
さいたま市告示第２６０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４年２月１０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 浦和パルコ 

 所在地 さいたま市浦和区東高砂町１１番１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 支配人 岡本 泰典 

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 

ア 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 

 変更前：代表者 支配人 奈良 利秀 

 変更後：代表者 支配人 岡本 泰典 

イ 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）ヤオコーを含む ９３社 別表 小売業者一覧表（変更前）参照 

変更後：（株）ヤオコーを含む ９３社 別表 小売業者一覧表（変更後）参照 

※ 退店１２社、新規出店１２社、代表者変更７社、名称変更２社、住所変更５社 

   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 

   変更する理由 

小売業者の退店、新規出店、名称変更、住所変更、代表者の変更による。 

２ 届出年月日 

 令和４年１月５日 

３ 届出及び添付書類の縦覧期間 

 令和４年２月１０日から令和４年６月１０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２月１０日から令和４年６月１０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 



退店店舗
代表者変更
住所変更
名称変更

住所 主として

（所在地） 販売する物品

1 株式会社ヤオコー ヤオコー 代表取締役 川野　澄人 埼玉県川越市新宿町1丁目10番地1 食品

2 株式会社ココカラファイン　ヘルスケア ココカラファイン（ドラッグセガミ） 代表取締役 塚本　厚志 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号 薬

3 南海通商株式会社 台所屋雑貨店 代表取締役 栗野　祐次 東京都目黒区中町二丁目47番5号 生活雑貨

食品 代表取締役 2021/4/1

住所変更 2021/8/31

5 ブルーブルーエジャパン株式会社 ブルーブルーエ 代表取締役 神山  邦雄 東京都渋谷区神山町11番9号 生活雑貨

6 ミニット・アジア・パシフィック株式会社 ミスターミニット 代表取締役  迫　俊亮 東京都台東区柳橋2-19-6　柳橋ファーストビル2Ｆ 雑貨 代表取締役 2021/4/1

7 株式会社ビック・ママ お直しｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ・ビックママ 代表取締役 守井　嘉朗 仙台市若林区東八番丁１８３ 雑貨

8 株式会社キャンドゥ キャンドゥ 代表取締役 城戸　一弥 東京都新宿区北新宿2-21-1 雑貨

9 株式会社こだわりや こだわりや 代表取締役 藤田　克己 東京都豊島区東池袋3-15-7 食品

10 株式会社オールハーツ・カンパニー パステル 代表取締役 鈴木　基生 愛知県名古屋市中区栄２－４－８　岡谷鋼機ビルディング１階 食品 代表者変更 2021/10/1

11 飯田　早織 秘密のおかしさん 埼玉県さいたま市中央区下落合6-4-5NKⅡ302 食品

12 株式会社銀座コージーコーナー 銀座コージーコーナー 代表取締役 山下　訓央 東京都中央区銀座1-8-1 食品

13 株式会社BBサポートホールディングス おおみやバナナ 代表取締役 角田久美子 千葉県松戸市東松戸3丁目18-9 ヘアアクセサリー他関連商品 退店店舗 2021/10/3

14 スムースデザイン　株式会社 Meet Fresh鮮芋仙 代表取締役 関根　伸明 東京都北区赤羽2-21-2 食品

15 有限会社くらづくり本舗 くらづくり本舗 代表取締役 中野　英幸 埼玉県川越市久保町5-3 食品

16 株式会社サトウレーヌ smade store 代表取締役 佐藤　達明 新潟県新潟市秋葉区小須戸６５４番地子 紳士・婦人衣料 退店店舗 2021/8/31

17 エコー・ジャパン株式会社 エコー 代表取締役 犬塚　景子 東京都千代田区永田町2-10-3 身の回り 退店店舗 2021/9/12

18 株式会社ＴＳＩグルーヴアンドスポーツ パーリーゲイツ 代表取締役 仙座　学 東京都港区元赤坂一丁目5番12号 紳士/婦人ゴルフ用品 退店店舗 2021/8/31

