
さいたま市告示第２２２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２７年２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 イオンモール与野

所在地 さいたま市中央区本町西５丁目２番９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 代表取締役 若林 辰雄 

 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

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）イオンリテール株式会社 他５９社 別表（変更前）「小売業者概要一覧表」参照 

   （変更後）イオンリテール株式会社 他６２社 別表（変更後）「小売業者概要一覧表」参照 

    ※退店５社、新規出店８社、代表者名変更７社、住所変更３社 

 変更の年月日

   別表（変更前）及び（変更前）「小売業者概要一覧表」参照 

 変更する理由 

 小売業者の退店、新規出店、代表者変更及び住所変更による 

２ 届出年月日 

 平成２７年２月１８日

３ 届出及び添付書類の縦覧期間

 平成２７年２月２３日から平成２７年６月２３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
 中央区役所区民生活部総務課

 住所 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

 電話 ０４８（８４０）６０１３

FAX ０４８（８４０）６１６０
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２７年２月２３日から平成２７年６月２３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



小売業を行う者の退店

小売業を行う者の住所変更

小売業を行う者の代表者名変更

別表（変更前）「小売業者概要一覧表」　　

ＮＯ 小売業者名 代表者氏名 住　　　　　　　　　　所 主な販売品目

1 イオンリテール株式会社 代表執行役　梅本　和典 千葉県千葉市美浜区中瀬　1-5-1 生鮮食品他 代表者名変更平成27年2月1日

2 イオンペット株式会社 代表取締役　小川　明宏 千葉県市川市南八幡4-17-18　コスモス本八幡1階 ペットショップ

3 株式会社  大谷 代表取締役　大谷   勝彦 新潟県新潟市弁天　2-3-18 印鑑

4 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 アパレル

5 モーダ・エン・カーサ株式会社 代表取締役　ﾗｰｾﾝ・ｶﾙﾛｽ・ﾍﾝﾘｯｸ 東京都目黒区八雲　3-25-10 輸入家具 退店 平成26年8月17日

6 株式会社ｵﾝﾜｰﾄﾞ樫山 代表取締役　廣内　　武 東京都中央区日本橋　3-10-5 アパレル

7 株式会社タオル美術館 代表取締役　越智　康行 東京都港区白金台　3-19-1 ホームファッション

8 株式会社CHELSEA  New  York 代表取締役　北方　康弘 石川県加賀市宮地町チ　87-1 文化用品雑貨

9 株式会社イーストボーイ 代表取締役　小林  孝是 東京都港区赤坂　7-1-16 アパレル 退店 平成26年2月10日

10 ﾛｰﾗｱｼｭﾚｲｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 代表取締役　前川　浩司 東京都千代田区神田錦町　1-1 アパレル・ホームファッション

11 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 婦人衣料

12 株式会社ジーアールシー 代表取締役　佐藤　秀昭 東京都世田谷区桜浄水１－９－３－２０２ 婦人アパレル 代表者名変更平成25年12月25日 住所変更 平成24年9月1日

