
                                            

北海道告示第 10513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 28年 10月 17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 28年６月 17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 

   千歳アウトレットモール・レラ 
   千歳市柏台南１丁目２番６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 

   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 支配人 坪川 昇司 
   東京都千代田区丸の内１丁目４番５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 

サムソナイト・ジャパン株式会社 代表取締役 造田博之 東京都渋谷区東３－９－19 ポーラ恵比寿ビ

ル８Ｆ 

ベネトン ジャパン株式会社 代表取締役社長  

パスカル・センコフ 

東京都渋谷区神宮前４－３－10 

株式会社マックスアンドコージャパン 代表取締役社長  

ロベルト・マッキア 

東京都港区南青山３－１－３ スプライン青

山東急ビル８階 

株式会社樹梨絵 代表取締役社長 井澤 久司 室蘭市中島町１－23－23 

アドルフォ・ドミンゲスジャパン株式会

社 

代表取締役  

カルロス・フェルナンデス・ロペス 

東京都練馬区旭町２丁目 25番 12号３階 

ギャップジャパン株式会社 代表取締役 ブレント・ハイダー 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－32－10 

株式会社リファクトリィ 代表取締役 田中 一郎 東京都中央区銀座２－２－２ ヒューリック

西銀座ビル ５Ｆ 

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

株式会社ブルックスブラザーズジャパン 代表取締役社長 小布施 森一 東京都港区北青山３－５－６ 

ラオックス株式会社 代表取締役 羅 怡文 東京都港区芝２丁目７番 17号 

株式会社フォッシルジャパン 代表取締役社長 木村 信也 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－33－８ サウスゲ

ート新宿７階 

セルレ株式会社 代表取締役 鳥居 伸一 東京都中央区銀座４－８－10 

ブラック＆ホワイトスポーツウエア株式

会社 

代表取締役 神成 一郎 東京都港区赤坂６丁目 14番 3号 近文ビルデ

ィング 

株式会社コロンビアスポーツウェアジャ

パン 

代表取締役社長 

ラッザリ・マッスィモ 

東京都新宿区新宿６丁目 27－30 新宿イース

トサイドスクエア７Ｆ 

株式会社トレイスインターナショナル 代表取締役社長 須田 淳 札幌市中央区南１条東２丁目８－１ サンシ

ティビル３Ｆ 



                                            

