
さいたま市告示第９００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３０年６月２２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 ステラタウン

 所在地 さいたま市北区宮原町１丁目８５４番地１外３筆、８５３番地１外１３筆

 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 スバル興産株式会社 

代表者氏名 代表取締役 小坂井 康雄 

住所 東京都渋谷区恵比寿一丁目２０番８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）スバル興産株式会社 代表取締役 鴨川 珠樹 

   （変更後）スバル興産株式会社 代表取締役 小坂井 康雄 

  イ 大規模小売店舗の名称 

   （変更前）富士重工宮原ショッピングセンター 

   （変更後）ステラタウン 

  ウ 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）株式会社ユニクロを含む計９２社 別表「小売業者一覧表（変更前）」参照 

   （変更後）株式会社ユニクロを含む計８２社 別表「小売業者一覧表（変更後）」参照 

 変更の年月日

 ア 平成２９年４月１日

 イ 平成２９年４月１日

 ウ 別表「小売業者一覧表（変更前）」及び「小売業者一覧表（変更後）」参照

 変更する理由

ア 大規模小売店舗を設置する者の代表者氏名の変更による。

イ 大規模小売店舗の名称変更による。

ウ 小売業者の退店、新規出店、代表者氏名変更、住所変更、名称変更による。

２ 届出年月日 

 平成３０年６月１８日

３ 届出及び添付書類の縦覧期間

 平成３０年６月２２日から平成３０年１０月２２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商工観光部商業振興課 

 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
 大宮区役所区民生活部地域商工室

住所 さいたま市大宮区大門町３丁目１番 

 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。

 意見書の提出期間

  平成３０年６月２２日から平成３０年１０月２２日まで。

 意見書の提出先

 さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

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



別表「小売業者一覧表（変更前）」 　：　小売業者の退店 （Ｐ１）
　：　小売業者の代表者氏名変更

　：　小売業者の住所変更

　：　小売業者の名称変更
１．４街区ステラモール

№ 小売業者の名称 代表者氏名 住    所 屋  号 主として販売する物品

1 ㈱ユニクロ 代表取締役　　柳井　正 山口県山口市佐山７１７番地１ ユニクロ 衣料品及び服飾雑貨

2 長谷川興産㈱ 代表取締役　　肥後　宏治 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 57階 靴専科 靴、バッククリーニング

3 ㈱トミーヒルフィガ-ジャパン 代表取締役　　トム・チュウ 東京都渋谷区代官山町８番７号 トミーヒルフィガ- 衣料品及び服飾雑貨 退店 H27.7.1

THE SHOP TK MIXPICE

ハッシュアッシュ

３can４on H28.1.27

5 ロフテー㈱ 代表取締役　　山田　康二 東京都中央区日本橋富沢町１１番１２号 ロフテー枕工房 生活雑貨

6 （株）イタリアントマト 代表取締役　　遠藤　勝利 東京都品川区東品川４丁目12番４号 イタリアン･トマト ケーキショップ 洋菓子

7 ㈱日本一 代表取締役社長　染谷 康雄 千葉県野田市目吹１９６５番地 日本一・北京飯店 やきとり

8 (有)芳光 代表取締役    美斉津　明 長野県小諸市大字八満２３９０番地 軽井沢ファーマーズギフト 食料品

9 ㈱グゥー 代表取締役　　高澤　清一 埼玉県新座市馬場二丁目６番７号 おむすび専科 食料品

10 ㈱ホットランド 代表取締役　　佐瀬　守男 宮城県石巻市大街道北1-1-16　かじやビル2F 築地 銀だこ 食料品

11 ㈱麦の穂 代表取締役社長　　田中　慎一 大阪府大阪市北区西天満３丁目１３番２０号 ビアードパパ 食料品

12 ㈱ストーンマーケット 代表取締役　　中村　泰二郎 福岡県福岡市中央区港二丁目１１番４号 ストーンマーケット 服飾雑貨

13 ㈱キャメル珈琲 代表取締役　　尾田　信夫 東京都世田谷区代田二丁目３１番８号 カルディコーヒーファーム 食料品

14 ㈱ｳﾞｨｯﾚｼﾞｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 代表取締役　　菊地　敬一 愛知県愛知郡長久手町大字長湫字鴨田１２番地１ ヴィレッジヴァンガード 生活雑貨・書籍

15 ㈱タカヨシ 代表取締役　高品　政明 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目３番地 わくわく広場 食料品

