
 

公          告 

 

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規

定によって、大規模小売店舗の変更の届出があった。 

 

  平成２６年３月１０日 

 

廿日市市長 眞 野 勝 弘 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 (1) 名称 

   フジグランナタリー 

 (2) 所在地 

   廿日市市阿品三丁目２５３３番地外 

２ 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）別紙のとおり 

（変更後）別紙のとおり 

３ 変更の日 

別紙のとおり 

４ 変更する理由 

小売業を行う者に変更が生じたため 

５ 届出年月日 

  平成２６年２月２１日 

６ 届出等の縦覧場所、縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

(1) 縦覧場所 

   廿日市市環境産業部商工労政課（廿日市市下平良一丁目１１番１号） 

 (2) 縦覧期間 

   平成２６年３月１０日から平成２６年７月１０日まで。ただし、土曜日、日曜日及び国

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) 縦覧のできる時間帯 

   午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

７ 意見書の提出 

  法第８条第２項に基づき、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

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、この公告の日から４月

以内に、市に対し、次のとおり意見書を提出することができる。 

 (1) 提出期限 

   平成２６年７月１０日 

 (2) 提出先 

   廿日市市環境産業部商工労政課 



 

別 紙 

 

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 
住 所 変更年月日・理由 

氏名又は名称 代表者 

株式会社フジ 代表取締役 

尾﨑 英雄 

愛媛県松山市宮西一丁目２番 1 号  

株式会社モーツアルト 代表取締役 

田上 友康 

広島市中区堀川町５－２  

株式会社カメラのウエハラ 代表取締役 

上原 眞 

廿日市市串戸二丁目３番１０号 平成 26年 1月 31 日 

退店 

株式会社メディコ・二十一 代表取締役 

土居 浩治 

愛媛県松山市小栗三丁目２－３８ 平成 22年 9月 1日 

株式会社レディ薬局へ

事業承継 

株式会社沢岡園芸 代表取締役 

沢岡 博男 

広島県佐伯郡大野町物見東一丁目１番１

０号 

 

株式会社駿河園 代表取締役 

大淵 淳 

広島市西区商工センター一丁目５番３０

号 

平成 21年 10月 31日 

退店 

株式会社リオチェーン 代表取締役社長 

横山 卓幸 

愛知県名古屋市中区平和一丁目 1 番２０

号 

 

 

有限会社ハル 代表取締役 

石原 和昌 

広島県佐伯郡大野町宮島口東三丁目１４

番２２号 

平成 17年 10月 18日 

退店 

株式会社矢野橋ペット商事 代表取締役 

沖本 溶子 

広島市安芸区矢野東一丁目６番６号  

有限会社安藤花店 代表取締役 

清家 俊一 

広島市中区弥生町５番８号 平成 20年 2月 19 日 

退店 

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  

有限会社スウィート 代表取締役 

菅田 一郎 

広島県安芸郡坂町３５０３番地１ 平成 19年 1月 31 日 

退店 

有限会社天賞堂 代表取締役 

兼本 昌和 

山口県岩国市麻里布町二丁目９－８ フ

ジグラン岩国３Ｆ 

 

 

メガネの田中チェーン株式会社 代表取締役 

田中 登志子 

広島市中区袋町１番２３－１０２号  

 

アイメディア株式会社 代表取締役 

米又 幹夫 

広島市東区光町一丁目１０－１９  

 

株式会社ジーンズ・カジュアルダ

ン 

代表取締役 

伊達 儇 

広島県庄原市西本町二丁目１９番１号  

 

