
公 告 

 

大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定による届出 

 

 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

舗に関する届出に係る事項の変更の届出がありました。 

 当該届出は、令和４年１月21日から同年５月23日までの間、山口県商工労働部商政課及び防府市産業

振興部商工振興課において公衆の縦覧に供します。 

 

  令和４年１月21日 

 

山口県知事 村 岡 嗣 政 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

   名 称 イオン防府店 

   所在地 防府市中央町１番３号 

 

２ 届出者の氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名 

氏名又は名称 住 所 代表者の氏名 

イオンリテール株式会社 千葉市美浜区中瀬一丁目５の１ 井出 武美 

 

３ 変更に係る事項の概要 

（１）大規模小売店舗において小売業を行う者 

  ○変更前 

   別紙のとおり 

 

  ○変更後 

   別紙のとおり 

 

４ 届出年月日 

    令和４年１月７日 

 



別紙

(変更前)

小売業者名 住　　所 代表者名

イオンリテール株式会社 千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 井出 武美

株式会社オーハマ 防府市三田尻一丁目１２番７号 大浜 芳樹

有限会社中国堂印判店 防府市中央町１３番１８号 松本 功士 令和2年12月23日 退店

有限会社上田事務所 防府市南松崎町５番２号 上田 章雄

有限会社まつばら 防府市三田尻一丁目９番１８号 吉原 雅雄

岩崎 千恵子 防府市敷山町３０番３号 - 令和2年2月29日 退店

越智 廣美 防府市今市町６番５号 -

株式会社ソリッド 広島市安佐南区高取南二丁目２０番２６号 平野 一貴

株式会社ブルーメイト 岡山県井原市下出部町一丁目１７番１号 吉川 一之

株式会社東京デリカ 東京都葛飾区新小岩１丁目４８番１４号 木山 茂年

エステールホールディングス株式会社 東京都港区虎ノ門四丁目３番１３号 丸山 雅史

株式会社アニメイト 東京都豊島区東池袋三丁目２番１号 阪下 實

株式会社冒険王 広島市安佐北区可部四丁目１番１０号 堀岡 洋行

株式会社システムジュウヨン 大阪市天神橋三丁目７番９号 寺崎 公彦 令和3年5月31日 退店

株式会社オンワード樫山 東京都中央区日本橋三丁目１０番５号 大澤 道雄

株式会社キング 京都市下京区東塩小路高倉町２番の１ 長島 希吉 令和2年2月29日 退店

株式会社シーズ・プランニング 東京都中野区弥生町一丁目９番８号トーソービル５Ｆ 広瀬 智英

株式会社セリア 岐阜県大垣市外渕２-３８ 河合 映治

株式会社ハニーズホールディングス 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松２７-１ 江尻 義久

株式会社ベベ 神戸市中央区港島中町６－８－２ 小東 政章 令和2年2月29日 退店

株式会社わたなべ 山口市中市町１－１８ 金原 史直

株式会社化粧品のよしすえ 防府市中央町１－３ 吉末 房子

株式会社柿安本店 三重県桑名市吉之丸８ 赤塚 保正

株式会社未来屋書店 千葉市美浜区中瀬一丁目六番地 松田 裕史

変更年月日・内容



別紙

(変更前)

小売業者名 住　　所 代表者名 変更年月日・内容

有限会社ジュネス 長門市仙崎８９３－３ 岡部 貞洋

有限会社みつい 防府市栄町１－３－２４ 光井 達人

キンバレー株式会社 東京都港区虎ﾉ門四丁目３番１３号 岩坪 謙吉

クールカレアン株式会社 東京都品川区西五反田２－７－１２ 堀内 一夫

ほうえい堂販売株式会社 周南市政所２丁目２－１ 木場 誉仁

株式会社ロベリア 東京都江東区塩浜２丁目４番２０号 藤田 智弘

株式会社二葉屋 新潟県南魚沼市六日町７６－１ 五十嵐 榮一 令和2年10月25日 退店

西日本医療サービス株式会社 山陽小野田市大字西高泊１３５２－１１ 吉永 英人

有限会社メディア企画 周南市大字久米３０９２番地１ 大瀬良 菜穂美

株式会社ジーフット 東京都中央区新川一丁目２３番５号 堀江 泰文

株式会社ヨネザワ 熊本市中央区水前寺六丁目１番３８号 米澤 房朝



別紙

(変更後)