19 ディーゼルジャパン株式会社 ディーゼル 代表取締役 髙實　康誠 大阪市中央区難波5-1-60 紳士・婦人衣料

20 株式会社パルコ インフォメーション 代表執行役 牧山　浩三 東京都豊島区南池袋一丁目28番2号 物販全般

21 株式会社ユナイテッドアローズ　 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｱﾛｰｽﾞｸﾞﾘｰﾝﾚｰﾍﾞﾙﾘﾗｸｼﾝｸﾞ 代表取締役 竹田　光広 東京都渋谷区神宮前3-28-1 紳士・婦人衣料 代表者変更 2021/4/1

サマンサキングズ 身の回り 退店店舗 2021/8/29

サマンサタバサプチチョイス 身の回り

23 株式会社ローラデックス ノンブルアンペール 代表取締役 岩佐  雅人 東京都渋谷区恵比寿西二丁目15番8号 紳士・婦人衣料

24 株式会社サザビーリーグ AKOMEYA TOKYO 代表取締役 角田　良太 東京都渋谷区元代々木町49番13号 雑貨

25 株式会社FRONTIER コレオ 代表取締役 小野島　剛 長野県長野市北石堂町1444 2F 身の回り

チックタック 身の回り

コレクターズ 雑貨 退店店舗 2021/8/29

名称変更 2021/6/29

代表者変更 2021/6/29

28 株式会社デルフォニックス Smith 代表取締役 佐藤　達郎 東京都目黒区八雲三丁目23番20号 趣味雑貨

29 株式会社エル ミアカパンナ 代表取締役 坂本　真也 東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目14番5号 身の回り

30 オルビス株式会社 オルビス　ザ　ショップ 代表取締役 小林　琢磨 東京都品川区平塚二丁目1番14号 化粧品

31 株式会社パーク・コーポレーション 青山フラワーマーケット 代表取締役 井上　英明 東京都港区南青山五丁目1番2号 生花

32 株式会社サダマツ フェスタリア　ボヤージュ 代表取締役 貞松  隆弥 東京都目黒区中目黒二丁目6番20号 身の回り

東京都渋谷区神泉町8番16号 メガネ

株式会社ヌーヴ・エイ 代表取締役 松崎　充広26 東京都渋谷区神泉町8番16号

27 株式会社ヌーヴ・エイ ポーカーフェイス 代表取締役 松崎　充広

株式会社アントステラ ステラおばさんのクッキー 代表取締役 吉川　洋一 東京都渋谷区渋谷三丁目3番5号4

別表　小売業者一覧表（変更前）

№ 氏名（名称） 店名
法人の場合

変更内容 変更日
代表者の氏名

22 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド 代表取締役 門田　剛 東京都港区港区三田1-4-1
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33 株式会社アーバンリサーチ アーバンリサーチドアーズ 代表取締役 竹村　幸造 大阪市西区京町堀一丁目6番4号 紳士・婦人衣料

34 株式会社ゲオホールディングス Luck Rack 代表取締役 遠藤　結蔵 愛知県名古屋市中区富士見町8-8 紳士/婦人衣料/雑貨 退店店舗 2021/6/10

35 ゴディバ　ジャパン株式会社 ゴディバ 代表取締役 ジェローム・シュシャン 東京都港区六本木3-2-1 食品

36 株式会社マークスアンドウェブ MARKS＆WEB 代表取締役 松山　剛己 東京都目黒区東山一丁目11番10号 化粧品

37 株式会社プラステ PLST 代表取締役 河崎　邦和 山口県山口市佐山717番1号 紳士・婦人衣料

38 株式会社　ＩＴＸジャパン ZARA 代表取締役 ベッターソン万里 東京都渋谷区恵比寿西一丁目10番11号 婦人衣料

39 ヒットユニオン株式会社 フレッドペリー 代表取締役 田辺　圭二 東京都渋谷区恵比寿南二丁目20番7号 紳士・婦人衣料 退店店舗 2021/9/12

40 株式会社ピー・エス・コープ ラ・メゾン　アンソレイユターブル　パティスリー 代表取締役 佐々木　達明 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-29-7 食品

