
さいたま市告示第 ３０５ 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２、コクーン３、パークサイドビル） 

 所在地 さいたま市大宮区吉敷町四丁目２６３番１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）片倉工業株式会社を含む １０４社 別表「小売業者一覧表（変更前）」参照 

  （変更後）片倉工業株式会社を含む １０４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）」
小売業を行う者の退店

小売業を行う者の代表者変更

小売業を行う者の住所変更

小売業者の名称変更

No. 建物 区画番号 小売業者の名称 代表者氏名 住所
主として
販売する物品

変更内容 変更日

1 ｺｸｰﾝ2 1002-1 飯田　早織 飯田　早織
埼玉県さいたま市中央区下落合6-4-5　ＮＫ

Ⅱ302
食品

ｺｸｰﾝ2 101 食品、日用雑貨

ｺｸｰﾝ2 105 衣料品

ｺｸｰﾝ2 104 衣料品、化粧品

3 ｺｸｰﾝ2 102-A 株式会社ジーエスシー
代表取締役

東 潤
茨城県つくば市研究学園5-25-1 食品

4 ｺｸｰﾝ2 102-C 日本KFCホールディングス株式会社
代表取締役社長

近藤 正樹

神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5

号横浜アイマークプレイス 5階・6階
食品

5 ｺｸｰﾝ2 103-A 有限会社くらづくり本舗
代表取締役社長

中野 ソノ子
埼玉県川越市久保町5-3 食品

6 ｺｸｰﾝ2 103-B 株式会社ダスキン
代表取締役社長
山村 輝治

大阪府吹田市豊津町1-33 食品

7 ｺｸｰﾝ2 103-C 株式会社みのや
代表取締役社長

正木 宏和
埼玉県さいたま市中央区下落合1050-2 食品

8 ｺｸｰﾝ2 1210 株式会社北海道百科
代表取締役

金輪　浩之
北海道札幌市中央区南一条西1-8 食品

9 ｺｸｰﾝ2 1212 Ａｓ－ｍｅエステール株式会社
代表取締役

丸山 雅史

東京都港区虎ノ門4-3-13　ヒューリック神谷

町ビル5階
服飾雑貨 名称変更 H30.10.1

ｺｸｰﾝ2 1221 食品、雑貨等

ｺｸｰﾝ2 2224 衣料品、雑貨等

ｺｸｰﾝ3 専102 ペット、植物

ﾊﾟｰｸｻｲ

ﾄﾞﾋﾞﾙ
1階 P3 雑貨

11 ｺｸｰﾝ2 1222 株式会社沖縄物産企業連合
代表取締役社長

羽地　朝昭
沖縄県那覇市金城3丁目8番地11 ゆいビル2F 食品

12 ｺｸｰﾝ2 1223 株式会社青木商店
代表取締役

青木 信博
福島県郡山市八山田5-405 食品

13 ｺｸｰﾝ2 1224 株式会社織部
代表取締役

奥村 崇仁
岐阜県多治見市旭ケ丘10-6-130 雑貨

14 ｺｸｰﾝ2 1225 株式会社ミック・ジャパン
代表取締役

貴島 浩史

大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-5-12　御堂

筋本町アーバンビル2F
化粧品

15 ｺｸｰﾝ2 1226 株式会社ルネ・デュー
代表取締役

八木 孝彰
兵庫県姫路市飾磨区構3-411-4 雑貨

16 ｺｸｰﾝ2 123 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
雑貨 名称変更 H30.12.18

