
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５月23日までの間、山口県商工労働部商政課及び下松市経済部産

業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  ゆめタウン下松、星プラザ 

   所在地  下松市中央町21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 

株式会社イズミ 広島市東区二葉の里三丁目３番１号 山西 泰明 

下松商業開発株式会社 下松市中央町21番３号 金織 俊弘 

 

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)

氏名又は名称 住　　所 代表者の氏名

令和3年10月30日 退店

令和3年10月30日 退店

変更年月日・内容

松月堂製パン株式会社 宇部市今村北四丁目25番1号 井上　守

株式会社やとう 周南市大字櫛ヶ浜498番地の6 矢頭　一康

山崎　一直 下松市南花岡一丁目22番21号 －

有限会社泉商 周南市東山町10番32号 泉谷　武治

株式会社すぎもと 下松市中央町21番3号 杉本　美保
子

西村　典子 下松市中央町21番3号 －

有限会社上本靴店 下松市大字東豊井1396番地 上本　均

有限会社ウメザキ 下松市中央町21番3号 梅﨑　耕一

柳井　貞美 下松市松神町1356の1 －

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

山田石油株式会社 周南市河東町2番19号 山田　正敏

国際貿易株式会社 周南市久米3202番地の15 十河　秀夫

有限会社メディア企画 周南市久米3092番地の1 大瀬良　菜
穂美

株式会社港屋呉服店 下松市西柳二丁目4番16号 岩佐　寛安

株式会社ナカイシ 周南市速玉町1番23号 中石　智之

株式会社ムネスエ 下松市楠木町一丁目10番6号 棟居　信行

株式会社ジーンズ・カ
ジュアルダン

大阪市中央区船場中央二丁目3番6号 中平　浩司

株式会社林正美堂 防府市戎町一丁目4番19号 林　晃

有限会社グリムランド 下松市中央町21番3号 友枝　善隆

株式会社大谷 新潟市江南区亀田工業団地1丁目3番
5号

堂田　尚子

株式会社夢や 東京都渋谷区代々木三丁目38番9号 小向　誠一

株式会社花子 徳島市問屋町134番地 清水　亮介

金織　俊弘 下松市中央町21番3号 －

株式会社曾呂利 周南市河東町3番2号 河村　知行

株式会社ケイエムコーポ
レーション

広島県福山市卸町11番1号 小川　訓子



別紙

(変更前)

氏名又は名称 住　　所 代表者の氏名 変更年月日・内容

令和3年8月31日 退店

令和3年9月20日 退店

令和3年4月19日 退店

令和3年1月13日 退店

令和3年8月15日 退店

株式会社山藤 愛媛県今治市国分一丁目3番11号 山本　剛

株式会社タケデン 周南市今宿町三丁目1番地の1 竹村　恭典

株式会社ｲｽﾞﾐ 広島市東区二葉の里三丁目3番1号 山西 泰明

イトキン株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目1番1号 前田　和久

株式会社イノウエ 周南市銀南街43番地 井上　恭行

株式会社ｵﾝﾜｰﾄﾞ樫山 東京都中央区日本橋三丁目10番5号 大澤　道雄

株式会社キャンドゥ 東京都新宿区北新宿２丁目21番1号 城戸　一弥

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

株式会社詩仙堂 岩国市麻里布町一丁目3番15号 田村　均

株式会社タツミヤ 東京都八王子市暁町一丁目32番13号 指田　努

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

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番地の1

江尻　義久

フカヤ株式会社 福岡市博多区店屋町4番10号 林　宏

有限会社宝石の森 周南市銀南街12番地 石田　稔

有限会社みつい 防府市栄町一丁目3番24号 光井　達人

株式会社明林堂書店 大分県別府市山の手町15番15号 宮脇　範次

メガネの田中チェーン株
式会社

広島市中区本通2番10号 ホール・デイミ
アンオマワリ

株式会社ローズ 宇部市中央町１丁目7番26号 江村　行正

株式会社和光 周南市大字徳山4927番地の1 濱部　正行

有限会社ケン・フィール
ド

福岡県太宰府市梅香苑四丁目16番28
号

草野　謙司

ブランシェス株式会社 千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 原　忠司

株式会社キャン 岡山市北区幸町2番8号 立花　隆央

アイリン株式会社 名古屋市北区水草町一丁目34番地 林　憲志

株式会社まつや 長崎県大村市本町395番地3 松本　晋司

丸高衣料株式会社 大阪市中央区玉造二丁目8番3号 楡金　洋二



別紙

(変更前)

