
北海道告示第 11115 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 12月 23日までに北海道胆

振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８月 23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 

MORUE中島 A棟 

室蘭市中島本町１丁目 14番地３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 

日鉄興和不動産株式会社 代表取締役 今泉 泰彦 

東京都港区赤坂１丁目８番１号 

 (３) 変更した事項 

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並びに法人にあっては代表者の氏名 

（変更前） 

 新日鉄興和不動産株式会社 代表取締役 成川 哲夫 

 東京都港区南青山１丁目 15番５号 

（変更後） 

 日鉄興和不動産株式会社 代表取締役 今泉 泰彦 

 東京都港区赤坂１丁目８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） 

設置する者の氏名又は名称 代表者の氏名 住  所 

株式会社ホームストア 
代表取締役 

斎藤 弘 
室蘭市中島本町２丁目８番１号 

青山商事株式会社 
代表取締役 

青山 理 
広島県福山市王子町１丁目３－５ 

株式会社つつみ 
代表取締役 

堤 勝 
室蘭市知利別町３丁目７－６ 

株式会社いたがき 
代表取締役 

板垣 道雄 
室蘭市輪西町２丁目５－１プラット会館 

株式会社きたがわ 
代表取締役 

北川 浩一 
室蘭市御前水町２丁目１－８ 

草太郎株式会社 
代表取締役 

大場 一雄 
室蘭市日の出町３丁目７－６ 

株式会社コマイ 
代表取締役 

駒井 章夫 
札幌市北区北 13条西１丁目 

藤久株式会社 
代表取締役 

後藤 薫徳 
愛知県名古屋市東区高社１番地 210 

株式会社ルックヒライ 
代表取締役 

平井 勝治 
札幌市中央区南２条西６丁目７－１ 

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 



株式会社エービーシー・マート 
代表取締役 

金城 正宏 
東京都渋谷区道玄坂１丁目 12－１ 

株式会社ハニーズ 
代表取締役 

江尻 義久 
福島県いわき市鹿島町走熊字七本松 27－１ 

株式会社ワールド 
代表取締役 

寺井 秀蔵 
兵庫県神戸市中央区港島中町６丁目８－１ 

株式会社サンドラッグプラス 
代表取締役 

荒井 愼一 
札幌市東区北 41条東８丁目３ 

室蘭オーダーソーイング 
代表者 

星山 道雄 
室蘭市中島本町２丁目７－８ 

 

      （変更後） 

設置する者の氏名又は名称 代表者の氏名 住  所 
 

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 

青山商事株式会社 
代表取締役 

青山 理 
広島県福山市王子町１丁目３－５  

株式会社つつみ 
代表取締役 

堤 勝 
室蘭市知利別町３丁目 10－３ ② 

株式会社いたがき 
代表取締役 

板垣 秀人 
室蘭市輪西町１丁目 26－２ ③ 

株式会社きたがわ 
代表取締役 

北川 浩一 
室蘭市御前水町２丁目１－８  

株式会社柳月 
代表取締役 

田村 英祐 
河東郡音更町下音更北９線西 18－２ ④ 

株式会社東京デリカ 
代表取締役 

木山 剛史 

東京都葛飾区新小岩１丁目 48－14 

第３デリカビル９階 
⑤ 

株式会社ハニーズ 

ホールディングス 

代表取締役 

江尻 義久 
福島県いわき市鹿島町走熊字七本松 27－１ ⑥ 

株式会社ルック・ヒライ 
代表取締役 

平井 勝治 
札幌市中央区南２条西６丁目７－１  

株式会社アルカスインター 

ナショナル 

代表取締役 

内山 誠一 
兵庫県神戸市中央区港島中町６丁目８－１ ⑦ 

株式会社エービーシー・マート 
代表取締役 

野口 実 
東京都渋谷区道玄坂１丁目 12－１ ⑧ 

株式会社セリア 
代表取締役 

河合 映治 
岐阜県大垣市外渕２丁目 38 ⑨ 

株式会社サンドラッグプラス 
代表取締役 

渡邉 崇 
札幌市東区北 41条東９丁目３－１ ⑩ 

室蘭オーダーソーイング 
代表者 

星山 純子 
室蘭市中島本町１丁目４－４ ⑪ 

クールカレアン株式会社 
代表取締役 

堀内 一夫 
東京都品川区西五反田２－７－12 ⑫ 

（４）変更の年月日 

   上記（３）ア      平成 31年４月１日 

   上記（３）イ①     平成 20年３月１日 

   上記（３）イ②     令和３年７月 21日 

    上記（３）イ③          平成 24年４月 30日 

   上記（３）イ④          平成 27年５月 22日 



   上記（３）イ⑤          平成 25年５月 25日 

   上記（３）イ⑥          平成 29年３月１日 

   上記（３）イ⑦          平成 29年４月１日 

   上記（３）イ⑧          平成 19年３月１日 

   上記（３）イ⑨          令和元年７月 15日 

   上記（３）イ⑩          平成 30年３月 26日 

      上記（３）イ⑪          令和元年９月 22日、令和３年４月 16日 

   上記（３）イ⑫          令和２年９月 20日 

 (５) 変更する理由 

   上記（３）ア      商号変更及び代表者変更のため 

   上記（３）イ①     企業統合による代表者変更のため 

   上記（３）イ②          住所錯誤のため 

    上記（３）イ③          代表者変更及び住所変更のため 

   上記（３）イ④          小売業者変更のため 

   上記（３）イ⑤          小売業者変更のため 

   上記（３）イ⑥          商号変更のため 

   上記（３）イ⑦          吸収分割のため 

   上記（３）イ⑧          代表者変更のため 

   上記（３）イ⑨          小売業者変更のため 

   上記（３）イ⑩          代表者変更及び住所錯誤のため 

      上記（３）イ⑪          住所変更、代表者変更のため 

   上記（３）イ⑫          小売業者変更のため 

２ 届出年月日 

  令和３年７月 27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胆振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８月 23日（月）から同年 12月 23日（木）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 


