
  

広島市告示第２２７号  

令和２年４月２３日  

  

 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定により大規模小

売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第３項において準用する同法第５条第

３項の規定により、次のとおり公告します。 

 

 

                       広島市長  松井 一實 

 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

(1) 名 称 イオンモール広島祇園 

(2) 所在地 広島市安佐南区祇園三丁目５４０番地１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

イオンモール株式会社 

代表取締役社長 吉田 昭夫 

千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 

３ 変更事項 

(1) 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 

 （変更前） 

イオンモール株式会社 

代表取締役社長  吉田 昭夫 

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 

 （変更後） 

イオンモール株式会社 

代表取締役社長  岩村 康次 

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 

 (2) 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）別紙１のとおり 

 （変更後）別紙２のとおり 

４ 変更年月日 

(1) 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 

     令和２年３月１日 



  

(2) 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 

   別紙２のとおり 

５ 届出年月日 

令和２年４月１５日 

６ 届出書の縦覧場所 

 (1) 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

広島市経済観光局産業振興部商業振興課 

 (2) 広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号 

   広島市安佐南区役所市民部区政調整課 

７ 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

(1) 縦覧期間 

令和２年４月２３日から同年８月２３日まで。ただし、日曜日、土曜日、国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。 

 (2) 縦覧のできる時間帯 

   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

８ 意見書の提出 

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該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に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月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べる

ことができます。 

９ 意見書の提出期限及び提出先 

 (1) 提出期限 令和２年８月２３日 

 (2) 提出先 

〒７３０－８５８６ 

   広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

   広島市経済観光局産業振興部商業振興課



  

別紙１ 

小売業者一覧表 （変更前） 

小 売 業 者 
住      所 

変更年月日 

その理由 氏名又は名称 代 表 者 

イオンリテール株式会社 代表取締役社長  

岡崎 双一 

千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1   

株式会社ドリーム  代表取締役社長  

小野 兼資  

香川県高松市塩屋町14-5   

株式会社良品計画 代表取締役 

 松崎 暁 

東京都豊島区東池袋四丁目26-3  

株式会社ジーユー 代表取締役 

 柚木 治 

山口県山口市佐山717番地1  

株式会社ﾊﾋﾟﾈｽ・ｱﾝﾄﾞ・ﾃﾞｲ 代表取締役 

 田 泰夫 

東京都中央区銀座一丁目16-1 東貸ﾋﾞﾙ4階  

株式会社ライフ・ビート 

 

窪 英明 広島市西区三篠町一丁目6-3 ｲｰｽﾄﾋﾞﾙ2F 北側  

株式会社オンワード樫山  

広島支店 

執行役員広島支

店長 

 山口 淳也 

広島市西区南観音三丁目12-10   

株式会社ｽﾄﾗｲﾌﾟｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 代表取締役 

石川 康晴 

岡山市北区幸町2-8  

株式会社ツツミ  代表取締役社長  

互 智司  

埼玉県蕨市中央四丁目24-26  

株式会社コーエン  代表取締役社長  

藤澤 光徳 

東京都港区赤坂八丁目1-19 日本生命赤坂ビル  

株式会社ｱﾙｶｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 代表取締役社長 

内山 誠一 

神戸市中央区港島中町六丁目8-1   

株式会社フランス屋  代表取締役社長  

安田 洋一  

広島市中区幟町3-58   

株式会社ｱﾀﾞｽﾄﾘｱ 代表取締役  

福田 三千男 

茨城県水戸市泉町三丁目1-27  

株式会社ﾃﾞｨｰｴｲﾁｼｰ 代表取締役  

高橋 芳枝 

東京都港区南麻布二丁目7-1  

株式会社ｼｽﾃﾑｼﾞｭｳﾖﾝ 

 

代表取締役 

石田 勝彦 

大阪市北区天神橋三丁目7-9  

株式会社プラステ 

 

代表取締役社長 

河﨑 邦和 

山口県山口市佐山717番地1  

株式会社ｴｰﾋﾞｰｼｰ･ﾏｰﾄ 

 

代表取締役 

野口 実 

東京都渋谷区神南一丁目11-5  

株式会社キャン 

 

代表取締役 

 立花 隆央 

東京都杉並区高円寺北二丁目6-1  

株式会社東京デリカ  代表取締役  

木山 剛史  

東京都葛飾区新小岩一丁目48-14   

株式会社ココカラファイ

ン 

代表取締役  

塚本 厚志 

横浜市港北区新横浜三丁目17-6   

株式会社キタムラ  代表取締役  

北村 正志  

高知県高知市本町四丁目1-16  

  

 