エメ 婦人衣料

しゃら 呉服

42 株式会社ＤｏＣｌａｓｓｅ　the　Store ドゥクラッセ 代表取締役 浜　恵子 東京都目黒区八雲三丁目23番20号 婦人衣料 退店店舗 2021/9/12

43 株式会社オカダヤ アンテシュクレ 代表取締役 蛭川　勝五 東京都新宿区西新宿七丁目15番4号 インナーウェア

44 株式会社レイ・カズン frames RAY CASSIN 代表取締役 足達　成幸 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目24番9号 婦人衣料

45 アロマスター株式会社 アロミックスタイル 代表取締役 神田秀昭 愛知県名古屋市天白区植田山3丁目1603番地 雑貨

名称変更 2021/3/1

住所変更 2021/3/1

47 株式会社ジュン ロペピクニック 代表取締役 佐々木　進 東京都港区南青山二丁目2番3号 婦人衣料

48 河淳株式会社 KEYUCA 代表取締役 河崎　淳三郎 東京都中央区日本橋浜町三丁目15番1号 インテリア

49 株式会社キャメル珈琲 カルディコーヒーファーム 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 食品

50 HOYA株式会社 アイシティ 代表取締役 鈴木　洋 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 コンタクトレンズ

51 田中興産株式会社 アーモワールカプリス 代表取締役 田中　敏男 滋賀県大津市長等2丁目1番21号 婦人衣料

52 株式会社ｆｉｔｆｉｔ フィットフィット 代表取締役 浜　恵子 東京都目黒区八雲三丁目23番20号 靴

53 株式会社キャン テ・チチ 代表取締役 阿部　和則 岡山県岡山市北区幸町2番8号 婦人衣料

54 株式会社銀座マギー プールスタジオアリヴィエ 代表取締役 植松  伸一 東京都太田区田園調布一丁目33番1号 婦人衣料

55 株式会社パシフィックコーポレーション パシフィックブラーノ 代表取締役 山本　勲 東京都大田区大森北4-12-22 婦人衣料 退店店舗 2021/8/31

56 株式会社フランドル クリアインプレッション 代表取締役 戸田　隆行 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-38-9 婦人衣料 退店店舗 2021/2/28

57 株式会社ディーエイチシー ＤＨＣ直営店 代表取締役 吉田　嘉明 東京都港区南麻布二丁目7番1号 化粧品/健康食品

58 株式会社ノジマ nojima 代表取締役 野島　廣司 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番3号 電化製品

59 株式会社ベネクシー ビルケンシュトック 代表取締役 海野　祥之 東京都千代田区九段北4-3-8 靴

60 株式会社ダブルエー オリエンタルトラフィック 代表取締役 肖  俊偉 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号 婦人靴

61 ユザワヤ商事株式会社 ユザワヤ 代表取締役 畑中　喜雄 東京都大田区西蒲田八丁目4番12号 雑貨

62 株式会社　エービーシー・マート ABC-MART POP UP STORE 代表取締役 野口　実 東京都渋谷区神南１－１１－５ 靴

63 株式会社良品計画 無印良品 代表取締役 松﨑　曉 東京都豊島区東池袋四丁目26番3号 雑貨

41 株式会社三松 代表取締役 齋藤　徹 東京都新宿区西新宿三丁目2番11号

46 株式会社ぶんご Ｂカンパニー 代表取締役 川上　志朗 東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目4番16号 雑貨
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64 株式会社コイデカメラ コイデカメラ 代表取締役 小出　良蔵 東京都杉並区阿佐ヶ谷北四丁目6番2号 雑貨