17 ｺｸｰﾝ2 125 インティメイツ株式会社
代表取締役社長

梅澤 孝雄
東京都目黒区青葉台3-10-9 衣料品 退店 H30.9.30

ｺｸｰﾝ2 126 衣料品

ｺｸｰﾝ2 244 衣料品

19 ｺｸｰﾝ2 1272 株式会社ベルラピカ
代表取締役社長

寺畠　修
大阪府大阪市北区天満1-5-7 衣料品

ｺｸｰﾝ2 128 衣料品

ｺｸｰﾝ2 304 衣料品

21 ｺｸｰﾝ2 129 株式会社バリュープランニング
代表取締役

井元 憲生
兵庫県神戸市中央区坂口通7-2-17 衣料品

22 ｺｸｰﾝ2 130 株式会社伊織
代表取締役

村上 雄二
愛媛県松山市湯渡町10-25 雑貨

23 ｺｸｰﾝ2 131 株式会社エフタイム
代表取締役
貫井 哲夫

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-8-7 服飾雑貨 住所変更 H30.6.25

24 ｺｸｰﾝ2 132 株式会社ハミルトン
代表取締役

岡田 栄治
千葉県銚子市天王台10035-1 衣料品 代表者変更 H30.12.18

25 ｺｸｰﾝ2 1330 Ｚｅｂｒａ　Ｊａｐａｎ株式会社
代表取締役

山本 浩丈
東京都渋谷区神宮前2-22-16 雑貨

ｺｸｰﾝ2 1331 靴

ｺｸｰﾝ2 212 衣料品

ｺｸｰﾝ2 134 衣料品

ｺｸｰﾝ2 135 衣料品

28 ｺｸｰﾝ2 136 衣料品

ｺｸｰﾝ2 208 衣料品

29 ｺｸｰﾝ2 228
ヘインズブランズ　ジャパン株式会

社

代表取締役社長

平野友彦
東京都新宿区信濃町35信濃町楝瓦館3階 衣料品

ｺｸｰﾝ2 137 雑貨

ｺｸｰﾝ2 236 衣料品

ｺｸｰﾝ2 323 雑貨

住所変更 H30.5.730

株式会社ゴールドウイン
代表取締役

西田 明男
東京都渋谷区松涛2-20-6

株式会社パルグループホールディン

グス

代表取締役社長

井上 隆太
大阪府大阪市中央区北浜3-5-29

26 アディダス ジャパン株式会社

代表取締役

ポール・アンドリュー・

ハーディスティ

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石

山森タワー

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2-827

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18

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３－１－１20

2 株式会社イトーヨーカ堂
代表取締役

三枝　富博
東京都千代田区二番町8-8

片倉工業株式会社 東京都中央区明石町6-4
代表取締役社長

佐野 公哉
10

株式会社キャン



 

 

 

 

