
さいたま市告示第 ３０２ 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３１年２月１５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 コクーンシティ（コクーン１） 

 所在地 さいたま市大宮区吉敷町四丁目２６７番２号 

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 片倉工業株式会社 

代表者氏名 代表取締役 佐野 公哉 

住所 東京都中央区明石町６番４号 

⑶ 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）株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションを含む ６２社 

別表「小売業者一覧表（変更前）」参照 

  （変更後）株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションを含む ６１社 

別表「小売業者一覧表（変更後）」参照 

⑷ 変更の年月日 

  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 

⑸ 変更する理由 

  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３１年２月７日 

３ 届出及び添付書類の縦覧期間 

 平成３１年２月１５日から平成３１年６月１７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 

⑵ 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。 

⑴ 意見書の提出期間 

  平成３１年２月１５日から平成３１年６月１７日まで。 

⑵ 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 

  



 

[小売業者一覧表(変更前)] ：退店 ：代表者氏名変更

               ：名称変更 ：住所変更

■　変更後の小売業者

小売業者名 住所（本社所在地） 主な販売項目

A1 104 株式会社ｳﾞｨﾚｯｼﾞｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 代表取締役社長 白川　篤典 愛知県名古屋市名東区上社1丁目901番地 家具・家庭用品

A1 107 1 株式会社オリンピア 代表取締役 加藤　通浩 愛知県名古屋市中区平和１－６－１ 家具・家庭用品

A1 107 2 株式会社アートユニオン 代表取締役 佐々木　祥典 東京都渋谷区神宮前２－３２－４ 衣料品 退店 平成30年8月26日

A1 108 はるやま商事株式会社 代表取締役 伊藤 卓 岡山県岡山市北区表町１－２－３ 衣料品

A1 110 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長　 大田  貴雄 千葉県松戸市新松戸東９番地１ 身の回り

A1 111 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久松町９番９号 身の回り 退店 平成30年2月28日

A1 113 株式会社カプセル 代表取締役 石井　良治 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東2-4-64 身の回り 退店 平成29年11月10日

A1 114 株式会社チチカカ 代表取締役 田中　義章 神奈川県 横浜市港北区 新横浜 2-2-3 新横浜第1竹生ビル 家具・家庭用品

A1 115 1 株式会社コックス 代表取締役社長 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 衣料品 代表者変更 平成30年5月22日

A1 115 2 株式会社タカキュー 代表取締役社長 大森　尚昭 東京都板橋区板橋３－９－７　板橋センタービル 衣料品

A1 116 MXモバイリング株式会社 代表取締役社長 阿部　達也 東京都江東区豊洲三丁目2番24号 携帯電話

A1 117 株式会社コイデカメラ 代表取締役会長 小出　良蔵 東京都杉並区阿佐谷北4-6-2 携帯電話

A1 118 株式会社ジーユー 代表取締役 柚木　治 東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー 衣料品

株式会社ライフコーポレーション 代表取締役社長 岩崎　高治 東京都中央区日本橋本町３－６－２ 食品

① 株式会社アイセリアリティー 代表取締役 伊勢　彦信 東京都中央区八重洲2-1-1　ヤンマー東京ビル9F 食品 退店 平成30年4月15日

② 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 食品

③ 山崎製パン株式会社 代表取締役社長 飯島  延浩 東京都千代田区岩本町3-10-1 食品

④ 株式会社グリーンハウスフーズ 代表取締役社長 田沼　千秋 東京都新宿区西新宿3-20-2　東京オペラシティタワー19Ｆ 食品

⑤ 株式会社ホブソンズ・ジャパン 代表取締役社長 浅井　珠代 東京都新宿区舟町6番地 食品

⑥ 株式会社ホットランド 代表取締役 佐瀬　守男 東京都中央区新富町1丁目9-6　新富町一丁目ビル4・5Ｆ 食品

A2 103 リフォームスタジオ株式会社 代表取締役社長 牧 和男 東京都中央区日本橋浜町2-62-6 靴修理

B 101 株式会社アスプルンド 代表取締役社長 嶋本　喜司 東京都港区三田3-13-16　三田４３ＭＴビル５Ｆ 家具・家庭用品 代表者変更 平成29年12月27日

B 102 株式会社Francfranc 代表取締役社長 髙島　郁夫 東京都渋谷区神宮前５-５３-６７ 家具・家庭用品

B 103 株式会社スズキヤ 代表取締役 中村　洋子 神奈川県逗子市逗子６－５－３ 家具・家庭用品

B 104 ゴディバジャパン株式会社 代表取締役社長 ジェローム・シュシャン 東京都港区六本木３－２－１ デリカ・ギフト

B 105 株式会社ルピシア 代表取締役 水口　博喜 東京都渋谷区代官山町８－１３　代官山ハマダビル デリカ・ギフト

B 106 （未定）

B 107 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 デリカ・ギフト

B 108 株式会社紀伊國屋書店 代表取締役社長 高井　昌史 東京都目黒区下目黒３丁目７番１０号 教養雑貨

B 112 株式会社ダブリュ・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 身の回り

B 114 株式会社ぶんご 代表取締役 川上 健二郎 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-16-4F-B 家具・家庭用品 代表者変更 平成30年6月1日