16 ㈱サイクルスポット 代表取締役　　鵜池　正貴 東京都港区赤坂三丁目6番12号 サイクルスポット 自転車 住所変更

17 パセリウイングス㈱ 代表取締役　　松本　規義 滋賀県長浜市勝町８０３番地 パセリハウス 雑貨

18 ㈱レナウン 代表取締役　北畑　稔 東京都江東区有明三丁目6番11号 TFTビル東館6F アーノルドパーマータイムレス 衣料品及び服飾雑貨

19 ㈲ムーブ 代表取締役　小関　伸利 埼玉県戸田市笹目3-10-17 MOVE スポーツ・アウトドア用品

20 ㈱特選呉服京彩 代表取締役　長岡 敏彦 東京都世田谷区奥沢５丁目２４番１８号 スタジオ ありがとう 写真撮影及び呉服

21 （株）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番地 ＳＷＥＴ 服飾雑貨及び衣料品

H28.2.13

住所変更 H28.2.13

23 ギャップジャパン（株） 代表取締役　ブレント ハイダー 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目32番10号 the ｇａｐ ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ 衣料品及び服飾雑貨

24 ㈱プランツパートナー 代表取締役　　不破　篤子 東京都目黒区鷹番１丁目１５番１５号 ｆａｎ ガーデニング関連商品

25 ㈱クリエイティブ・ヨーコ 代表取締役　　小林　忠吉 長野県長野市大字高田６６７番地１６ ペット＆スマイル 衣料品及び服飾雑貨

小売業者名変更 H27.3.31

住所変更 H27.3.31

27 ㈱マツモトキヨシ 代表取締役　松本　清雄 千葉県松戸市新松戸東９番地１ マツモトキヨシ 医薬品及び家庭用品

28 BRｻｰﾃｨﾜﾝ ｱｲｽｸﾘｰﾑ㈱ 代表取締役　渡辺　裕明 東京都品川区上大崎三丁目２番１号 サーティワンアイスクリーム 食料品

30 (有)ラメール 代表取締役　　大野　勲 大阪府大阪市中央区南本３丁目４番６号 ラ・メール 衣料品及び服飾雑貨

31 ﾄﾘﾝﾌﾟｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 代表取締役　土居　建人 東京都大田区平和島６丁目１番１号 ＡＭＯ’Ｓ ＳＴＹＬＥ 衣料品及び服飾雑貨