クレアーズ日本株式会社 代表取締役社長 山口 義貴 東京都中央区日本橋人形町１－１－11 日庄

ビル２Ｆ 

イトキン株式会社 代表取締役社長 辻村 章夫 東京都渋谷区千駄ヶ谷３－１－１ イトキン

原宿ビル 

株式会社ポイント 代表取締役社長 遠藤 洋一  東京都千代田区丸の内１丁目９番２号 

株式会社バルス 代表取締役社長 高島 郁夫 東京都渋谷区神宮前５丁目 53番 67号 

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

ティウエスト 19Ｆ 

株式会社スポーツハウス 代表取締役社長 織田 達朗 札幌市中央区南４条西 10丁目 1004番 

ピレロイボッホテーブルウェアジャパン

株式会社 

代表取締役 小川 浩孝 東京都千代田区二番町８－３ 二番町大沼ビ

ル２Ｆ 

株式会社ワコール 代表取締役 安原 弘展 札幌市中央区南１条西 27丁目１番 20号 株式

会社ワコール札幌店１階 

株式会社ノリタケカンパニーリミテド 取締役執行役員 馬渕 義隆 愛知県名古屋市西区則武新町３－１－36 

株式会社フェニックス 代表取締役 孫 建軍 東京都新宿区新宿２丁目５番12号 ＦＯＲＥＣ

ＡＳＴ新宿ＡＶＥＮＵＥ 

イー・ジーニング株式会社 代表取締役 常見 修二 東京都荒川区東日暮里３－27－６ 

ＤＫＳＨジャパン株式会社 代表取締役社長  

ペーター・ケメラー 

東京都港区三田３－４－19 

株式会社タカラトレーディング 代表取締役 加藤 孝志 東京都八王子市堀之内３－33－４ 

株式会社ルピシア 代表取締役社長 水口 博喜 東京都渋谷区代官山町８－13 代官山ハマダ

ビル 

有限会社ケイ・アール・エス 代表取締役社長 栗原 亮 大阪府大阪市西区靭本町２丁目７－６ 東京

日産渋谷ビル６Ｆ 

株式会社スウィートファクトリージャパ

ン 

代表取締役社長 鶴見 啓業 東京都中央区築地６－17－４ 築地パークビ

ル５階 

株式会社タクミナフード 代表取締役 竹内 工 東京都武蔵野市八幡町４丁目 14番 15号 

株式会社北海道ファミリーマート 代表取締役社長 辻道 雅彦 札幌市中央区北１条西 13丁目４番地 タケダ

札幌ビル５Ｆ 

ＶＦジャパン株式会社 代表取締役社長 秋山 玄 東京都渋谷区神宮前２－34－17 

株式会社ニッポン放送プロジェクト 代表取締役 中島 恒雄 東京都千代田区紀尾井町３番６号 

株式会社チャンス 代表取締役 植松 哲 大阪府豊中市東寺内町 17番２－104号 

株式会社コムネットワーク 代表取締役 黒田 裕司 札幌市中央区北８条西 18丁目１－７ フレク

スビル４階 

株式会社伊太利屋 代表取締役 菊池 英雄 東京都渋谷区鉢山町 13－21 

株式会社シュー・パブ 代表取締役 山田 晋右 東京都港区六本木７丁目 15番 14号 塩業ビル 

株式会社ナイガイ 代表取締役 泉 潔 東京都台東区柳橋２－19－６ 柳橋ファース

トビル２Ｆ 

株式会社レナウン 代表取締役社長 北畑 稔 東京都江東区有明３丁目６番 11号ＴＦＴビル

東館６Ｆ 

株式会社サンクゼール 代表取締役社長 久世 良三 長野県水上内郡飯綱町芋川 1260 

株式会社ケリングジャパン グッチディ

ビジョン 

プレジデント＆ＣＥＯ 中村 浩章 東京都港区北青山３丁目６番７号 



                                            

コーチ・ジャパン合同会社 社長兼最高経営責任者 永江 公一 東京都港区六本木６丁目 10－1 六本木ヒルズ

タワー19Ｆ 私書箱 15号 

日登美株式会社 代表取締役社長 圖師 雅文 大阪府大阪市天王寺区東高津町４－15 

株式会社ヒロセ 代表取締役 菅井 長彦 宮城県仙台市若林区卸町１丁目３番地７ 

株式会社ＴＡＳＡＫＩ 代表取締役社長 田島 寿一 兵庫県神戸市中央区港島中町６－３－２ 

株式会社ボーネルンド 代表取締役社長 中西 弘子 東京都渋谷区神宮前１－３－12 ジブラルタ

生命ビル３Ｆ 

株式会社エスカーダ・ジャパン 代表取締役社長 李 世緑 東京都港区赤坂７丁目３番 37号 

株式会社ロイヤルコペンハーゲンジャパ

ン 

代表取締役 川島 一雄 東京都千代田区有楽町１－12－１ 有楽町ビ

ルディング 

株式会社Ｒ＆Ｈ 代表取締役 田中 孝太郎 東京都稲城市東長沼 2106－５ 

株式会社オリゾンティ 代表取締役社長 佐分 和博 東京都渋谷区神宮前１－12－６ トヒビル２

Ｆ 

株式会社サンエー・インターナショナル 代表取締役社長 押木 源弥 東京都港区北青山１丁目２－３ 

株式会社オルビータ 代表取締役社長 尾関 一郎 東京都中央区銀座８－８－６ 銀栄ビル９Ｆ 

株式会社メガネトップ 代表取締役社長 冨澤 昌宏 静岡県静岡市葵区伝馬町８－６ トップセン

タービル８Ｆ 

株式会社三峰 代表取締役社長 川村 益充 東京都中野区弥生町６－10－11 

株式会社マスターピース 代表取締役社長 宮田 真樹 東京都台東区駒形１－12－３ 

株式会社インターコマースリテール 代表取締役 野木 英雄 東京都世田谷区太子堂４－１－１ キャロッ

トタワー６Ｆ 

株式会社エスエスケイ 代表取締役社長 佐々木 恭一 大阪府大阪市中央区上本町西１－２－19 

株式会社サンマルタ 代表取締役社長 堀口 圭一 東京都港区新橋２－16－１ニュー新橋ビル 514 

株式会社コナカ 代表取締役社長 湖中 謙介 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 517番地２ 