B 116 1 株式会社Yogibo Japan 代表取締役 木村　誠司 大阪府大阪市中央区瓦町3-6-5 家具・生活雑貨

B 116 2 株式会社パスポート 代表取締役社長 拓植　圭介 東京都品川区西五反田７－２２－１７　TOC10F37号 家具・家庭用品 名称変更 平成30年12月18日

A1 202 2 株式会社トモズ 代表取締役社長　 德廣 英之 東京都文京区西片1丁目15番15号 身の回り

A1 203 株式会社ジュン 代表取締役 佐々木　進 東京都港区南青山2-2-3 衣料品

A1 205 株式会社ｆｉｔｆｉｔ 代表取締役 林 恵子 東京都世田谷区用賀4-10-1　ビジネススクエアタワー18F 身の回り

A1 206 オルビス株式会社 代表取締役社長 阿部
　嘉

文 東京都品川区平塚２－１－１４ 五反田ＳＮビル 身の回り 代表者変更 平成30年12月18日

A1 207 株式会社ストライプインターナショナル 代表取締役 石川 康晴 東京都中央区銀座4-12-15　歌舞伎座タワー18階 衣料品 住所変更 平成30年12月18日

A1 208 株式会社スタイルフォース 代表取締役社長 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

A1 209 株式会社ヌーヴ・エイ 代表取締役社長 阿部　了 東京都渋谷区神泉町８－１６ 渋谷ファーストプレイス１０階 身の回り

A1 210 イトキン株式会社 代表取締役社長 前田　和久 東京都渋谷区千駄ヶ谷３－１－１ 衣料品

A1 211 ﾄﾘﾝﾌﾟ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 代表取締役社長 土居　健人 東京都中央区築地5-6-4　浜離宮三井ビルディング 衣料品 代表者変更 平成30年1月29日

A1 212 株式会社アダストリア 代表取締役会長兼最高経営責任者（CEO） 福田　三千男 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ27階 衣料品

A1 213 株式会社トレンディ 代表取締役社長 根岸　芳郎 群馬県高崎市八島町20番地 身の回り

A1 214 株式会社アンティローザ 代表取締役 藤田 祐嗣 東京都品川区西五反田７－２２－１７ 衣料品

A1 215 株式会社オンワード樫山 代表取締役社長執行役員 大澤 道雄 東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング 衣料品

A1 216 株式会社ブルーメイト 代表取締役社長 落合　豊 広島県福山市千田町千田１７４１－１ 衣料品 代表者変更 平成30年12月18日

A1 217 ギャップジャパン株式会社 代表取締役社長 スティーブン セア 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－３２－１０ 衣料品

A1 218 株式会社エービーシー・マート 代表取締役 野口　実 東京都渋谷区道玄坂１丁目１２番１号 身の回り 住所変更 平成30年12月18日

A1 220 身の回り

A1 222 身の回り

A1 223 パレモ・ホールディングス株式会社 代表取締役社長 吉田　馨 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 衣料品

A1 225 1 株式会社ザ・クロックハウス 代表取締役社長 大野 禄太郎 東京都中央区京橋1-11-2 八重洲MIDビル6階 身の回り 名称変更 平成30年12月18日

A1 225 2 株式会社アズノゥアズ 代表取締役 浅見 英理 東京都渋谷区富ヶ谷２－２４－７ 衣料品

A1 226 株式会社キャン 代表取締役社長 立花　隆央 東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー17階
 衣料品

A2 204 株式会社ロフト 代表取締役社長　執行役員社長 安藤　公基 東京都渋谷区宇田川町18番2号 家具・家庭用品

A2 210 株式会社 レプレゼント 代表取締役 堀口 康弘 東京都渋谷区神宮前６丁目１７番地１１号 JPR原宿ビル９階 家具・家庭用品 名称変更 平成30年12月18日

A2 212 株式会社日本テレメッセージ 代表取締役 中村　直樹 福岡県福岡市中央区高砂1丁目2番4号 携帯電話

A2 214 株式会社アレン 代表取締役 柏﨑　康男 東京都北区西ヶ原1-55-15　 携帯電話

A2 215 株式会社オンデーズ 代表取締役社長 田中 修治 東京都品川区東品川2-2-8 身の回り

A2 221 株式会社インザグルーヴ 代表取締役 黒瀬　裕治 東京都墨田区亀沢４－１１－１２　青柳ビル２Ｆ 衣料品

A2 222 株式会社チュチュアンナ 代表取締役 上田　利昭 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-10-2 衣料品

