
「ゆめタウン呉」変更届出の概要 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称 ゆめタウン呉 

  所在地 呉市宝町５番１０外 

２ 変更した事項及び変更年月日 

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１のとおり 

（変更後）別紙２のとおり 

３ 変更する理由 

  小売業者の入退店，名称，代表者名，住所等変更のため 

４ 届出年月日 

  令和元年５月２１日 

５ 届出等の縦覧場所 

  呉市産業部商工振興課（呉市中央４丁目１番６号） 

６ 届出を縦覧することができる期間及び時間帯 

 (1) 期 間 

 本日から令和元年９月２７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。 

 (2) 時間帯 

 午前９時から正午まで及び午後１時から５時まで 

７ 意見書の提出 

  法第８条第２項の規定により，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，次のとおり意見を提出することができます。 

 (1) 提出期限 

   令和元年９月２７日 

 (2) 提出先 

   呉市産業部商工振興課 

 



(変更前） 別紙1

名称 役  職 代表者名 住　　所 変更年月日・理由

株式会社ｲｽﾞﾐ 代表取締役社長 山西 泰明 広島市東区二葉の里三丁目3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番2号

株式会社F･O･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 代表取締役 小野 行由 神戸市中央区三宮町二丁目4番1号

As-meｴｽﾃｰﾙ株式会社 代表取締役 丸山 雅史 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号

株式会社ｴﾇｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 代表取締役 小椋　昭男 東京都台東区東上野一丁目26番2号

株式会社ｳｫｯﾁ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 代表取締役 鍵本 優 広島市西区商工ｾﾝﾀｰ二丁目3番1号

ﾒｶﾞﾈの田中ﾁｪｰﾝ株式会社 代表取締役 ﾎｰﾙ・ﾃﾞｲﾐｱﾝ・ｵﾏﾜﾘ 広島市中区袋町1番23-102号

株式会社ｼﾝﾕｳ 代表取締役 石田 雄 広島県呉市本町16番5号

窪野 安治 代表者 窪野 安治 広島県呉市光町6番36号

株式会社良品計画 代表取締役 金井 政明 東京都豊島区東池袋四丁目26番3号

株式会社啓文社 代表取締役 手塚 淳三 広島県尾道市東尾道10番地26

有限会社ﾌﾛｰﾘｰﾛｾﾞｯﾄ 代表取締役 古本 やゑ子 広島県呉市築地町3番3号

株式会社ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ 代表取締役 吉田 正子 広島市中区本通7番1号

株式会社ｱﾌﾘｶﾀﾛｳ 代表取締役 江見 いづみ 岡山市北区高柳西町25番5号

株式会社ｵﾝﾜｰﾄﾞ樫山 代表取締役 廣内 武 東京都中央区京橋一丁目7番1号

株式会社ﾗｲﾄｵﾝ 代表取締役 藤原 政博 茨城県つくば市吾妻一丁目11番1

株式会社ｴｰ･ﾋﾞｰ･ｼｰ･ﾏｰﾄ 代表取締役 野口 実 東京都渋谷区神南一丁目11番5号

藤久株式会社 代表取締役 後藤 薫徳 名古屋市名東区高社一丁目210番地

株式会社ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ 代表取締役 水野 純 東京都品川区西五反田七丁目22番17号

ﾌｧｲﾃﾝ株式会社 代表取締役 平田 好宏 京都市中京区烏丸通錦小路角手洗水町678番地

株式会社ｽｲｰﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ 代表取締役 宮川　俊昭 神戸市西区高塚台五丁目4番地1

株式会社ﾋﾞｰﾕｰ 代表取締役 林田 和昭 大阪市西成区梅南一丁目7番31号

株式会社ｹｰｼｰｴｽ 代表取締役 木村 多加二 広島県呉市海岸三丁目17番23号

株式会社ｵﾝﾃﾞｰｽﾞ 代表取締役 田中 修治 東京都品川区東品川二丁目2番8号

株式会社ｼｽﾃﾑｼﾞｭｳﾖﾝ 代表取締役 石田 勝彦 大阪市北区天神橋三丁目7番9号

株式会社ﾋﾞｽｸ 代表取締役 豊村 ｺﾂｷ 福岡市中央区天神三丁目4番7号 平成30年8月27日・退店

株式会社ﾌｼﾞｶﾗｰ広島中央 代表取締役 田中 實 広島市南区比治山本町15番20号

株式会社三和ｼｽﾃﾑ 代表取締役 宮本 秀夫 山口県宇部市文京町2番17号

株式会社和光 代表取締役 濱部 正行 山口県周南市大字徳山4927番地の1

株式会社ﾅｶｽｶｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 代表取締役 中須賀 賢一 広島市安佐南区西原九丁目1番4号