65 株式会社ロフト ロフト 代表取締役 安藤　公基 東京都渋谷区宇田川町18番2号 雑貨

66 株式会社Francfranc フランフラン 代表取締役 高島　郁夫 東京都港区北青山3-5-12 家具 代表者変更 2021/8/31

67 株式会社エスポール Dolce Fiora 代表取締役 澤田　豪 東京都墨田区石原1丁目37番8号 ランジェリー及び関連商品 退店店舗 2021/8/31

代表者変更 2020/3/1

住所変更 2020/1/1

69 株式会社ハニーズホールディングス 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番地の1 婦人衣料

70 株式会社ピーアンドエム アルシーヴ 代表取締役 泰道　真也 東京都中央区日本橋浜町一丁目1番12号 婦人衣料

71 株式会社ストライプインターナショナル グリーンパークストピック 代表取締役 立花　隆央 岡山県岡山市北区幸町2番8号 婦人衣料

72 株式会社ウェディングボックス ふりそでMODE ウェディングボックス 代表取締役 松本　徳太郎 熊本県熊本市中央区新市街4-4 呉服 住所変更 2021/9/30

73 株式会社スモール・プラネット キートス 代表取締役 吉野　廣樹 東京都八王子市子安町二丁目2番13号 雑貨

74 タビオ株式会社 靴下屋 代表取締役 越智　勝寛 大阪市浪速区難波中二丁目10番70号なんばパークス内パークスタワー 靴下

75 株式会社storyteller コトモノマルシェ 代表取締役 新堀　健太郎 東京都狛江市駒井町一丁目8番2号 身の回り

76 株式会社タナカふとんサービス じぶんまくら 代表取締役 田中　公雄 愛知県一宮市天王2-2-2 生活雑貨

77 株式会社ベルハウス スマホ修理工房 代表取締役 渕岡　恒司 埼玉県和光市本町1-16 雑貨

78 株式会社ＭＴＧ スタイル 代表取締役 松下　剛 愛知県名古屋市中村区本陣通二丁目32番 生活雑貨

79 株式会社ニコル ムッシュニコル 代表取締役 木野村　尚孝 東京都渋谷区東一丁目32番12号 紳士衣料

80 島村楽器株式会社 島村楽器 代表取締役 廣瀬　利明 東京都江戸川区平井六丁目37番3号 楽器・スタジオ

81 株式会社好日山荘 好日山荘 代表取締役 池田　真吾 兵庫県神戸市中央区浜辺通二丁目1番30号 スポーツ用品

82 合同会社ＰＶＨジャパン トミーヒルフィガー 代表取締役 アレキサンダー・トーマス・チュー 東京都千代田区内幸町2-1-6日比谷パークフロント16F 紳士衣料

83 株式会社エービーシー・マート ＡＢＣマート 代表取締役 野口  実 東京都渋谷区神南１－１１－５ 靴

84 タワーレコード株式会社 タワーレコード 代表取締役 嶺脇　育夫 東京都渋谷区神南一丁目22番14号 ＣＤ・ＤＶＤ

85 株式会社ステップ ドクターマーチン 代表取締役 森本　宣昭 大阪府大阪市住吉区長居東４－５－２５ 靴

86 株式会社メンズ・ビギ メンズビギ 代表取締役 清水　英幸 東京都渋谷区南平台町17番12号 紳士衣料

87 株式会社ニトリ ニトリデコホーム 代表取締役 似鳥　昭雄 北海道札幌市北区新琴似七条1丁目2番39号 雑貨

88 株式会社カンガルー堂 レゼール 代表取締役 田島　邦夫 千葉県千葉市中央区弁天三丁目8番27号 身の回り

オリヒカ　ハーフマーケット

オリヒカ

90 株式会社ゾフ ゾフ 代表取締役 上野　照博 東京都港区北青山三丁目6番1号 メガネ

91 株式会社ビーアンドディー Ｂ＆Ｄ 代表取締役 木村　仁美 東京都豊島区東池袋二丁目32番22号 スポーツ用品 住所変更 2018/3/1

92 株式会社ジーユー GU 代表取締役 柚木　治 山口県山口市佐山７１７番地１ 紳士・婦人衣料

93 株式会社紀伊國屋書店 紀伊國屋書店 代表取締役 高井　昌史 新宿区新宿３－１７－７ 書籍

68 株式会社ジュエリーアセットマネジャーズ アイデクト

株式会社AOKI89 代表取締役 上田　雄久

代表取締役 藤野　匡生

神奈川県横浜市都筑区葛が谷6番56号 紳士・婦人衣料

東京都千代田区有楽町２－２－２ 身の回り
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住所変更
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住所 主として