株式会社中央コンタクト 代表取締役 

藤本 亮吉 

静岡市駿河区南町14-1  

株式会社メガスポーツ 代表取締役社長  

石塚 幸男 

東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目36-5  

株式会社エイティー今藤 代表取締役 

 今藤 尚一 

鹿児島県薩摩川内市平佐町1935-1  



  

小 売 業 者 
住      所 

変更年月日 

その理由 氏名又は名称 代 表 者 

東京シャツ株式会社 代表取締役  

 鈴木 弘之 

東京都千代田区東神田二丁目8-12  

株式会社まつや 

 

代表取締役 

 松本 晋司 

長崎県大村市本町330-1  

株式会社アフリカタロウ 

 

代表取締役社長  

江見いづみ 

岡山市北区高柳西町25-5   

株式会社ジーフット 代表取締役  

堀江 泰文 

東京都中央区新川一丁目23-5新川ｲｰｽﾄ   

有限会社ﾊｰﾄﾏｰｹｯﾄ 代表取締役  

桜井 明 

群馬県前橋市川原町一丁目28-7   

株式会社ベルーナ 代表取締役  

安野 清  

埼玉県上尾市宮本町4-2  

ソックコウベ株式会社   代表取締役社長  

日ノ本 欽也 

神戸市東灘区向洋町中六丁目9番地 

 

 

相賀佛光堂有限会社 代表取締役 

 相賀 壮之助 

岡山県玉野市用吉1658-10  

株式会社ｻﾞ・ｸﾛｯｸﾊｳｽ 代表取締役社長  

 大野 禄太郎 

東京都中央区京橋一丁目11-2  

As-meｴｽﾃｰﾙ株式会社 

 

代表取締役 

丸山 雅史 

東京都港区虎ノ門四丁目3-13  

株式会社めのや 代表取締役  

新宮 寛人 

島根県松江市嫁島町14番13号  

株式会社 タオル美術館 代表取締役  

越智 康行  

東京都港区白金台三丁目19-1  

株式会社チュチュアンナ 代表取締役 

上田 利昭 

大阪市阿倍野区天王寺町北二丁目3-1  

株式会社ブルーメイト   取締役社長  

吉川 一之 

岡山県伊原市下出部町一丁目17-1  

有限会社エコロジア   代表取締役社長 

世良 茂雄 

広島県呉市広中町1-9  

株式会社タカキュー 代表取締役 

大森 尚昭 

東京都板橋区板橋三丁目9-7  

ﾒｶﾞﾈの田中ﾁｪｰﾝ株式会社 

 

代表取締役社長  

 デイミアンホー

ル 

広島市中区袋町1番23-102号  

株式会社ベルカディア  代表取締役  

辰野 勇 

大阪市西区新町二丁目2-2  

島村楽器株式会社 

 

代表取締役社長  

島村 元紹 

東京都江戸川区平井六丁目37-3  

イオンペット株式会社 代表取締役  

辻 晴芳 

千葉県市川市南八幡四丁目17-8 ｺｽﾓｽ本八幡1F  

株式会社ニトリ 代表取締役 

白井 俊之  

札幌市北区新琴似7条1-2-39  

株式会社ライトオン 代表取締役 

 川崎 純平 

茨城県つくば市吾妻1-11-1  

株式会社コックス  代表取締役  

寺脇 栄一 

東京都中央区日本橋浜町一丁目2-1  

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  

株式会社チチカカ 代表取締役  

田中 義章 

横浜市港北区 新横浜二丁目2-3  



  

小 売 業 者 
住      所 

変更年月日 

その理由 氏名又は名称 代 表 者 

株式会社コールアンドレ

スポンス 

代表取締役 

 濱田 英樹 

大分県別府市大字南立石字丸尾2231-1  

株式会社シンユウ  代表取締役  

石田 勝也  

広島県呉市本町16-5   

株式会社チェルシーニュ

ーヨーク 

代表取締役 

 北方 康弘 

石川県金沢市上安原南98-2  

株式会社オンデーズ 代表取締役  

 田中 修治 

東京都品川区東品川二丁目2-8ｽﾌｨｱﾀﾜｰ13F  

株式会社ヴィレッジヴァ

ンガードコーポレーショ

ン 

代表取締役 

 白川 篤典 

名古屋市名東区上社1-901  

株式会社つるや 代表取締役 

 鶴田 学 

愛媛県松山市湊町三丁目8-4  

株式会社ネクサスエンタ

ープライズ 

代表取締役 

原本 一正 

大阪市中央区日本橋二丁目7-13  

福永ビル2F A号室 

 