13 株式会社トミーヒルフィガージャパン 代表取締役　西条   真義 東京都渋谷区代官山　8-7 アパレル 代表者名変更平成25年11月5日

14 日本ケンタッキーフライドチキン株式会社 代表取締役　渡辺　正夫 東京都渋谷区恵比寿南　1-15-1 フライドチキン

15 株式会社フロジャポン 代表取締役　アンドリニエス　ドニス 東京都武蔵野市西久保　1-25-8 洋菓子 代表者名変更平成26年1月20日

16 ロイヤル商事株式会社 代表取締役　原田　洋司 東京都豊島区池袋　1-7-17 ドーナツ

17 株式会社ホットランド 代表取締役  佐瀬　守男 宮城県石巻市大街通北1－1－16　かじやビル2階 たこ焼き

18 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　2-31-8 輸入食品

19 株式会社　ユニクロ 代表取締役　柳井　正 東京都大田区蒲田　5-37-1 アパレル

20 イトキン株式会社 代表取締役　辻村　章夫 東京都渋谷区千駄ヶ谷　3-51-10 アパレル

21 株式会社ディーエイチシー 代表取締役　高橋　芳枝 東京都港区南麻布　2-7-1 文化用品雑貨

22 株式会社　ティムティム 代表取締役　藤木　慎一 千葉県香取市小見川　26-3 アパレル

23 株式会社ツツミ 代表取締役　瓦　智司 埼玉県蕨市中央　4-24-26 宝飾

24 有限会社 ワールドワイドヴォーグプロジェクト 代表取締役　中川　寿則 新潟県新潟市東堀前通6番町　1060-1 服飾雑貨

25 双日インフィニティ　株式会社 代表取締役　石原　啓資 東京都港区赤坂8丁目5-26　赤坂DSビル10階 アパレル 住所変更 平成26年1月27日

26 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　1-14-9 スポーツ洋品

27 キンバレー株式会社 代表取締役　岩坪　謙吉 東京都港区虎ノ門　4-3-11 眼鏡

28 有限会社　アップクリエイト 代表取締役　勝吉　章 千葉県市川市南行徳　1-15-8 婦人・雑貨・アパレル 退店 平成26年5月28日

29 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 靴

30 エディバウアージャパン株式会社 代表取締役　マーコス・ブラックマン 東京都世田谷区若林　1-18-10 アパレル

31 株式会社シーズメン 代表取締役　青木　雅夫 東京都中央区日本橋小伝馬町　13-4 アパレル

32 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　日本橋浜町セントラルビル アパレル

33 株式会社ジーフット 代表取締役　松井　博史 愛知県名古屋市千種区今池　3-4-10 靴 代表者名変更平成26年5月23日

34 東京シャツ株式会社 代表取締役　鈴木　正利 東京都千代田区東神田　2-8-12 シャツ

35 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　品川不動産浜町ビル11階 リフォーム

36 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 アパレル

37 株式会社  おく田 代表取締役　奥田    義隆 岐阜県岐阜市神田町　6-18 靴 代表者名変更平成26年5月12日

38 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 アパレル

変更内容



小売業を行う者の退店

小売業を行う者の住所変更

小売業を行う者の代表者名変更

別表（変更前）「小売業者概要一覧表」　　

ＮＯ 小売業者名 代表者氏名 住　　　　　　　　　　所 主な販売品目 変更内容
39 株式会社パル 代表取締役　井上　隆太 大阪府大阪市中央区北浜　3-5-29 アパレル

40 フリースタイル有限会社 代表取締役　アドニ・ツビィ 東京都練馬区中村北　2-18-10 服飾雑貨

41 株式会社未来屋書店 代表取締役　羽牟　秀幸 千葉県千葉市美浜区中瀬　１ー6 書籍

42 株式会社システム14 代表取締役　石田　勝彦 大阪府大阪市北区天神橋　3-7-9 生活雑貨 退店 平成26年1月31日

43 アイジャパン株式会社 代表取締役　澤田　泰行 埼玉県さいたま市北区宮原町　1-505-1 眼鏡

44 株式会社ダブリュ・アイ・システム 代表取締役　高橋　啓蔵 東京都豊島区池袋　2-43-1 コンタクト

45 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 ＤＰＥ

46 株式会社ローソンＨＭＶエンタテイメント 代表取締役　坂本　健 東京都品川区大崎1-11-2　ゲートシティー大崎　イーストタワー6Ｆ ＣＤ

47 株式会社カトレア 代表取締役　岸     照雄 茨城県古河市尾崎　2934-15 ファンシー雑貨

48 株式会社クリエイティブヨーコ 代表取締役　小林　忠良 長野県長野市大字高田　667ー16 ファンシー雑貨

49 株式会社ザ・クロックハウス 代表取締役　花谷  洋二 東京都杉並区西荻北2-28-7 時計 代表者名変更平成25年11月19日 住所変更 平成26年2月22日

50 株式会社二葉屋 代表取締役　五十嵐　榮一 新潟県南魚沼市六日町　76-1 呉服

51 株式会社アミナコレクション 代表取締役　進藤  さわと 神奈川県横浜市緑区鴨居　4-50-1 エスニック雑貨

52 株式会社 ノジマ 代表取締役　野島　廣司 神奈川県相模原市横山　1-1-1 電話

53 株式会社カンガルー堂 代表取締役　田島　邦夫 千葉県千葉市中央区弁天　3-8-27 鞄

54 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　3-9-7 紳士服

55 はるやま商事株式会社 代表取締役　治山　正史 岡山県岡山市北区表町　1-2-3 紳士服

56 株式会社リブ 代表取締役　福栄　浩二 福岡県福岡市東区多の津　1-9-6 アパレル 退店 平成25年11月20日

57 ㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 代表取締役　白川　篤典 愛知県名古屋市名東区上社1丁目901番地 文化用品雑貨