株式会社ボスコ・モト 代表取締役 橘田 忠博 大阪府箕面市白島２－22－25 

トリンプ・インターナショナル・ジャパ

ン株式会社 

代表取締役社長 土居 健人 東京都中央区築地５丁目６番４号 浜離宮三井

ビルディング５・６階 

ラルフローレン株式会社 代表取締役 ハワード・スミス 東京都渋谷区神宮前４丁目 25番 15号 

セイコーリテールマーケティング株式会

社 

代表取締役社長 庄山 昌彦 東京都港区虎ノ門２丁目８－10 虎ノ門 15森

ビル 

東京シャツ株式会社 代表取締役社長 鈴木 正利 東京都千代田区東神田２丁目８－12 

ジーエスエムジャパン株式会社 代表取締役社長 西上 節也 大阪府大阪市中央区博労町４－３－２ オー

ツグランドビル３Ｆ 

株式会社レガロ 代表取締役 中島 仁三 東京都目黒区東山１－８－６ サンロイヤル

東山 101 

株式会社ジョイントワークス 代表取締役 窪田 祐 東京都渋谷区神南１－６－３ 神南ブラッグ

５Ｆ 

株式会社ビームス 代表取締役社長 設楽 洋 東京都新宿区北新宿４－16－12 新光ビル 

株式会社ファッション須賀 代表取締役 須賀 次雄 東京都渋谷区渋谷３－５－５ ３Ｆ 

株式会社スピックインターナショナル 代表取締役 疋田 昭彦 東京都目黒区中目黒１丁目１番 71号 

株式会社ニコル 代表取締役会長 木野村 明廣 東京都渋谷区東１丁目 32－12 渋谷プロパテ

ィー東急ビル３Ｆ 



                                            

