
さいたま市告示第１８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。 

令和３年１月７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 アトレ浦和 

 所在地 さいたま市浦和区高砂一丁目１３９－３ 外 １２１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 東日本旅客鉄道株式会社 

代表者氏名 代表取締役 深澤祐二 

住   所 東京都渋谷区代々木二丁目２番２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

表者の氏名 

  変更前：別表「小売業者一覧（変更前）」のとおり 

変更後：別表「小売業者一覧（変更後）」のとおり 

※ 退店３社、新規出店１社、代表者氏名変更２社 

   変更の年月日 

別表「小売業者一覧表（変更前）」及び「小売業者一覧表（変更後）」のとおり 

   変更する理由 

小売業者の退店、新規出店、代表者氏名変更による。 

２ 届出年月日 

 令和３年１２月２８日 

３ 届出及び添付書類の縦覧期間 

 令和４年１月７日から令和４年５月９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）１９４４ 

  浦和区役所区民生活部地域商工室 

 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番地４ 

 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 

令和４年１月７日から令和４年５月９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）１９４４ 



別表「小売業者一覧（変更前）」 

 （変更前） 

No 階層 氏名（名称） 法人の場合 代表者氏名 住所 （所在地） 屋号 
主として 

販売する物品 
変更内容 変更日 備考 

1 1F 株式会社シェルガーデン 代表取締役 稲富仁 東京都目黒区自由が丘二丁目２３番１号 ｻﾞ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ 自由が丘   食料品    

2 1F 株式会社富澤商店 代表取締役 富澤淳 東京都千代田区有楽町一丁目９番４号 富澤商店 食料品    

3 1F 株式会社タカギフーズ 代表取締役 高木實 神奈川県藤沢市辻堂神台一丁目３番３９号 肉処たかぎ    食料品    

4 1F 株式会社魚力 代表取締役 山田雅之 東京都立川市曙町二丁目８番３号 魚力 食料品    

5 1F 株式会社セントラル・フルーツ 代表取締役 田中勝三 京都市下京区西七条西八反田町８番地 京都 八百一 食料品    

6 1F 株式会社トモズ 代表取締役 德廣英之 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 トモズ 文化用品・雑貨    

7 1F 株式会社リベルテ 代表取締役 中嶋敏光 東京都品川区東五反田五丁目２７番２号 ﾚ ﾐﾙﾌｫｲﾕ ﾘﾍﾞﾙﾃ 文化用品・雑貨    

8 1F 株式会社神戸屋 代表取締役 桐山健一 大阪市東淀川区豊新二丁目１６番１４号 神戸屋キッチン 食料品 代表者の氏名変更 令和 3 年 3 月 29 日  

9 1F 株式会社ダロワイヨジャポン 代表取締役 山田憲典 東京都文京区大塚二丁目１５番６号 ダロワイヨ 食料品 代表者の氏名変更 令和 3 年 3 月 11 日  

10 1F 株式会社グリーンハウスフーズ 代表取締役 田沼千秋 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 とんかつ新宿さぼてん 食料品    

11 1F 株式会社阪急デリカアイ 代表取締役 森川保 大阪市北区角田町８番７号 豆狸 食料品    

12 1F 株式会社ハオチャオズ 代表取締役 渡邉敏行 東京都八王子市四谷町６３５番地４ 好餃子 食料品    

13 1F 株式会社日本一 代表取締役 染谷幸雄 千葉県野田市目吹１９６５番地 銀座 縁         食料品    

14 1F 有限会社豆藤 代表取締役 鳥居静夫 滋賀県大津市中央二丁目４番１４号 あさ・ひる・夕ごはん・豆藤 食料品    

15 1F 株式会社アントニオ 代表取締役 カンチェミヂャーコモ 東京都港区南青山七丁目３番６号 ANTONIO’S    食料品    

16 1F 株式会社ハット・トリック 代表取締役 明石雅之 神戸市兵庫区西柳原町１０番６号 ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ ｱ･ﾗ･ｶﾝﾊﾟｰﾆｭ   食料品    

17 1F 
クリスピー・クリーム・ドーナ

ツ・ジャパン株式会社 
代表取締役 若月貴子 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２番１２号 クリスピー・クリーム・ドーナツ 食料品    