株式会社ｽﾄﾗｲﾌﾟｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 代表取締役 石川　康晴 岡山市北区幸町２番８号

ｾｷﾐｷｸﾞﾙｰﾌﾟ株式会社 代表取締役 関 亮一 福岡市中央区大手門一丁目8番10号

株式会社ﾀｵﾙ美術館 代表取締役 越智 康行 東京都港区白金台三丁目19番1号

有限会社ﾁｬｳｱｰ 代表取締役 小原 敏明 横浜市戸塚区上倉田町415番地4

株式会社ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ 代表取締役社長 神野 晴年 東京都港区赤坂二丁目21番7号

ﾏﾂｵｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ株式会社 代表取締役 松尾 憲久 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目20番10号



有限会社ﾏﾘｰ 代表取締役 谷本 ﾏﾘ子 広島県呉市広文化町4番43-101号

株式会社大谷 代表取締役 大谷 勝彦 新潟市江南区亀田工業団地一丁目3番5号

株式会社柿安本店 代表取締役 赤塚　保三 三重県桑名市吉之丸8番地

株式会社ﾃﾞﾘｶ 代表取締役 木山　成年 東京都葛飾区新小岩1-48-14

株式会社ｷｬﾒﾙ珈琲 代表取締役 尾田　信夫 東京都世田谷区代田2-31-8

株式会社ｱﾀﾞｽﾄﾘｱ 代表取締役 福田　三千男 茨城県水戸市泉町3丁目1番27号

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 神戸市中央区港区中町6-8-1

株式会社ｺﾅｶ 代表取締役 湖中　謙介 横浜市戸塚区信濃町517番地2

株式会社CHELSEA New York 代表取締役 今村　慎一郎 石川県野々市市御経塚3-488

株式会社ﾊﾟﾙﾎｰﾙﾃﾞﾝｸﾞｽ 代表取締役 井上　隆太 大阪府大阪市中央区北浜3丁目5番29号

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番地

三和M&A株式会社 代表取締役 宮本　秀夫 山口県宇部市文京町2番17号



(変更後） 別紙２

名称 役  職 代表者名 住　　所 変更年月日・理由

株式会社ｲｽﾞﾐ 代表取締役社長 山西 泰明 広島市東区二葉の里三丁目3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番2号

株式会社F･O･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 代表取締役 小野 行由 神戸市中央区礒上通七丁目1番5号 平成31年2月1日・住所変更

ｴｽﾃｰﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 代表取締役 丸山 雅史 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 平成30年10月1日・名称変更

株式会社ｴﾇｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 代表取締役 小椋　昭男 東京都台東区東上野一丁目26番2号

株式会社ｳｫｯﾁ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 代表取締役 鍵本 優 広島市西区商工ｾﾝﾀｰ二丁目3番1号

ﾒｶﾞﾈの田中ﾁｪｰﾝ株式会社 代表取締役 ﾎｰﾙ・ﾃﾞｲﾐｱﾝ・ｵﾏﾜﾘ 広島市中区袋町1番23-102号

株式会社ｼﾝﾕｳ 代表取締役 石田 雄 広島県呉市本町16番5号

窪野 安治 代表者 窪野 安治 広島県呉市光町6番36号

株式会社良品計画 代表取締役 金井 政明 東京都豊島区東池袋四丁目26番3号

株式会社啓文社 代表取締役 手塚 淳三 広島県尾道市東尾道10番地26

有限会社ﾌﾛｰﾘｰﾛｾﾞｯﾄ 代表取締役 古本 やゑ子 広島県呉市築地町3番3号

株式会社ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ 代表取締役 南　和彦 広島市中区本通7番1号 平成30年4月１日・代表者変更