32 ㈱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１号 Ｈｏｎｅｙｓ 衣料品及び服飾雑貨

34 イトキン㈱ 代表取締役　　辻村　章夫 大阪府大阪市中央区久太郎町２丁目４番２５号 ヒアーズタウン 衣料品及び服飾雑貨

36 ㈱ツツミ 代表取締役　　堤　征二 埼玉県蕨市中央四丁目２４番２６号 ジュエリーツツミ 宝飾品等

退店 H27.5.31

東京都葛飾区新小岩1丁目48番地14号　第3デリカビル 9階
サックスバー
コラージュ

服飾雑貨

衣料品及び服飾雑貨

衣料品及び服飾雑貨

代表取締役　小日向　義廣㈱バンダレコード

㈱ワールド

㈱東京デリカ 代表取締役　　木山　剛史

H27.3.1

H27.1.31

H27.4.10

H19.4.16

H26.8.31

H28.6.16

退店

退店

H28.1.15

代表者氏名変更 H28.10.1

退店

H29.3.31

H29.3.31

H27.10.21

H26.1.31退店

変更日変更内容

小売業者名変更

退店

H28.1.15

小売業者名変更

退店

退店

退店

小売業者名変更

退店

代表取締役社長　　寺井　秀藏 兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目８番１

H28.1.31

代表者氏名変更

（ｺﾗｰｼﾞｭはH29.1.13退店）

H28.1.20

千葉県松戸市松戸新田１２３番地４ ペットランド ペット

東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサ
ウスタワー9階

レプシムローリーズファーム
グローバルワーク

22

26

4

㈱ペットランド

CD/DVD埼玉県所沢市日吉町2-2

代表取締役   畔柳 政典

バンダレコード

33 ㈱ポイント 代表取締役社長　遠藤　洋一

35

ＮＵＯＢＯ
ABC－MART MEGA STAGE

婦人靴関連商品
靴

東京都渋谷区神南１丁目１１番５号代表取締役　　野口　実㈱エービーシー・マート29



　：　小売業者の退店 （Ｐ２）

　：　小売業者の代表者氏名変更

　：　小売業者の住所変更

　：　小売業者の名称変更

№ 小売業者の名称 代表者氏名 住    所 屋  号 主として販売する物品

37 ㈱イデアコーポレーション 代表取締役　　大山　直樹 東京都北区西ヶ原１丁目５２番１４号 ジップデザインストア 帽子及び服飾雑貨

38 ㈱ラザフォードインターナショナル 代表取締役　　岩崎　潤 東京都世田谷区奥沢三丁目３２番８号 パナシュ 服飾雑貨 住所変更 H23.2.25

39 ㈱サンエー・インターナショナル 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 ＆ ｂｙ ピンキー＆ダイアン 衣料品及び服飾雑貨

40 ㈱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丁目7番1号 ＤＨＣ直営店 化粧品及びサプリメント

