
北海道告示第 10051 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

店舗の設置者から届出事項の変更について届出があった。 

 なお、同法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環

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、書面により令和３年５月 18日までに北海

道渡島総合振興局産業振興部商工労働観光課に到着するよう提出することができる。 

 

    令和３年１月 18日 

 

                                                     北海道知事 鈴木 直道 

 

１ 届出事項の概要 

(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地 

一位ビル 

  函館市美原１丁目３番１号 

(2) 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 

一位物産株式会社 代表取締役 村上 幸義 

函館市美原１丁目３番１号 

(3) 変更しようとする事項 

ア 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所ならびに法人にあっては代表者の氏名 
  （変更前）一位物産株式会社 代表取締役 安田 博 

       函館市美原１丁目３番１号 

（変更後）一位物産株式会社 代表取締役 村上 幸義 

     函館市美原１丁目３番１号 

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） 

小売業者の氏名又は名称 代表者の氏名 住  所 

(株)イトーヨーカ堂 代表取締役 井坂 榮 東京都千代田区二番町８－８ 

久保田彦四郎 久保田 彦四郎 函館市湯川１－１－12 

(有)モンローゼン 代表取締役 大島 洋一 函館市美原１－３－１ 

(有)サカキ 代表取締役 榊 一男 函館市美原５－15－11 

(有)デリカゆう 代表取締役 知気 博通 函館市山の手２－33－９ 

(有)エム・エス・ケー 代表取締役 佐谷 宥司 函館市美原１－３－１ 

はこだて開発(株) 代表取締役 池田 晃 函館市若松町 12－13 

(株)おおもり 代表取締役 大森 美代 函館市柏木町７－３ 

(株)キャンドゥ 代表取締役 城戸 博司 東京都北区浮間３－３－２ 

櫻田祐貴 櫻田 祐貴 亀田郡七飯町字大沼町 866－６ 

(有)丸誠 八百彦 代表取締役 佐々木 昭彦 函館市中道２－26－33 

兼政 藤原水産(株) 代表取締役 藤原 厚 函館市東川町２－15 

(株)東京デリカ 代表取締役 木山 茂年 東京都葛飾区新小岩１－48－１ 

(株)三貴 代表取締役 丸山 朝 東京都豊島区東池袋３－４－３ 

(有)メガネのサカキ 代表取締役 榊 弘治 函館市亀田本町 46－７ 

エステール(株) 代表取締役 木村 和巨 東京都新宿区住吉町８－12 

(株)ウィングロード 代表取締役 鈴木 敏郎 東京都千代田区東神田３－６－５ 

(株)タツミヤ 代表取締役 曲渕 恵美子 東京都八王子市暁町１－32－13 

(株)キング 代表取締役 山田 幸雄 京都府京都市下京区東塩小路高倉町２－１ 

(株)アドラーブル 代表取締役 村上 則男 札幌市東区北６条東５－１－３－15 

(株)発信グループ 代表取締役 角田 和男 札幌市中央区南２西４ 

(株)リオチェーン 代表取締役 横山 卓幸 愛知県名古屋市中区平和１－１－20 



(株)鈴丹 代表取締役 東 光晴 愛知県名古屋市昭和区広小路通 2-5 

(株)ミリオンシューズ 代表取締役 竹林 良雄 函館市北美原３－24－12 

(株)福助屋 代表取締役 二木 一郎 函館市松風町８－１ 

(株)サニー 代表取締役 小野寺 清春 旭川市秋月２－２－９－３ 

(株)リオ横山 代表取締役 横山 和幸 愛知県名古屋市中区平和１－15－27 

(有)創遊 代表取締役 大島 洋一 函館市美原１－３－１ 

(株)鈴乃屋 代表取締役 小泉 清子 東京都台東区上野１－20－11 

 

（変更後） 

小売業者の氏名又は名称 代表者の氏名 住  所 

(株)イトーヨーカ堂 代表取締役 三枝 富博 東京都千代田区二番町８－８ 

(株)ライトオン 代表取締役 藤原 祐介 東京都渋谷区神宮前６－27－８京ｾﾗ原宿ﾋﾞﾙ６階 

(株)ストライプインターナショナル 代表取締役 立花 隆央 岡山県岡山市北区幸町２－８ 

bamboo shoot 小林 克之 函館市宝来町 30－13 

(株)オフィスシーアイエス 代表取締役 星 錦也 宮城県登米市南方町高石５番地 32 

(株)エービーシー・マート 代表取締役 野口 実 
東京都渋谷区道玄坂１－12－１ 

渋谷マークシティウェスト 19F 

(株)ヤマノホールディングス 代表取締役 山野 義友 東京都渋谷区代々木１－30－７ 

(株)北洋舎クリーニング工場 代表取締役 吉田 勤 函館市松川町 18－３ 

(株)もりもと 代表取締役 森本 吉勝 千歳市千代田町４－12－１ 

(株)東京デリカ 代表取締役 木山 剛史 東京都葛飾区新小岩１－48－14 

兼政 藤原水産(株) 代表取締役 藤原 史章 函館市東川町２－15 

日本マクドナルドホールディングス(株) 代表取締役 ｻﾗ･ｴﾙ･ｶｻﾉﾊﾞ 
東京都新宿区西新宿６－５－１ 

新宿アイランドタワー 

(株)エンプラッツ 山本 真紀 函館市神山町 233－21 

(有)メガネのサカキ 代表取締役 榊 清市 函館市富岡町１－42－５ 

(株)アドラーブル 代表取締役 村上 則男 札幌市中央区北５条西 12－２－31 

(株)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 

櫻田園芸 櫻田 祐貴 亀田郡七飯町字大沼町 866－６ 

  (4) 変更年月日 

  ア 平成 26年 12月 21日 

  イ 令和２年 12月１日ほか 

(5) 変更する理由 

   ア 代表者変更のため 

   イ 小売業者の変更のため 

２ 届出年月日 

 令和２年 12月 24日 

３ 届出書等の縦覧 

  (1) 縦覧場所 

      北海道経済部地域経済局中小企業課及び北海道渡島総合振興局産業振興部商工労働観光課 

 (2) 縦覧期間  

      令和３年１月 18日（月）から同年５月 18日（火）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関す

る法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日を除く。） 

 (3) 縦覧時間 

      午前８時 45分から午後５時 15分まで 


