料 140

ジーナシス 婦人衣料 336

ローリーズファーム 婦人衣料 316

シェアリングルーム 紳士・婦人衣料 241

法人の場合

大阪府大阪市中央区南船場ニ丁目7番30号

別表　小売業者一覧表（変更前）

東京都目黒区中町二丁目47番5号

東京都中央区八重洲二丁目7番2号 住所変更 2013/9/1

上原　俊二

南海通商株式会社 代表取締役 栗野　祐次

セガミメディクス株式会社2

株式会社ポイント

氏名（名称）
代表者の氏名

№

28

店名

代表取締役 遠藤　洋一

4

区画番号

15

19

代表取締役

変更日変更内容
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退店店舗
代表者変更
住所変更
名称変更

住所 主として

（所在地） 販売する物品

法人の場合

別表　小売業者一覧表（変更前）

氏名（名称）
代表者の氏名

№ 店名 区画番号変更日変更内容

29 ゴディバ　ジャパン株式会社 ゴディバ 代表取締役 ジェローム・シュシャン 東京都港区虎ノ門五丁目11番2号 食品 141

30 株式会社マークスアンドウェブ MARKS＆WEB 代表取締役 松山　剛己 東京都目黒区東山一丁目11番10号 化粧品 133

31 株式会社リンク・セオリー・ジャパン PLST 代表取締役 畑　誠 東京都港区赤坂九丁目7番1号 紳士・婦人衣料 106

32 株式会社ザラ・ジャパン ZARA 代表取締役 ルレ・ノルベール 東京都渋谷区恵比寿西一丁目10番11号 婦人衣料 102

エメ 婦人衣料 214

しゃら 呉服 242

34 株式会社オカダヤ アンテシュクレ 代表取締役 蛭川　和勇 東京都新宿区西新宿七丁目15番4号 インナーウェア 代表者変更　 2013/3/1 239

35 株式会社やまと なでしこ 代表取締役 田村  裕司 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27番3号 呉服 210

36 日本リビング株式会社 アロマブルーム 代表取締役 福村　修作 埼玉県朝霞市東弁財三丁目13番6号 雑貨 255

37 株式会社ぶんご Ｂカンパニー 代表取締役 川上　健二郎 東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目4番16号 雑貨 215

38 株式会社ワシントン靴店 WASH 代表取締役 東條　英樹 東京都港区海岸二丁目5番23号 靴 217

39 株式会社ジュン ロペピクニック 代表取締役 佐々木　進 東京都港区南青山二丁目2番3号 婦人衣料 219

40 河淳株式会社 KEYUCA 代表取締役 河崎　淳三郎 東京都中央区日本橋浜町三丁目15番1号 インテリア 223-2

41 株式会社レプハウス off＆on 代表取締役 堀口　康弘 東京都世田谷区太子堂一丁目4番24号 雑貨 226

42 ダイアナ株式会社 アルテミスＢＹダイアナ 代表取締役 谷口　秀夫 東京都渋谷区神宮前一丁目8番6号 靴 退店店舗 2013/2/11 225

43 HOYA株式会社 アイシティ 代表取締役 鈴木　洋 東京都新宿区中落合ニ丁目7番5号 コンタクトレンズ 230

44 田中興産株式会社 アーモワールカプリス 代表取締役 田中　敏男 東京都目黒区東山三丁目5番2号 婦人衣料 232

45 セルレ株式会社 セルレ 代表取締役 鳥居　伸一 大阪府大阪市北区豊崎三丁目19番3号 化粧品 229

46 株式会社キャン テ・チチ 代表取締役 小川  智士 東京都杉並区高円寺北二丁目6番1号 婦人衣料 代表者変更　 2013/1/9 233

47 株式会社銀座マギー マギー 代表取締役 植松  伸一 東京都太田区田園調布一丁目33番1号 婦人衣料 234

48 株式会社メルベイユアッシュ ユノートル メルベイユアッシュ 代表取締役 小林　秀樹 東京都渋谷区元代々木町27番14号 婦人衣料 238

49 株式会社フランドル クリアインプレッション 代表取締役 栗田　貴史 東京都港区南青山四丁目18番11号 婦人衣料 224-1.224-2

50 エスポワール株式会社 ブーケ 代表取締役 岡島　久江 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷二丁目8番15号 雑貨 退店店舗 2013/2/28 243