氏名又は名称 住　　所 代表者の氏名 変更年月日・内容

令和3年10月15日 退店

令和3年8月31日 退店

令和3年9月9日 退店

東京山喜株式会社 東京都中央区日本橋人形町三丁目5
番9号

中村　健一

ＲＩＺＡＰ株式会社 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 瀬戸　健

株式会社ウィル 広島県大竹市晴海一丁目6番10号 烏田　克茂

株式会社良品計画 東京都豊島区東池袋四丁目26番地3
号

松﨑　暁

株式会社ウオッチ･ビジ
ネス･カンパニー

広島市西区商工センター二丁目3番1
号

鍵本　優

株式会社カント 北九州市八幡西区黒崎一丁目3番18
号

佐藤　恵子

株式会社メガネスーパー 東京都中央区日本橋堀留町一丁目9
番11号

星﨑　尚彦

株式会社ショット 岡山県倉敷市児島小川一丁目4番27
号

藤原　敬三

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　一貫

藤久株式会社 名古屋市名東区高社一丁目210番地 後藤　薫徳

株式会社エンパワー 東京都新宿区西新宿六丁目12番1号 増井　俊介

株式会社ラビータ 岡山市北区東古松495番地の1 洲脇　誠司

総合メディカル株式会社 福岡市中央区天神二丁目14番8号 貞久　雅利



別紙

(変更後)

氏名又は名称 住　　所 代表者の氏名

令和3年7月1日 代表者変更

令和3年11月1日 住所変更

株式会社山藤 愛媛県今治市国分一丁目3番11号 山本　剛

株式会社タケデン 周南市今宿町三丁目1番地の1 竹村　恭典

金織　俊弘 下松市中央町21番3号 －

株式会社曾呂利 周南市河東町3番2号 河村　知行

株式会社大谷 堂田　尚子

株式会社夢や 東京都渋谷区代々木三丁目38番9号 小向　誠一

株式会社花子 徳島市問屋町134番地 清水　亮介

新潟市江南区亀田工業団地1丁目3番
5号

大阪市中央区船場中央二丁目3番6号 中平　浩司

株式会社林正美堂 防府市戎町一丁目4番19号 林　晃

有限会社グリムランド 下松市中央町21番3号 友枝　善隆

株式会社ナカイシ 周南市速玉町1番23号 中石　智之

株式会社ムネスエ 下松市楠木町一丁目10番6号 棟居　信行

国際貿易株式会社 周南市久米3202番地の15 森重　健作

有限会社メディア企画 周南市久米3202番地の1

柳井　貞美 下松市松神町1356の1 －

東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 丸山　雅史

山田石油株式会社 周南市河東町2番19号 山田　正敏

有限会社上本靴店 下松市大字東豊井1396番地 上本　均

有限会社ウメザキ 下松市中央町21番3号 梅﨑　耕一

有限会社泉商 周南市東山町10番32号 泉谷　武治

株式会社すぎもと 下松市中央町21番3号

西村　典子 下松市中央町21番3号 －

杉本　美保
子

株式会社やとう 周南市大字櫛ヶ浜498番地の6 矢頭　一康

山崎　一直 下松市南花岡一丁目22番21号 －

変更年月日・内容

エステールホールディン
グス株式会社

株式会社ジーンズ・カ
ジュアルダン

松月堂製パン株式会社 宇部市今村北四丁目25番1号 井上　守

大瀬良　菜
穂美



別紙

(変更後)