18 1F 株式会社梅園 代表取締役 清水貴司 東京都台東区浅草一丁目３１番１２号 浅草梅園 食料品 退店 令和 3 年 1 月 31 日  

19 1F 株式会社デルソーレ 代表取締役 和田隆介 東京都江東区有明三丁目４番１０号 おめで鯛焼き本舗   食料品 退店 令和 3 年 1 月 17 日  

20 1F 株式会社日本橋屋長兵衛 代表取締役 岡田晃佳 東京都中央区日本橋室町一丁目６番２号 日本橋屋長兵衛 食料品 退店 令和 3 年 9 月 27 日  

小売業者計 20 社 

  

        小売業を行う者の退店 
      
        小売業を行う者の代表者氏名変更 
 
        小売業を行う者の所在地変更 
 
        小売業を行う者の名称変更 

 

 

 

 



別表「小売業者一覧（変更後）」 

 （変更後） 

No 階層 氏名（名称） 法人の場合 代表者氏名 住所 （所在地） 屋号 
主として 

販売する物品 
変更内容 変更日 備考 

1 1F 株式会社シェルガーデン 代表取締役 稲富仁 東京都目黒区自由が丘二丁目２３番１号 ｻﾞ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ 自由が丘   食料品    

2 1F 株式会社富澤商店 代表取締役 富澤淳 東京都千代田区有楽町一丁目９番４号 富澤商店 食料品    

3 1F 株式会社タカギフーズ 代表取締役 高木實 神奈川県藤沢市辻堂神台一丁目３番３９号 肉処たかぎ    食料品    

4 1F 株式会社魚力 代表取締役 山田雅之 東京都立川市曙町二丁目８番３号 魚力 食料品    

5 1F 株式会社セントラル・フルーツ 代表取締役 田中勝三 京都市下京区西七条西八反田町８番地 京都 八百一 食料品    

6 1F 株式会社トモズ 代表取締役 德廣英之 東京都文京区西片一丁目１５番１５号 トモズ 文化用品・雑貨    

7 1F 株式会社リベルテ 代表取締役 中嶋敏光 東京都品川区東五反田五丁目２７番２号 ﾚ ﾐﾙﾌｫｲﾕ ﾘﾍﾞﾙﾃ 文化用品・雑貨    

8 1F 株式会社神戸屋 代表取締役 桐山晋 大阪市東淀川区豊新二丁目１６番１４号 神戸屋キッチン 食料品 代表者の氏名変更 令和 3 年 3 月 29 日  

9 1F 株式会社ダロワイヨジャポン 代表取締役 吉岡友紀子 東京都文京区大塚二丁目１５番６号 ダロワイヨ 食料品 代表者の氏名変更 令和 3 年 3 月 11 日  

10 1F 株式会社グリーンハウスフーズ 代表取締役 田沼千秋 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 とんかつ新宿さぼてん 食料品    

11 1F 株式会社阪急デリカアイ 代表取締役 森川保 大阪市北区角田町８番７号 豆狸 食料品    

12 1F 株式会社ハオチャオズ 代表取締役 渡邉敏行 東京都八王子市四谷町６３５番地４ 好餃子 食料品    

13 1F 株式会社日本一 代表取締役 染谷幸雄 千葉県野田市目吹１９６５番地 銀座 縁         食料品    

14 1F 有限会社豆藤 代表取締役 鳥居静夫 滋賀県大津市中央二丁目４番１４号 あさ・ひる・夕ごはん・豆藤 食料品    

15 1F 株式会社アントニオ 代表取締役 カンチェミヂャーコモ 東京都港区南青山七丁目３番６号 ANTONIO’S    食料品    

16 1F 株式会社ハット・トリック 代表取締役 明石雅之 神戸市兵庫区西柳原町１０番６号 ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ ｱ･ﾗ･ｶﾝﾊﾟｰﾆｭ   食料品    

17 1F クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社 代表取締役 若月貴子 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２番１２号 クリスピー・クリーム・ドーナツ 食料品    

18 1F 株式会社ティー・ユー・ビーアソシエイツ 代表取締役 梅澤英行 
東京都千代田区九段南二丁目２番１号 

エース九段ビル５階 
こめらくのこめべん 食料品 新規出店 令和 3 年 6 月 24 日  

小売業者計 18 社 

※登記簿謄本の記載に準拠しています。 

 

        小売業を行う者の入店 
      
        小売業を行う者の代表者氏名変更 
 
        小売業を行う者の所在地変更 
 
        小売業を行う者の名称変更 

 

 

 

 