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１－10－8 

株式会社パル 代表取締役社長 井上 隆太 大阪府大阪市中央区北浜３－５－29 日本生

命淀屋橋ビル４Ｆ 

プリティーグリーン ジャパン株式会社 代表取締役 加藤 孝治 東京都港区北青山３－13－７ 

株式会社フランドル 代表取締役 栗田 貴史 東京都港区南青山４丁目 18番 11号 

株式会社アントレックス 代表取締役社長 多田 崇哲 東京都新宿区新宿２－19－１ ビックス７Ｆ 

株式会社東急ハンズ 代表取締役社長 榊 真二 東京都渋谷区道玄坂１丁目 10番７号 

株式会社 中尾アルミ製作所 代表取締役 ＣＦＯ 中尾 義明 東京都台東区西浅草２－21－４（合羽橋道具街

中央） 

有限会社ほわいとあっぷる 代表取締役 小笠原 新一 青森県弘前市駅前町２－２－11 

株式会社クリエイティブヨーコ 代表取締役社長 小林 忠良 長野県長野市大字高田 667－16 

株式会社ＤＯＧ ＤＥＰＴ 代表取締役 山田 茂 東京都台東区元浅草３丁目 16番 10号 

テーラーメイドゴルフ株式会社 代表取締役会長兼社長 菱沼 信夫 東京都江東区青海２－４－24 青海フロンテ

ィアビル 

株式会社ウエダ靴専門店 代表取締役社長 源津 善崇 苫小牧市住吉町２丁目 12番 4号 

株式会社テットオム 代表取締役 加藤 和孝 東京都渋谷区猿楽町２－１ 

株式会社デサント 代表取締役社長 石本 雅敏 大阪府大阪市天王寺区堂ヶ芝１丁目 11番３号 

株式会社アーバンリサーチ 代表取締役 竹村 幸造 大阪府大阪市西区京町堀１丁目６番４号 

ツヴィリングＪ．Ａ．ヘンケルス ジャパ

ン株式会社 

代表取締役 

Ａｎｄｒｅｗ Ｈａｎｋｉｎｓｏｎ 

岐阜県関市肥田瀬 4064 

株式会社博品館 代表取締役 伊藤 義文 東京都中央区銀座８丁目８番 11号 

リシュモンジャパン株式会社 代表取締役 西村 豊 東京都千代田区麹町１－４ 半蔵門ファース

トビル７Ｆ 

（変更後） 

小売業者名   代表者の氏名 住    所 

サムソナイト・ジャパン株式会社 代表取締役 造田 博之 東京都渋谷区東３－９－19 ポーラ恵比寿ビ

ル８Ｆ 

ベネトン ジャパン株式会社 代表取締役社長  

パスカル・センコフ 

東京都渋谷区神宮前４－３－10 

株式会社マックスアンドコージャパン 代表取締役社長  

ロベルト・マッキア 

東京都港区南青山３－１－３ スプライン青

山東急ビル８階 

株式会社樹梨絵 代表取締役社長 井澤 久司 室蘭市中島町１－23－23 

アドルフォ・ドミンゲスジャパン株式会

社 

代表取締役  

カルロス・フェルナンデス・ロペス 

東京都練馬区旭町２丁目 25番 12号３階 

ギャップジャパン株式会社 代表取締役 ブレント・ハイダー 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－32－10 

株式会社リファクトリィ 代表取締役 田中 一郎 東京都中央区銀座２－２－２ ヒューリック

西銀座ビル ５Ｆ 

株式会社サッポロドラッグストアー 代表取締役社長 富山 浩樹 札幌市北区太平３条１－２－18 

株式会社ブルックスブラザーズジャパン 代表取締役社長 小布施 森一 東京都港区北青山３－５－６ 

ラオックス株式会社 代表取締役 羅 怡文 東京都港区芝２丁目７番 17号 

株式会社フォッシルジャパン 代表取締役社長 木村 信也 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－33－８ サウスゲ

ート新宿７階 



                                            