株式会社ナルミヤ・インタ

ーナショナル 

代表取締役兼執

行役員社長 

石井 稔晃  

東京都港区芝公園二丁目4-1芝パークB館9階   

株式会社エフ・オー・イン

ターナショナル  

代表取締役  

小野 行由  

神戸市中央区三宮町二丁目4-1   

ブランシェス株式会社 代表取締役  

 坂入 良久 

千葉市美浜区中瀬一丁目5-1  

株式会社グローバルセレ

クション 

代表取締役 

 森崎 崇 

福岡市城南区茶山一丁目1-2  

大創産業株式会社 代表取締役社長 

 矢野 博丈 

広島県東広島市西条吉行東一丁目4-14  

 

株式会社ポプラ 代表取締役 

 目黒 真司 

広島市安佐北区安佐町大字久地665-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

別紙２ 

小売業者一覧表 （変更後） 

小 売 業 者 
住      所 

変更年月日 

その理由 氏名又は名称 代 表 者 

イオンリテール株式会社 代表取締役社長  

岡崎 武美 

千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1  平成 31年 3月 1日 

代表者変更 

株式会社ドリーム  代表取締役社長  

小野 兼資  

香川県高松市塩屋町14-5   

株式会社良品計画 代表取締役 

 松崎 暁 

東京都豊島区東池袋四丁目26-3  

株式会社ジーユー 代表取締役 

 柚木 治 

山口県山口市佐山717番地1  

株式会社ﾊﾋﾟﾈｽ・ｱﾝﾄﾞ・ﾃﾞｲ 代表取締役 

 田 泰夫 

東京都中央区銀座一丁目16-1 東貸ﾋﾞﾙ4階  

株式会社ライフ・ビート 

 

代表取締役 

 石原 一郎 

広島市西区三篠町一丁目6-3 ｲｰｽﾄﾋﾞﾙ2F 北側 令和元年 12月 17日 

代表者変更 

株式会社オンワード樫山  

広島支店 

執行役員広島支

店長 

 山口 淳也 

広島市西区南観音三丁目12-10   

株式会社ｽﾄﾗｲﾌﾟｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 代表取締役 

立花 隆央 

岡山市北区幸町2-8 令和 2年 3月 6日 

代表者変更 

株式会社ツツミ  代表取締役社長  

互 智司  

埼玉県蕨市中央四丁目24-26  

株式会社コーエン  代表取締役社長  

藤澤 光徳 

東京都港区赤坂八丁目1-19 日本生命赤坂ビル  

株式会社ｱﾙｶｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 代表取締役社長 

内山 誠一 

神戸市中央区港島中町六丁目8-1   

株式会社フランス屋  代表取締役社長  

安田 洋一  

広島市中区幟町3-58   

株式会社ｱﾀﾞｽﾄﾘｱ 代表取締役  

福田 三千男 

茨城県水戸市泉町三丁目1-27  

株式会社ﾃﾞｨｰｴｲﾁｼｰ 代表取締役  

高橋 芳枝 

東京都港区南麻布二丁目7-1  

株式会社ｼｽﾃﾑｼﾞｭｳﾖﾝ 

 

代表取締役 

石田 勝彦 

大阪市北区天神橋三丁目7-9  

株式会社プラステ 

 

代表取締役社長 

河﨑 邦和 

山口県山口市佐山717番地1  

株式会社ｴｰﾋﾞｰｼｰ･ﾏｰﾄ 

 

代表取締役 

野口 実 

東京都渋谷区神南一丁目11-5  

株式会社キャン 

 

代表取締役 

 立花 隆央 

東京都杉並区高円寺北二丁目6-1  

株式会社東京デリカ  代表取締役  

木山 剛史  

東京都葛飾区新小岩一丁目48-14   

株式会社ココカラファイ

ン 

代表取締役  

塚本 厚志 

横浜市港北区新横浜三丁目17-6   

株式会社キタムラ  代表取締役  

北村 正志  

高知県高知市本町四丁目1-16  

  

 

株式会社中央コンタクト 代表取締役 

藤本 亮吉 

静岡市駿河区南町14-1  

株式会社メガスポーツ 代表取締役社長  

石塚 幸男 

東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目36-5  

株式会社エイティー今藤 代表取締役 

 今藤 尚一 

鹿児島県薩摩川内市平佐町1935-1  



  

小 売 業 者 
住      所 

変更年月日 

その理由 氏名又は名称 代 表 者 

東京シャツ株式会社 代表取締役  

 左座 邦晴 

東京都千代田区東神田二丁目8-12 令和 2年 3月 13日 

代表者変更 

株式会社まつや 

 

代表取締役 

 松本 晋司 

長崎県大村市本町330-1  

株式会社アフリカタロウ 

 

