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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４月３０日

宮城県知事 村 井 嘉 浩

１ 届出者名

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 取締役社長 岡内 欣也

２ 大規模小売店舗の名称及び所在地

イオン富谷大清水ショッピングセンター

黒川郡富谷町富谷字大清水土地区画整理事業地内

３ 大規模小売店舗を設置する者の氏名及び住所

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 取締役社長 岡内 欣也

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

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 代表執行役 岡田 元也

千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１

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

株式会社ライトオン 代表取締役 藤原 政博

茨城県つくば市東新井３７－１

イトキン株式会社 代表取締役 辻村 章夫

大阪府大阪市西区南堀江１－４－１９

株式会社オンワード樫山 代表取締役社長 広内 武

東京都港区海岸３－１４－１１

株式会社ジェイテックス 代表取締役 笠原 造

東京都目黒区青葉台２－２１－６中目黒青葉台ビル

株式会社ワールド 代表取締役社長 寺井 秀蔵

東京都千代田区麹町２－１０－１

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



- 2 -

株式会社ビューカンパニー 代表取締役 松村 洋佑

大阪府大阪市淀川区宮原３－４－３０ニッセイ新大阪ビル

イズム有限会社 代表取締役 和泉 昭一

塩釜市錦町２０－３３

トリンプインターナショナル株式会社 代表取締役社長 吉越 浩一郎

東京都大田区平和島６－１－１東京流通センタービル

株式会社ヤマダヤ 代表取締役 山田 秀二

愛知県名古屋市西区城西１－３－５

有限会社タスコ 代表取締役 目黒 昌悦

岩沼市館下１－５－１４

エステール株式会社 代表取締役 丸山 朝

東京都新宿区西新宿３－２０－２東京オペラシティータワー１５Ｆ

有限会社ゼル 代表取締役 伊勢 文雄

仙台市青葉区一番町１－１０－３２ミヤハンビル１Ｆ

愛眼株式会社 代表取締役 下條 千一

大阪府大阪市天王寺区大道４－９－１２

株式会社ラブラドールリトリバー 代表取締役 粂野 昇

東京都渋谷区渋谷１－２３－２０

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

株式会社モンロー 代表取締役 瀬木 丈夫

石巻市中央２－３－８

株式会社チョウジ 代表取締役 丁子 忠勝

石巻市立町１－３－２９

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１１－２８

丸高衣料株式会社 代表取締役 川口 俊治

東京都中央区日本橋大伝馬町９－１０

株式会社キッドラポ 代表取締役 狩谷 輝明

大阪府吹田市江坂町５－１５－１

株式会社ハニーズ 代表取締役 江尻 義久

福島県いわき市鹿鳥町走熊字七本末２７－１

株式会社ブルーグラス 代表取締役 野口 禎一郎

千葉県千葉市美浜区中瀬１－５－１イオンタワー

株式会社ニューステップ 代表取締役 高田 覚

東京都中央区新川１－２２－１５茅場町中埜ビル５Ｆ

株式会社ブックバーン 代表取締役 柿内 宏一

千葉県千葉市美浜区中瀬１－５－１イオンタワー

アビリティジャスコ株式会社 代表取締役 林 義則

仙台市泉区松森字後田４５－１
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株式会社コックス 代表取締役 藤野 武美

静岡県浜松市鍛冶町３２０－２３

株式会社ジャスフォート 代表取締役 木田 進

千葉県千葉市美浜区中瀬２－６ＷＢＧマリブウエスト２３Ｆ

ヘルットシティ株式会社 代表取締役社長 岡田 寛

東京都中央区新川２－２４－２

株式会社ホットマン 代表取締役 伊藤 信幸

仙台市太白区西多賀４－４－１７

株式会社伊達の牛たん本舗 代表取締役 吉田 憲明

仙台市若林区六丁の目北町１４－８５

株式会社阿部蒲鉾店 代表取締役社長 阿部 秀一

仙台市青葉区大町１丁目２－１９

株式会社菓匠三全 代表取締役 田中 裕人

柴田郡大河原町保科前１８

（変更後）イオンリテール株式会社 代表取締役 村井 正平

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５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一丁目１１番１

