
鳥取県告示第 945 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第６条第１項の規定に基づき、大規模小売店舗を設置する者

から同法第５条第１項第２号に掲げる事項の変更に係る届出がされたので、同法第６条第３項において準用する

同法第５条第３項の規定により、次のとおりその概要を告示し、及び縦覧に供する。 

 

  平成 19 年 11 月 16 日 

鳥取県知事 平  井  伸  治 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  イオン鳥取北ショッピングセンター イーストコート 

  鳥取市晩稲 100－１ 

２ 変更した事項 

 (１) 大規模小売店舗の名称 

   変更前 ジャスコ鳥取北ショッピングセンター イーストコート 

   変更後 イオン鳥取北ショッピングセンター イーストコート 

(２) 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び所在地並びに代表者の氏名 

  変更前 イオン株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５－１ 代表執行役 岡田 元也 

      ジャスフォート株式会社 東京都千代田区神田錦町一丁目１ 代表取締役 本田 進 

      有限会社ウィングバード 鳥取市今町二丁目 204 代表取締役 山中 徳正 

      備後漬物有限会社 広島県福山市引野町二丁目 18－22 代表取締役 佐藤 光信 

      フジパンストアー株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区松園町一丁目 50 代表取締役 高木 和巳 

      株式会社ファイブフォックス 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目 60－７ 代表取締役 上田 稔夫 

      イトキン株式会社 大阪府大阪市西区南堀江一丁目４－19 代表取締役 辻村 章夫 

      株式会社ブルーグラス 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５－１ 代表取締役 野口 禎一郎 

      有限会社輝商会 鳥取市古市 289 代表取締役 木下 瑞穂 

      株式会社山中靴店 鳥取市今町二丁目 204 代表取締役 山中 徳正 

      有限会社トータルクリエイト 鳥取市栄町 657 代表取締役 岩成 正志 

      株式会社東京デリカ 東京都葛飾区新小岩一丁目 48－１ 代表取締役 木山 茂年 

      有限会社水越屋 鳥取市栄町 621 代表取締役 和田 俊寛 

      エステール株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目 20－２ 代表取締役 丸山 朝 

      株式会社斧谷晴壱商店 鳥取市栄町 309 代表取締役 斧谷 寅之亮 

      株式会社オンワード樫山 広島県広島市西区南観音三丁目 12―10 執行役員広島支店長 小林 

忠良 

      株式会社加藤貞三商店 鳥取市栄町 659 代表取締役 加藤 きみ子 

      株式会社伊津美 大阪府大阪市旭区清水三丁目 26－16 代表取締役 古西 隆 

      株式会社ニシオ 鳥取市戎町 410 代表取締役 西尾 和男 

      株式会社大谷 新潟県新潟市中央区弁天二丁目３－18 代表取締役 大谷 勝彦 

      メガネの田中チェーン株式会社 広島県広島市中区袋町１－23－102 代表取締役 田中 登志

子 

      株式会社たけうち 兵庫県赤穂市加里屋 2164－28 代表取締役 竹内 實 

      株式会社エル・パパミュージック 鳥取市栄町 704 代表取締役 松野 義光 

      株式会社宮脇書店 香川県高松市丸亀町４－８ 代表取締役 宮脇 富子 

      株式会社ジーンズカジュアルダン 広島県庄原市西本町二丁目 19－１ 代表取締役 伊藤 儇 

  変更後 イオン株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５－１ 代表執行役 岡田 元也 

      株式会社コジマ 栃木県宇都宮市星が丘二丁目１－８ 代表取締役 小島 章利 



      スナップス販売株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目６ 代表取締役 成岡 冨士夫 

      株式会社宮脇書店 香川県高松市丸亀町４－８ 代表取締役 宮脇 富子 

      株式会社エル・パパミュージック 鳥取市栄町 704 代表取締役 松野 義光 

      株式会社オンワード樫山 広島県広島市西区南観音三丁目 12―10 執行役員広島支店長 小松 

光彦 

      イトキン株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目４－25 代表取締役 辻村 章夫 

      株式会社ファイブフォックス 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目 60－７ 代表取締役 上田 稔夫 

