
呉駅ビル「クレスト」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 呉駅ビル「クレスト」 

  所在地 呉市宝町1番16号 

２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地 

（変更前） 

名称 所在地 変更理由 

呉駅ビル「クレスト」 呉市宝町22番1号 － 

（変更後） 

名称 所在地 変更理由 

呉駅ビル「クレスト」 呉市宝町1番16号 届出誤りによる訂正 

(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 

 ①（変更前１） 

名称 代表者 住所 変更日・理由 

中国SC開発株式会社 
代表取締役 

湊 和則 
広島市南区松原町2番37号 － 

  （変更後１） 

名称 代表者 住所 変更日・理由 

中国SC開発株式会社 
代表取締役 

藤岡 秀樹 
広島市南区松原町2番37号 

代表者変更 

平成29年6月15日 

②（変更前２） 

名称 代表者 住所 変更日・理由 

中国SC開発株式会社 
代表取締役 

藤岡 秀樹 
広島市南区松原町2番37号 － 

  （変更後２） 

名称 代表者 住所 変更日・理由 

中国SC開発株式会社 
代表取締役 

藤岡 秀樹 
広島市南区松原町1番2号 

住所変更 

令和2年2月25日 

③（変更前３） 

名称 代表者 住所 変更日・理由 

中国SC開発株式会社 
代表取締役 

藤岡 秀樹 
広島市南区松原町1番2号 － 

  （変更後３） 

名称 代表者 住所 変更日・理由 

中国SC開発株式会社 
代表取締役 

竹中 靖 
広島市南区松原町1番2号 

代表者変更 

令和2年6月19日 



(3) 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 

 別紙のとおり 

３ 変更の年月日及び変更する理由 

 ２ 変更した事項(1)のとおり 

２ 変更した事項(2)のとおり 

(3)別紙のとおり 

４ 届出年月日 

  令和２年８月２６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 令和２年９月１日から令和３年１月４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

る休日及び令和２年１２月２９日から令和３年１月３日までを除く。 

 (2) 時間帯 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

７ 意見書の提出 

   法第８条第２項の規定により，当該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３年１月４日 

 (2) 提出先 

   〒７３７－８５０１ 

   呉市中央４丁目１番６号 

   呉市産業部商工振興課 

 



（変更前） 別紙

役　職 氏　名

㈱フレスタ 代表取締役 宗兼　邦生 広島市西区横川三丁目２番３６号
食料品、家庭雑
貨、日曜雑貨

㈱アンデルセン 代表取締役社長 高木　誠一 広島市中区鶴見町２番１９号 パン
令和2年3月31日
・退店

㈱中島薬局 代表取締役 井上　英之 呉市本通八丁目４番２０号 薬

㈲ガトー香月堂 代表取締役 藤川　敏康 呉市宝町１番１６号 洋菓子
平成22年9月30日
・退店

㈱とら屋 代表取締役 桜井　清美 広島市南区段原日出町９番１０号 和菓子
平成23年12月25日
・退店

㈱藤井屋 代表取締役 藤井　修 広島市佐伯郡宮島町１１２９番地 和菓子
平成23年12月25日
・退店

トライ産業㈱ 代表取締役 山下　俊夫 呉市築地町５番１５号 携帯電話
平成23年12月25日
・退店

メガネの田中チェーン㈱ 代表取締役社長 田中　登志子 広島市中区袋町一丁目２３－１０２
メガネ、補聴器、
コンタクト

平成16年3月31日
・退店

㈱ノヴァ 代表取締役 猿橋　望 大阪市中央区西心斎橋二丁目３番２号 携帯電話
平成23年12月25日
・退店

㈱ザ・クロックハウス 代表取締役社長 花谷　洋二 東京都杉並区荻窪五丁目２０番１０号 時計
平成29年1月14日
・退店

㈱天翔 代表取締役 平　茂美 福岡県大野城市御笠川五丁目１０番９号 ファンシー雑貨
平成23年12月25日
・退店

㈱フジカラー広島中央 代表取締役 田中　寛 広島市南区比治山本町１５番２０号 カメラ、ＤＰＥ
平成23年12月25日
・退店

㈱パピウェア 代表取締役 村上　泰介 広島市中区本通１番５号 靴下
平成29年3月31日
・退店

㈲シンユウ 代表取締役 石田　雄 呉市中通三丁目３番１９号 服飾雑貨
平成23年12月25日
・退店

㈱イーシーアイ 代表取締役 松本　佳晃
島根県簸川郡斐川町大字直江町４８３３番
地２

雑貨

㈱ブルーグラス 代表取締役 野口　禎一郎 千葉県美浜区中瀬一丁目５番地１ 生活雑貨
平成23年12月25日
・退店

野村　幸男 呉市海岸一丁目８番１８号１２０２ 婦人服
平成23年12月25日
・退店

㈲ネクサス 代表取締役 日野　弘 広島市西区上天満町１番９号 化粧品
平成23年12月25日
・退店

㈱フタバ図書 代表取締役社長 世良　興志雄 広島市西区観音本町二丁目８番２２号
書籍、文具、CD、
ゲームソフト

平成16年3月31日
・退店

（変更後）

役　職 氏　名

(株)フレスタ 代表取締役社長 宗兼　邦生 広島市西区横川町三丁目2番36号
食料品、家庭雑
貨、日曜雑貨

(株)タカキリテイルオペ
レーション

代表取締役社長 芳山　俊彦
東京都品川区東品川二丁目6番4号G1ビル２
F

パン
令和2年4月26日
・入店

(株)中島薬局 代表取締役社長 井上　英之 呉市本通8丁目4番20号 薬

(株)タツミヤ 代表取締役 指田　努 東京都八王子市暁町1丁目32番13号 婦人服
平成19年3月8日
・入店

(株)K-GOLDインターナ
ショナル

代表取締役 横田　光夫 静岡県浜松市西丘町276-5 服飾雑貨
平成18年3月1日
・入店

(株)ボストン 代表取締役 栗栖　一典 広島市中区小網町5-3 洋菓子
平成28年4月8日
・入店

(株)メルティングポット 代表取締役 田中　哲人 尼崎市富松町1丁目3番21号-209
服飾雑貨、生活雑
貨

平成24年4月27日
・入店

(株)花子 代表取締役社長 清水　亮介 徳島市問屋町134番地 服飾雑貨
平成29年4月7日
・入店

ブルーブルーエジャパン
(株)

代表取締役社長 神山　邦雄
東京都渋谷区神宮前6-13-3メゾンドブルー
エ

服飾雑貨、生活雑
貨

平成24年4月27日
・入店

(株)ココカラファインヘ
ルスケア

代表取締役社長 塚本　厚志
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目17番6号
イノテックビル

化粧品、生活雑貨
平成24年4月27日
・入店

(株)廣文館 代表取締役社長 石川　二三久 広島市中区本通り1-11 書籍、生活雑貨
平成27年6月30日
・入店

(株)イ－シ－アイ 代表取締役社長 松本　昌之 島根県出雲市斐川町神永2535-2 生活雑貨
平成21年2月18日
・代表者、所在地
変更

名　称
代　表　者

住　所
主として販売する

物品の種類
変更年月日

理由

変更年月日
理由

代　表　者
住　所名　称

主として販売する
物品の種類