A2 223 株式会社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2丁目11番4号 身の回り

A2 224 株式会社ウィゴー 代表取締役 中澤　征史 東京都渋谷区恵比寿南1-16-3 衣料品 代表者変更 平成30年8月31日

変更内容 変更年月日区画番号 代表者名

株式会社東京デリカ 代表取締役社長 東京都葛飾区新小岩１－４８－１４木山　剛史

A2 102



 

[小売業者一覧表(変更後)] ：入店 ：代表者氏名変更

               ：名称変更 ：住所変更

■　変更後の小売業者

小売業者名 住所（本社所在地） 主な販売項目

A1 104 株式会社ｳﾞｨﾚｯｼﾞｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 代表取締役社長 白川　篤典 愛知県名古屋市名東区上社1丁目901番地 家具・家庭用品

A1 107 1 株式会社オリンピア 代表取締役 加藤　通浩 愛知県名古屋市中区平和１－６－１ 家具・家庭用品

A1 107 2 株式会社ティーガイア 代表取締役社長 東京都渋谷区恵比寿4-1-18恵比寿ネオナート14-18F 身の回り 入店 平成30年10月1日

A1 108 はるやま商事株式会社 代表取締役 伊藤 卓 岡山県岡山市北区表町１－２－３ 衣料品

A1 110 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長　 大田  貴雄 千葉県松戸市新松戸東９番地１ 身の回り

A1 111 株式会社メンズ・サンエー 代表取締役 村形　訓久 東京都台東区浅草6-3-5 身の回り 入店 平成30年3月30日

A1 113 PORT STYLE株式会社 代表取締役 水木　秀行 兵庫県神戸市中央区江戸町100 身の回り 入店 平成30年3月16日

A1 114 株式会社チチカカ 代表取締役 田中　義章 神奈川県 横浜市港北区 新横浜 2-2-3 新横浜第1竹生ビル 家具・家庭用品

A1 115 1 株式会社コックス 代表取締役社長 寺脇　栄一 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 衣料品 代表者変更 平成30年5月22日

A1 115 2 株式会社タカキュー 代表取締役社長 大森　尚昭 東京都板橋区板橋３－９－７　板橋センタービル 衣料品

A1 116 MXモバイリング株式会社 代表取締役社長 阿部　達也 東京都江東区豊洲三丁目2番24号 携帯電話

A1 117 株式会社コイデカメラ 代表取締役会長 小出　良蔵 東京都杉並区阿佐谷北4-6-2 携帯電話

A1 118 株式会社ジーユー 代表取締役 柚木　治 東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー 衣料品

株式会社ライフコーポレーション 代表取締役社長 岩崎　高治 東京都中央区日本橋本町３－６－２ 食品

① 未定

② 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 食品

③ 山崎製パン株式会社 代表取締役社長 飯島  延浩 東京都千代田区岩本町3-10-1 食品

④ 株式会社グリーンハウスフーズ 代表取締役社長 田沼　千秋 東京都新宿区西新宿3-20-2　東京オペラシティタワー19Ｆ 食品

⑤ 株式会社ホブソンズ・ジャパン 代表取締役社長 浅井　珠代 東京都新宿区舟町6番地 食品

⑥ 株式会社ホットランド 代表取締役 佐瀬　守男 東京都中央区新富町1丁目9-6　新富町一丁目ビル4・5Ｆ 食品

A2 103 リフォームスタジオ株式会社 代表取締役社長 牧 和男 東京都中央区日本橋浜町2-62-6 靴修理

B 101 株式会社アスプルンド 代表取締役社長 西川　信一 東京都港区三田3-13-16　三田４３ＭＴビル５Ｆ 家具・家庭用品 代表者変更 平成29年12月27日

B 102 株式会社Francfranc 代表取締役社長 髙島　郁夫 東京都渋谷区神宮前５-５３-６７ 家具・家庭用品

B 103 株式会社スズキヤ 代表取締役 中村　洋子 神奈川県逗子市逗子６－５－３ 家具・家庭用品

B 104 ゴディバジャパン株式会社 代表取締役社長 ジェローム・シュシャン 東京都港区六本木３－２－１ デリカ・ギフト

B 105 株式会社ルピシア 代表取締役 水口　博喜 東京都渋谷区代官山町８－１３　代官山ハマダビル デリカ・ギフト

B 106

B 107 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 デリカ・ギフト

B 108 株式会社紀伊國屋書店 代表取締役社長 高井　昌史 東京都目黒区下目黒３丁目７番１０号 教養雑貨

B 112 株式会社ダブリュ・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 身の回り

B 114 株式会社ぶんご 代表取締役 川上 志朗 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-16-4F-B 家具・家庭用品 代表者変更 平成30年6月1日