58 マザウェイズジャパン株式会社 代表取締役　根来　豊 東京都江戸川区篠崎町　6-14-15 子供アパレル

59 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　2-3-1 靴下・アパレル

60 三起商行株式会社 代表取締役　木村    久一 大阪府八尾市若林町　1-76-2 子供衣料



小売業を行う者の新規出店

小売業を行う者の住所変更

小売業を行う者の代表者名変更

別表（変更後）「小売業者概要一覧表」　　

ＮＯ 小売業者名 代表者氏名 住　　　　　　　　　　所 主な販売品目

1 イオンリテール株式会社 代表執行役　岡崎　双一 千葉県千葉市美浜区中瀬　1-5-1 生鮮食品他 代表者名変更 平成27年2月1日

2 イオンペット株式会社 代表取締役　小川　明宏 千葉県市川市南八幡4-17-18　コスモス本八幡1階 ペットショップ

3 株式会社  大谷 代表取締役　大谷   勝彦 新潟県新潟市弁天　2-3-18 印鑑

4 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 アパレル

5 株式会社良品計画 代表取締役　金井　政明 東京都豊島区東池袋4-26-3 生活雑貨 新規出店 平成26年10月17日

6 株式会社ｵﾝﾜｰﾄﾞ樫山 代表取締役　廣内　　武 東京都中央区日本橋　3-10-5 アパレル

7 株式会社タオル美術館 代表取締役　越智　康行 東京都港区白金台　3-19-1 ホームファッション

8 株式会社CHELSEA  New  York 代表取締役　北方　康弘 石川県加賀市宮地町チ　87-1 文化用品雑貨

9 株式会社トリニティアーツ 代表取締役　木村　治 東京都千代田区丸の内3-4-1　新国際ビル２Ｆ アパレル 新規出店 平成26年3月1日

10 ﾛｰﾗｱｼｭﾚｲｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 代表取締役　前川　浩司 東京都千代田区神田錦町　1-1 アパレル・ホームファッション

11 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 婦人衣料

12 株式会社ジーアールシー 代表取締役　前田　裕介 東京都千代田区東神田2-8-7　兵井ビル２Ｆ 婦人アパレル 代表者名変更 平成25年12月25日 住所変更 平成24年9月1日

13 株式会社トミーヒルフィガージャパン 代表取締役　ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ・ﾄｰﾏｽ・ﾁｭｰ 東京都渋谷区代官山　8-7 アパレル 代表者名変更 平成25年11月5日