41 （株）PETTERS 代表取締役　　大野　勲 東京都港区南青山5丁目17番2号 ノスタルジア 衣料品及び服飾雑貨

42 双日インフィニティ㈱ 代表取締役社長　石原　啓資 大阪府箕面市船場東３丁目２番１６号 マックレガー クラシック 衣料品及び服飾雑貨

44 オルビス㈱ 代表取締役　　町田　恒雄 東京都品川区平塚二丁目１番１４号 オルビス・ザ・ショップ 化粧品

代表者氏名変更 H27.1.31

住所変更 H28.8.1

46 ㈱てまりや 代表取締役　　鹿島　高資 栃木県足利市西砂原後町１２２１番地１ リミックス 衣料品及び服飾雑貨

47 ㈱馬里奈 代表取締役　中澤　文宏 東京都大田区田園調布１丁目３３番４号 グリッター 婦人靴

48 ㈱サンエス 代表取締役　　佐藤　卓巳 広島県福山市神辺町大字川南７４１番地１号 デュレル 衣料品及び服飾雑貨

49 ㈱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丁目３－１ チュチュアンナ 衣料品及び服飾雑貨

代表者氏名変更 H23.4.1

住所変更 H17.10.1

51 ㈱モガインターナショナル東京 代表取締役　　長島　しず子 埼玉県入間市大字野田１５３９番地の１ モガコスメティックス 化粧品

52 ㈱ラッシュジャパン 代表取締役　　アンドリュー・マーティン・ゲーリー 神奈川県愛甲郡愛川町中津4027番地3 ＬＵＳＨ 自然派化粧品

53 ㈲ワーカホリック 代表取締役　遠山　直樹 東京都中野区中野５丁目５２番１５号 ファブリックジャム 衣料品及び服飾雑貨

54 旭産業㈱ 代表取締役　　木村　久一 大阪府大阪市八尾市若林町１丁目７６番２号 ミキハウス マム＆ベイビー 子供服

55 マザウェイズジャパン㈱ 代表取締役　　根来　豊 大阪府大阪市中央区南久宝寺町１丁目５番７号 マザウェイズ 子供服

56 藤久㈱ 代表取締役　　後藤　薫徳 愛知県名古屋市名東区高社1丁目210番地 クラフトハートトーカイ 手芸用品

57 ㈱アニメイト 代表取締役　　宮崎　裕久 東京都豊島区東池袋３丁目２番１号 アニメイト 玩具・書籍

58 虎屋商事㈱ 代表取締役　　高柳　元一 埼玉県川越市問屋町５番地１０号 王様のお菓子ランド 食料品

59 ㈱フィットミー 代表取締役　　冨澤　昌三 静岡県静岡市伝馬町８番地の６ 眼鏡市場 眼鏡及び眼鏡用品 小売業者名変更

60 もしもん㈱ 代表取締役　　栗原　志功 埼玉県熊谷市新堀８１７番地 ａｕショップ 携帯電話 小売業者名変更

61 ㈱ダブリュ・アイ・システム 代表取締役　　高橋　啓蔵 東京都豊島区池袋二丁目４３番１号 エースコンタクト コンタクトレンズ 代表者氏名変更 H26.4.1

63 ㈱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 Right-on 衣料品及び服飾雑貨

64 ㈱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 オリヒカ 衣料品及び服飾雑貨 小売業者名変更

65 （株）ハンプティダンプティー 代表取締役　　貫井　哲夫 群馬県前橋市青柳町198 ハンプティダンプティー 衣料品及び服飾雑貨

66 ヤマトインターナショナル㈱ 取締役社長　盤若 智基 大阪府大阪市中央区博労町二丁目３番９号 ＡＩＧＬＥ 衣料品及び服飾雑貨

67 愛眼㈱ 代表取締役　　佐々　栄治 大阪府大阪市天王寺区大道四丁目９番１２号 シーズ 眼鏡及び眼鏡用品

68 東京シャツ㈱ 代表取締役　　鈴木　正利 東京都千代田区東神田二丁目８番１２号 ブリックハウス バイ トウキョウッシャツ 衣料品及び服飾雑貨

69 ㈱ナカザワ 代表取締役　中澤　道盛 滋賀県湖南市中央２丁目９２番 タイムステーション ネオ 時計

70 ㈱ムーンスター 代表取締役社長　猪山　渡 福岡県久留米市白山町60番地 ゲンキ･キッズ･プラス 子供靴・婦人靴・雑貨

71 ㈱良品計画 代表取締役社長　金井　政明 東京都豊島区東池袋四丁目２６番３号 無印良品 生活雑貨

H28.1.15

H27.8.18

H27.5.31

退店 H27.11.24

雑貨

代表取締役　　小川　智士 衣料品及び服飾雑貨

神奈川県横浜市港南区下永谷六丁目２番１１号
リヴァンス
オレンジハウス

退店

退店

H22.10.1

H26.10.9

東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル2階代表取締役　　木村　治

アクシーズファム

㈱キャン 東京都杉並区高円寺北二丁目６番１号 サマンサモスモス

㈱アイジーエー 代表取締役　　五十嵐　義和 福井県武生市矢放町第１３号８番地の９ 衣料品及び服飾雑貨

㈱トリニティアーツ 退店衣料品及び服飾雑貨

H27.6.1

H28.1.31

H28.1.29

H28.8.30

退店

退店

退店

H28.1.31

H27.5.31退店

H28.1.23

H28.1.31

変更内容 変更日

H28.1.15

退店

退店

退店

退店

45

STUDIO CLIP
ｎｉｋｏ ａｎｄ…

㈱さが美 代表取締役　　小野山　晴夫

43

50

62



　：　小売業者の退店 （Ｐ３）

　：　小売業者の代表者氏名変更

　：　小売業者の住所変更

２．４街区イトーヨーカ堂 　：　小売業者の名称変更

№ 小売業者の名称 代表者氏名 住    所 屋  号 主として販売する物品

72 （株）イトーヨーカ堂 代表取締役　　亀井　淳 東京都千代田区二番町８番地８ イトーヨーカドー 衣料品、住居関連品、食品等 代表者氏名変更 H29.3.1

73 （株）ウィナーズトレーディング 代表取締役　　秩父　哲夫 東京都立川市柴崎町６丁目１０番１号 ウィンリペア 合鍵 代表者氏名変更 H21.4.1