代表取締役社長  

江見いづみ 

岡山市北区高柳西町25-5   

株式会社ファンライフ 代表取締役 

 中村 俊也 

長崎県長崎市万屋町5-32 

第2一ノ瀬ビル3階 

令和 2年 2月 7日 

入店 

株式会社ジーフット 代表取締役  

堀江 泰文 

東京都中央区新川一丁目23-5新川ｲｰｽﾄ   

有限会社ﾊｰﾄﾏｰｹｯﾄ 代表取締役  

桜井 明 

群馬県前橋市川原町一丁目28-7   

株式会社ベルーナ 代表取締役  

安野 清  

埼玉県上尾市宮本町4-2  

ソックコウベ株式会社   代表取締役社長  

日ノ本 欽也 

神戸市東灘区向洋町中六丁目9番地 

 

 

相賀佛光堂有限会社 代表取締役 

 相賀 壮之助 

岡山県玉野市用吉1658-10  

株式会社ｻﾞ・ｸﾛｯｸﾊｳｽ 代表取締役社長  

 大野 禄太郎 

東京都中央区京橋一丁目11-2  

As-meｴｽﾃｰﾙ株式会社 

 

代表取締役 

丸山 雅史 

東京都港区虎ノ門四丁目3-13  

株式会社めのや 代表取締役  

新宮 寛人 

島根県松江市嫁島町14番13号  

株式会社 タオル美術館 代表取締役  

越智 康行  

東京都港区白金台三丁目19-1  

株式会社チュチュアンナ 代表取締役 

上田 利昭 

大阪市阿倍野区天王寺町北二丁目3-1  

株式会社ブルーメイト   取締役社長  

吉川 一之 

岡山県伊原市下出部町一丁目17-1  

有限会社エコロジア   代表取締役社長 

世良 茂雄 

広島県呉市広中町1-9  

株式会社タカキュー 代表取締役 

大森 尚昭 

東京都板橋区板橋三丁目9-7  

ﾒｶﾞﾈの田中ﾁｪｰﾝ株式会社 

 

代表取締役社長  

 デイミアンホー

ル 

広島市中区袋町1番23-102号  

株式会社ベルカディア  代表取締役  

辰野 勇 

大阪市西区新町二丁目2-2  

島村楽器株式会社 

 

代表取締役社長  

島村 元紹 

東京都江戸川区平井六丁目37-3  

イオンペット株式会社 代表取締役  

辻 晴芳 

千葉県市川市南八幡四丁目17-8 ｺｽﾓｽ本八幡1F  

株式会社ニトリ 代表取締役 

白井 俊之  

札幌市北区新琴似7条1-2-39  

株式会社ライトオン 代表取締役 

 川崎 純平 

茨城県つくば市吾妻1-11-1  

株式会社コックス  代表取締役  

寺脇 栄一 

東京都中央区日本橋浜町一丁目2-1  

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  



  

小 売 業 者 
住      所 

変更年月日 

その理由 氏名又は名称 代 表 者 

株式会社チチカカ 代表取締役  

田中 義章 

横浜市港北区 新横浜二丁目2-3  

株式会社コールアンドレ

スポンス 

代表取締役 

 濱田 英樹 

大分県別府市大字南立石字丸尾2231-1  

株式会社シンユウ  代表取締役  

石田 勝也  

広島県呉市本町16-5   

株式会社チェルシーニュ

ーヨーク 

代表取締役 

 北方 康弘 

石川県金沢市上安原南98-2  

株式会社オンデーズ 代表取締役  

 田中 修治 

東京都品川区東品川二丁目2-8ｽﾌｨｱﾀﾜｰ13F  

株式会社ヴィレッジヴァ

ンガードコーポレーショ

ン 

代表取締役 

 白川 篤典 

名古屋市名東区上社1-901  

株式会社つるや 代表取締役 

 鶴田 学 

愛媛県松山市湊町三丁目8-4  

株式会社ネクサスエンタ

ープライズ 

代表取締役 

原本 一正 

大阪市中央区日本橋二丁目7-13  

福永ビル2F A号室 

 

株式会社ナルミヤ・インタ

ーナショナル 

代表取締役兼執

行役員社長 

石井 稔晃  

東京都港区芝公園二丁目4-1芝パークB館9階   

株式会社エフ・オー・イン

ターナショナル  

代表取締役  

小野 行由  

神戸市中央区三宮町二丁目4-1   

ブランシェス株式会社 代表取締役  

 坂入 良久 

千葉市美浜区中瀬一丁目5-1  

株式会社グローバルセレ

クション 

代表取締役 

 森崎 崇 

福岡市城南区茶山一丁目1-2  

大創産業株式会社 代表取締役社長 

 矢野 靖二 

広島県東広島市西条吉行東一丁目4-14 令和 2年 2月 5日 

代表者変更 

株式会社ポプラ 代表取締役 

 目黒真司 

広島市安佐北区安佐町大字久地665-1  

 