51 株式会社ディーエイチシー ＤＨＣ直営店 代表取締役 高橋　芳枝 東京都港区南麻布二丁目7番1号 化粧品/健康食品 231

52 株式会社トリニティアーツ ニコアンド 代表取締役 木村　治 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 紳士/婦人衣料/雑貨 249

53 株式会社ノジマ nojima 代表取締役 野島　廣司 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番3号 電化製品 201

54 株式会社ファッション須賀 スーパーハッカ 代表取締役 須賀 次雄 東京都渋谷区渋谷三丁目5番5号 婦人衣料 退店店舗 2013/2/28 235

55 ユザワヤ商事株式会社 ユザワヤ 代表取締役 畑中　喜雄 東京都大田区西蒲田八丁目4番12号 雑貨 301

56 マザウェイズジャパン株式会社 マザウェイズ 代表取締役 根来  豊 東京都江東区新大橋一丁目3番11番 子供服 310

57 株式会社良品計画 無印良品 代表取締役 金井　政明 東京都豊島区東池袋四丁目26番3号 雑貨 311

58 株式会社コイデカメラ コイデカメラ 代表取締役 小出　良蔵 東京都杉並区阿佐ヶ谷北四丁目6番2号 雑貨 312

59 株式会社ロフト ロフト 代表取締役 遠藤　良治 東京都渋谷区宇田川町18番2号 雑貨 代表者変更　 2013/9/1 313

60 株式会社バルス フランフランデザインフォーライフ 代表取締役 高島　郁夫 東京都渋谷区神宮前五丁目53番67号 家具 314

61 株式会社ハニーズ 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番地の1 婦人衣料 332

62 株式会社ピーアンドエム アルシーヴ 代表取締役 泰道　真也 東京都中央区日本橋浜町一丁目1番12号 婦人衣料 338

63 株式会社クロスカンパニー グリーンパークストピック 代表取締役 石川　康晴 岡山県岡山市北区幸町2番8号 婦人衣料 339

齋藤　徹代表取締役株式会社三松33 東京都新宿区西新宿三丁目2番11号
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64 株式会社オリーブ　デ　オリーブ オリーブデオリーブ 代表取締役 内野　伸彦 京都府京都市下京区綾小路烏丸西入童侍者町167番 婦人衣料 代表者変更　 2013/5/27 348

１７９/ＷＧ 婦人衣料 343

株式会社ニコル リエラボニコルクラブフォーメン 代表取締役 木野村　明廣 東京都渋谷区東一丁目32番12号 紳士衣料 429

ムッシュニコル 紳士衣料 434

ヒステリックミニ 子供服 334

アースマジック 子供服 351

67 株式会社ハウスオブローゼ 靴下屋 代表取締役 神野　晴年 東京都港区赤坂二丁目21番7号 靴下 350

68 株式会社アダプト ＲＯＮＩ 代表取締役 野口　雅弘 東京都世田谷区池尻三丁目11番6号 子供服 335

69 株式会社クリーン フレンズ　ストア　バイ　ラフ 代表取締役 下山　勲 東京都墨田区向島一丁目18番9号 婦人衣料・雑貨 退店店舗 2013/2/28 341

70 有限会社村田全商社 ジュアルディ 代表取締役 村田　智司 群馬県前橋市問屋町二丁目14番3号 婦人衣料・靴 321

71 株式会社エリマキ エリマキ 代表取締役 中村　エリ 東京都千代田区富士見一丁目2番25号 雑貨 退店店舗 2014/2/25 323

72 株式会社コレッツィオーネ イルチェントロ 代表取締役 金子　成一 千葉県流山市松ヶ丘二丁目333番地37-2 婦人服 退店店舗 2013/2/28 342

73 株式会社ライトオン ライトオン 代表取締役 横内　達治 茨城県つくば市吾妻一丁目11番1号 紳士・婦人衣料 401

74 島村楽器株式会社 島村楽器 代表取締役 島村　元紹 東京都江戸川区平井六丁目37番3号 楽器・スタジオ 405,406

75 株式会社エービーシー・マート ＡＢＣマート 代表取締役 野口  実 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 靴 408,409