31 ｺｸｰﾝ2 138 株式会社ファイブ・フォックス
代表取締役

上田 稔夫
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-60-7 衣料品 退店 H30.5.6

32 ｺｸｰﾝ2 140 株式会社タナカふとんサービス 代表取締役　　田中 公雄 愛知県一宮市天王２丁目２番２号 雑貨

33 ｺｸｰﾝ2 141 株式会社ショーエー
代表取締役
斉藤 立

福島県郡山市横塚1-8-20 衣料品

34 ｺｸｰﾝ2 142 株式会社良品計画
代表取締役社長

松﨑 曉
東京都豊島区東池袋4-26-3 雑貨

35 ｺｸｰﾝ2 202 合同会社 FOREVER21 JAPAN RETAIL
職務執行者
中村 博康

東京都千代田区麹町4-1 衣料品

36 ｺｸｰﾝ2 203
エイチ・アンド・エムへネス・アン
ド・マウリッツ・ジャパン株式会社

代表取締役
ルーカスセイファート

東京都渋谷区宇田川町33-6 渋谷フラッグ6階 衣料品

37 ｺｸｰﾝ2 204 株式会社ロボット
代表取締役
磯野 洋志

栃木県足利市丸山町６９１－１１ 衣料品

38 ｺｸｰﾝ2 205 株式会社サンテック
代表取締役
北澤 智賢

長野県長野市南千歳町862-5 パークビル3F 衣料品

39 ｺｸｰﾝ2 207 ユニオントレーディング株式会社
代表取締役

牧野 次成
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-252 衣料品

40 ｺｸｰﾝ2 209
株式会社コロンビアスポーツウェア
ジャパン

代表取締役社長
ラッザリ・マッスィモ

東京都新宿区新宿6-27-30 衣料品

41 ｺｸｰﾝ2 210 株式会社三松
代表取締役
齋藤 徹

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-3 衣料品

42 ｺｸｰﾝ2 211 タキヒヨー株式会社
代表取締役

滝 一夫
愛知県名古屋市西区牛島町6-1 服飾雑貨 退店 H30.4.13

43 ｺｸｰﾝ2 213 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 服飾雑貨

44 ｺｸｰﾝ2 214 株式会社タカキュー
代表取締役
大森　尚昭

東京都板橋区板橋3-9-7 衣料品

45 ｺｸｰﾝ2 217 株式会社ウィゴー
代表取締役社長

伊藤　忠寛
東京都渋谷区恵比寿南１丁目１６番３号 衣料品 代表者変更 H30.8.31

46 ｺｸｰﾝ2 2225 株式会社ファンケル
代表取締役社長
島田 和幸

横浜市中区山下町89-1 化粧品、食品

47 ｺｸｰﾝ2 223 株式会社タケヤ
代表取締役
岸澤　陽一郎

東京都立川市錦町一丁目1番23号 衣料品

48 ｺｸｰﾝ2 218 株式会社ワンズテラス
代表取締役
西川 信一

東京都中央区晴海1丁目8番10号晴海アイラン

ド トリトンスクエア オフィスタワーX棟25
階

雑貨

49 ｺｸｰﾝ2 219
株式会社カンタベリーオブニュー

ジーランドジャパン

代表取締役社長

森本　邦夫

東京都新宿区岩戸町4番地 87ビルディング岩

戸町3F
衣料品

50 ｺｸｰﾝ2 220 ダイアナユーエスエイ株式会社
代表取締役社長
高橋 哲彦

東京都中央区銀座6-9-6 靴 代表者変更 H30.9.27

51 ｺｸｰﾝ2 2221 ブルーブルーエジャパン株式会社
代表取締役
神山 邦雄

東京都渋谷区神山町11-9 服飾雑貨 住所変更 H30.3.6

52 ｺｸｰﾝ2 2222 株式会社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 雑貨

53 ｺｸｰﾝ2 2223 株式会社ティケイエフ
代表取締役社長
土屋　純次

埼玉県朝霞市東弁財1-7-30　KOYOビル3F 衣料品 退店 H30.10.31

ｺｸｰﾝ2 2226 雑貨

ｺｸｰﾝ2 2227 雑貨

55 ｺｸｰﾝ2 224 株式会社ナイスクラップ
代表取締役
小路 順一

東京都渋谷区神宮前6-27-8 衣料品

56 ｺｸｰﾝ2 225 株式会社ラコステ ジャパン
代表取締社長役
李　孝

東京都渋谷区神宮前2-34-17 衣料品

57 ｺｸｰﾝ2 226 株式会社東京ソワール
代表取締役社長

村越　眞二
東京都港区南青山一丁目1番1号 衣料品

58 ｺｸｰﾝ2 227 株式会社ダブルエー
代表取締役
肖 俊偉

東京都渋谷区恵比寿1-20-18 靴

59 ｺｸｰﾝ2 229 Laline JAPAN 株式会社
代表取締役社長
竹澤　隆史

福岡県福岡市中央区高砂2-6-4 化粧品 住所変更 H29.12.7

ｺｸｰﾝ2 230 服飾雑貨

ｺｸｰﾝ2 241 雑貨

61 ｺｸｰﾝ2 231 エース株式会社
代表取締役社長
森下 宏明

東京都渋谷区神宮前1-4-16　神宮前M-SQUARE 服飾雑貨

62 ｺｸｰﾝ2 232
株式会社リンク・セオリー・ジャパ
ン

代表取締役
畑 誠

山口県山口市佐山717-1 衣料品

ｺｸｰﾝ2 233 衣料品

ｺｸｰﾝ2 234 衣料品

ｺｸｰﾝ2 237 衣料品

ｺｸｰﾝ2 238-1 衣料品

ｺｸｰﾝ2 238-2 衣料品

65 ｺｸｰﾝ2 239 大賀株式会社
代表取締役社長
大賀 俊介

大阪府枚方市長尾谷町1-67-1 衣料品

66 ｺｸｰﾝ2 240 株式会社ビームス
代表取締役社長

設楽 洋

東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービル

ディング
衣料品

67 ｺｸｰﾝ2 242 衣料品

ｺｸｰﾝ2 330 衣料品

64

60 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

株式会社アダストリア
代表取締役

福田　三千男

東京都渋谷区渋谷2丁目21番1号 渋谷ヒカリ

エ 27F

株式会社アーバンリサーチ

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

代表取締役社長
竹村 幸造

大阪府大阪市西区北堀江2-4-463

株式会社私の部屋リビング
代表取締役社長
前川 睦夫

東京都目黒区自由が丘1-24-1754



 

 

 

 

 

 