B 116 1 株式会社Yogibo Japan 代表取締役 木村　誠司 大阪府大阪市中央区瓦町3-6-5 家具・生活雑貨

B 116 2 株式会社HAPiNS 代表取締役社長 拓植　圭介 東京都品川区西五反田７－２２－１７　TOC10F37号 家具・家庭用品 名称変更 平成30年12月18日

A1 202 2 株式会社トモズ 代表取締役社長　 德廣 英之 東京都文京区西片1丁目15番15号 身の回り

A1 203 株式会社ジュン 代表取締役 佐々木　進 東京都港区南青山2-2-3 衣料品

A1 205 株式会社ｆｉｔｆｉｔ 代表取締役 林 恵子 東京都世田谷区用賀4-10-1　ビジネススクエアタワー18F 身の回り

A1 206 オルビス株式会社 代表取締役社長 小林琢磨 東京都品川区平塚２－１－１４ 五反田ＳＮビル 身の回り 代表者変更 平成30年12月18日

A1 207 株式会社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 衣料品 住所変更 平成30年12月18日

A1 208 株式会社スタイルフォース 代表取締役社長 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

A1 209 株式会社ヌーヴ・エイ 代表取締役社長 阿部　了 東京都渋谷区神泉町８－１６ 渋谷ファーストプレイス１０階 身の回り

A1 210 イトキン株式会社 代表取締役社長 前田　和久 東京都渋谷区千駄ヶ谷３－１－１ 衣料品

A1 211 ﾄﾘﾝﾌﾟ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 代表取締役社長 ヴァンサン　ネリアス 東京都中央区築地5-6-4　浜離宮三井ビルディング 衣料品 代表者変更 平成30年1月29日

A1 212 株式会社アダストリア 代表取締役会長兼最高経営責任者（CEO） 福田　三千男 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ27階 衣料品

A1 213 株式会社トレンディ 代表取締役社長 根岸　芳郎 群馬県高崎市八島町20番地 身の回り

A1 214 株式会社アンティローザ 代表取締役 藤田 祐嗣 東京都品川区西五反田７－２２－１７ 衣料品

A1 215 株式会社オンワード樫山 代表取締役社長執行役員 大澤 道雄 東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング 衣料品

A1 216 株式会社ブルーメイト 代表取締役社長 吉川　一之 広島県福山市千田町千田１７４１－１ 衣料品 代表者変更 平成30年12月18日

A1 217 ギャップジャパン株式会社 代表取締役社長 スティーブン セア 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－３２－１０ 衣料品

A1 218 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 身の回り 住所変更 平成30年12月18日

A1 220 身の回り

A1 222 身の回り

A1 223 パレモ・ホールディングス株式会社 代表取締役社長 吉田　馨 愛知県稲沢市天池五反田町１番地 衣料品

A1 225 1 株式会社クロックワークホールディングス 代表取締役社長 大野 禄太郎 東京都中央区京橋1-11-2 八重洲MIDビル6階 身の回り 名称変更 平成30年12月18日

A1 225 2 株式会社アズノゥアズ 代表取締役 浅見 英理 東京都渋谷区富ヶ谷２－２４－７ 衣料品

A1 226 株式会社キャン 代表取締役社長 立花　隆央 東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー17階
 衣料品

A2 204 株式会社ロフト 代表取締役社長　執行役員社長 安藤　公基 東京都渋谷区宇田川町18番2号 家具・家庭用品

A2 210 株式会社 レプハウス 代表取締役 堀口 康弘 東京都渋谷区神宮前６丁目１７番地１１号 JPR原宿ビル９階 家具・家庭用品 名称変更 平成30年12月18日

A2 212 株式会社日本テレメッセージ 代表取締役 中村　直樹 福岡県福岡市中央区高砂1丁目2番4号 携帯電話

A2 214 株式会社アレン 代表取締役 柏﨑　康男 東京都北区西ヶ原1-55-15　 携帯電話

A2 215 株式会社オンデーズ 代表取締役社長 田中 修治 東京都品川区東品川2-2-8 身の回り

A2 221 株式会社インザグルーヴ 代表取締役 黒瀬　裕治 東京都墨田区亀沢４－１１－１２　青柳ビル２Ｆ 衣料品

A2 222 株式会社チュチュアンナ 代表取締役 上田　利昭 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-10-2 衣料品

A2 223 株式会社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2丁目11番4号 身の回り

A2 224 株式会社ウィゴー 代表取締役社長 髙橋　秀朗 東京都渋谷区恵比寿南1-16-3 衣料品 代表者変更 平成30年8月31日

区画番号 代表者名 変更内容 変更年月日

A2 102

株式会社東京デリカ 代表取締役社長 木山　剛史 東京都葛飾区新小岩１－４８－１４