      株式会社ポイント 東京都中央区八重洲二丁目７－２ 代表取締役 石井 稔晃 

      株式会社ハニーズ 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松 27－１ 代表取締役 江尻 義久 

      エステール株式会社 東京都新宿区住吉町８－12 代表取締役 丸山 朝 

      株式会社東京デリカ 東京都葛飾区新小岩一丁目 48－１ 代表取締役 木山 茂年 

      株式会社ＭＡＳＡＹＡ 岡山県岡山市表町二丁目６－56 代表取締役 高田 輝彦 

      有限会社輝商会 鳥取市富安 351－11 代表取締役 木下 瑞穂 

      株式会社ワールド 兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目８－１ 代表取締役 寺井 秀藏 

      株式会社ナカニシ 鳥取市富安二丁目 70  代表取締役 中西 弘 

      株式会社めのや 島根県松江市玉湯町湯町 1818－３ 代表取締役 新宮 正朗 

      株式会社ブランドオフ 石川県金沢市新神田二丁目５－17 代表取締役 安山 勉 

      株式会社山中靴店 鳥取市今町二丁目 204 代表取締役 山中 敦雄 

      メガネの田中チェーン株式会社 広島県広島市中区袋町１－23－102 代表取締役 田中 登志

子 

      株式会社ナカザワグループ 滋賀県湖南市中央二丁目 92 代表取締役 中澤 道盛 

      株式会社フジックス 島根県松江市浜乃木二丁目４－８ 代表取締役 中林 秀雄 

      株式会社プラスハート 大阪府大阪市中央区北浜一丁目９－９ 代表取締役 松尾 正司 

      株式会社織部 岐阜県多治見市旭ヶ丘 10－６ 代表取締役 奥村 紀八郎 

      株式会社ブルーグラス 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５－１ 代表取締役 木村 保 

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

      株式会社ユニクロ 山口県山口市佐山 717－１ 代表取締役 柳井 正 

      株式会社ジーンズカジュアルダン 広島県庄原市西本町二丁目 19－１ 代表取締役 伊藤 儇 

      有限会社エーアンドビー 鳥取市新 105 代表取締役 岡 博由貴 

      株式会社ツルヤ靴店 愛知県名古屋市千種区今池三丁目４－10 代表取締役 服部 博幸 

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

      株式会社タカキュー 東京都板橋区板橋三丁目９－７ 代表取締役 白井 一秀 

      株式会社パレモ 愛知県稲沢市天池五反田１ 代表取締役 中本 敏幸 

      株式会社鈴乃屋 東京都中央区新川一丁目６－１ 代表取締役 小泉 清子 

      株式会社ニース 鳥取市今町二丁目 101 代表取締役 中村 保彦 

      トリンプインターナショナルジャパン株式会社 東京都大田区平和島六丁目１－１ 代表取締役 

クリスチャン・トーマ 

      有限会社トータルクリエイト 鳥取市賀露町 128－２ 代表取締役 岩成 正志 

      ユーロプランニング有限会社 島根県出雲市中野町 783－20 代表取締役 神田 実 

      株式会社オブニ 鳥取市若葉台南二丁目３－13 代表取締役 大住 瑞恵 

      有限会社ＴＯＭ 米子市博労町四丁目 156 代表取締役 斧谷 達道 

      有限会社ＢＯＯ・コーポレーション 米子市四日市町 83 代表取締役 大谷 明史 

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

      株式会社ニシオ 鳥取市戎町 410 代表取締役 西尾 和男 

３ 変更年月日 



  平成 19 年 10 月５日 

４ 変更する理由 

  大規模小売店舗の名称並びに大規模小売店舗において小売業を行う者の名称、所在地及び代表者の変更のた   

 め 

５ 届出年月日 

  平成 19 年 10 月 29 日  

６ 縦覧に供する書類 

    大規模小売店舗を設置している者の変更届出書及びその添付書類 

７ 縦覧に供する期間  

    平成 19 年 11 月 16 日から４月間 

８ 縦覧に供する場所 

  鳥取市東町一丁目 220 

  鳥取県商工労働部経済政策課 

  鳥取市尚徳町 116 

  鳥取市経済観光部産業振興課   

９ 意見書の提出 

    鳥取市の区域内に居住する者、鳥取市において事業活動を行う者、鳥取市の区域をその地区とする商工会議

所及び商工会その他の鳥取市に存する団体その他のこの告示に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の

保持のため当該大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項について意見を有する者は､７の期間内に､知事

に意見書を提出することができる。 


