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公 告

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，次のとおり縦覧に供する。

なお，大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき

事項について意見がある場合は，縦覧期間満了の日までに宮城県経済商工観光部商工経営

支援課に到達するよう意見書を提出することができる。

平成２１年１２月４日

宮城県知事 村 井 嘉 浩

１ 届出者名

イオンモール株式会社 代表取締役 村上 教行

２ 大規模小売店舗の名称及び所在地

イオンモール名取エアリ

名取市増田字字関下４５８ 外

３ 大規模小売店舗を設置する者の氏名及び住所

イオンモール株式会社 代表取締役 村上 教行

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

４ 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）イオン株式会社 取締役代表執行役社長 岡田 元也

千葉県千葉市美浜区中瀬１－５－１

株式会社三越 代表取締役社長 石塚 邦雄

東京都中央区日本橋室町１－４－１

井ヶ田製茶株式会社 代表取締役 今野 克二

仙台市青葉区大町２丁目７番２３号

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４丁目１番１６号

株式会社アスプルンド 代表取締役 嶋本 喜司

東京都港区三田４－１－９

株式会社クロスカンパニー 代表取締役 石川 康晴

岡山県岡山市幸町２番８号

株式会社ジェイテックス 代表取締役 笠原 造

東京都目黒区中目黒１丁目８番１号

株式会社ビューカンパニー 代表取締役 松村 洋祐

大阪府大阪市淀川区宮原３丁目４番３０号
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株式会社ヤマダヤ 代表取締役 山田 道朗

愛知県名古屋市西区城西１丁目３番５号

株式会社フリーズインターナショナル 代表取締役社長 廣瀬 啓二

東京都渋谷区神宮前６丁目１７番１１号

株式会社トミーヒルフィガージャパン 代表取締役 玉木 開作

東京都渋谷区代官山町８番７号

株式会社メル・ローズ 代表取締役 大楠 祐二

東京都目黒区青葉台２丁目１８番１号

ＡＨＢインターナショナル株式会社 代表取締役 小川 明宏

東京都江東区木場５丁目１２－８

株式会社ステアリビング 代表取締役 藤井 幸治

岡山県浅口郡里庄町大字新庄１５５０番地

オルビス株式会社 代表取締役 高谷 成夫

東京都品川区平塚２丁目１番１４号

株式会社東京デリカ 代表取締役 木山 茂年

東京都葛飾区新小岩１丁目４８番１号

株式会社ツツミ 代表取締役社長 堤 征二

埼玉県蕨市中央４丁目２４番２６号

ﾄﾘﾝﾌﾟ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 代表取締役 吉越 浩一郎

東京都大田区平和島６丁目１番１号

株式会社キャン 代表取締役 小川 智士

東京都杉並区高円寺北２丁目６番１号

鈴木 幸史

仙台市太白区南大野田１０－１０ ＰＬＡＺＡＧ２０１号室

ロイヤルネットワーク株式会社 代表取締役 仲條 啓三

山形県酒田市新橋１－４－１０

株式会社テーオー小笠原 代表取締役 小笠原 康正

北海道函館市港町３丁目１８番１５号

クラフト株式会社 代表取締役社長 森 要

東京都千代田区麹町５－１

株式会社さが美 代表取締役社長 二谷 貴夫

神奈川県横浜市港南区下永谷６丁目２番１１号

株式会社パル 代表取締役 井上 英隆

大阪府大阪市中央区北浜３丁目５番２９号

株式会社キャビン 代表取締役 吉江 謙二

東京都渋谷区代々木４丁目６２番地１７

オートエージェント株式会社 代表取締役 寺内 健

多賀城市東田中２丁目１６－１

株式会社サンエー・インターナショナル 代表取締役社長 三宅 正彦

東京都渋谷区渋谷１丁目２番５号
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有限会社銀章堂 代表取締役 吉田 莞爾