セルレ株式会社 代表取締役 鳥居 伸一 東京都中央区銀座４－８－10 

ブラック＆ホワイトスポーツウエア株式

会社 

代表取締役 神成 一郎 東京都港区赤坂６丁目 14番３号 近文ビルデ

ィング 

株式会社コロンビアスポーツウェアジャ

パン 

代表取締役社長  

ラッザリ・マッスィモ 

東京都新宿区新宿６丁目 27－30 新宿イース

トサイドスクエア７Ｆ 

株式会社トレイスインターナショナル 代表取締役社長 須田 淳 札幌市中央区南１条東２－８－１ サンシテ

ィビル３Ｆ 

クレアーズ日本株式会社 代表取締役社長 山口 義貴 東京都中央区日本橋人形町１－１－11 日庄

ビル２Ｆ 

イトキン株式会社 代表取締役社長 辻村 章夫 東京都渋谷区千駄ヶ谷３－１－１ イトキン

原宿ビル 

株式会社バルス 代表取締役社長 高島 郁夫 東京都渋谷区神宮前５丁目 53番 67号 

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

ィウエスト 19Ｆ 

株式会社スポーツハウス 代表取締役社長 織田 達朗 札幌市中央区南４条西 10丁目 1004番 

エース株式会社 代表取締役社長 森下 宏明 大阪府大阪市中央区博労町４丁目５番２号 

株式会社ワコール 代表取締役 安原 弘展 札幌市中央区南１条西 27丁目１番 20号 株式

会社ワコール札幌店１階 

株式会社ノリタケカンパニーリミテド 取締役執行役員 馬渕 義隆 愛知県名古屋市西区則武新町３－１－36 

株式会社フェニックス 代表取締役 孫 建軍 東京都新宿区新宿２丁目５番 12号 ＦＯＲＥ

ＣＡＳＴ新宿ＡＶＥＮＵＥ 

イー・ジーニング株式会社 代表取締役 常見 修二 東京都荒川区東日暮里３－27－６ 

ＤＫＳＨジャパン株式会社 代表取締役社長  

ペーター・ケメラー 

東京都港区三田３－４－19 

株式会社タカラトレーディング 代表取締役 加藤 孝志 東京都八王子市堀之内３－33－４ 

株式会社ルピシア 代表取締役社長 水口 博喜 東京都渋谷区代官山町８－13 代官山ハマダ

ビル 

有限会社ケイ・アール・エス 代表取締役社長 栗原 亮 大阪府大阪市西区靭本町２丁目７－６ 東京

日産渋谷ビル６Ｆ 

株式会社スウィートファクトリージャパ

ン 

代表取締役社長 鶴見 啓業 東京都中央区築地６－17－４ 築地パークビ

ル５階 

株式会社タクミナフード 代表取締役 竹内 工 東京都武蔵野市八幡町４丁目 14番 15号 

株式会社北海道ファミリーマート 代表取締役社長 辻道 雅彦 札幌市中央区北１条西 13丁目４番地 タケダ

札幌ビル５Ｆ 

ＶＦジャパン株式会社 代表取締役社長 秋山 玄 東京都渋谷区神宮前２－34－17 

株式会社ニッポン放送プロジェクト 代表取締役 中島 恒雄 東京都千代田区紀尾井町３番６号 

株式会社ナイガイ 代表取締役 泉 潔 東京都台東区柳橋２－19－６ 柳橋ファース

トビル２Ｆ 

株式会社チャンス 代表取締役 植松 哲 大阪府豊中市東寺内町 17番２－104号 

株式会社サンクゼール 代表取締役社長 久世 良三 長野県水上内郡飯綱町芋川 1260 

株式会社ケリングジャパン グッチディ

ビジョン 

プレジデント＆ＣＥＯ 中村 浩章 東京都港区北青山３丁目６番７号 

コーチ・ジャパン合同会社 社長兼最高経営責任者 永江 公一 東京都港区六本木６丁目 10－１ 六本木ヒル

ズタワー19Ｆ 私書箱 15号 



                                            

日登美株式会社 代表取締役社長 圖師 雅文 大阪府大阪市天王寺区東高津町４－15 

株式会社ヒロセ 代表取締役 菅井 長彦 宮城県仙台市若林区卸町１丁目３番地７ 

株式会社ＴＡＳＡＫＩ 代表取締役社長 田島 寿一 兵庫県神戸市中央区港島中町６－３－２ 

株式会社ボーネルンド 代表取締役社長 中西 弘子 東京都渋谷区神宮前１－３－12 ジブラルタ

生命ビル３Ｆ 

株式会社エスカーダ・ジャパン 代表取締役社長 李 世緑 東京都港区赤坂７丁目３番 37号 

株式会社ロイヤルコペンハーゲンジャパ

ン 

代表取締役 川島 一雄 東京都千代田区有楽町１－12－１ 有楽町ビ

ルディング 

株式会社Ｒ＆Ｈ 代表取締役 田中 孝太郎 東京都稲城市東長沼 2106－５ 

クラークスジャパン株式会社 代表取締役 宮増 浩 東京都港区南青山３丁目 11番 13号 

株式会社サンエー・インターナショナル 代表取締役社長 押木 源弥 東京都港区北青山１丁目２－３ 

株式会社オルビータ 代表取締役社長 尾関 一郎 東京都中央区銀座８－８－６ 銀栄ビル９Ｆ 

株式会社メガネトップ 代表取締役社長 冨澤 昌宏 静岡県静岡市葵区伝馬町８－６ トップセン

タービル８Ｆ 

株式会社三峰 代表取締役社長 川村 益充 東京都中野区弥生町６－10－11 

株式会社マスターピース 代表取締役社長 宮田 真樹 東京都台東区駒形１－12－３ 

株式会社インターコマースリテール 代表取締役 野木 英雄 東京都世田谷区太子堂４－１－１ キャロッ

トタワー６Ｆ 

株式会社エスエスケイ 代表取締役社長 佐々木 恭一 大阪府大阪市中央区上本町西１－２－19 

株式会社サンマルタ 代表取締役社長 堀口 圭一 東京都港区新橋２－16－１ニュー新橋ビル 514 

株式会社コナカ 代表取締役社長 湖中 謙介 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 517番地２ 

