
浜松市公告第号９７８ 

 

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出が

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する。

当該届出及びその添付書類は、この公告の日から４月間浜松市商工部商業政策課において縦覧

に供する。 

 

平成２２年１１月２４日 

                            

浜松市長 鈴木 康友  

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  イオン浜松市野ショッピングセンター 

  浜松市東区天王町字諏訪１９８１－３外 

 

２ 変更事項 

（1）小売業者の名称 

変更前 変更後 変更年月日 
ペプコジャパン株式会社 ＡＨＢインターナショナル株式会社 平成 21年 2月 20日 

株式会社マツハシ 株式会社ハーマンズ 平成 21年 2月 20日 

株式会社スタジオクリップ 株式会社トリ二ティアーツ 平成 22年 2月 1日 

株式会社ブルーグラス 株式会社コックス 平成 22年 8月 20日 

ＨＯＹＡヘルスケア株式会社 ＨＯＹＡ株式会社 平成 22年 1月 1日 

株式会社ニューステップ 

株式会社ツルヤ靴店 
株式会社ジーフット 平成 22年 8月 20日 

株式会社ランジェノエル 株式会社ワコール 平成 21年 8月 1日 

伊藤直宏 株式会社ＢＲＥＡＫ 平成 21年 9月 30日 

株式会社ドロップ 株式会社トリ二ティアーツ 平成 22年 1月 20日 

株式会社ＧＯＶリテイリング 株式会社ユニクロ 平成 21年 11月 26日 

あずみ株式会社 ＡＳ－ｍｅエステール株式会社 平成 21年 10月 1日 

タビオ株式会社 株式会社ダン 平成 21年 2月 20日 

 
 
 
 
 
 



（2）小売業者の代表者の変更 
代 表 者 名 

小売業社名 
変更前 変更後 

変更年月日 

イオンリテール株式会社 岡田 元也 村井 正平 平成 20年 8月 20日 

リフォームスタジオ株式会社 西村 正克 渡邊 善仁 平成 21年 2月 20日 

株式会社コックス 萩原 久示 池内 清和 平成 22年 8月 20日 

株式会社ポイント 黒田  博 福田三千男 平成 21年 2月 20日 

株式会社未来屋書店 柿内 宏一 中山  章 平成 22年 8月 20日 

クレアーズ日本株式会社 高荷  隆 三宅  香 平成 22年 8月 20日 

株式会社ディーエイチシー 吉田 嘉明 高橋 芳枝 平成 21年 2月 20日 

株式会社オンワード樫山 水野健太郎 酒井  渉 平成 21年 2月 20日 

株式会社二コロポーロ 菅田  茂 田島 勝美 平成 21年 2月 20日 

 
（3）小売業者の住所 

住     所 
小売業者名 

変更前 変更後 
変更年月日 

株式会社セキド 東京都八王子市旭町 11-8 
東京都新宿区西新宿 2-7-1 

小田急第一生命ビル 5Ｆ 平成 22 年 6 月 28 日 

株式会社プロジェクトファイブ 愛知県岡崎市東明大寺 15-1 愛知県岡崎市東明大寺 15-7 平成 21 年 2 月 20 日 

株式会社コーエイアルファス 浜松市東区和田町 848 浜松市東区和田町 847 平成 21 年 2 月 20 日 

株式会社オンリー 
京都市中京区三条通 

烏丸西入御倉町 85-1烏丸ビル 

京都市左京区松原通 

烏丸西入ル玉津島町 303 平成 21 年 6 月 2 日 

株式会社エーカンパニー 
名 古 屋 市 名 東 区 牧 の 原

3-902 

名古屋市日進市東山 3-1304 平成 21 年 2 月 20 日 

 
（4）小売業の入店 

小売業者名 代表者名 住     所 変更年月日 
株式会社コスモネット 三上  明 京都市中央区烏山通四条上通る笋町 689 平成 22 年 4 月 1 日 

株式会社アキｱゴーラカイタック 中原 信広 福岡市中央区舞鶴二丁目 8-6-201 平成 22 年 3 月 28 日 

株式会社クロスカンパニー 石川 康晴 岡山県岡山市北区幸町 2番 8号 平成 22 年 8 月 27 日 

株式会社Ｋ・ＰＲＯＧＲＥＳＳ 兼松  猛 名古屋市千種区千種 2丁目 23番地 6号 平成 22年 10月 20日 

株式会社トーシン 石田 信文 名古屋市中区栄え 2丁目 4番 21号 平成 22 年 8 月 12 日 

株式会社織部 奥田 崇仁 岐阜県多治見市旭ヶ丘 10丁目 6－130 平成 22 年 3 月 25 日 

吉田商事株式会社 斉藤 裕幸 愛知県豊橋市西鷹 1丁目 2番地の 6 平成 22 年 7 月 6 日 

株式会社めのや 新宮 正朗 島根県松江市湯田町玉造 325 平成 21年 11月 18日 

有限会社岩瀬 岩瀬 正範 愛知県西尾市熊木町南十五夜二 平成 21 年 8 月 28 日 

株式会社コージイコポレーション 高林 更次 
大阪市中央区南船場 1丁目 16-10 

岡本ビル 3Ｆ 
平成 22年 10月 20日 

株式会社鈴丹 小林 史生 名古屋市昭和区広路通 2丁目 5番 20 平成 21 年 7 月 23 日 

株式会社アドバンスクリエイト 濱田 佳治 大阪市中央区瓦町 3-5-7 平成 22 年 4 月 22 日 

 



（5）小売業者の退店 
小売業者名 代表者名 住     所 変更年月日 

サキヤクリエイト株式会社 佐々木雅章 岡山県倉敷市白楽町 380-3 平成 21年 7月 26日 

クロスプラス株式会社 森  文夫 
東京都港区南青山 6-11-1 

スリーエブ南青山ビルディング 2階 
平成 22年 7月 20日 

洋品の加藤 加藤 建一 静岡県静岡市清水区草薙 1321－4 平成 22年 11月 20日 

有限会社平和家具 兼子 直久 静岡県磐田市中央町 86－2 平成 22年 11月 20日 

株式会社アマカサ 天笠 悦蔵 東京都台東区浅草 6-25-4 平成 22年 1月 31日 

株式会社モリエ 酒井 勝徳 愛知県稲沢市天池五反田町１ 平成 22年 3月 1日 

株式会社フェイバリッツ 正守 信彦 浜松市中区佐鳴台 4-37-23 平成 21年 2月 5日 

株式会社ＮＥＣモバイニング 松尾 義武 横浜市港区新横浜 2-4-8 平成 22年 4月 20日 

株式会社白鳳 田中 明秀 愛知県尾張旭市旭台 1-1-5 平成 22年 5月 20日 

株式会社ＡｃｃｅＪａｐａｎ 大網 清数 福井県鯖江市平井町 29-7-3 平成 22年 5月 20日 

株式会社呑婢茜里 大澤 良雄 静岡市葵区音羽町 19-15 平成 21年 5月 21日 

株式会社ボートウォーク 開地 裕一 大阪府守口市大枝南町 8-14 平成 21年 2月 8日 

株式会社イオリ 永井 博士 東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-8-5 平成 22年 1月 31日 

株式会社セキニレーシングスポーツ 関野 光延 神奈川県鎌倉市寺分 14-19 平成 22年 10月 17日 

 

３ 変更年月日 

上記のとおり 

 

４ 届出年月日 

  平成２２年１１月１８日 