岩手県盛岡市大通１丁目１０番１９号

有限会社サクセスインターナショナル 代表取締役 山本 和佳子

愛知県名古屋市熱田区花町３番８号

株式会社ファンケル 代表取締役 藤原 謙次

神奈川県横浜市中区山下町８９－１

株式会社ジェイエーシートレーディング 代表取締役 森 健太郎

福岡県福岡市博多区御供所町１－９

株式会社ワールド企画 代表取締役 村田 守男

岩手県北上市上釣子７－１２４－１

株式会社小学館プロダクション 代表取締役 八木 正男

東京都千代田区神田神保町２－３０

キュービーネット株式会社 代表取締役 岩井 一隆

東京都中央区銀座２丁目８番１５号

アスカ株式会社 代表取締役 伊藤 弘人

広島県広島市中区大手町２丁目１１番２号

株式会社ファブリカ 代表取締役社長 斉藤 貴

東京都渋谷区渋谷３丁目１０番１３号

株式会社めのや 代表取締役 新宮 正朗

島根県松江市玉湯町湯町１８１８－３

株式会社アンビリオン 代表取締役 草野 博順

東京都渋谷区富ヶ谷１丁目１０番８号

株式会社ザラ・ジャパン 代表取締役 ｻﾝﾁｪｽ・ﾊﾟﾗ・ﾎｾ・ｱﾙﾏﾝﾄﾞ

東京都渋谷区恵比寿西１－１０番１１号

株式会社ポイント 代表取締役 石井 稔晃

茨城県水戸市泉町３丁目１番２７号

株式会社ワールド 代表取締役 寺井 秀藏

兵庫県神戸市中央区港島中町６丁目８番１

株式会社スタジオクリップ 代表取締役 白石 光司 千木 良知巳

群馬県前橋市西片貝町１丁目２８８番地の５

株式会社アリー 代表取締役 藤田 和代

岡山県岡山市福富西３丁目７番４０号

株式会社良品計画 代表取締役 松井 忠三

東京都豊島区東池袋４丁目２６番３号

有限会社マッフェン 代表取締役 伊藤 義則

黒川郡富谷町明石台５丁目２－６

株式会社８Ｆａｃｔｏｒｙ 代表取締役 澤上 克彦

仙台市青葉区中央１丁目７番１８号

有限会社つつみ屋 代表取締役 小原 安洋

仙台市青葉区落合２丁目１３－１２
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株式会社安住商会 代表取締役 安住 仁三

多賀城市大代３丁目７番５６号

株式会社パスポート 代表取締役 水野 純

東京都品川区西五反田７丁目２２番１７号

株式会社タカキュー 代表取締役 臼井 一秀

東京都板橋区板橋３丁目９番７号

株式会社ツルヤ靴店 代表取締役 服部 博幸

愛知県名古屋市千種区今池３丁目４番１０号

株式会社アイジーエー 代表取締役社長 五十嵐 義和

福井県越前市矢放町１３－８－９

株式会社アロー 代表取締役 今枝 淳

愛知県名古屋市中村区名駅４丁目８番１２号

株式会社エム・エム・ケイ 代表取締役 山本 達夫

仙台市青葉区一番町３丁目１０番１号

エディー・バウアー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 有賀 誠

東京都世田谷区若林１－１８－１０

株式会社金美堂 代表取締役 渡辺 久勝

福島県須賀川市中町１２番地

株式会社三愛 代表取締役社長 馬場 末男

東京都中央区銀座５丁目７番２号

株式会社ラッシュジャパン 代表取締役 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ・ﾏｰﾃｨﾝ・ｹﾞｰﾘｰ

神奈川県愛甲郡愛川町中津４０２７－３

株式会社ショーエー 代表取締役 斉藤 栄三

福島県郡山市横塚１丁目８番２０号

西川産業株式会社 代表取締役 西川 康行

東京都中央区日本橋富沢町８番８号

金子眼鏡株式会社 代表取締役 金子 真也

福井県鯖江市吉江町７１２番地２

株式会社シャレード 代表取締役 林 鶴一

仙台市太白区長町７丁目１２番５号

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丁目２番１７号

株式会社ストーンマーケット 代表取締役 中村 泰二郎

福岡県福岡市中央区港２丁目１１番４号 STONEMARKETビル

有限会社ムラ・クリエイティブハウス 代表取締役 田村 司

東京都世田谷区上馬１－３３－１７－１０２

株式会社白鳳 代表取締役 田中 明秀

愛知県尾張旭市旭台１丁目１番地５号

株式会社イミクリエーションズ 代表取締役 柳 数実

東京都港区西麻布１丁目３番４号 六本木 OGビル３階
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株式会社イング 代表取締役 青井 正人