氏名又は名称 住　　所 代表者の氏名 変更年月日・内容

令和3年2月26日 入店

令和3年3月26日 入店

令和3年3月26日 入店

令和2年3月1日 代表者変更

令和2年2月1日 代表者変更

令和3年9月1日 代表者変更

令和2年4月6日 住所変更

株式会社良品計画 東京都豊島区東池袋四丁目26番地3
号

堂前　宣夫

鍵本　優

株式会社カント 佐藤　恵子

広島市西区商工センター二丁目3番1
号

ＲＩＺＡＰ株式会社 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 瀬戸　健

北九州市八幡西区永犬丸四丁目10番
11号

株式会社ウオッチ･ビジ
ネス･カンパニー

株式会社キャン 岡山市北区幸町2番8号 立花　隆央

株式会社まつや 長崎県大村市本町395番地3 松本　晋司

株式会社和光 周南市大字徳山4927番地の1 濱部　正行

ホール・デイミ
アンオマワリ

ブランシェス株式会社 千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 原　忠司

有限会社みつい 防府市栄町一丁目3番24号 光井　達人

広島市中区本通2番10号

株式会社ローズ 宇部市中央町１丁目7番26号 江村　行正

江尻　義久

フカヤ株式会社 福岡市博多区店屋町4番10号 山田　一夫

有限会社宝石の森 周南市銀南街12番地 石田　稔

福島県いわき市鹿島町走熊字七本松
27番地の1

株式会社タツミヤ 東京都八王子市暁町一丁目32番13号 指田　努

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

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

株式会社ミッドフォー 山口市大内長野593番１ 千坂　孝司

株式会社ｵﾝﾜｰﾄﾞ樫山 東京都中央区日本橋三丁目10番5号 長谷川　恒
則

株式会社キャンドゥ 東京都新宿区北新宿２丁目21番1号 城戸　一弥

株式会社ｲｽﾞﾐ 山西 泰明

イトキン株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目1番1号 前田　和久

株式会社イノウエ 周南市銀南街43番地 井上　恭行

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

広島市中区国分寺町1-3-15 中須賀　賢
一

雅彦化成株式会社 兵庫県たつの市神岡町沢田1308 徳永　雅彦

株式会社ハニーズホール
ディングス

メガネの田中チェーン株
式会社

株式会社ナカスカコーポ
レーション



別紙

(変更後)

氏名又は名称 住　　所 代表者の氏名 変更年月日・内容

令和2年11月1日 名称変更

令和3年7月2日 代表者変更

令和3年12月1日 入店

令和3年12月1日 入店

令和3年12月1日 入店

令和3年12月1日 入店

令和3年1月10日 入店

令和3年4月1日 入店

令和3年12月1日 入店

令和3年12月1日 入店

令和3年12月1日 入店

総合メディカル株式会社 福岡市中央区天神二丁目14番8号 貞久　雅利

フランス総合医療株式会
社

東京都千代田区平河町一丁目8番8号 杉木　和彦

株式会社ネクサスエン
タープライズ

大阪市中央区日本橋二丁目7番13号 原田　一正

株式会社タオル美術館

藤久株式会社 名古屋市名東区高社一丁目210番地 中松　健一

株式会社ラビータ 岡山市北区東古松495番地の1 洲脇　誠司

星﨑　尚彦

株式会社ショット 岡山県倉敷市児島小川一丁目4番27
号

藤原　敬三

株式会社ソリッド 平野　一貫広島市安佐南区高取南二丁目20番26
号

東京都港区白金台三丁目19番1号 越智　康行

株式会社ＶＨリテール
サービス

東京都中央区日本橋堀留町一丁目9
番11号

株式会社エイティー今藤 鹿児島県薩摩川内入来町浦之名186
番地

今藤　尚一

株式会社オンディーズ 東京都品川区東品川二丁目2番8号 田中　修治

株式会社マツヤ 広島市佐伯区八幡東三丁目24番７号 松井　邦博

株式会社アップスイング 鹿児島市東谷山五丁目4番17号 鈴木　康祐

株式会社天翔 福岡県大野城市御笠川五丁目6-17 平　茂美

株式会社紀伊國屋書店 東京都新宿区三丁目17番7号 髙井　昌史


