北海道告示第10535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31年８月16日までに北
海道後志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。
平成31年４月16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
駅前第２施設建築物
北海道小樽市稲穂２丁目65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
みずほ信託銀行株式会社 代表取締役 飯盛 徹夫
東京都中央区八重洲一丁目２番１号 ほか39者
(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）
名称又は氏名
住所
代表者の氏名
みずほ信託銀行株式会社

東京都中央区八重洲一丁目２番１号

代表取締役 飯盛 徹夫

北海道エア・ウォーター株式会社

北海道札幌市中央区北三条西一丁目２番地

代表取締役 曽我部 康

株式会社エンパイアー

北海道札幌市北区北二十三条西五丁目

代表取締役 山下 譲

２番37号

河辺石油株式会社

北海道小樽市稲穂二丁目19番８号

代表取締役 川山 和重

株式会社錨屋

北海道小樽市稲穂二丁目20番607号

代表取締役 内海 洋子

丸さ佐藤株式会社

北海道札幌市手稲区星置三条八丁目４番17号

代表社員 佐藤 敬幸

丸亀小倉株式会社

北海道小樽市相生町１番９号

代表取締役 小倉 義孝

有限会社新月堂

北海道小樽市稲穂二丁目20番１号

代表取締役 田中 宏幸

株式会社銀座商事

北海道小樽市稲穂二丁目14番14号

代表取締役 鳴海 かの

株式会社両国

北海道小樽市塩谷一丁目４番28号

代表取締役 小林 幸造

株式会社オリンピック薬局

北海道小樽市稲穂二丁目20番１号

代表取締役 野津 諭志

株式会社森野商店

北海道小樽市稲穂五丁目10番20号

代表取締役 柏木 和子

小樽駅前ビル株式会社

北海道小樽市稲穂二丁目22番８号

代表取締役 山本 忠広

加藤 あけみ

東京都江戸川区船堀五丁目３番２-505号

佐々木 かおる

アメリカ合衆国ニュージャージィ州
ミッドランドパーク町クームズ通り４番地

野路 雅代

北海道小樽市稲穂二丁目13番７号

谷坂 千草

北海道小樽市稲穂二丁目22番603号稲穂住宅

武野 彌生

北海道札幌市東区伏古八条三丁目４番８号

北山 秀治

北海道小樽市稲穂二丁目22番910号

山岡 喜久子

北海道小樽市オタモイ三丁目11番１号

田畑 利章

北海道小樽市稲穂一丁目６番1305号
ハウヴェル稲穂

名称又は氏名

住所

伊達 公子

北海道小樽市稲穂二丁目22番809号

山岡 智子

北海道余市郡余市町大川町四丁目160番地

佐藤 喜典

北海道小樽市富岡一丁目32番170号

佐藤 冨美子

北海道小樽市富岡一丁目32番170号

佐藤 有華

北海道小樽市富岡一丁目32番170号

岡林 有記

北海道小樽市緑一丁目８番９号

田畑 考章

北海道小樽市稲穂二丁目20番601号

佐々木 朋子

北海道小樽市入船四丁目10番20号

宮野 糸

北海道小樽市稲穂二丁目７番13号

白方 理恵

北海道小樽市稲穂二丁目22番907号

佐藤 憲一

千葉県八千代市八千代台北十七丁目７番21号

岡本 幹

埼玉県川越市大字笠幡76番地41

辻 昌宏

北海道札幌市南区真駒内本町七丁目９番８号

辻 祐子

北海道小樽市若松一丁目４番26号

高根 峯一郎

北海道小樽市色内一丁目６番８号

遠藤 実

北海道札幌市東区北三十二条東一丁目２番18号

直江 和雄

北海道小樽市富岡二丁目３番11号

千葉 優紀

北海道旭川市豊岡十二条八丁目７番12号

上野 亜希子

北海道虻田郡ニセコ町字宮田564番地

（変更後）