兵庫県神戸市中央区港島南町４丁目６番２

株式会社アミナコレクション 代表取締役 進藤 幸彦

神奈川県横浜市緑区鴨居４丁目５０番１号

株式会社ヴェント・インターナショナル 代表取締役 八木 晃

東京都渋谷区宇田川町３６番１号 空研ビル

株式会社ｳﾞｨﾚｯｼﾞｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 代表取締役 菊池 敬一

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字上鴨田１２番地１

株式会社ライトオン 代表取締役 藤原 政博

茨城県つくば市吾妻１丁目１１番１

株式会社ムラサキスポーツ 代表取締役 金山 良雄

東京都台東区上野４丁目７番２号

株式会社エム・エス・コミュニケーション 代表取締役社長 宮城 利行

東京都新宿区市谷本村町１－１

株式会社ナムコ 代表取締役 東 純

東京都大田区多摩川２丁目８番５号

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栄町通２丁目４－１４

株式会社白牡丹 代表取締役 冨沢 正三

仙台市青葉区一番町３丁目１０番２０号

株式会社サンリオ 代表取締役 辻 信太郎

東京都品川区大崎１－６－１

株式会社クリエイティブゴトウ 代表取締役 後藤 光博

仙台市青葉区二日町１１番２８号

ＮＥＣモバイリング株式会社 代表取締役 松尾 義武

神奈川県横浜市港北区新横浜２－４－１８

株式会社アートヴィレッジ 代表取締役社長 鈴木 安喜雄

東京都墨田区石原４丁目１５番４号

株式会社ニコル 代表取締役 木野村 明廣

東京都渋谷区東１丁目３２番１２号 渋谷プロパティー東急ビル３階

有限会社サード 代表取締役 モハマド ユセフ サード

仙台市青葉区一番町２丁目５番３２号

エイチ・エム・ヴイリテイルリミテッド 日本支社代表 ﾎﾟｰﾙ・ﾃﾞｾﾞﾙｽｷｰ

東京都港区六本木３丁目５番２７号

株式会社ニューステップ 代表取締役 岩田 愛一郎

東京都中央区新川１丁目２２番１５号

愛眼株式会社 代表取締役 佐々 栄治

大阪府大阪市天王寺大道４丁目９番１２号

ＨＯＹＡヘルスケア株式会社 代表取締役 堀江 松生

東京都新宿区高田馬場１丁目２９番９号
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株式会社エー・カンパニー 代表取締役 日比 克幸

愛知県日進市東山３丁目１３０４番地

有限会社カービング 代表取締役 増子 順一

仙台市青葉区宮町１丁目１－５０

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丁目６０番７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３丁目１９番１号

ローラアシュレイジャパン株式会社 代表取締役 木村 謙一

東京都千代田区神田錦町１丁目１番地

株式会社セキノレーシングスポーツ 代表取締役 関野 光延

神奈川県鎌倉市稲村ヶ崎３－７－２０

株式会社クリエイティブヨウコ 代表取締役 伊藤 洋子

長野県長野市高田６６７番１６

株式会社システム１４ 代表取締役 石田 勝彦

大阪府大阪市北区天神橋３丁目７番９号

アールズ株式会社 代表取締役 山内 伸夫

仙台市若林区卸町４丁目３番９号 バイパス斎喜ビル２Ｆ

東京シャツ株式会社 代表取締役 鈴木 正利

東京都千代田区東神田２丁目８番１２号

株式会社ザ・クロックハウス 代表取締役 花谷 洋二

東京都新宿区新宿１丁目１９番１０号

有限会社ＡＺＯＴＨ 取締役 相澤 謙市

仙台市若林区卸町４丁目８－６

島村楽器株式会社 代表取締役 島村 元紹

東京都江戸川区平井６－３７－３

株式会社未来屋書店 代表取締役 柿内 宏一

千葉県千葉市美浜区中瀬１－６ ＮＴＴ幕張ビル２Ｆ

株式会社マックコーポレーション 代表取締役 坂本 充章

東京都台東区浅草３－２５－９

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番地１

（変更後）イオンリテール株式会社 代表取締役社長 村井 正平

千葉県千葉市美浜区中瀬１－５－１

株式会社ワールド 代表取締役社長 寺井 秀蔵

兵庫県神戸市中央区港島中町６－８－１

株式会社コジマ 代表取締役社長 小島 章利

栃木県宇都宮市星が丘２－１－８

株式会社大創産業 代表取締役社長 矢野 博丈

広島県東広島市西条吉行東１－４－１４
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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４丁目１番１６号