74 （株）コイデカメラ 代表取締役　　小出　良蔵 東京都杉並区阿佐谷北４丁目６番２号 コイデカメラ 写真機及び関連商品

75 （株）セブン美のガーデン 代表取締役　　金竹　正江 東京都千代田区二番町８番地８ 7美のガーデン ドラックストア

76 （株）メリーアン 代表取締役　　今西　能一 東京都千代田区二番町８番地８ エムエー バイ モードアコテ / デターナル 衣料品及び服飾雑貨

77 （株）ジーユー 代表取締役　　袖木　治 山口県山口市佐山７１７番地１号 ジーユー 衣料品

78 As－meエステール（株） 代表取締役　　丸山　雅史 東京都港区虎ノ門４丁目３番地１３号 ミルフローラ 宝石、貴金属

代表者氏名変更 H25.11.19

住所変更 H26.2.22

80 塩崎通商㈲ 代表取締役    岡田  美代子 愛知県岡崎市庄司田2丁目１番１号 衣料品及び服飾雑貨 退店 H29.6.30

81 双葉繊維（株） 代表取締役　　奥原　茂 山梨県中央市山之神流通団地２丁目５番１号 ジョリー 衣料品

82 （有）エスプリ 代表取締役　　矢内　豊 埼玉県熊谷市筑波３丁目５３番地第２ダイコービル アプリーレ 衣料品及び服飾雑貨 住所変更 H12.4.15

83 （株）たかしまや 代表取締役　　杉田　謙三 埼玉県蕨市中央１丁目３番１３号 ブティックすぎた 衣料品及び服飾雑貨

84 （株）和真 代表取締役　　根岸　亨 東京都中央区銀座８丁目９番１３号 和真メガネ 眼鏡及び眼鏡用品 代表者氏名変更 H29.8.15

85 （株）カルチェ・イケダ 代表取締役　　熊沢　真 東京都八王子市八日町１丁目１１番 くまざわ書店 書籍、文具 小売業者名変更 H25.7.5

86 （株）赤ちゃん本舗 代表取締役　　河邊　司郎 大阪府大阪市中央区南本町３丁目3番地21号 アカチャンホンポ ベビー用品 代表者氏名変更 H25.5.22

３．公園棟

№ 小売業者の名称 代表者氏名 住    所 屋  号 主として販売する物品

87 （株）Ｆ．Ｋカンパニー 代表取締役　倉内　文治 東京都荒川区西日暮里5-10-11 パフューマリーKクルー 輸入香水

88 （株）グローバルセレクション 代表取締役　齋藤　一真　 福岡県福岡市城南区茶山１丁目１－２ グローバルセレクション 携帯アクセサリー

89 （株）ノジマ 代表執行役　野島　廣司 神奈川県相模原市中央区横山１丁目１番１号 ノジマ 家電商品全般

４．３街区

№ 小売業者の名称 代表者氏名 住    所 屋  号 主として販売する物品

90 （株）イエローハット 代表取締役社長　堀江　康生 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目４番１６号 イエローハット カー用品

91 （株）大創産業 代表取締役社長　矢野　博丈 広島県東広島市西条吉行東1丁目４番１４号 ザ・ダイソー 雑貨

92 ブックオフコーポレーション（株） 代表取締役社長　松下　展千 神奈川県相模原市南区古淵2丁目14番地20号 ブックオフ スーパーバザー 古本、中古品 代表者氏名変更

H29.2.28

変更内容

変更内容

H29.4.10

変更日

変更日

H29.2.28

H28.8.31

変更日
退店

退店

退店

退店

H27.12.31

変更内容

（株）ザ・クロックハウス79 時計東京都杉並区西荻北２丁目２８番７号代表取締役　　花谷　洋二 ザ・クロックハウス



別表「小売業者一覧表（変更後）」 　：　小売業者の出店 （Ｐ１）

　：　小売業者の代表者氏名変更

　：　小売業者の住所変更

　：　小売業者の名称変更
１．４街区ステラモール

№ 小売業者の名称 代表者氏名 住    所 屋  号 主として販売する物品

1 ㈱ユニクロ 代表取締役   柳井  正 山口県山口市佐山７１７番地１ ユニクロ 衣料品及び服飾雑貨

2 長谷川興産㈱ 代表取締役   肥後 宏治 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 57階 靴専科 靴、バッククリーニング

3 ㈱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　HF日本橋浜町ビルディング ikka LOUNGE 衣料品及び服飾雑貨 出店 H27.3.19

5 ブルーブルーエジャパン㈱ 代表取締役   神山 邦雄 東京都渋谷区神山町11-9 ﾌﾞﾙｰﾌﾞﾙｰｴ 生活雑貨

6 ㈱アエナ 代表取締役   馬場 雅子 東京都世田谷区弦巻4丁目21番1号 AENA 健康食品、化粧品等

7 ㈱日本一 代表取締役   染谷 康雄 千葉県野田市目吹１９６５番地 日本一・北京飯店 やきとり

8 ㈲芳光 代表取締役   美斉津 明 長野県小諸市大字八満２３９０番地 軽井沢ファーマ－ズギフト 食料品

9 ㈱グゥー 代表取締役   高澤 清一 埼玉県新座市馬場二丁目６番７号 おむすび専科 食料品

10 ㈱ホットランド 代表取締役   佐瀬 守男 宮城県石巻市大街道北1-1-16　かじやビル2F 築地 銀だこ 食料品

11 ㈱麦の穂 代表取締役   田中 慎一 大阪府大阪市北区西天満３丁目１３番２０号 ビアードパパ 食料品

12 BRｻｰﾃｨﾜﾝ ｱｲｽｸﾘｰﾑ㈱ 代表取締役　渡辺裕明 東京都品川区上大崎三丁目２番１号 サーティワンアイスクリーム 食料品

13 ㈱キャメル珈琲 代表取締役   尾田 信夫 東京都世田谷区代田二丁目３１番８号 カルディコーヒーファーム 食料品

14 ㈱十勝たちばな 代表取締役　寒河江 清人 東京都世田谷区南烏山五丁目14番5号 十勝甘納豆本舗 和菓子

15 ㈱ビルジャン 代表取締役　山下 真一郎 愛知県名古屋市東区山口町9番9号 CouCou 生活雑貨

16 ㈱タカヨシ 代表取締役   高品 政明 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目３番地 わくわく広場 食料品