76 株式会社好日山荘 好日山荘 代表取締役 櫓木　裕二 兵庫県神戸市中央区浜辺通二丁目1番30号 スポーツ用品 411

77 株式会社トミーヒルフィガージャパン トミーヒルフィガー 代表取締役 西条　真義 東京都渋谷区代官山町8番7号 紳士衣料 414

78 株式会社ワールド ＴＫ 代表取締役 寺井　秀蔵 兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目8番1 紳士衣料 415

79 株式会社 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 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一丁目901番地 雑貨 416

80 タワーレコード株式会社 タワーレコード 代表取締役 嶺脇　育夫 東京都渋谷区神南一丁目22番14号 ＣＤ・ＤＶＤ 419

81 株式会社ピー・エックス ルパート 代表取締役 喜代永  新太 東京都目黒区青葉台二丁目1番4号 紳士衣料 代表者/住所変更 2014/3/1 420

82 株式会社メンズ・ビギ メンズビギ 代表取締役 高橋　誠一 東京都渋谷区南平台町17番12号 紳士衣料 422

83 株式会社 ビルケンシュトックジャパン ビルケンシュトック 代表取締役 蜂谷　裕喜 東京都港区北青山三丁目3番5号 靴 代表者変更　 2013/3/1 428

84 C&C株式会社 ダブコレクション 代表取締役 山口博嗣 京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町629-1 アクセサリー 450

85 株式会社日下商事 スリープハウス寝具館 代表取締役 日下　智夫 東京都町田市相原町432番地1 雑貨 退店店舗 2014/3/18 431

86 有限会社ハレノ日 GRANDE 代表取締役 勝浦　晋 東京都渋谷区神宮前二丁目24番4号 紳士・婦人衣料 430

87 株式会社カンガルー堂 レゼール 代表取締役 田島　邦夫 千葉県千葉市中央区弁天三丁目8番27号 身の回り 433

88 株式会社スピックインターナショナル トルネードマート 代表取締役 沼倉　光伸 東京都目黒区中目黒一丁目1番71号 紳士衣料 代表者変更 2013/4/11 435

89 サムソナイト・ジャパン株式会社 サムソナイト 代表取締役 造田　博之 東京都渋谷区東三丁目9番19号　 身の回り 440

90 株式会社AOKI オリヒカ 代表取締役 清水　彰 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6番56号 紳士・婦人衣料 424

91 ユニオントレーディング株式会社 ユニオンカラーズ 代表取締役 牧野　次成 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目252番地 雑貨 退店店舗 2014/3/2 412

92 ＳＵＩ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株式会社 ｇｒｎ 代表取締役 石川　琢也 東京都練馬区貫井五丁目17番8号 紳士・婦人衣料 住所変更 2013/5/26 444

93 株式会社ファブリカ ラコステ 代表取締役 正木　博一 東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号 紳士・婦人衣料 代表者変更 2013/7/1 427

94 株式会社紀伊國屋書店 紀伊國屋書店 代表取締役 高井　昌史 東京都目黒区下目黒三丁目7番10号 書籍 517

95 株式会社シューフォーラム 楽歩堂靴店 代表取締役 澁谷　則明 群馬県高崎市緑町四丁目7番地7号 靴 601

66

65

株式会社リトルアンデルセン 代表取締役 吉沢　新司 東京都渋谷区神宮前五丁目41番5号
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名称変更

住所 主として

（所在地） 販売する物品

1 株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸フードマーケット 代表取締役 好本　達也 東京都江東区木場二丁目18番11号 食品 代表者変更 2013/4/1 001-003