井ヶ田製茶株式会社 代表取締役 今野 克二

仙台市青葉区大町二丁目７番２３号

株式会社アスプルンド 代表取締役 嶋本 喜司

東京都港区三田４－１－９ 三田ヒルサイドビル６階

株式会社クロスカンパニー 代表取締役 石川 康晴

岡山県岡山市幸町２－８

株式会社ワールドリビングスタイル 代表取締役 西川 信一

東京都目黒区中目黒１－８－１ 中目黒ＩＴビル３Ｆ

株式会社コーエン 代表取締役社長 板谷 大作

東京都港区芝３－１－１５ 芝ポートビル３Ｆ

株式会社ヤマダヤ 代表取締役 山田 道朗

愛知県名古屋市西区城西１丁目３番５号

株式会社サンエー・インターナショナル 代表取締役 三宅 正彦

東京都渋谷区渋谷１－２－５

株式会社トミーヒルフィガー 代表取締役 玉木 開作

東京都渋谷区代官山町８－７

株式会社メル・ローズ 代表取締役社長 武内 一志

東京都目黒区青葉台２－１８－１

ＡＨＢインターナショナル株式会社 代表取締役 小川 明宏

東京都江東区木場５－１２－８ 木場オーシャンビル２階

株式会社ステアリビング 代表取締役 藤井 幸治

岡山県浅口郡里庄町大字新庄１５５０番地

オルビス株式会社 代表取締役 高谷 成夫

東京都品川区平塚２－１－１４ 五反田ＳＮビル

セルレ株式会社 代表取締役 井上 吉男

大阪府大阪市北区豊崎３－１９－３

株式会社ツツミ 代表取締役 堤 征二

埼玉県蕨市中央４－２４－２６

ﾄﾘﾝﾌﾟ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 代表取締役社長 ｸﾘｽﾁｬﾝ・ﾄｰﾏ

東京都大田区平和島６－１－１ 東京流通センタービル１０Ｆ

株式会社キャン 代表取締役 小川 智士

東京都杉並区高円寺北２－６－１ ６Ｆ

株式会社テーオー小笠原 代表取締役 小笠原 康正

北海道函館市梁川町１０－２５

クラフト株式会社 代表取締役 森 要

東京都千代田区麹町５－１ ＮＫ真和ビル６階

ﾊﾞﾛｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ株式会社 代表取締役社長兼最高経営責任者 村井 博之

東京都目黒区青葉台４－７－７ 青葉台ヒルズ１１Ｆ
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株式会社キャビン 代表取締役 中島 徹郎

東京都千代田区九段北１－１３－５ 日本地所第一ビル８階

有限会社銀章堂 代表取締役 吉田 莞爾

岩手県盛岡市大通一丁目１０番１９号

株式会社サクセスインターナショナル 代表取締役 山本 和佳子

愛知県名古屋市熱田区花町３番８号

株式会社ファンケル 代表取締役社長執行役員 成松 義文

神奈川県横浜市中区山下町８９－１

株式会社ジェイエーシートレーディング 代表取締役 森 健太郎

福岡県福岡市博多区御供所町１番９号 博多セントラルビル４階・５階

株式会社東京デリカ 代表取締役 木山 茂年

東京都葛飾区新小岩１－４８－１４ 第３デリカビル９階

株式会社ワールド企画 代表取締役 村田 守男

岩手県北上市上江釣子７－１２４－１

Ｋコーポレーション株式会社 代表取締役 清野 翔

東京都台東区寿１－１４－１１ エテルナハウス１階

株式会社ファブリカ 代表取締役 斉藤 貴

東京都渋谷区神宮前２－３４－１７ 住友不動産原宿ビル１３階

株式会社タケヤ 代表取締役 岸澤 昭

東京都青梅市野上町３－１－１

株式会社めのや 代表取締役 新宮 正朗

島根県松江市嫁島町１４－１３

株式会社ザラ・ジャパン 代表取締役 ルレ・ノルベール

東京都渋谷区恵比寿西１－１０－１１ フジワラビル６Ｆ

株式会社ポイント 代表取締役 石井 稔晃

東京都中央区八重洲２丁目７番２号 八重洲三井ビル１０階

株式会社スタディオクリップ 代表取締役 千木 良知巳

群馬県前橋市西片貝町１－２８８－５

株式会社アリー 代表取締役 藤田 和代

岡山県岡山市福富西３－７－４０

リフォームスタジオ株式会社 代表取締役 渡邉 善仁

東京都中央区日本橋小網町１９－７ 日本橋ＴＣビル３階

株式会社良品計画 代表取締役 松井 忠三

東京都豊島区東池袋４－２６－３

有限会社マッフェン 代表取締役 伊藤 義則

黒川郡富谷町明石台５－２－６

株式会社８Ｆａｃｔｏｒｙ 代表取締役 澤上 克彦

青森県三沢市下久保３丁目６－５

有限会社つつみ屋 代表取締役 小原 安洋

仙台市青葉区落合２－１３－１２
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株式会社安住商会 代表取締役 安住 仁三