株式会社アワムラ商事 代表取締役 

粟村 達 

広島県福山市松永町５丁目３－８ 平成 25年 4月 30 日 

退店 

株式会社ぶ～け 代表取締役 

土井 素直 

熊本県熊本市流通団地二丁目２０番地１ 

センコー㈱熊本ＰＤセンター2階 

平成 23年 7月 28 日 

退店 

株式会社ミタキヤ 代表取締役 

大井 孝三 

広島市中区堺町二丁目４－２４ 平成 16年 4月 4日 

退店 

宮郷ゆみ（ＨＡＤＵ）  広島県佐伯郡宮島町５０６  

株式会社アッシュ 代表取締役 

梶川 久司 

広島市中区光南一丁目１－１２ 平成 24年 5月 27 日 

退店 

有限会社エンドレス・カンパニー 代表取締役 

渡邊 理造 

広島市安佐南区大塚西三丁目２－３－２

００３号 

平成 17年 1月 31 日 

退店 

尾中 利行（タッドポール）  広島市南区皆実一丁目２－１－３０７ 平成 18年 2月 25 日 

退店 

有限会社ミネルバ・ジャパン 代表取締役 

田中 進 

廿日市市阿品三丁目１－８－１２０２  

二種住居

地域 



 

株式会社スイートガーデン 代表取締役 

山本 悟 

京都府久世郡久御山町佐山双栗 37-1 平成 24年 6月 19 日 

代表者の変更 

 

（変更後） 

小売業者 
住 所 変更年月日・理由 

氏名又は名称 代表者 

株式会社フジ 代表取締役 

尾﨑 英雄 

愛媛県松山市宮西一丁目２番 1 号  

株式会社モーツアルト 代表取締役 

田上 友康 

広島市中区堀川町５－２  

株式会社レディ薬局 代表取締役 

三橋 信也 

愛媛県松山市南江戸四丁目３番３７号 平成 22年 9月 1日 

株式会社メディコ・二

十一から事業承継 

株式会社沢岡園芸 代表取締役 

沢岡 博男 

廿日市市物見東一丁目１番１０号 

 

平成 17年 11月 3 日 

合併による住所表示の

変更 

株式会社菓匠茶屋 代表取締役 

藤田 真二 

廿日市市平良一丁目１１番１２号 平成 21年 11月 1 日 

入店 

株式会社リオチェーン 代表取締役社長 

横山 卓幸 

愛知県名古屋市中区平和一丁目 1 番２０

号 

 

 

株式会社矢野橋ペット商事 代表取締役 

沖本 秀和 

広島市東区矢野東一丁目６番６号 平成 19年 5月 21 日 

代表者の変更 

株式会社パレモ 代表取締役 

小田 保則 

愛知県稲沢市天池五反田町１番 平成 22年 4月 5日 

代表者の変更 

有限会社天賞堂 代表取締役 

兼本 昌和 

山口県岩国市麻里布町二丁目９－８ フ

ジグラン岩国３Ｆ 

 

 

メガネの田中チェーン株式会社 代表取締役 

田中 登志子 

広島市中区袋町１番２３－１０２号  

 

アイメディア株式会社 代表取締役 

米又 幹夫 

広島市東区光町一丁目１０－１９  

 

株式会社ジーンズ・カジュアルダ

ン 

代表取締役 

伊達 儇 

広島県庄原市西本町二丁目１９番１号  

 

宮郷 ゆみ（ＨＡＤＵ）  廿日市市宮島町５０６ 平成 17年 11月 3 日 

合併による住所表示の

変更 

有限会社ミネルバ・ジャパン 代表取締役 

田中 進 

廿日市市阿品三丁目１－８－１２０２  

株式会社スイートガーデン 代表取締役 

清水 元 

京都府久世郡久御山町佐山双栗３７－１ 

 

平成 24年 6月 19 日 

代表者の変更 

株式会社ワールド（シューラル

ー） 

代表取締役 

寺井 秀蔵 

兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目８番

地１ 

平成 22年 10月 28日 

入店 

株式会社わものや 代表取締役 

形部 幸裕 

京都府京都市中京区室町御池下ル円福寺

３４５ サウス御池ビル５Ｆ 

平成 18年 9月 22 日 

入店 

株式会社ルームプラス 代表取締役 

清代 雄治 

広島市安佐南区八 

木一丁目２１番２２号 

平成 18年 3月 10 日 

入店 

株式会社ツインマーボ（アクセラ

ンド） 

代表取締役 

大藪 幸子 

大阪府大阪市平野区平野馬場２番地１番

６号 ＪＲ百済貨物ターミナル駅構内大

阪鉄道倉庫３階 

平成 25年 3月 9日 

入店 

 

 