（所在地） 販売する物品

1 株式会社ヤオコー ヤオコー 代表取締役 川野　澄人 埼玉県川越市新宿町1丁目10番地1 食品

2 株式会社ココカラファイン　ヘルスケア ココカラファイン（ドラッグセガミ） 代表取締役 塚本　厚志 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番6号 薬

3 南海通商株式会社 台所屋雑貨店 代表取締役 栗野　祐次 東京都目黒区中町二丁目47番5号 生活雑貨

代表取締役 2021/4/1

住所変更 2021/8/31

5 ブルーブルーエジャパン株式会社 ブルーブルーエ 代表取締役 神山  邦雄 東京都渋谷区神山町11番9号 生活雑貨

6 ミニット・アジア・パシフィック株式会社 ミスターミニット 代表取締役  財津　伸二 東京都台東区柳橋2-19-6　柳橋ファーストビル2Ｆ 雑貨 代表取締役 2021/4/1

7 株式会社ビック・ママ お直しｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ・ビックママ 代表取締役 守井　嘉朗 仙台市若林区東八番丁１８３ 雑貨

8 株式会社キャンドゥ キャンドゥ 代表取締役 城戸　一弥 東京都新宿区北新宿2-21-1 雑貨

9 株式会社こだわりや こだわりや 代表取締役 藤田　克己 東京都豊島区東池袋3-15-7 食品

10 株式会社オールハーツ・カンパニー パステル 代表取締役 四方田　豊 愛知県名古屋市中区栄２－４－８　岡谷鋼機ビルディング１階 食品 代表者変更 2021/10/1

11 飯田　早織 秘密のおかしさん 埼玉県さいたま市中央区下落合6-4-5NKⅡ302 食品

12 株式会社銀座コージーコーナー 銀座コージーコーナー 代表取締役 山下　訓央 東京都中央区銀座1-8-1 食品

13 株式会社BBサポートホールディングス マンゴースター 代表取締役 野田典義 大阪府大阪市中央区南新町1丁目1番2号　タイムスビル2階食品 新規出店 2021/10/15

14 スムースデザイン　株式会社 Meet Fresh鮮芋仙 代表取締役 関根　伸明 東京都北区赤羽2-21-2 食品

15 有限会社くらづくり本舗 くらづくり本舗 代表取締役 中野　英幸 埼玉県川越市久保町5-3 食品

16 株式会社　マッシュビューティーラボ コスメキッチン 代表取締役 近藤　広幸 東京都千代田区麹町５－７－１ 化粧品 新規出店 2021/10/8

17 株式会社　アルビオン アルビオンドレッサー 代表取締役 小林　章一 東京都中央区銀座1-7-10 化粧品 新規出店 2021/11/26

18 株式会社ＴＳＩグルーヴアンドスポーツ株式会社ＳＡＢＯＮ　Ｊａｐａｎ サボン 代表取締役 黒石　和宏 東京都渋谷区神宮前３－２５－１８　２Ｆ スキンケア 新規出店 2021/10/8

19 株式会社　ミルク ジュエッテ 代表取締役 中嶋　潤哉 大阪市中央区博労町２－２－１３ 身の回り 新規出店 2021/10/8

20 ディーゼルジャパン株式会社 ディーゼル 代表取締役 髙實　康誠 大阪市中央区難波5-1-60 紳士・婦人衣料

21 株式会社パルコ インフォメーション 代表執行役 牧山　浩三 東京都豊島区南池袋一丁目28番2号 物販全般

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｱﾛｰｽﾞｸﾞﾘｰﾝﾚｰﾍﾞﾙﾘﾗｸｼﾝｸﾞ 紳士・婦人衣料 代表者変更 2021/4/1

BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS 紳士・婦人衣料 新規出店 2021/10/8

23 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド サマンサタバサプチチョイス 代表取締役 門田　剛 東京都港区港区三田1-4-1 身の回り

24 株式会社ローラデックス ノンブルアンペール 代表取締役 岩佐  雅人 東京都渋谷区恵比寿西二丁目15番8号 紳士・婦人衣料

25 株式会社サザビーリーグ AKOMEYA TOKYO 代表取締役 角田　良太 東京都渋谷区元代々木町49番13号 雑貨

26 株式会社FRONTIER コレオ 代表取締役 小野島　剛 長野県長野市北石堂町1444 2F 身の回り

27 株式会社ヌーヴ・エイ チックタック 代表取締役 松崎　充広 東京都渋谷区神泉町8番16号 身の回り

名称変更 2021/6/29

代表者変更 2021/6/29

29 株式会社デルフォニックス Smith 代表取締役 佐藤　達郎 東京都目黒区八雲三丁目23番20号 趣味雑貨

30 株式会社エル ミアカパンナ 代表取締役 坂本　真也 東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目14番5号 身の回り

31 オルビス株式会社 オルビス　ザ　ショップ 代表取締役 小林　琢磨 東京都品川区平塚二丁目1番14号 化粧品

32 株式会社パーク・コーポレーション 青山フラワーマーケット 代表取締役 井上　英明 東京都港区南青山五丁目1番2号 生花

33 株式会社サダマツ フェスタリア　ボヤージュ 代表取締役 貞松  隆弥 東京都目黒区中目黒二丁目6番20号 身の回り

別表　小売業者一覧表（変更後）

№ 氏名（名称） 店名
法人の場合

変更内容
代表者の氏名

4 株式会社アントステラ ステラおばさんのクッキー 代表取締役 高波　健二 東京都港区白金台5-22-12

株式会社　ＰＯＫＥＲ　ＦＡＣＥ ポーカーフェイス 代表取締役 清水　崇生 東京都渋谷区神泉町8番16号

変更日

メガネ28

22

食品

株式会社ユナイテッドアローズ　 松崎　善則代表取締役 東京都渋谷区神宮前3-28-1
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34 株式会社アーバンリサーチ アーバンリサーチドアーズ 代表取締役 竹村　幸造 大阪市西区京町堀一丁目6番4号 紳士・婦人衣料

35 株式会社　サンポークリエイト ANEMONE 代表取締役 ANEMONE 広島市中区袋町6番51号 身の回り 新規出店 2021/11/26

36 ゴディバ　ジャパン株式会社 ゴディバ 代表取締役 ジェローム・シュシャン 東京都港区六本木3-2-1 食品

37 株式会社マークスアンドウェブ MARKS＆WEB 代表取締役 松山　剛己 東京都目黒区東山一丁目11番10号 化粧品

38 株式会社プラステ PLST 代表取締役 河崎　邦和 山口県山口市佐山717番1号 紳士・婦人衣料

39 株式会社　ＩＴＸジャパン ZARA 代表取締役 ベッターソン万里 東京都渋谷区恵比寿西一丁目10番11号 婦人衣料

40 株式会社　ベイクルーズ JOURNAL STANDARD relume / SLOB 代表取締役 窪田　祐 東京都渋谷区渋谷1-23-21 紳士・婦人衣料 新規出店 2021/11/26

41 株式会社ピー・エス・コープ ラ・メゾン　アンソレイユターブル　パティスリー 代表取締役 佐々木　達明 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-29-7 食品