多賀城市町前４－３－６ ミスタードーナツ多賀城ショップ２Ｆ

株式会社二葉屋 代表取締役 五十嵐 榮一

新潟県南魚沼市八幡１２３－３

株式会社パスポート 代表取締役 水野 純

東京都品川区西五反田７－２２－１７ ＴＯＣ１０Ｆ３７号

株式会社タカキュー 代表取締役 臼井 一秀

東京都板橋区板橋３－９－７ 板橋センタービルディング

株式会社ジーフット 代表取締役 服部 博幸

愛知県名古屋市千種区今池３－４－１０

株式会社ブルーグラス 代表取締役 木村 保

千葉県千葉市美浜区中瀬１－６ ＮＴＴ幕張ビル１４階

株式会社アイジーエー 代表取締役 五十嵐 義和

東京都中央区銀座１－８－１６ 銀座アスタービル５Ｆ

株式会社アロー 代表取締役 今枝 淳

愛知県名古屋市中村区名駅４－８－１２ 菱信ビル６階

株式会社ＭＭＫ 代表取締役 山本 達夫

仙台市太白区長町７－２０－３

エディー・バウアー・ジャパン株式会社 代表取締役 宮部 貴之

東京都世田谷区若林１－１８－１０ みかみビル３Ｆ

株式会社金美堂 代表取締役 渡辺 久勝

福島県郡山市安積町２－１０１

ソックコウベ株式会社 代表取締役 日ノ本 欽也

兵庫県神戸市東灘区向洋町中６丁目９番地 神戸ファッションマート５Ｆ

株式会社ラッシュジャパン 代表取締役 ｱﾝﾄﾞﾘｭ・ﾏｰﾃｨﾝ・ｹﾞｰﾘｰ

東京都渋谷区神宮前６－２３－１７ ロフティ原宿２Ｆ

株式会社ショーエー 代表取締役 斉藤 栄三

福島県郡山市横塚１丁目８番２０号

株式会社青葉メディカル 代表取締役 阿部 謙次

仙台市青葉区一番町４－７－１７ 小田急仙台ビル４階

西川産業株式会社 代表取締役 西川 康行

東京都中央区日本橋富沢町８－８

金子眼鏡株式会社 代表取締役 金子 真也

福井県鯖江市吉江町７１２－２

株式会社ディーエイチシー 代表取締役 高橋 芳枝

東京都港区南麻布２－７－１

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

株式会社ストーンマーケット 代表取締役 中村 泰二郎

東京都渋谷区富ヶ谷１－３０－２２ MADLEWOODI７Ｆ
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有限会社ムラ・クリエイティブハウス 代表取締役 田村 司