68 ｺｸｰﾝ2 245
ジョルジオアルマーニ ジャパン 株

式会社

代表取締役社長

笹野 和泉
東京都中央区銀座5-5-4 衣料品

69 ｺｸｰﾝ2 246 青山商事株式会社
代表取締役

青山 理
広島県福山市王子町1-3-5 衣料品

70 ｺｸｰﾝ2 3010 株式会社東急ハンズ
代表取締役社長

木村　成一
東京都新宿区新宿6-27-30 雑貨 退店 H29.12.29

71 ｺｸｰﾝ2 3012 株式会社コンパンプレイスケープ
代表取締役会長

中西　将之
東京都渋谷区神宮前1-3-12 雑貨

72 ｺｸｰﾝ2 3013 株式会社ユニクロ
代表取締役

柳井 正
山口県山口市佐山717-1 衣料品

73 ｺｸｰﾝ2 3015 株式会社ダッドウェイ
代表取締役

白鳥 公彦
神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-12 雑貨

74 ｺｸｰﾝ2 3016 株式会社マーキーズ
代表取締役

廣畑 正行
大阪府堺市堺区出島海岸通2-3-13 衣料品

75 ｺｸｰﾝ2 307 株式会社サン宝石
代表取締役

渡辺 洋
山梨県中央市山之神流通団地1-7-1 服飾雑貨 退店 H30.2.12

76 ｺｸｰﾝ2 3081 株式会社宣美
代表取締役

梅澤 輝男
千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷4-8-1 雑貨

77 ｺｸｰﾝ2 309 株式会社エンドレス
代表取締役

蕭易風
東京都台東区蔵前1-4-1 エンドレスビル 雑貨

78 ｺｸｰﾝ2 311 有限会社ノアスクエア
代表取締役

豊田 浄子
千葉県市川市東菅野5-13-15　スエノプラザ 雑貨

79 ｺｸｰﾝ2 3121
株式会社ヒューマニアインターナ

ショナル

代表取締役

秦 英貴

東京都中央区東日本橋2-25-8　光井東日本ビ

ル3階
衣料品 代表者変更 H30.12.18

80 ｺｸｰﾝ2 3122
株式会社ナルミヤ・インターナショ

ナル

代表取締役執行役員社長

石井 稔晃
東京都港区芝公園2-4-1 衣料品

81 ｺｸｰﾝ2 313 株式会社フィス
代表取締役

今泉 治朗
大阪府大阪市中央区瓦町2-4-15 衣料品

82 ｺｸｰﾝ2 314
有限会社フレンドシップパートナー

ズ

代表取締役

兼光 善明
大阪府大阪市北区豊崎5-2-3 服飾雑貨

ｺｸｰﾝ2 315 衣料品

ｺｸｰﾝ2 317 衣料品

84 ｺｸｰﾝ2 316 日本リビング株式会社
代表取締役

福村 修作
埼玉県朝霞市東弁財3-13-6 雑貨

ｺｸｰﾝ2 318 （未定）

85 ｺｸｰﾝ2 319 株式会社クリエイティブヨーコ
代表取締役

脇田 健介
長野県長野市高田667-16 雑貨

86 ｺｸｰﾝ2 320 山本洋品雑貨株式会社
代表取締役

山本 勝
愛知県名古屋市中区錦2-10-30 服飾雑貨

87 ｺｸｰﾝ2 321 クレアーズ日本株式会社
代表取締役社長

山口 義貴
東京都中央区日本橋人形町1-1-11 服飾雑貨 退店 H30.8.2

88 ｺｸｰﾝ2 322 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5丁目41番5号水町ビル1F 衣料品

89 ｺｸｰﾝ2 324 株式会社サンリオ
代表取締役社長

辻 信太郎
東京都品川区大崎1-6-1 雑貨

90 ｺｸｰﾝ2 327 株式会社KSプランニング
代表取締役社長

近藤　大輝
愛知県名古屋市中区丸の内2丁目18-25 衣料品

91 ｺｸｰﾝ2 328 株式会社ミキモク
代表取締役

戸田 省吾
兵庫県宍粟市山崎町庄能120 雑貨 代表者変更 H30.2.20

92 ｺｸｰﾝ2 329 株式会社和真
代表取締役

丹下　三昭
東京都中央区銀座8-9-13 眼鏡

93 ｺｸｰﾝ2 331 株式会社アウティングスペース
代表取締役

柴田 茂樹
大阪府大阪市住之江区中加賀屋4-4-18 雑貨

94 ｺｸｰﾝ2 333 株式会社シナテック
代表取締役

国本 哲秀

東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド ト

リトンスクエアオフィスタワーX棟23階
雑貨

95 ｺｸｰﾝ2 334 東京シャツ株式会社
代表取締役社長

五十部 雅昭

東京都台東区駒形1丁目3番16号　駒形プラザ

ビル7階
衣料品 代表者変更 H30.12.18

96 ｺｸｰﾝ2 335 株式会社ムラサキスポーツ
代表取締役

金山　元一
東京都台東区上野7丁目14番5号 衣料品

97 ｺｸｰﾝ2 336 株式会社ＡＯＫＩ
代表取締役

中村　宏明
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央24-1 衣料品 代表者変更 H30.12.18

98 ｺｸｰﾝ2 337 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

99 ｺｸｰﾝ2 338 株式会社ジンズ
代表取締役

田中 仁
群馬県前橋市川原町2-26-4 眼鏡

100 ｺｸｰﾝ2 339 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1-1-1 衣料品 代表者変更 H30.4.1

101 ｺｸｰﾝ2 340 藤久株式会社
代表取締役

後藤 薫徳
愛知県名古屋市名東区高社1-210 雑貨

ｺｸｰﾝ3 専101 カメラ、家電製品

ｺｸｰﾝ3 専201 カメラ、家電製品

ｺｸｰﾝ3 専B101 カメラ、家電製品

103 ｺｸｰﾝ3 専301 ゼビオホールディングス株式会社
代表取締役社長

諸橋 友良
福島県郡山市朝日三丁目7番35号 スポーツ用品

104 ｺｸｰﾝ3 専103 ダイヤ通商株式会社
代表取締役

阿部 匡
東京都豊島区巣鴨1-11-1 ダイヤビル3階

自転車、スポーツ

ウェア

株式会社ヨドバシカメラ
代表取締役

藤沢 昭和
東京都新宿区北新宿3-20-1

株式会社Ｆ・Ｏ・インターナショナ

ル
83

代表取締役

小野 行由
兵庫県神戸市中央区三宮町2-4-1

102



 

 

 