2 株式会社ココカラファイン　ヘルスケア ドラッグセガミ 代表取締役 石橋　一郎 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号 薬 代表者/住所/氏名変更 2013/4/1 004

台所屋雑貨店 生活雑貨 006

ベターリビングアウトレット 生活雑貨 008

4 ブルーブルーエジャパン株式会社 ブルーブルーエジェネラルストア 代表取締役 神山  邦雄 東京都渋谷区神山町11番9号 生活雑貨 007

5 ミニット・アジア・パシフィック株式会社 ミスターミニット 代表取締役  迫　俊亮 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地　 雑貨 代表者変更 2014/4/1 011

6 株式会社ビック・ママ お直しｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ・ビックママ 代表取締役 守井　嘉朗 宮城県仙台市青葉区北目町6番6号 雑貨 012

7 有限会社熊坂ノ庄　スッポン堂商事 スッポン堂 代表取締役 墨屋 敬一 石川県金沢市神野町東90番地 健康食品 013

8 株式会社プレオクターブ カドグルニエ 代表取締役 見城　祐一 群馬県前橋市天川原町二丁目221番8号 雑貨 新規出店 2014/6/5 005

9 株式会社アドバンステージ ブラッシュ 代表取締役 眞田　篤 東京都渋谷区東三丁目24番2号 婦人衣料 108

10 株式会社ラッシュジャパン ラッシュ 代表取締役 ゲーリー・アンドリュー・マーティン 神奈川県愛甲郡愛甲町中津4027番3 自然派化粧品 代表者変更 2013/12/9 107

11 株式会社ＴＳＩグルーヴアンドスポーツ パーリーゲイツ 代表取締役 仙座　学 東京都世田谷区玉川二丁目21番1号 紳士/婦人ゴルフ用品 代表者/氏名変更 2014/3/3 110

12 ディーゼルジャパン株式会社 ディーゼル 代表取締役 中山　秀人 大阪府大阪市中央区南船場三丁目12番12号 紳士・婦人衣料 111

13 株式会社パルコ インフォメーション 代表執行役 牧山　浩三 東京都豊島区南池袋一丁目28番2号 物販全般 114

14 株式会社ユナイテッドアローズ　 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｱﾛｰｽﾞｸﾞﾘｰﾝﾚｰﾍﾞﾙﾘﾗｸｼﾝｸﾞ 代表取締役 竹田　光広 東京都渋谷区神宮前二丁目31番12号 紳士・婦人衣料 115

サマンサベガ 身の回り 116

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド サマンサキングズ 代表取締役 寺田  和正 東京都港区北青山一丁目2番3号 身の回り 129

サマンサタバサプチチョイス 身の回り 130

16 株式会社ローラデックス ノンブルアンペール 代表取締役 岩佐  雅人 東京都渋谷区恵比寿西二丁目15番8号 紳士・婦人衣料 117

17 株式会社ナノ・ユニバース ナノ・ユニバース 代表取締役 藤田　浩之 東京都渋谷区神南一丁目19番14号 紳士・婦人衣料 118

18 有限会社ムラ・クリエイティブハウス ビフォーザブーム 代表取締役 田村  司 東京都世田谷区三軒茶屋一丁目35番15号 身の回り 131

チックタック 身の回り 121

株式会社ヌーヴ・エイ コレクターズ 代表取締役 阿部　了 東京都渋谷区神泉町8番16号 雑貨 代表者変更 2014/3/25 428

ポーカーフェイス メガネ 112

20 株式会社デルフォニックス Smith 代表取締役 佐藤　達郎 東京都目黒区八雲三丁目23番20号 趣味雑貨 124

21 株式会社エル ミアカパンナ 代表取締役 坂本　真也 東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目14番5号 身の回り 125