東京都渋谷区恵比寿西１－９－６ west co．７ F

株式会社白鳳 代表取締役 田中 明秀

東京都渋谷区千駄ヶ谷３－３－８ 第５スカイビル２０１号

株式会社オンデーズ 代表取締役 柳 数実

東京都港区西麻布１－３－４ 六本木 OGビル３階

株式会社イング 代表取締役 向井 孝司

兵庫県神戸市中央区港島南町４－６－２

株式会社アミナコレクション 代表取締役 進藤 幸彦

神奈川県横浜市中区山下町１２３－１ KREED４ F

株式会社ヤングファッション研究所 代表取締役 加藤 武司

東京都渋谷区千駄ヶ谷３－５１－２

株式会社ライトオン 代表取締役 藤原 政博

茨城県つくば市吾妻１丁目１１番１

株式会社ｳﾞｨﾚｯｼﾞｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 代表取締役 菊地 敬一

愛知県愛知郡長久手町長湫字上鴨田１２－１

株式会社ジェイティービートラベランド 代表取締役 茂原 史則

東京都中央区日本橋兜町５番１号

日旅サービス株式会社 代表取締役 武田 満

東京都港区芝大門２丁目１０番１号

株式会社ヴェント・インターナショナル 代表取締役社長 小泉 慎吾

東京都渋谷区宇田川町３６－１ ナビ渋谷第３ビル６ F

株式会社ムラサキスポーツ 代表取締役 長谷川 英泰

東京都台東区上野７丁目１４番５号

アスカ株式会社 代表取締役 伊藤 弘人

広島県広島市中区上八丁堀４－１ アーバンビューグランドタワー１０Ｆ

株式会社ティーガイア 代表取締役社長 宮崎 重則

東京都渋谷区恵比寿４－１

株式会社ベベ 代表取締役 細川 数夫

兵庫県神戸市中央区港島中町６－２－５

株式会社Ｆ・Ｏ・インターナショナル 代表取締役 小野 行由

東京都中央区日本橋文化馬町１０－１ 柿原林業ビル５Ｆ

株式会社白牡丹 代表取締役 冨澤 正三

仙台市青葉区一番町３－１０－２０

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

株式会社クリエイティブゴトウ 代表取締役 後藤 光博

仙台市青葉区二日町６－２３ 第２シャンボール青葉２０３号

ＮＥＣモバイリング株式会社 代表取締役社長 中川 勝博

神奈川県横浜市港北区新横浜２－４－１８ ＮＥＣﾓﾊﾞｲﾘﾝｸﾞ本社ﾋﾞﾙ
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株式会社ニコル 代表取締役 木野村 明廣

東京都渋谷区東１－３２－１２ 渋谷プロパティビル３階

株式会社アートヴィレッジ 代表取締役 鈴木 安喜雄

東京都墨田区石原４丁目１５番４号

有限会社ＳＡＡＤ 代表取締役 モハマド ユセフ サード

仙台市青葉区一番町２－５－３２ モハマドビル

ＨＭＶジャパン株式会社 日本支社代表 ﾎﾟｰﾙ・ﾃﾞｾﾞﾙｽｷｰ

東京都港区六本木３－５－２７ 六本木ＹＡＭＡＤＡビル

株式会社三城 代表取締役 中尾 文彦

東京都中央区銀座２丁目７－１７

ＨＯＹＡヘルスケア株式会社 代表取締役 堀江 松生

東京都新宿区高田馬場１－２９－９ ＨＯＹＡマーケティングビル７Ｆ

株式会社エー・カンパニー 代表取締役 日比 克幸

愛知県名古屋市名東区牧の原３－９０２

有限会社カービング 代表取締役 増子 順一

仙台市青葉区宮町１－１－５０ シティハイツ大友１Ｆ

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

ローラアシュレイジャパン株式会社 代表取締役 木村 謙一

東京都渋谷区神宮前３－３５－８ ハニービル青山２Ｆ

株式会社タオル美術館 代表取締役 今泉 研次

東京都港区白金台３－１９－１ 第３１興和ビル８Ｆ

株式会社コックス 代表取締役 萩原 久示

東京都江東区新大橋１－８－１１ 三井生命新大橋ビル５Ｆ

アールズ株式会社 代表取締役 山内 伸夫

仙台市若林区六丁の目西町８－１ 斎喜センタービル４階

東京シャツ株式会社 代表取締役 鈴木 正利

東京都千代田区東神田２丁目８番１２号

株式会社ザ・クロックハウス 代表取締役 花谷 洋二

東京都新宿区新宿１－１９－１０ サンモールクレスト２Ｆ

有限会社アゾット 代表取締役 相澤 謙市

仙台市若林区卸町４－８－６

島村楽器株式会社 代表取締役 島村 元紹

東京都江戸川区平井６－３７－３

株式会社未来屋書店 代表取締役 柿内 宏一

千葉県千葉市美浜区中瀬１－６ ＮＴＴ幕張ビル２Ｆ

株式会社ＭＡＣスタイル 代表取締役 坂本 充章

東京都台東区浅草３－２５－９ 株式会社サカモト本社ビル４Ｆ

株式会社ユニクロ 代表取締役 柳井 正

東京都千代田区九段北１－１３－１２ 北の丸スクエア
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５ 変更の年月日

平成２１年１１月１３日

６ 届出年月日

平成２１年１１月１７日

７ 縦覧場所

宮城県経済商工観光部商工経営支援課，宮城県県政情報センター及び名取市役所

８ 縦覧期間

平成２１年１２月４日から平成２２年４月５日まで（ただし、閉庁日を除く。）

９ 意見書提出先

仙台市青葉区本町三丁目８番１号

宮城県経済商工観光部商工経営支援課

10 意見書提出に関する注意事項

縦覧場所に備え付けの「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」

（経済産業省告示第１６号）及び意見書様式を参考のこと。