「小売業者一覧表（変更後）」
小売業を行う者の新規出店

小売業を行う者の代表者変更

小売業を行う者の住所変更

小売業者の名称変更

No. 建物 区画番号 小売業者の名称 代表者氏名 住所
主として
販売する物品

変更内容 変更日

1 ｺｸｰﾝ2 1002-1 飯田　早織 飯田　早織
埼玉県さいたま市中央区下落合6-4-5　ＮＫ

Ⅱ302
食品

ｺｸｰﾝ2 101 食品、日用雑貨

ｺｸｰﾝ2 105 衣料品

ｺｸｰﾝ2 104 衣料品、化粧品

3 ｺｸｰﾝ2 102-A 株式会社ジーエスシー
代表取締役

東 潤
茨城県つくば市研究学園5-25-1 食品

4 ｺｸｰﾝ2 102-C 日本KFCホールディングス株式会社
代表取締役社長
近藤 正樹

神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5
号横浜アイマークプレイス 5階・6階

食品

5 ｺｸｰﾝ2 103-A 有限会社くらづくり本舗
代表取締役社長

中野 ソノ子
埼玉県川越市久保町5-3 食品

6 ｺｸｰﾝ2 103-B 株式会社ダスキン
代表取締役社長
山村 輝治

大阪府吹田市豊津町1-33 食品

7 ｺｸｰﾝ2 103-C 株式会社みのや
代表取締役社長
正木 宏和

埼玉県さいたま市中央区下落合1050-2 食品

8 ｺｸｰﾝ2 1210 株式会社北海道百科
代表取締役

金輪　浩之
北海道札幌市中央区南一条西1-8 食品

9 ｺｸｰﾝ2 1212
エステール　ホールディングス株式

会社

代表取締役

丸山 雅史

東京都港区虎ノ門4-3-13　ヒューリック神谷

町ビル5階
服飾雑貨 名称変更 H30.10.1

ｺｸｰﾝ2 1221 食品、雑貨等

ｺｸｰﾝ2 2224 衣料品、雑貨等

ｺｸｰﾝ3 専102 ペット、植物

ﾊﾟｰｸｻｲ

ﾄﾞﾋﾞﾙ
1階 P3 雑貨

11 ｺｸｰﾝ2 1222 株式会社沖縄物産企業連合
代表取締役社長

羽地　朝昭
沖縄県那覇市金城3丁目8番地11 ゆいビル2F 食品

12 ｺｸｰﾝ2 1223 株式会社青木商店
代表取締役

青木 信博
福島県郡山市八山田5-405 食品

13 ｺｸｰﾝ2 1224 株式会社織部
代表取締役

奥村 崇仁
岐阜県多治見市旭ケ丘10-6-130 雑貨

14 ｺｸｰﾝ2 1225 株式会社ミック・ジャパン
代表取締役

貴島 浩史

大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-5-12　御堂

筋本町アーバンビル2F
化粧品

15 ｺｸｰﾝ2 1226 株式会社ルネ・デュー
代表取締役
八木 孝彰

兵庫県姫路市飾磨区構3-411-4 雑貨

16 ｺｸｰﾝ2 120 株式会社Landscape
代表取締役

藤間英光
東京都港区北青山3-5-8 食品 新規出店 H30.4.20

17 ｺｸｰﾝ2 123 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
雑貨 名称変更 H30.12.18