エメ 婦人衣料

しゃら 呉服

42 株式会社　東京ドーム ショップイン 代表取締役 長岡　勤 東京都文京区後楽1-3-61 身の回り 新規出店 2021/10/22

43 株式会社オカダヤ アンテシュクレ 代表取締役 蛭川　勝五 東京都新宿区西新宿七丁目15番4号 インナーウェア

44 株式会社レイ・カズン frames RAY CASSIN 代表取締役 足達　成幸 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目24番9号 婦人衣料

45 アロマスター株式会社 アロミックスタイル 代表取締役 神田秀昭 愛知県名古屋市天白区植田山3丁目1603番地 雑貨

名称変更 2021/3/1

住所変更 2021/3/1

47 株式会社ジュン ロペピクニック 代表取締役 佐々木　進 東京都港区南青山二丁目2番3号 婦人衣料

48 河淳株式会社 KEYUCA 代表取締役 河崎　淳三郎 東京都中央区日本橋浜町三丁目15番1号 インテリア

49 株式会社キャメル珈琲 カルディコーヒーファーム 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 食品

50 HOYA株式会社 アイシティ 代表取締役 鈴木　洋 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 コンタクトレンズ

51 田中興産株式会社 アーモワールカプリス 代表取締役 田中　敏男 滋賀県大津市長等2丁目1番21号 婦人衣料

52 株式会社ｆｉｔｆｉｔ フィットフィット 代表取締役 浜　恵子 東京都目黒区八雲三丁目23番20号 靴

53 株式会社キャン テ・チチ 代表取締役 阿部　和則 岡山県岡山市北区幸町2番8号 婦人衣料

54 株式会社銀座マギー プールスタジオアリヴィエ 代表取締役 植松  伸一 東京都太田区田園調布一丁目33番1号 婦人衣料

55 株式会社　ライフスタイルイノベーション 212 KITCHEN STORE 代表取締役 西川　信一 東京都港区北青山3-5-10 雑貨 新規出店 2021/10/22

56 株式会社ピエトロ ピエトロ　ア　デイ 代表取締役 高橋　泰行 福岡県福岡市中央区天神3-4-5 食品 新規出店 2021/10/26

57 株式会社ベネフィット フララニハワイ 代表取締役 間口　豪 東京都港区赤坂一丁目１１番２８号 紳士・婦人衣料 新規出店 2021/12/4

58 株式会社ディーエイチシー ＤＨＣ直営店 代表取締役 吉田　嘉明 東京都港区南麻布二丁目7番1号 化粧品/健康食品

59 株式会社ノジマ nojima 代表取締役 野島　廣司 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番3号 電化製品

60 株式会社ベネクシー ビルケンシュトック 代表取締役 海野　祥之 東京都千代田区九段北4-3-8 靴

61 株式会社ダブルエー オリエンタルトラフィック 代表取締役 肖  俊偉 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号 婦人靴

62 ユザワヤ商事株式会社 ユザワヤ 代表取締役 畑中　喜雄 東京都大田区西蒲田八丁目4番12号 雑貨

63 株式会社　エービーシー・マート ABC-MART POP UP STORE 代表取締役 野口　実 東京都渋谷区神南１－１１－５ 靴

64 株式会社良品計画 無印良品 代表取締役 松﨑　曉 東京都豊島区東池袋四丁目26番3号 雑貨

41 株式会社三松 代表取締役 齋藤　徹 東京都新宿区西新宿三丁目2番11号

雑貨46 有限会社B's International Ｂカンパニー 代表取締役 川上　志朗 東京都杉並区西荻南３－８－１６
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65 株式会社コイデカメラ コイデカメラ 代表取締役 小出　良蔵 東京都杉並区阿佐ヶ谷北四丁目6番2号 雑貨

66 株式会社ロフト ロフト 代表取締役 安藤　公基 東京都渋谷区宇田川町18番2号 雑貨

67 株式会社Francfranc フランフラン 代表取締役 佐野　一幸 東京都港区北青山3-5-12 家具 代表者変更 2021/8/31

代表者変更 2020/3/1

住所変更 2020/1/1

69 株式会社ハニーズホールディングス 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番地の1 婦人衣料