名称又は氏名

代表者の氏名

住所

代表者の氏名

みずほ信託銀行株式会社

東京都中央区八重洲一丁目２番１号

代表取締役 飯盛 徹夫

北海道エア・ウォーター株式会社

北海道札幌市中央区北三条西一丁目２番地

代表取締役 曽我部 康

株式会社エンパイアー

北海道札幌市北区北二十三条西五丁目

代表取締役 山下 譲

河辺石油株式会社

北海道小樽市稲穂二丁目19番８号

２番37号

代表取締役 川山 和重

株式会社錨屋

北海道小樽市稲穂二丁目20番607号

丸さ佐藤株式会社

北海道札幌市手稲区星置三条八丁目４番17号

代表取締役 山口

代表社員 佐藤 敬幸

由美子

丸亀小倉株式会社

北海道札幌市中央区南七条西八丁目1032番地３

代表取締役 小倉 義孝

南７西８ビル103棟702号室

有限会社新月堂

北海道小樽市稲穂二丁目20番１号

代表取締役 田中 宏幸

株式会社銀座商事

北海道小樽市稲穂二丁目14番14号

代表取締役 鳴海 大

株式会社両国

北海道小樽市塩谷一丁目４番28号

代表取締役 小林 幸造

株式会社オリンピック薬局

北海道小樽市稲穂二丁目20番１号

代表取締役 野津 木の実

株式会社森野商店

北海道小樽市稲穂五丁目10番20号

代表取締役 柏木 和子

小樽駅前ビル株式会社

北海道小樽市稲穂二丁目22番８号

代表取締役 山本 忠広

加藤 あけみ

東京都江戸川区船堀五丁目３番２-505号

佐々木 かおる

アメリカ合衆国ニュージャージィ州
ミッドランドパーク町クームズ通り４番地

野路 雅代

北海道小樽市稲穂二丁目13番７号

谷坂 千草

北海道小樽市稲穂二丁目22番603号稲穂住宅

武野 彌生

北海道札幌市東区伏古八条三丁目４番８号

北山 秀治

北海道小樽市稲穂二丁目22番910号

山岡 喜久子

北海道小樽市オタモイ三丁目11番１号

田畑 利章

北海道小樽市稲穂一丁目６番1305号
ハウヴェル稲穂

氏名又は名称

住所

伊達 公子

北海道小樽市稲穂二丁目22番809号

山岡 智子

北海道余市郡余市町大川町四丁目160番地

佐藤 喜典

北海道小樽市富岡一丁目32番170号

佐藤 冨美子

北海道小樽市富岡一丁目32番170号

佐藤 有華

北海道小樽市富岡一丁目32番170号

岡林 有記

北海道小樽市緑一丁目８番９号

田畑 考章

北海道小樽市稲穂二丁目20番601号

佐々木 朋子

北海道小樽市入船四丁目10番20号

宮野 糸

北海道小樽市稲穂二丁目７番13号

白方 理恵

北海道小樽市稲穂二丁目22番907号

佐藤 憲一

千葉県八千代市八千代台北十七丁目７番21号

岡本 幹

埼玉県川越市大字笠幡76番地41

辻 昌宏

北海道札幌市南区真駒内本町七丁目９番８号

辻 祐子

北海道小樽市若松一丁目４番26号

高根 峯一郎

北海道小樽市色内一丁目６番８号

遠藤 実

北海道札幌市東区北三十二条東一丁目２番18号

直江 和雄

北海道小樽市富岡二丁目３番11号

千葉 優紀

北海道旭川市豊岡十二条八丁目７番12号

上野 亜希子

北海道虻田郡ニセコ町字宮田564番地

(3) 変更しようとする事項及び変更の年月日
①
氏名又は名称
変更事由
株式会社錨屋

２
３

代表者の氏名

変更年月日

代表者

平成24年１月６日

丸亀小倉株式会社

住所

平成29年11月１日

株式会社銀座商事

代表者

平成29年10月30日

株式会社オリンピック薬局

代表者

平成28年12月14日

届出年月日
平成31年３月27日
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後志総合振興局産業振興部商工労働観光課
(2) 縦覧期間
平成31年４月16日（火）から平成31年８月16日（金）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