18 ｺｸｰﾝ2 125 株式会社スミノ
代表取締役社長

角野　吉則
神奈川県横浜市中区5丁目205番地 衣料品 新規出店 H30.10.26

ｺｸｰﾝ2 126 衣料品

ｺｸｰﾝ2 244 衣料品

20 ｺｸｰﾝ2 1272 株式会社ベルラピカ
代表取締役社長

寺畠　修
大阪府大阪市北区天満1-5-7 衣料品

ｺｸｰﾝ2 128 衣料品

ｺｸｰﾝ2 304 衣料品

22 ｺｸｰﾝ2 129 株式会社バリュープランニング
代表取締役
井元 憲生

兵庫県神戸市中央区坂口通7-2-17 衣料品

23 ｺｸｰﾝ2 130 株式会社伊織
代表取締役

村上 雄二
愛媛県松山市湯渡町10-25 雑貨

24 ｺｸｰﾝ2 131 株式会社エフタイム
代表取締役

貫井 哲夫

東京都新宿区左門朝6番地3 HUMPTY DUMPTYビ

ル　3,4F
服飾雑貨 住所変更 H30.6.25

25 ｺｸｰﾝ2 132 株式会社ハミルトン
代表取締役

岡田 映子
千葉県銚子市天王台10035-1 衣料品 代表者変更 H30.12.18

26 ｺｸｰﾝ2 1330 Ｚｅｂｒａ　Ｊａｐａｎ株式会社
代表取締役

山本 浩丈
東京都渋谷区神宮前2-22-16 雑貨

ｺｸｰﾝ2 135 衣料品

ｺｸｰﾝ2 134 衣料品

ｺｸｰﾝ2 136 衣料品

ｺｸｰﾝ2 208 衣料品

30 ｺｸｰﾝ2 228
ヘインズブランズ　ジャパン株式会

社

代表取締役社長

平野友彦
東京都新宿区信濃町35信濃町楝瓦館3階 衣料品

新規出店 H29.10.1靴

28

29

ロックポートジャパン株式会社
代表取締役社長

村前　浩一
東京都目黒区目黒一丁目24-12

東京都渋谷区松涛2-20-6

2

27 ｺｸｰﾝ2 1331

株式会社ゴールドウイン

21

19

10

イトキン株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷３－１－１
代表取締役社長

前田　和久

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
株式会社キャン

株式会社イトーヨーカ堂
代表取締役社長

三枝　富博
東京都千代田区二番町8-8

片倉工業株式会社
代表取締役社長

佐野 公哉
東京都中央区明石町6-4

株式会社ストライプインターナショ
ナル

代表取締役

西田 明男

代表取締役
石川 康晴

岡山県岡山市北区幸町2-8



 

ｺｸｰﾝ2 137 雑貨

ｺｸｰﾝ2 236 衣料品

ｺｸｰﾝ2 323 雑貨

ｺｸｰﾝ2 138 靴

ｺｸｰﾝ2 337 靴

33 ｺｸｰﾝ2 140 株式会社タナカふとんサービス
代表取締役

田中 公雄
愛知県一宮市天王２丁目２番２号 雑貨

34 ｺｸｰﾝ2 141 株式会社ショーエー
代表取締役
斉藤 立

福島県郡山市横塚1-8-20 衣料品

35 ｺｸｰﾝ2 142 株式会社良品計画
代表取締役社長
松﨑 曉

東京都豊島区東池袋4-26-3 雑貨

36 ｺｸｰﾝ2 202 合同会社 FOREVER21 JAPAN RETAIL
職務執行者

中村 博康
東京都千代田区麹町4-1 衣料品

37 ｺｸｰﾝ2 203

エイチ・アンド・エム へネス・ア

ンド・マウリッツ・ジャパン株式会
社

代表取締役

ルーカス・セイファー
ト

東京都渋谷区宇田川町33-6 渋谷フラッグ6階 衣料品

38 ｺｸｰﾝ2 204 株式会社ロボット
代表取締役
磯野 洋志

栃木県足利市丸山町６９１－１１ 衣料品

39 ｺｸｰﾝ2 205 株式会社サンテック
代表取締役
北澤 智賢

長野県長野市南千歳町862-5 パークビル3F 衣料品

40 ｺｸｰﾝ2 207 ユニオントレーディング株式会社
代表取締役

牧野 次成
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-252 衣料品

41 ｺｸｰﾝ2 209
株式会社コロンビアスポーツウェア
ジャパン

代表取締役社長
ラッザリ・マッスィモ

東京都新宿区新宿6-27-30 衣料品

42 ｺｸｰﾝ2 210 株式会社三松
代表取締役
齋藤 徹

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-3 衣料品

ｺｸｰﾝ2 211 衣料品

ｺｸｰﾝ2 225 衣料品

44 ｺｸｰﾝ2 212 アディダス ジャパン株式会社

代表取締役
ポール・アンド
リュー・ハーディス

ティ

東京都港区六本木1-9-11 アークヒルズ仙石
山森タワー

衣料品

45 ｺｸｰﾝ2 213 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 服飾雑貨

46 ｺｸｰﾝ2 214 株式会社タカキュー
代表取締役
大森　尚昭

東京都板橋区板橋3-9-7 衣料品

47 ｺｸｰﾝ2 217 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丁目１６番３号 衣料品 代表者変更 H30.8.31