17 パセリエンタープライズ㈱ 代表取締役   松本 規義 滋賀県長浜市勝町８０３番地 パセリハウス 雑貨

18 ㈱レナウン 代表取締役   北畑  稔 東京都江東区有明三丁目6番11号 TFTビル東館6F アーノルドパーマータイムレス 衣料品及び服飾雑貨

19 RIZAP㈱ 代表取締役   瀬戸  健 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー SportsWorld スポーツ用品

20 ㈱ニトリ 代表取締役   白井 俊之 北海道札幌市北区新琴似七条一丁目2番39号 ニトリデコホーム 生活雑貨、家具 出店 H28.3.18

21 ギャップジャパン㈱ 代表取締役   ブレント ハイダー 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目32番10号 Gap Factory Store 衣料品及び服飾雑貨

22 ㈱ファン 代表取締役   不破 篤子 東京都目黒区鷹番１丁目１５番１５号 ｆａｎ ガーデニング関連商品

23 ㈱クリエイティブ・ヨーコ 代表取締役   脇田 健介 長野県長野市大字高田６６７番地１６ ペット＆スマイル 衣料品及び服飾雑貨

小売業者名変更 H27.3.31

住所変更 H27.3.31

25 ㈱マツモトキヨシ 代表取締役   松本 清雄 千葉県松戸市新松戸東９番地１ マツモトキヨシ 医薬品及び家庭用品

27 ㈲フレンドシップパートナーズ 代表取締役   兼光 世治 大阪府大阪市淀川区西中島一丁目11番23-203号 帽子屋FLAVA 帽子

28 トリンプインターナショナルジャパン㈱ 代表取締役   土居 建人 東京都大田区平和島６丁目１番１号 AMO'S STYLE 衣料品及び服飾雑貨

29 ㈱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１号 Ｈｏｎｅｙｓ 衣料品及び服飾雑貨

30 ㈱ベルーナ 代表取締役   安野  清 埼玉県上尾市宮本町4番2号 ベルーナ 衣料品及び服飾雑貨

32 ㈱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 グリーンパークス トピック 衣料品及び服飾雑貨

33 ㈱東京デリカ 代表取締役   木山 剛史 東京都葛飾区新小岩1丁目48番地14号　第3デリカビル 9階 サックスバー 服飾雑貨

34 ㈱ツツミ 代表取締役   堤  征二 埼玉県蕨市中央四丁目２４番２６号 ジュエリーツツミ 宝飾品等

出店 H29.4.1

出店 H27.6.1

㈱スタイルフォース 代表取締役   長元  明 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目8番1 衣料品及び服飾雑貨

変更内容 変更日

H29.7.1出店

出店 H28.2.25

出店 H29.3.9

出店 H.28.4.15

出店 H28.3.18

H28.3.18

出店

小売業者名変更 H27.10.21

小売業者名変更

代表者氏名変更 H27.3.1

婦人靴関連商品
靴

H19.4.16

H28.3.18

出店

H28.3.18

4

26

THE SHOP TK MIXPICE
ハッシュアッシュ

Charlotte by ABC-MART
ABC－MART MEGA STAGE

千葉県市川市東菅野3-1-6 ペピカファミリー ペット

東京都渋谷区渋谷2丁目21番1号 渋谷ヒカリエ
27F

LEPSIM
STUDIO CLIP
グローバルワーク
niko and…

衣料品及び服飾雑
貨

東京都渋谷区神南１丁目１１番５号

出店

31 ㈱アダストリア 代表取締役   福田 三千男

24 ㈱ペピカ 代表取締役   畔柳 政典

㈱エービーシー・マート 代表取締役   野口  実



　：　小売業者の出店 （Ｐ２）

　：　小売業者の代表者氏名変更

　：　小売業者の住所変更
　：　小売業者の名称変更

№ 小売業者の名称 代表者氏名 住    所 屋  号 主として販売する物品

35 ㈱ラザフォードインターナショナル 代表取締役   岩崎  潤 東京都品川区西五反田七丁目22番17号 パナシュール アクセサリー、服飾雑貨 住所変更 H23.2.25

