
北海道告示第 10763 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２年 10月９日までに北海道空知総合

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２年６月９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 

   イオン三笠ショッピングセンター 

   三笠市岡山 1059-１ほか 

  (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 

   イオン北海道株式会社 代表取締役 青栁 英樹 

   札幌市白石区本通 21丁目南１番 10号 

(3) 変更した事項 

   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）イオン北海道株式会社 代表取締役 植村 忠規 

     札幌市白石区本通 21丁目南１番 10号 

（変更後）イオン北海道株式会社 代表取締役 青栁 英樹 

     札幌市白石区本通 21丁目南１番 10号 

   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） 

小売業者の氏名又は名称 代表者の氏名 住  所 
 

イオン北海道株式会社 代表取締役 植村忠規 札幌市白石区本通 21 丁目南１番 10 号  

未定    

株式会社パティズ 代表取締役 齋藤啓一 福島県会津若松市宮町５番 14号  

株式会社オバラ 代表取締役 小原徹夫 札幌市北区北７条西１丁目 se山京ビル  

株式会社ハニーズ 代表取締役社長 江尻義久 
福島県いわき市鹿島町走熊字七本

松 27-１ 

 

株式会社パレモ 代表取締役社長 中本敏幸 愛知県稲沢市天池五反田町 1番地 ① 

未定    

未定    

株式会社大創産業 代表取締役 矢野博丈 広島県東広島市西条吉行東 1-4-14  

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丁目5番

地１ 

 

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 菊池敬一 
愛知県愛知郡長久手町大字長湫字

上鴨田 12-１ 

 

株式会社タカキュー 代表取締役社長 臼井一秀 
東京都板橋区板橋３-９-７板橋セ

ンタービル 

 

株式会社三貴 代表取締役 木村和巨 東京都文京区向丘１丁目 16 番 24 号 ② 

株式会社発信グループ 代表取締役 角田和男 
札幌市中央区南２条西４丁目コス

モビル７F 

③ 

株式会社エービーシーマート 代表取締役社長 金城正宏 東京都渋谷区神南１丁目 11番５号  



株式会社ライトオン 代表取締役 藤原正博 茨城県つくば市東新井 37-１  

株式会社ワールド 代表取締役社長 寺島秀藏 
兵庫県神戸市中央区港島中町６丁

目８番１ 

④ 

未定    

株式会社六花亭北海道 代表取締役 小田豊 
河西郡中札内村中札内西3線243番

15 

⑤ 

株式会社ホットランド 代表取締役 佐瀬守男 
東京都中央区銀座２-16-７電信恒

産第 1ビル 

⑥ 

 

未定    

   

（変更後） 

小売業者の氏名又は名称 代表者の氏名 住  所  

イオン北海道株式会社 代表取締役 青栁 英樹 札幌市白石区本通 21 丁目南１番 10 号 ⑦ 

株式会社グローヴァンス 代表取締役 三浦大樹 札幌市清田区平岡７条４丁目８番８号 ⑧ 

株式会社オバラ 代表取締役 小原徹夫 札幌市北区北７条西１丁目 SE 札幌

ビル 506号 

 

株式会社ハニーズ 代表取締役社長 江尻義久 福島県いわき市鹿島町走熊字七本

松 27-１ 

 

未定   ⑨ 

株式会社マッシモ 代表取締役 治山 孔 札幌市西区二十四軒３条１丁目１

番 31号 水戸ビル５階 

⑩ 

株式会社西村通信 代表取締役 西村庄史 
札幌市東区北 30 条東９丁目３番 28

号-15 

⑪ 

日免オートシステム株

式会社 
代表取締役 安部雅夫 

札幌市北区東茨戸１条１丁目８番

５号 

⑫ 

株式会会社未来屋書店 代表取締役 松田裕史 
千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目６

番地 NTT幕張ビル２階 
⑬ 

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 
愛知県名古屋市名東区上社 1 丁目

901番地 
⑭ 

株式会社タカキュー 代表取締役社長 大森尚昭 東京都板橋区板橋３丁目９番７号 ⑮ 

株式会社パティズ 代表取締役 齋藤啓一 
福島県会津若松市インター西 31 番

地 
⑯ 

株式会社エービーシー

マート 
代表取締役社長 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 19階 
⑰ 

株式会社ライトオン 代表取締役 藤原祐介 
東京都渋谷区神宮前６－27－８ 

神宮前メディアスクエアビル２F 
⑱ 

株式会社スタイルフォ

ース 
代表取締役社長 渡邊智則 

兵庫県神戸市中央区港島中町６丁

目８番１ 22F 
⑲ 

株式会社イオンファン

タジー 
代表取締役 藤原信幸 千葉県千葉市美浜区中瀬１-５-１ ⑳ 

株式会社大創産業 代表取締役 矢野靖二 広島県東広島市西条吉行東１-４-14 ㉑ 

株式会社クルマン札幌 代表取締役 林 賢 札幌市東区丘珠町 867番地 15 ㉒ 

未定   ㉓ 

未定   ㉔ 

未定   ㉕ 

未定   ㉖ 

未定   ㉗ 

 



(4) 変更の年月日 

   上記（３）① 平成 30年 10月１日 

上記（３）② 令和２年３月１日ほか 

 

 (5) 変更する理由 

   上記（３）① 代表者変更のため 

   上記（３）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

ては代表者の氏名の変更のため 

２ 届出年月日 

  令和２年５月 26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空知総合振興局産業振興部商工労働観光課 

  (2) 縦覧期間 

   令和２年６月９日（火）から令和２年10月９日（金）まで（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。） 

  (3) 縦覧時間 

   午前８時 45分から午後５時 15分まで 

 

 

 

 

 