48 ｺｸｰﾝ2 2225 株式会社ファンケル
代表取締役社長
島田 和幸

横浜市中区山下町89-1 化粧品、食品

49 ｺｸｰﾝ2 223 株式会社タケヤ
代表取締役
岸澤　陽一郎

東京都立川市錦町一丁目1番23号 衣料品

50 ｺｸｰﾝ2 218 株式会社ワンズテラス
代表取締役

西川 信一

東京都中央区晴海1丁目8番10号晴海アイランド トリトンスクエア

オフィスタワーX棟25階
雑貨

51 ｺｸｰﾝ2 219
株式会社カンタベリーオブニュー
ジーランドジャパン

代表取締役社長
森本　邦夫

東京都新宿区岩戸町4番地 87ビルディング岩
戸町3F

衣料品

52 ｺｸｰﾝ2 220 ダイアナユーエスエイ株式会社
代表取締役社長
山崎　哲男

東京都中央区銀座6-9-6 靴 代表者変更 H30.9.27

53 ｺｸｰﾝ2 2221 ブルーブルーエジャパン株式会社
代表取締役

神山 邦雄

東京都渋谷区神宮前6-13-3　メゾンドブルー

エ
服飾雑貨 住所変更 H30.3.6

54 ｺｸｰﾝ2 2222 株式会社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 雑貨

ｺｸｰﾝ2 2223 （未定）

ｺｸｰﾝ2 2226 雑貨

ｺｸｰﾝ2 2227 雑貨

56 ｺｸｰﾝ2 224 株式会社ナイスクラップ
代表取締役
小路 順一

東京都渋谷区神宮前6-27-8 衣料品

57 ｺｸｰﾝ2 226 株式会社東京ソワール
代表取締役社長

村越　眞二
東京都港区南青山一丁目1番1号 衣料品

58 ｺｸｰﾝ2 227 株式会社ダブルエー
代表取締役
肖 俊偉

東京都渋谷区恵比寿1-20-18 靴

59 ｺｸｰﾝ2 229 Laline JAPAN 株式会社
代表取締役社長
竹澤　隆史

東京都港区北青山1-2-3　6階 化粧品 住所変更 H29.12.7

ｺｸｰﾝ2 230 服飾雑貨

ｺｸｰﾝ2 241 雑貨

61 ｺｸｰﾝ2 231 エース株式会社
代表取締役社長
森下 宏明

東京都渋谷区神宮前1-4-16　神宮前M-SQUARE 服飾雑貨

62 ｺｸｰﾝ2 232
株式会社リンク・セオリー・ジャパ

ン

代表取締役

畑 誠
山口県山口市佐山717-1 衣料品

ｺｸｰﾝ2 233 衣料品

ｺｸｰﾝ2 234 衣料品

ｺｸｰﾝ2 237 衣料品

ｺｸｰﾝ2 238-1 衣料品

ｺｸｰﾝ2 238-2 衣料品

65 ｺｸｰﾝ2 239 大賀株式会社
代表取締役社長
大賀 俊介

大阪府枚方市長尾谷町1-67-1 衣料品

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

株式会社ラコステジャパン
代表取締社長役
李　孝

63

64

55

代表取締役
佐々木 進

株式会社私の部屋リビング
代表取締役社長
前川 睦夫

31

32

43

株式会社ヌーヴ・エイ60

株式会社アーバンリサーチ

株式会社ジュン

株式会社パルグループホールディン
グス

代表取締役社長
阿部 了

H30.5.7

代表取締役社長

竹村 幸造
大阪府大阪市西区北堀江2-4-4

東京都渋谷区神泉町8-16

東京都目黒区自由が丘1-24-17

東京都港区南青山2-2-3

大阪府大阪市中央区道修町6番1号
代表取締役社長
井上 隆太

住所変更

東京都渋谷区神宮前2-34-17



 