22 オルビス株式会社 オルビス　ザ　ショップ 代表取締役 町田　恒雄 東京都品川区平塚二丁目1番14号 化粧品 126

23 株式会社パーク・コーポレーション 青山フラワーマーケット 代表取締役 井上　英明 東京都港区南青山五丁目1番2号 生花 127

24 株式会社サダマツ ドゥミエール ビジュソフィア 代表取締役 貞松  隆弥 東京都目黒区中目黒二丁目6番20号 身の回り 128

25 株式会社アーバンリサーチ アーバンリサーチドアーズ 代表取締役 竹村　幸造 大阪府大阪市西区北堀江二丁目4番4号 紳士・婦人衣料 132

26 エコー・ジャパン株式会社 エコー 代表取締役 紿田　英哉 東京都渋谷区渋谷二丁目11番8号 身の回り 135

27 株式会社アカクラ アローザ　ディ　アカクラ 代表取締役 山本　太 東京都世田谷区用賀四丁目10番1号 身の回り 136

グローバルワーク 紳士・婦人衣料 140

ジーナシス 婦人衣料 336

ローリーズファーム 婦人衣料 316

シェアリングルーム 紳士・婦人衣料 241

29 ゴディバ　ジャパン株式会社 ゴディバ 代表取締役 ジェローム・シュシャン 東京都港区虎ノ門五丁目11番2号 食品 141

30 株式会社マークスアンドウェブ MARKS＆WEB 代表取締役 松山　剛己 東京都目黒区東山一丁目11番10号 化粧品 133

№ 氏名（名称） 店名
法人の場合

変更内容 変更日 区画番号
代表者の氏名

別表　小売業者一覧表（変更後）

3 南海通商株式会社 代表取締役 栗野　祐次 東京都目黒区中町二丁目47番5号

15

19

28 株式会社ポイント 代表取締役 遠藤　洋一 住所変更 2013/9/1東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

4 / 6 ページ



新規出店
代表者変更
住所変更
名称変更

住所 主として

（所在地） 販売する物品
№ 氏名（名称） 店名

法人の場合
変更内容 変更日 区画番号

代表者の氏名

別表　小売業者一覧表（変更後）

31 株式会社リンク・セオリー・ジャパン PLST 代表取締役 畑　誠 東京都港区赤坂九丁目7番1号 紳士・婦人衣料 106

32 株式会社ザラ・ジャパン ZARA 代表取締役 ルレ・ノルベール 東京都渋谷区恵比寿西一丁目10番11号 婦人衣料 102

33 ヒットユニオン株式会社 フレッドペリー 代表取締役 田辺　圭二 東京都渋谷区恵比寿南二丁目20番7号 紳士・婦人衣料 新規出店 2014/4/25 122

エメ 婦人衣料 214

しゃら 呉服 242

35 株式会社オカダヤ アンテシュクレ 代表取締役 蛭川　勝五 東京都新宿区西新宿七丁目15番4号 インナーウェア 代表者変更　 2013/3/1 239

36 株式会社やまと なでしこ 代表取締役 田村  裕二 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27番3号 呉服 235

37 日本リビング株式会社 アロマブルーム 代表取締役 福村　修作 埼玉県朝霞市東弁財三丁目13番6号 雑貨 255

38 株式会社ぶんご Ｂカンパニー 代表取締役 川上　健二郎 東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目4番16号 雑貨 215