小売業者名 住　　所 代表者名

イオンリテール株式会社 千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 井出 武美

株式会社オーハマ 防府市三田尻一丁目１２番７号 大浜 芳樹

有限会社上田事務所 防府市南松崎町５番２号 上田 章雄

有限会社まつばら 防府市三田尻一丁目９番１８号 吉原 雅雄

越智 廣美 防府市今市町６番５号 -

株式会社ソリッド 広島市安佐南区高取南二丁目２０番２６号 平野 一貴

株式会社ブルーメイト 岡山県井原市下出部町一丁目１７番１号 岡本 龍二 令和元年5月28日 代表者変更

株式会社東京デリカ 東京都葛飾区新小岩１丁目４８番１４号 木山 剛史 令和3年7月28日 代表者変更

エステールホールディングス株式会社 東京都港区虎ノ門四丁目３番１３号 丸山 雅史

株式会社アニメイト 東京都豊島区東池袋三丁目２番１号 高橋 竜 令和2年1月30日 代表者変更

株式会社冒険王 広島市安佐北区可部四丁目１番１０号 堀岡 洋行

株式会社オンワード樫山 東京都中央区日本橋三丁目１０番５号 長谷川 恒則 令和2年3月2日 代表者変更

株式会社シーズ・プランニング 東京都中野区弥生町一丁目９番８号トーソービル５Ｆ 広瀬 智英

株式会社セリア 岐阜県大垣市外渕２-３８ 河合 映治

株式会社ハニーズホールディングス 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松２７-１ 江尻 英介 令和3年8月24日 代表者変更

株式会社わたなべ 山口市中市町１－１８ 渡辺 砂夜子 平成30年9月19日 代表者変更

株式会社化粧品のよしすえ 防府市中央町１－３ 吉末 房子

株式会社柿安本店 三重県桑名市吉之丸８ 赤塚 保正

株式会社未来屋書店 千葉市美浜区中瀬一丁目六番地 松田 裕史

有限会社ジュネス 長門市仙崎８９３－３ 岡部 貞洋

有限会社みつい 防府市栄町１－３－２４ 光井 達人

キンバレー株式会社 東京都港区虎ﾉ門四丁目３番１３号 岩坪 謙吉

クールカレアン株式会社 東京都品川区西五反田２－７－１２ 堀内 一夫

ほうえい堂販売株式会社 周南市政所２丁目２－１ 金重 嘉宏 令和2年3月1日 代表者変更

変更年月日・内容



別紙

(変更後)

小売業者名 住　　所 代表者名 変更年月日・内容

株式会社ロベリア 東京都江東区塩浜２丁目４番２０号 吉田 孝江 令和2年4月9日 代表者変更

西日本医療サービス株式会社 山陽小野田市大字西高泊１３５２－１１ 吉永 英人

有限会社メディア企画 周南市大字久米３０９２番地１ 大瀬良 菜穂美

株式会社ジーフット 東京都中央区新川一丁目２３番５号 木下 尚久 令和元年5月24日 代表者変更

株式会社ヨネザワ 熊本市中央区水前寺六丁目１番３８号 米澤 房朝

あさひ製菓株式会社 柳井市柳井５２７５番地 坪野 恒幸 令和2年3月20日 入店

合同会社ネクスト 宇部市あすとぴあ５丁目２０－１ 藤本 慎次 令和3年9月1日 入店