36 ロフテー㈱ 代表取締役    川  正 東京都中央区日本橋富沢町11-12 サンライズビル ロフテー枕工房 生活雑貨

37 ㈱パレモ 代表取締役   吉田  馨 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 Lilou de chouchou 衣料品及び服飾雑貨

38 ㈱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丁目7番1号 DHC直営店 化粧品及びサプリメント

39 ㈱いつ和 代表取締役   阿部  昇 新潟県十日町市寅甲465番地6 和ごころ りんず 呉服、和雑貨 出店 H28.3.18

40 オルビス㈱ 代表取締役   町田 恒雄 東京都品川区平塚二丁目１番１４号 オルビス・ザ・ショップ 化粧品

代表者氏名変更 H27.1.31

住所変更 H28.8.1

42 ㈱てまりや 代表取締役   鹿島 高資 栃木県足利市西砂原後町１２２１番地１ リミックス 衣料品及び服飾雑貨

43 ㈱馬里奈 代表取締役   中澤 文宏 東京都大田区田園調布１丁目３３番４号 グリッター 婦人靴

44 ㈱ジンズ 代表取締役   田中  仁 群馬県前橋市川原町二丁目26番地4 JINS 眼鏡

45 ㈱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丁目３－１ チュチュアンナ 衣料品及び服飾雑貨

代表者氏名変更 H23.4.1

住所変更 H17.10.1

47 ㈱モガインターナショナル東京 代表取締役   長島 しず子 埼玉県入間市大字野田１５３９番地の１ モガコスメティックス 化粧品

48 ㈱インチャージ 代表取締役   山中 一浩 東京都渋谷区東一丁目26番20号 SmaPla 携帯アクセサリー

49 ㈲ワーカホリック 代表取締役   遠山 直樹 東京都中野区中野５丁目５２番１５号 ファブリックジャム 衣料品及び服飾雑貨

50 マザウェイズジャパン㈱ 代表取締役   根来  豊 大阪府大阪市中央区南久宝寺町１丁目５番７号 マザウェイズ 子供服

51 藤久㈱ 代表取締役   後藤 薫徳 愛知県名古屋市名東区高社1丁目210番地 クラフトハートトーカイ 手芸用品

H28.2.13

住所変更 H28.2.13

53 虎屋商事㈱ 代表取締役   高柳 元一 埼玉県川越市問屋町５番地１０号 王様のお菓子ランド 食料品

54 ㈱メガネトップ 代表取締役   冨澤 昌三 静岡県静岡市伝馬町８番地の６ 眼鏡市場 眼鏡及び眼鏡用品

55 ㈱あなたの幸せが私の幸せ 代表取締役   栗原 志功 埼玉県熊谷市新堀８１７番地 ａｕショップ 携帯電話

56 ㈱ダブリュ・アイ・システム 代表取締役   濱中  洋 東京都豊島区池袋2-43-1 池袋青柳ビル5F エースコンタクト コンタクトレンズ 代表者氏名変更 H26.4.1