39 株式会社ワシントン靴店 WASH 代表取締役 東條　英樹 東京都港区海岸二丁目5番23号 靴 217

40 株式会社ジュン ロペピクニック 代表取締役 佐々木　進 東京都港区南青山二丁目2番3号 婦人衣料 219

41 河淳株式会社 KEYUCA 代表取締役 河崎　淳三郎 東京都中央区日本橋浜町三丁目15番1号 インテリア 223-2

42 株式会社レプハウス off＆on 代表取締役 堀口　康弘 東京都世田谷区太子堂一丁目4番24号 雑貨 226

43 HOYA株式会社 アイシティ 代表取締役 鈴木　洋 東京都新宿区中落合ニ丁目7番5号 コンタクトレンズ 230

44 田中興産株式会社 アーモワールカプリス 代表取締役 田中　敏男 東京都目黒区東山三丁目5番2号 婦人衣料 232

45 セルレ株式会社 セルレ 代表取締役 鳥居　伸一 大阪府大阪市北区豊崎三丁目19番3号 化粧品 229

46 株式会社キャン テ・チチ 代表取締役 藤井　浩 東京都杉並区高円寺北二丁目6番1号 婦人衣料 代表者変更　 2013/1/9 233

47 株式会社銀座マギー マギー 代表取締役 植松  伸一 東京都太田区田園調布一丁目33番1号 婦人衣料 234

48 株式会社メルベイユアッシュ ユノートル メルベイユアッシュ 代表取締役 小林　秀樹 東京都渋谷区元代々木町27番14号 婦人衣料 238

49 株式会社フランドル クリアインプレッション 代表取締役 栗田　貴史 東京都港区南青山四丁目18番11号 婦人衣料 224-1.224-2

50 株式会社ディーエイチシー ＤＨＣ直営店 代表取締役 高橋　芳枝 東京都港区南麻布二丁目7番1号 化粧品/健康食品 231

51 株式会社トリニティアーツ ニコアンド 代表取締役 木村　治 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 紳士/婦人衣料/雑貨 249

52 株式会社ノジマ nojima 代表取締役 野島　廣司 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番3号 電化製品 201

53 株式会社 ビルケンシュトックジャパン ビルケンシュトック 代表取締役 柴田　渉 東京都港区北青山三丁目3番5号 靴 代表者変更　 2013/3/1 228

54 タダチ株式会社 ＲＯＯＭ９０３ 代表取締役 忠地　克利 千葉県千葉市稲毛区黒砂二丁目13番10号 婦人衣料 新規出店 2013/3/8 225

55 ユザワヤ商事株式会社 ユザワヤ 代表取締役 畑中　喜雄 東京都大田区西蒲田八丁目4番12号 雑貨 301

56 マザウェイズジャパン株式会社 マザウェイズ 代表取締役 根来  豊 東京都江東区新大橋一丁目3番11番 子供服 310

57 株式会社良品計画 無印良品 代表取締役 金井　政明 東京都豊島区東池袋四丁目26番3号 雑貨 311

58 株式会社コイデカメラ コイデカメラ 代表取締役 小出　良蔵 東京都杉並区阿佐ヶ谷北四丁目6番2号 雑貨 312

59 株式会社ロフト ロフト 代表取締役 内田　雅己 東京都渋谷区宇田川町18番2号 雑貨 代表者変更　 2013/9/1 313

60 株式会社バルス フランフランデザインフォーライフ 代表取締役 高島　郁夫 東京都渋谷区神宮前五丁目53番67号 家具 314

61 株式会社ハニーズ 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番地の1 婦人衣料 332

62 株式会社ピーアンドエム アルシーヴ 代表取締役 泰道　真也 東京都中央区日本橋浜町一丁目1番12号 婦人衣料 338

63 株式会社クロスカンパニー グリーンパークストピック 代表取締役 石川　康晴 岡山県岡山市北区幸町2番8号 婦人衣料 339

株式会社三松 代表取締役 齋藤　徹 東京都新宿区西新宿三丁目2番11号34
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64 株式会社オリーブ　デ　オリーブ オリーブデオリーブ 代表取締役 近藤　敏文 京都府京都市下京区綾小路烏丸西入童侍者町167番 婦人衣料 代表者変更　 2013/5/27 348