70 株式会社ピーアンドエム アルシーヴ 代表取締役 泰道　真也 東京都中央区日本橋浜町一丁目1番12号 婦人衣料

71 株式会社ストライプインターナショナル グリーンパークストピック 代表取締役 立花　隆央 岡山県岡山市北区幸町2番8号 婦人衣料

72 株式会社ウェディングボックス ふりそでMODE ウェディングボックス 代表取締役 松本　徳太郎 熊本県熊本市中央区手取本町4-8 呉服 住所変更 2021/9/30

73 株式会社スモール・プラネット キートス 代表取締役 吉野　廣樹 東京都八王子市子安町二丁目2番13号 雑貨

74 タビオ株式会社 靴下屋 代表取締役 越智　勝寛 大阪市浪速区難波中二丁目10番70号なんばパークス内パークスタワー 靴下

75 株式会社storyteller コトモノマルシェ 代表取締役 新堀　健太郎 東京都狛江市駒井町一丁目8番2号 身の回り

76 株式会社タナカふとんサービス じぶんまくら 代表取締役 田中　公雄 愛知県一宮市天王2-2-2 生活雑貨

77 株式会社ベルハウス スマホ修理工房 代表取締役 渕岡　恒司 埼玉県和光市本町1-16 雑貨

78 株式会社ＭＴＧ スタイル 代表取締役 松下　剛 愛知県名古屋市中村区本陣通二丁目32番 生活雑貨

79 株式会社ニコル ムッシュニコル 代表取締役 木野村　尚孝 東京都渋谷区東一丁目32番12号 紳士衣料

80 島村楽器株式会社 島村楽器 代表取締役 廣瀬　利明 東京都江戸川区平井六丁目37番3号 楽器・スタジオ

81 株式会社好日山荘 好日山荘 代表取締役 池田　真吾 兵庫県神戸市中央区浜辺通二丁目1番30号 スポーツ用品

82 合同会社ＰＶＨジャパン トミーヒルフィガー 代表取締役 アレキサンダー・トーマス・チュー 東京都千代田区内幸町2-1-6日比谷パークフロント16F 紳士衣料

83 株式会社エービーシー・マート ＡＢＣマート 代表取締役 野口  実 東京都渋谷区神南１－１１－５ 靴

84 タワーレコード株式会社 タワーレコード 代表取締役 嶺脇　育夫 東京都渋谷区神南一丁目22番14号 ＣＤ・ＤＶＤ

85 株式会社ステップ ドクターマーチン 代表取締役 森本　宣昭 大阪府大阪市住吉区長居東４－５－２５ 靴

86 株式会社メンズ・ビギ メンズビギ 代表取締役 清水　英幸 東京都渋谷区南平台町17番12号 紳士衣料

87 株式会社ニトリ ニトリデコホーム 代表取締役 似鳥　昭雄 北海道札幌市北区新琴似七条1丁目2番39号 雑貨

88 株式会社カンガルー堂 レゼール 代表取締役 田島　邦夫 千葉県千葉市中央区弁天三丁目8番27号 身の回り

オリヒカ　ハーフマーケット

オリヒカ

90 株式会社ゾフ ゾフ 代表取締役 上野　照博 東京都港区北青山三丁目6番1号 メガネ

91 株式会社ビーアンドディー Ｂ＆Ｄ 代表取締役 木村　仁美 東京都新宿区北新宿2-21-1 スポーツ用品 住所変更 2018/3/1

92 株式会社ジーユー GU 代表取締役 柚木　治 山口県山口市佐山７１７番地１ 紳士・婦人衣料

93 株式会社紀伊國屋書店 紀伊國屋書店 代表取締役 高井　昌史 新宿区新宿３－１７－７ 書籍

代表取締役 上之原　匡 東京都品川区西五反田7-22-17 身の回り

89 株式会社AOKI 代表取締役 上田　雄久 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6番56号 紳士・婦人衣料

68 株式会社ジュエリーアセットマネジャーズ アイデクト
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