14 日本ケンタッキーフライドチキン株式会社 代表取締役　渡辺　正夫 東京都渋谷区恵比寿南　1-15-1 フライドチキン

15 株式会社フロジャポン 代表取締役　梅木　郁男 東京都武蔵野市西久保　1-25-8 洋菓子 代表者名変更 平成26年1月20日

16 ロイヤル商事株式会社 代表取締役　原田　洋司 東京都豊島区池袋　1-7-17 ドーナツ

17 株式会社ホットランド 代表取締役  佐瀬　守男 宮城県石巻市大街通北1－1－16　かじやビル2階 たこ焼き

18 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　2-31-8 輸入食品

19 株式会社　ユニクロ 代表取締役　柳井　正 東京都大田区蒲田　5-37-1 アパレル

20 イトキン株式会社 代表取締役　辻村　章夫 東京都渋谷区千駄ヶ谷　3-51-10 アパレル

21 株式会社ディーエイチシー 代表取締役　高橋　芳枝 東京都港区南麻布　2-7-1 文化用品雑貨

22 株式会社　ティムティム 代表取締役　藤木　慎一 千葉県香取市小見川　26-3 アパレル

23 株式会社ツツミ 代表取締役　瓦　智司 埼玉県蕨市中央　4-24-26 宝飾

24 有限会社 ワールドワイドヴォーグプロジェクト 代表取締役　中川　寿則 新潟県新潟市東堀前通6番町　1060-1 服飾雑貨

25 双日インフィニティ　株式会社 代表取締役　石原　啓資 東京都港区六本木1-6-1　泉ガーデンタワー２１Ｆ アパレル 住所変更 平成26年1月27日

26 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　1-14-9 スポーツ洋品

27 キンバレー株式会社 代表取締役　岩坪　謙吉 東京都港区虎ノ門　4-3-11 眼鏡

28 株式会社メックス 代表取締役　冨永　幸男 東京都青梅市仲町254-6 紳士・婦人衣料 新規出店 平成26年9月27日

29 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 靴

30 エディバウアージャパン株式会社 代表取締役　マーコス・ブラックマン 東京都世田谷区若林　1-18-10 アパレル

31 株式会社シーズメン 代表取締役　青木　雅夫 東京都中央区日本橋小伝馬町　13-4 アパレル

32 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　日本橋浜町セントラルビル アパレル

33 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 靴 代表者名変更 平成26年5月23日

34 東京シャツ株式会社 代表取締役　鈴木　正利 東京都千代田区東神田　2-8-12 シャツ

35 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　品川不動産浜町ビル11階 リフォーム

36 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 アパレル

37 株式会社  おく田 代表取締役　奥田    隆 岐阜県岐阜市神田町　6-18 靴 代表者名変更 平成26年5月12日

38 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 アパレル

変更内容



小売業を行う者の新規出店

小売業を行う者の住所変更

小売業を行う者の代表者名変更

別表（変更後）「小売業者概要一覧表」　　

ＮＯ 小売業者名 代表者氏名 住　　　　　　　　　　所 主な販売品目 変更内容
39 株式会社パル 代表取締役　井上　隆太 大阪府大阪市中央区北浜　3-5-29 アパレル

40 フリースタイル有限会社 代表取締役　アドニ・ツビィ 東京都練馬区中村北　2-18-10 服飾雑貨

41 株式会社未来屋書店 代表取締役　羽牟　秀幸 千葉県千葉市美浜区中瀬　１ー6 書籍

42 株式会社冒険王 代表取締役　堀岡　洋行 広島県広島市安佐北区可部4-1-10 雑貨 新規出店 平成26年3月1日

43 アイジャパン株式会社 代表取締役　澤田　泰行 埼玉県さいたま市北区宮原町　1-505-1 眼鏡

44 株式会社ダブリュ・アイ・システム 代表取締役　高橋　啓蔵 東京都豊島区池袋　2-43-1 コンタクト

45 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 ＤＰＥ

46 株式会社ローソンＨＭＶエンタテイメント 代表取締役　坂本　健 東京都品川区大崎1-11-2　ゲートシティー大崎　イーストタワー6Ｆ ＣＤ

47 株式会社カトレア 代表取締役　岸     照雄 茨城県古河市尾崎　2934-15 ファンシー雑貨

48 株式会社クリエイティブヨーコ 代表取締役　小林　忠良 長野県長野市大字高田　667ー16 ファンシー雑貨

49 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1-11-2 時計 代表者名変更 平成25年11月19日 住所変更 平成26年2月22日

50 株式会社二葉屋 代表取締役　五十嵐　榮一 新潟県南魚沼市六日町　76-1 呉服

51 株式会社アミナコレクション 代表取締役　進藤  さわと 神奈川県横浜市緑区鴨居　4-50-1 エスニック雑貨

52 株式会社 ノジマ 代表取締役　野島　廣司 神奈川県相模原市横山　1-1-1 電話

53 株式会社カンガルー堂 代表取締役　田島　邦夫 千葉県千葉市中央区弁天　3-8-27 鞄

54 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　3-9-7 紳士服

55 はるやま商事株式会社 代表取締役　治山　正史 岡山県岡山市北区表町　1-2-3 紳士服

56 株式会社ブギ－インタ－ナショナル 代表取締役　中山　善夫 大阪府大阪市中央区安土町3-3-9 婦人衣料 新規出店 平成26年3月20日

57 ㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 代表取締役　白川　篤典 愛知県名古屋市名東区上社1丁目901番地 文化用品雑貨

58 マザウェイズジャパン株式会社 代表取締役　根来　豊 東京都江戸川区篠崎町　6-14-15 子供アパレル

59 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　2-3-1 靴下・アパレル

60 三起商行株式会社 代表取締役　木村    久一 大阪府八尾市若林町　1-76-2 子供衣料

61 株式会社ハピネス・アンド・ディ 代表取締役　田　泰夫 東京都中央区銀座1-16-1 服飾雑貨 新規出店 平成26年6月27日

62 株式会社プラスハ－ト 代表取締役　松尾　正司 大阪府大阪市中央区北浜1-9-9 文化用品雑貨 新規出店 平成26年3月1日

63 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 文化用品雑貨 新規出店 平成26年6月27日