１７９/ＷＧ 婦人衣料 343

株式会社ニコル リエラボニコルクラブフォーメン 代表取締役 木野村　明廣 東京都渋谷区東一丁目32番12号 紳士衣料 429

ムッシュニコル 紳士衣料 434

ヒステリックミニ 子供服 334

アースマジック 子供服 351

67 株式会社ハウスオブローゼ 靴下屋 代表取締役 神野　晴年 東京都港区赤坂二丁目21番7号 靴下 350

68 株式会社アダプト ＲＯＮＩ 代表取締役 野口　雅弘 東京都世田谷区池尻三丁目11番6号 子供服 335

69 有限会社村田全商社 ジュアルディ 代表取締役 村田　智司 群馬県前橋市問屋町二丁目14番3号 婦人衣料・靴 321

70 株式会社エイ・ネット ネネット 代表取締役 廣瀬　紀男 東京都港区南青山五丁目3番7号 紳士・婦人衣料 新規出店 2014/3/8 341

71 株式会社コラボレーション ランドリー 代表取締役 利根川　吉延 東京都渋谷区上原一丁目3番9号 紳士・婦人衣料 新規出店 2014/3/4 323

72 株式会社ライトオン バックナンバー 代表取締役 横内　達治 茨城県つくば市吾妻一丁目11番1号 紳士・婦人衣料 431

73 島村楽器株式会社 島村楽器 代表取締役 島村　元紹 東京都江戸川区平井六丁目37番3号 楽器・スタジオ 405,406

74 株式会社エービーシー・マート ＡＢＣマート 代表取締役 野口  実 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 靴 408,409

75 株式会社好日山荘 好日山荘 代表取締役 櫓木　裕二 兵庫県神戸市中央区浜辺通二丁目1番30号 スポーツ用品 411

76 株式会社トミーヒルフィガージャパン トミーヒルフィガー 代表取締役 西条　真義 東京都渋谷区代官山町8番7号 紳士衣料 414

77 株式会社ワールド ＴＫ 代表取締役 寺井　秀蔵 兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目8番1 紳士衣料 415

78 株式会社 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 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一丁目901番地 雑貨 416

79 タワーレコード株式会社 タワーレコード 代表取締役 嶺脇　育夫 東京都渋谷区神南一丁目22番14号 ＣＤ・ＤＶＤ 419

80 株式会社ピー・エックス ルパート 代表取締役 荒木　義也 東京都渋谷区鉢山町13番15号 紳士衣料 代表者/住所変更 2014/3/1 420

81 株式会社メンズ・ビギ メンズビギ 代表取締役 高橋　誠一 東京都渋谷区南平台町17番12号 紳士衣料 422

82 C&C株式会社 ダブコレクション 代表取締役 山口　博嗣 京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町629-1 アクセサリー 450

83 有限会社ハレノ日 GRANDE 代表取締役 勝浦　晋 東京都渋谷区神宮前二丁目24番4号 紳士・婦人衣料 412-2

84 株式会社カンガルー堂 レゼール 代表取締役 田島　邦夫 千葉県千葉市中央区弁天三丁目8番27号 身の回り 433

85 株式会社スピックインターナショナル トルネードマート 代表取締役 疋田　昭彦 東京都目黒区中目黒一丁目1番71号 紳士衣料 代表者変更 2013/4/11 435

86 サムソナイト・ジャパン株式会社 サムソナイト 代表取締役 造田　博之 東京都渋谷区東三丁目9番19号　 身の回り 440

87 株式会社AOKI オリヒカ 代表取締役 清水　彰 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6番56号 紳士・婦人衣料 424

88 ＳＵＩ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株式会社 ｇｒｎ 代表取締役 石川　琢也 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目55番11号 紳士・婦人衣料 住所変更 2013/5/26 412-1

89 株式会社ファブリカ ラコステ 代表取締役 ディーターハーベル 東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号 紳士・婦人衣料 代表者変更 2013/7/1 427

90 株式会社ゾフ ゾフ 代表取締役 上野　剛史 東京都港区北青山三丁目6番1号 メガネ 新規出店 2013/3/23 439

91 株式会社ビーアンドディー Ｂ＆Ｄ 代表取締役 福島　一俊 東京都豊島区東池袋二丁目32番22号 スポーツ用品 新規出店 2014/5/21 401

92 株式会社紀伊國屋書店 紀伊國屋書店 代表取締役 高井　昌史 東京都目黒区下目黒三丁目7番10号 書籍 517

93 株式会社シューフォーラム 楽歩堂靴店 代表取締役 澁谷　則明 群馬県高崎市緑町四丁目7番地7号 靴 601

65

66 株式会社リトルアンデルセン 代表取締役 吉沢　新司 東京都渋谷区神宮前五丁目41番5号
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