
                                            

北海道告示第 10095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、書面により平成 29年６月５日までに北海道石狩振興局産業振興部

商工労働観光課に到着するよう提出することができる。 

 

    平成 29年２月３日 

 

                        北海道知事 高橋 はるみ 

 

１ 届出事項の概要 

（１）大規模小売店舗の名称及び所在地 

   インターヴィレッジ大曲 
   北広島市大曲幸町６丁目１番地 

（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 

   三井住友信託銀行株式会社  支配人 浅井 克幸 
   東京都港区芝３丁目33番１号 

（３）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） 

小売業者名          代表者の氏名 住    所 
変更の 

あったもの 

株式会社エルディ 代表取締役 横山 清 札幌市豊平区平岸１条１丁目８番８号  

株式会社ラルズ 代表取締役 斎藤 弘 札幌市中央区南 13 条西 11 丁目２番 32 号  

ワールドホーム株式会社 代表取締役 長谷川 貫一 帯広市東２条南６丁目20番地  

株式会社デンコードー 代表取締役 井上 元延 宮城県名取市上余田字千刈田 308番地  

株式会社サッポロドラッグストアー 代表取締役 富山 睦浩 札幌市北区太平３条１丁目２番 18号  

北雄ラッキー株式会社 代表取締役 川端 敏 札幌市中央区北 11条西 19丁目 36番 35号  

株式会社マックハウス 代表取締役 舟橋 浩司 東京都杉並区梅里１丁目７番７号  

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１丁目11番５号  

株式会社パレモ 代表取締役 吉田 馨 愛知県稲沢市天池五反田町１番地  

株式会社メガネのシオジリ 代表取締役 塩尻 達也 滝川市東町７丁目202番20号  

株式会社パナソニックテレコム 代表取締役 佐藤 正人 東京都港区芝浦１丁目12番３号  

株式会社ネオコーポレーション 代表取締役 小林 誠 札幌市北区新琴似８条12丁目１番５号  

有限会社職人工房 代表取締役 一関 脩 札幌市北区北12条西１丁目14番１ ⑨（退店） 

株式会社イワイ 代表取締役 阿部 勝美 札幌市豊平区平岸１条１丁目８番８号 
⑩（営業

譲渡） 

有限会社フラワーショップいしざか 代表取締役 石坂 忠康 札幌市東区中沼84－３  

株式会社リンクアップ 代表取締役 西元 孝 東京都江東区佐賀１丁目１番地３号  

株式会社ライフポート 代表取締役 横山 清 札幌市豊平区平岸１条１丁目８番８号  

株式会社札幌パリ 代表取締役 平 哲之 札幌市白石区菊水３条４丁目 25番地２  



                                            

有限会社リリック 代表取締役 小池 隆史 北広島市新富町西２丁目１番 14号  

（変更後） 

小売業者名       代表者の氏名 住    所 変更のあったもの 

株式会社エルディ 代表取締役 横山 清 札幌市豊平区平岸１条１丁目８番８号  

株式会社ラルズ 代表取締役 猫宮 一久 札幌市中央区南 13 条西 11 丁目２番 32 号 ①（代表者の氏名） 

ワールドホーム株式会社 代表取締役 長谷川 貫一 帯広市東２条南６丁目20番地  

株式会社デンコードー 代表取締役 井上 惠右 宮城県名取市上余田字千刈田 308 番地 ②（代表者の氏名） 

株式会社サッポロドラッグストアー  代表取締役 富山浩樹 札幌市北区太平３条１丁目２番18号 ③（代表者の氏名） 

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丁目４番 14 号 ④（新規出店） 

株式会社西松屋チェーン 代表取締役 大村 禎史 兵庫県姫路市飾東町庄266－１ ⑤（小売業入替） 

株式会社マックハウス 代表取締役 舟橋 浩司 東京都杉並区梅里１丁目７番７号  

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１丁目11番５号  

藤久株式会社 代表取締役 後藤 薫徳 名古屋市名東区高社１丁目210番地 ⑥（小売業入替） 

株式会社オプティ 代表取締役 佐藤 靖二 函館市本通２丁目２番19号 ⑦（小売業入替） 

コネクシオ株式会社 代表取締役 井上裕雄 東京都新宿区西新宿８丁目17番１号 
⑧（吸収合併後、 

商号変更） 

株式会社ネオコーポレーション 代表取締役 小林 誠 札幌市北区新琴似８条 12 丁目１番５号  

有限会社フラワーショップいしざか 代表取締役 石坂 忠康 札幌市東区中沼84－３  

株式会社リンクアップ 代表取締役 西元 孝 東京都港区高輪２丁目18番10号 ⑪（住所） 

有限会社早川コーヒー 代表取締役 早川 禎二 札幌市清田区清田６条２丁目 12 番８号 ⑫（小売業入替） 

株式会社札幌パリ 代表取締役 植田 一裕 札幌市白石区菊水３条４丁目３番 37 号 
⑬（代表者の氏名） 

⑭（住所） 

株式会社不二家 代表取締役 櫻井 康文 東京都文京区大塚２丁目15番６号 
⑮（代表者の氏名及

び住所） 

（４）変更の年月日 
   上記（３）① 平成28年５月 17日 
   上記（３）② 平成25年６月 25日 
   上記（３）③ 平成27年５月 14日 
   上記（３）④ 平成24年２月 20日 
   上記（３）⑤ 平成27年 10月22日 
   上記（３）⑥ 平成28年９月 22日 
   上記（３）⑦ 平成27年９月 11日 
   上記（３）⑧ 平成25年 10月１日 
   上記（３）⑨ 平成27年６月 25日 
   上記（３）⑩ 平成26年９月１日 
   上記（３）⑪ 平成26年２月 17日 
   上記（３）⑫ 平成27年９月８日 
   上記（３）⑬ 平成26年７月 23日 
   上記（３）⑭ 平成23年 12月14日 
   上記（３）⑮ 平成23年５月１日 
（５）変更する理由 
      上記（３）① 小売業者の代表者氏名変更 
   上記（３）② 小売業者の代表者氏名変更 



                                            

   上記（３）③ 小売業者の代表者氏名変更 
   上記（３）④ 小売業者の追加 
   上記（３）⑤ 小売業者の入替え 
   上記（３）⑥ 小売業者の入替え 
   上記（３）⑦ 小売業者の入替え 
   上記（３）⑧ 吸収合併後商号変更 
   上記（３）⑨ 退店 
   上記（３）⑩ 株式会社ラルズへ営業譲渡 
   上記（３）⑪ 小売業者の本社移転 
   上記（３）⑫ 小売業者の入替え 
   上記（３）⑬ 小売業者の代表者氏名変更 
   上記（３）⑭ 小売業者の本社所在地更正 
   上記（３）⑮ ＦＣから直営に変更 

２ 届出年月日 

  平成28年12月８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石狩振興局産業振興部商工労働観光課 

（２）縦覧期間 

   平成29 年２月３日（金）から平成29年６月５日（月）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 