57 ㈱ティーガイア 代表取締役   澁谷 年史 東京都渋谷区恵比寿4-1-18 ドコモショップ 携帯電話

58 ㈱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 Right-on 衣料品及び服飾雑貨

59 ㈱AOKI 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 ORIHICA 衣料品及び服飾雑貨

60 ㈱ハンプティダンプティー 代表取締役   貫井 哲夫 群馬県前橋市青柳町198 ハンプティダンプティー 衣料品及び服飾雑貨

61 ㈱ウィゴー 代表取締役   中澤 征史 東京都渋谷区恵比寿南一丁目16番3号 WEGO 衣料品及び服飾雑貨 出店 H28.3.18

62 東京シャツ㈱ 代表取締役   鈴木 正利 東京都千代田区東神田二丁目８番１２号 ブリックハウス バイ トウキョウッシャツ 衣料品及び服飾雑貨

63 ㈱ナカザワ 代表取締役   中澤 道盛 滋賀県湖南市中央２丁目９２番 タイムステーション ネオ 時計

64 ㈱ムーンスター 代表取締役   猪山   渡 福岡県久留米市白山町60番地 ゲンキキッズ 子供靴・婦人靴・雑貨

65 ㈱良品計画 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 無印良品 生活雑貨

㈱アイジーエー 代表取締役   五十嵐 昭順 福井県越前市矢放町13-8-9 衣料品及び服飾雑貨アクシーズファム

代表取締役   小日向 義廣

岡山県岡山市北区幸町2-8 

変更日

衣料品及び服飾雑貨

出店 H28.10.20

変更内容

出店 H28.3.18

出店

代表者氏名変更 H28.10.1

46

52

41

バンダレコード

サマンサモスモス

H28.3.18

小売業者名変更 H22.10.1

H28.3.18

小売業者名変更

H27.6.1

CD/DVD東京都豊島区東池袋2-38-23　ＳＡＭﾋﾞﾙ5Ｆ

小売業者名変更

代表取締役   立花 隆央

㈱玉光堂

㈱キャン

H26.10.9

出店

小売業者名変更



　：　小売業者の出店 （Ｐ３）

　：　小売業者の代表者氏名変更

　：　小売業者の住所変更
２．４街区イトーヨーカ堂 　：　小売業者の名称変更

№ 小売業者の名称 代表者氏名 住    所 屋  号 主として販売する物品

67 ㈱ウィナーズトレーディング 代表取締役   秩父 順子 東京都立川市柴崎町６丁目１０番１号 ウィンリペア 合鍵 代表者氏名変更 H21.4.1

68 ㈱コイデカメラ 代表取締役   小出 良蔵 東京都杉並区阿佐谷北４丁目６番２号 コイデカメラ 写真機及び関連商品

69 ㈱ジーユー 代表取締役   柚木  治 山口県山口市佐山７１７番地１号 ジーユー 衣料品

70 As－meエステール㈱ 代表取締役   丸山 雅史 東京都港区虎ノ門４丁目３番地１３号 ミルフローラ 宝石、貴金属

代表者氏名変更 H25.11.19

住所変更 H26.2.22

72 双葉繊維㈱ 代表取締役   奥原  茂 山梨県中央市山之神流通団地２丁目５番１号 ジョリー 衣料品

73 ㈲エスプリ 代表取締役   矢内  豊 埼玉県熊谷市中央2丁目297番地 アプリーレ 衣料品及び服飾雑貨 住所変更 H12.4.15

74 ㈱たかしまや 代表取締役   杉田 謙三 埼玉県蕨市中央一丁目3番13号 ブティックすぎた 衣料品及び服飾雑貨

75 ㈱和真 代表取締役   丹下 三昭 東京都中央区銀座８丁目９番１３号 和真メガネ 眼鏡及び眼鏡用品 代表者氏名変更 H29.8.15

76 ㈱くまざわ書店 代表取締役   熊沢  真 東京都八王子市八日町１丁目１１番 くまざわ書店 書籍、文具 小売業者名変更 H25.7.5

77 ㈱赤ちゃん本舗 代表取締役   佐藤 好潔 大阪府大阪市中央区南本町３丁目3番地21号 アカチャンホンポ ベビー用品 代表者氏名変更 H25.5.22

３．公園棟

№ 小売業者の名称 代表者氏名 住    所 屋  号 主として販売する物品

78 ㈱サイクルスポット 代表取締役   鵜池 正貴 東京都港区西新橋1-6-15NS虎ノ門ビル8階 サイクルスポット 自転車 住所変更

79 ㈱ノジマ 代表執行役   野島 廣司 神奈川県相模原市中央区横山１丁目１番１号 ノジマ 家電商品全般

４．３街区

№ 小売業者の名称 代表者氏名 住    所 屋  号 主として販売する物品

80 ㈱イエローハット 代表取締役   堀江 康生 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目４番１６号 イエローハット カー用品

81 ㈱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丁目４番１４号 ザ・ダイソー 雑貨

82 ブックオフコーポレーション㈱ 代表取締役   堀内 康隆 神奈川県相模原市南区古淵2丁目14番地20号 ブックオフ スーパーバザー 古本、中古品

66

イトーヨーカドー
7美のガーデン
エムエー バイ モードアコテ / デ
ターナル

㈱イトーヨーカ堂 代表取締役   三枝 富博 東京都千代田区二番町８番地８
衣料品、住居関連
品、食品等
ドラッッグストア

代表者氏名変更

変更日

H29.4.10

変更日

変更日

代表者氏名変更 H29.3.1

東京都中央区京橋1-11-2 八重洲MIDビル6F

変更内容

71 ㈱ザ・クロックハウス 時計代表取締役   大野 禄太郎

H28.6.16

ザ・クロックハウス

変更内容

変更内容