株式会社ボスコ・モト 代表取締役 橘田 忠博 大阪府箕面市白島２－22－25 

トリンプ・インターナショナル・ジャパ

ン株式会社 

代表取締役社長 土居 健人 東京都中央区築地５丁目６番４号 浜離宮三井

ビルディング５・６階 

株式会社シュー・パブ 代表取締役 山田 晋右 東京都港区六本木７丁目 15番 14号 塩業ビル 

ラルフローレン株式会社 代表取締役 ハワード・スミス 東京都渋谷区神宮前４丁目 25番 15号 

セイコーリテールマーケティング株式会

社 

代表取締役社長 庄山 昌彦 東京都港区虎ノ門２丁目８－10 虎ノ門 15森

ビル 

東京シャツ株式会社 代表取締役社長 鈴木 正利 東京都千代田区東神田２丁目８－12 

ジーエスエムジャパン株式会社 代表取締役社長 西上 節也 大阪府大阪市中央区博労町４－３－２ オー

ツグランドビル３Ｆ 

株式会社レガロ 代表取締役 中島 仁三 東京都目黒区東山１－８－６ サンロイヤル

東山 101 

株式会社ジョイントワークス 代表取締役 窪田 祐 東京都渋谷区神南１－６－３ 神南ブラッグ

５Ｆ 

株式会社ビームス 代表取締役社長 設楽 洋 東京都新宿区北新宿４－16－12 新光ビル 

株式会社ファッション須賀 代表取締役 須賀 次雄 東京都渋谷区渋谷３－５－５ ３Ｆ 

株式会社スピックインターナショナル 代表取締役 疋田 昭彦 東京都目黒区中目黒１丁目１番 71号 

株式会社ニコル 代表取締役会長 木野村 明廣 東京都渋谷区東１丁目 32－12 渋谷プロパテ

ィー東急ビル３Ｆ 

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１－10－８ 



                                            

株式会社パル 代表取締役社長 井上 隆太 大阪府大阪市中央区北浜３－５－29 日本生

命淀屋橋ビル４Ｆ 

プリティーグリーン ジャパン株式会社 代表取締役 加藤 孝治 東京都港区北青山３－13－７ 

株式会社フランドル 代表取締役 栗田 貴史 東京都港区南青山４丁目 18番 11号 

株式会社アントレックス 代表取締役社長 多田 崇哲 東京都新宿区新宿２－19－１ ビックス７Ｆ 

株式会社 ミューラーン 代表取締役 三浦 誠巳 東京都中央区日本橋浜町１丁目２番１号 

株式会社 中尾アルミ製作所 代表取締役 ＣＦＯ 中尾 義明 東京都台東区西浅草２－21－４（合羽橋道具街

中央） 

有限会社ほわいとあっぷる 代表取締役 小笠原 新一 青森県弘前市駅前町２－２－11 

株式会社クリエイティブヨーコ 代表取締役社長 小林 忠良 長野県長野市大字高田 667－16 

株式会社ＤＯＧ ＤＥＰＴ 代表取締役 山田 茂 東京都台東区元浅草３丁目 16番 10号 

テーラーメイドゴルフ株式会社 代表取締役会長兼社長 菱沼 信夫 東京都江東区青海２－４－24 青海フロンテ

ィアビル 

株式会社ウエダ靴専門店 代表取締役社長 源津 善崇 苫小牧市住吉町２丁目 12番 4号 

株式会社テットオム 代表取締役 加藤 和孝 東京都渋谷区猿楽町２－１ 

株式会社デサント 代表取締役社長 石本 雅敏 大阪府大阪市天王寺区堂ヶ芝１丁目 11番３号 

株式会社アーバンリサーチ 代表取締役 竹村 幸造 大阪府大阪市西区京町堀１丁目６番４号 

株式会社博品館 代表取締役 伊藤 義文 東京都中央区銀座８丁目８番 11号 

（４）変更の年月日 
   平成 28年６月３日ほか 
（５）変更する理由 

      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 

  平成 28年６月６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 28年６月 17日（金）から同年 10月 17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 