イトキン株式会社 代表取締役 辻村 章夫

大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目４番２５号

株式会社オンワード樫山 代表取締役 上村 茂

東京都中央区日本橋三丁目１０番５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六丁目８番１

株式会社タカキュー 代表取締役 臼井 秀一

東京都板橋区板橋三丁目９番７号

イズム有限会社 代表取締役 和泉 昭一

塩竈市錦町２０－３３

有限会社タスコ 代表取締役 目黒 昌悦

仙台市青葉区一番町三丁目７番１号

エステール株式会社 代表取締役 丸山 朝

東京都新宿区住吉町８番１２号

有限会社ゼル 代表取締役 伊勢 文雄

仙台市若林区若林五丁目１－１１

愛眼株式会社 代表取締役 佐々 栄治

大阪府大阪市天王寺区大道四丁目９番１２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一丁目４８番１４号

株式会社チョウジ 代表取締役 丁子 忠勝

石巻市和渕字清水６４－１
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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

丸高衣料株式会社 代表取締役 楡金 洋二

大阪府大阪市中央区玉造二丁目８番３号

株式会社キッドラボ 代表取締役 狩谷 輝明

大阪府吹田市江坂町五丁目１５番１号

株式会社ハニーズ 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１

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一丁目５番地１

株式会社ニューステップ 代表取締役 岩田 愛一郎

東京都中央区新川一丁目２２番１５号

株式会社未来屋書店 代表取締役 中山 章

千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目６番地

アビリティーズジャスコ株式会社 代表取締役 縣 厚伸

宮城郡利府町利府字新屋田前２２

株式会社コックス 代表取締役 小柳津 進

東京都江東区新大橋一丁目８番１１号

株式会社キタムラ 代表取締役 武川 泉

高知県高知市本町四丁目１番１６号

ペットシティ株式会社 代表取締役 豆鞘 亮二

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

株式会社ホットマン 代表取締役 伊藤 信幸

仙台市太白区西多賀四丁目４番１７号

株式会社伊達の牛たん本舗 代表取締役 吉田 憲明

仙台市青葉区中央四丁目１０番１１号

株式会社阿部蒲鉾店 代表取締役 阿部 賀寿男

仙台市青葉区中央二丁目３番１８号

株式会社菓匠三全 代表取締役 田中 裕人

柴田郡大河原町大谷字保料前１８番地

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

株式会社スポーツ 代表取締役 木下 秀明

大阪府大阪市淀川区西中島一丁目１１番１号

株式会社フクダ 代表取締役 福田 伸二

茨城県ひたちなか市外野二丁目３２番６号

株式会社エガミ 代表取締役 江上 キヌ子

秋田県横手市寿町８番１３号

株式会社ブービープランニング 代表取締役 栗城 幸一

福島県須賀川市南町１３０
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株式会社二葉屋 代表取締役 五十嵐 榮一

新潟県南魚沼市六日町７６番地１

株式会社エービーシー・マート 代表取締役 野口 実

東京都渋谷区神南一丁目１１番５号

株式会社オンデーズ 代表取締役 田中 修治

東京都豊島区南池袋一丁目１６番２０号

株式会社ユナイテッド・フレグランス・オブ・インターナショナル

代表取締役 稲生 一彦

青森県弘前市大字城東中央三丁目３番地３

株式会社マリオン 代表取締役 倉田 士

神奈川県高座郡寒川町大曲三丁目５番２号

５ 変更の年月日

平成２０年８月２１日

６ 届出年月日

平成２１年４月６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富谷町役場

８ 縦覧期間

平成２１年４月３０日から平成２１年８月３１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。