株式会社ｱﾌﾘｶﾀﾛｳ 代表取締役 江見 いづみ 岡山市北区高柳西町25番5号

株式会社ｵﾝﾜｰﾄﾞ樫山 代表取締役 大澤　道雄 東京都中央区日本橋三丁目10番5号
平成29年3月1日・代表者変更
平成26年11月25日・住所変更

株式会社ﾗｲﾄｵﾝ 代表取締役 藤原 政博 茨城県つくば市吾妻一丁目11番1

株式会社ｴｰ･ﾋﾞｰ･ｼｰ･ﾏｰﾄ 代表取締役 野口 実 東京都渋谷区神南一丁目11番5号

藤久株式会社 代表取締役 後藤 薫徳 名古屋市名東区高社一丁目210番地

株式会社HAPiNS 代表取締役 拓殖　圭介 東京都品川区西五反田七丁目22番17号
平成30年8月1日・名称変更
平成29年6月22日・代表者変更

ﾌｧｲﾃﾝ株式会社 代表取締役 平田 好宏 京都市中京区烏丸通錦小路角手洗水町678番地

株式会社ｽｲｰﾄｶﾞｰﾃﾞﾝ 代表取締役 富川　俊昭 神戸市西区高塚台五丁目4番地1 代表者錯誤

株式会社ﾋﾞｰﾕｰ 代表取締役 水江　充 大阪市西成区梅南一丁目7番31号 平成28年4月1日・代表者変更

株式会社ｹｰｼｰｴｽ 代表取締役 木村 多加二 広島県呉市海岸三丁目17番23号

株式会社ｵﾝﾃﾞｰｽﾞ 代表取締役 田中 修治 東京都品川区東品川二丁目2番8号

株式会社ｼｽﾃﾑｼﾞｭｳﾖﾝ 代表取締役 石田 公彦 大阪市北区天神橋三丁目7番9号 平成30年2月13日・代表者変更

株式会社ﾌｼﾞｶﾗｰ広島中央 代表取締役 田中 實 広島市南区比治山本町15番20号

株式会社三和ｼｽﾃﾑ 代表取締役 宮本 秀夫 山口県宇部市文京町2番17号

株式会社和光 代表取締役 濱部 正行 山口県周南市大字徳山4927番地の1

株式会社ﾅｶｽｶｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 代表取締役 中須賀 賢一 広島市中区国泰寺一丁目3番15号 平成26年9月29日・住所変更

株式会社ｽﾄﾗｲﾌﾟｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 代表取締役 石川　康晴 岡山市北区幸町２番８号

ｾｷﾐｷｸﾞﾙｰﾌﾟ株式会社 代表取締役 関 亮一 福岡市中央区大手門一丁目8番10号

株式会社ﾀｵﾙ美術館 代表取締役 越智 康行 東京都港区白金台三丁目19番1号

有限会社ﾁｬｳｱｰ 代表取締役 小原 敏明 横浜市戸塚区上倉田町415番地4

株式会社ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ 代表取締役社長 神野 晴年 東京都港区赤坂二丁目21番7号

ﾏﾂｵｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ株式会社 代表取締役 松尾 憲久 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目20番10号



有限会社ﾏﾘｰ 代表取締役 谷本 ﾏﾘ子 広島県呉市広文化町4番43-101号

株式会社大谷 代表取締役 大谷 尚子 新潟市江南区亀田工業団地一丁目3番5号 代表者錯誤

株式会社柿安本店 代表取締役 赤塚　保正 三重県桑名市吉之丸8番地

株式会社東京ﾃﾞﾘｶ 代表取締役 木山　茂年 東京都葛飾区新小岩1-48-14

株式会社ｷｬﾒﾙ珈琲 代表取締役 尾田　信夫 東京都世田谷区代田2-31-8

株式会社ｱﾀﾞｽﾄﾘｱ 代表取締役 福田　三千男 茨城県水戸市泉町3丁目1番27号

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 神戸市中央区港区中町6-8-1

株式会社ｺﾅｶ 代表取締役 湖中　謙介 横浜市戸塚区信濃町517番地2

株式会社CHELSEA New York 代表取締役 今村　慎一郎 石川県金沢市矢木二丁目395番地1 平成30年9月28日・住所変更

株式会社ﾊﾟﾙﾎｰﾙﾃﾞﾝｸﾞｽ 代表取締役 井上　隆太 大阪府大阪市中央区北浜3丁目5番29号

株式会社ｾﾘｱ 代表取締役 河合　英治 岐阜県大垣市外渕2丁目38番地 代表者錯誤

三和M&A株式会社 代表取締役 宮本　秀夫 山口県宇部市文京町2番17号

株式会社ｷｬﾝ 代表取締役 石川　康晴 岡山県岡山市北区幸町2番8号 平成30年10月18日・入店