66 ｺｸｰﾝ2 240 株式会社ビームス
代表取締役社長

設楽 洋

東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービル

ディング
衣料品

ｺｸｰﾝ2 242 衣料品

ｺｸｰﾝ2 330 衣料品

68 ｺｸｰﾝ2 245
ジョルジオアルマーニ ジャパン 株

式会社

代表取締役社長

笹野 和泉
東京都中央区銀座5-5-4 衣料品

69 ｺｸｰﾝ2 246 青山商事株式会社
代表取締役

青山 理
広島県福山市王子町1-3-5 衣料品

70 ｺｸｰﾝ2 3010 島村楽器株式会社
代表取締役会長

島村　元紹
東京都江戸川区平井6-37-3 楽器 新規出店 H30.4.30

71 ｺｸｰﾝ2 3012 株式会社コンパンプレイスケープ
代表取締役会長

中西　将之
東京都渋谷区神宮前1-3-12 雑貨

72 ｺｸｰﾝ2 3013 株式会社ユニクロ
代表取締役

柳井 正
山口県山口市佐山717-1 衣料品

73 ｺｸｰﾝ2 3015 株式会社ダッドウェイ
代表取締役

白鳥 公彦
神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-12 雑貨

74 ｺｸｰﾝ2 3016 株式会社マーキーズ
代表取締役

廣畑 正行
大阪府堺市堺区出島海岸通2-3-13 衣料品

75 ｺｸｰﾝ2 307 コンビネクスト株式会社
代表取締役社長

石川潤一郎
東京都台東区元浅草2丁目6番7号 衣料品 新規出店 H30.3.20

76 ｺｸｰﾝ2 3081 株式会社宣美
代表取締役

梅澤 輝男
千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷4-8-1 雑貨

77 ｺｸｰﾝ2 309 株式会社エンドレス
代表取締役

蕭易風
東京都台東区蔵前1-4-1 エンドレスビル 雑貨

78 ｺｸｰﾝ2 311 有限会社ノアスクエア
代表取締役

豊田 浄子
千葉県市川市東菅野5-13-15　スエノプラザ 雑貨

79 ｺｸｰﾝ2 3121
株式会社ヒューマニアインターナ

ショナル

代表取締役

善里　威史

東京都中央区東日本橋2-25-8　光井東日本ビ

ル3階
衣料品 代表者変更 H30.12.18

80 ｺｸｰﾝ2 3122
株式会社ナルミヤ・インターナショ

ナル

代表取締役執行役員社

長

石井 稔晃

東京都港区芝公園2-4-1 衣料品

81 ｺｸｰﾝ2 313 株式会社フィス
代表取締役

今泉 治朗
大阪府大阪市中央区瓦町2-4-15 衣料品

82 ｺｸｰﾝ2 314
有限会社フレンドシップパートナー

ズ

代表取締役

兼光 善明
大阪府大阪市北区豊崎5-2-3 服飾雑貨

ｺｸｰﾝ2 315 衣料品

ｺｸｰﾝ2 317 衣料品

84 ｺｸｰﾝ2 316 日本リビング株式会社
代表取締役

福村 修作
埼玉県朝霞市東弁財3-13-6 雑貨

85 ｺｸｰﾝ2 318
エイアンドビーホールディングス株

式会社

代表取締役

野田　純
東京都目黒区大橋1-5-1 雑貨 新規出店 H30.3.1

86 ｺｸｰﾝ2 319 株式会社クリエイティブヨーコ
代表取締役

脇田 健介
長野県長野市高田667-16 雑貨

87 ｺｸｰﾝ2 320 山本洋品雑貨株式会社
代表取締役

山本 勝
愛知県名古屋市中区錦2-10-30 服飾雑貨

88 ｺｸｰﾝ2 321 株式会社Noz
代表取締役

野澤　重幸
兵庫県川西市西多田1-7-22 服飾雑貨 新規出店 H30.11.22

89 ｺｸｰﾝ2 322 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5丁目41番5号水町ビル1F 衣料品

90 ｺｸｰﾝ2 324 株式会社サンリオ
代表取締役社長

辻 信太郎
東京都品川区大崎1-6-1 雑貨

91 ｺｸｰﾝ2 327 株式会社KSプランニング
代表取締役社長

近藤　大輝
愛知県名古屋市中区丸の内2丁目18-25 衣料品

92 ｺｸｰﾝ2 328 株式会社ミキモク
代表取締役

戸田 淳也
兵庫県宍粟市山崎町庄能120 雑貨 代表者変更 H30.2.20

93 ｺｸｰﾝ2 329 株式会社和真
代表取締役

丹下　三昭
東京都中央区銀座8-9-13 眼鏡

94 ｺｸｰﾝ2 331 株式会社アウティングスペース
代表取締役

柴田 茂樹
大阪府大阪市住之江区中加賀屋4-4-18 雑貨

95 ｺｸｰﾝ2 333 株式会社シナテック
代表取締役

国本 哲秀

東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエアオフィ

スタワーX棟23階
雑貨

96 ｺｸｰﾝ2 334 東京シャツ株式会社
代表取締役社長

鈴木　弘之

東京都台東区駒形1丁目3番16号　駒形プラザ

ビル7階
衣料品 代表者変更 H30.12.18

97 ｺｸｰﾝ2 335 株式会社ムラサキスポーツ
代表取締役

金山　元一
東京都台東区上野7丁目14番5号 衣料品

98 ｺｸｰﾝ2 336 株式会社ＡＯＫＩ
代表取締役社長

諏訪 健治
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央24-1 衣料品 代表者変更 H30.12.18

99 ｺｸｰﾝ2 338 株式会社ジンズ
代表取締役

田中 仁
群馬県前橋市川原町2-26-4 眼鏡

100 ｺｸｰﾝ2 339 株式会社ライトオン
代表取締役

川﨑　純平
茨城県つくば市吾妻1-11-1 衣料品 代表者変更 H30.4.1

101 ｺｸｰﾝ2 340 藤久株式会社
代表取締役

後藤 薫徳
愛知県名古屋市名東区高社1-210 雑貨

ｺｸｰﾝ3 専101 カメラ、家電製品

ｺｸｰﾝ3 専201 カメラ、家電製品

ｺｸｰﾝ3 専B101 カメラ、家電製品

103 ｺｸｰﾝ3 専301 ゼビオホールディングス株式会社
代表取締役社長

諸橋 友良
福島県郡山市朝日三丁目7番35号 スポーツ用品

104 ｺｸｰﾝ3 専103 ダイヤ通商株式会社
代表取締役

阿部 匡
東京都豊島区巣鴨1-11-1 ダイヤビル3階

自転車、スポーツ

ウェア

67

83

102
代表取締役

藤沢 昭和
東京都新宿区北新宿3-20-1株式会社ヨドバシカメラ

株式会社Ｆ・Ｏ・インターナショナ

ル

代表取締役

小野 行由
兵庫県神戸市中央区三宮町2-4-1

株式会社アダストリア
代表取締役

福田　三千男

東京都渋谷区渋谷2丁目21番1号 渋谷ヒカリ

エ 27F


