
 

鳥取県告示第488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１号及び第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21年７月28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 

  イオン日吉津ショッピングセンター 

  西伯郡日吉津村大字日吉津1157 

２ 変更した事項 

(１) 大規模小売店舗の名称 

   変更前 ジャスコ日吉津ショッピングセンター イーストコート 

   変更後 イオン日吉津ショッピングセンター 

(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 ジャスコ株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５－１ 代表取締役社長 岡田 元也 

       株式会社ひえづ物産 西伯郡日吉津村大字日吉津1026－１ 代表取締役 益田 信夫    

変更後 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５－１ 代表取締役社長 村井 正平 

       株式会社ヤマノリテーリングス 東京都渋谷区代々木一丁目30－７ 代表取締役 山野 義友 

       株式会社Ｆ・Ｏ・インターナショナル 兵庫県神戸市中央区栄町通二丁目４－14 代表取締役 

小野 行由 

       株式会社冒険王 広島県広島市安佐北区可部四丁目１－10 代表取締役 堀岡 洋行 

       有限会社ベベ 兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目８－２ 代表取締役 細川 数夫 

       三起商行株式会社 大阪府八尾市若林町一丁目76－２ 代表取締役 木村 久一 

       有限会社ソリッド 広島県広島市安佐南区高取南三丁目19－10 代表取締役 平野 一貴    

       有限会社和想 鳥取市行徳一丁目103 代表取締役 池田 訓之 

       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 

       株式会社鈴丹 愛知県名古屋市昭和区広路通二丁目５ 代表取締役社長 小林 史生 

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

       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 

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

       株式会社菅田 岡山県津山市川崎1902－３ 代表取締役 菅田 茂 

       ペットシティ株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５－１ 代表取締役社長 豆鞘 亮二 

       有限会社トム 米子市東町141 代表取締役 斧谷 達道 

       株式会社ルネックス 倉吉市宮川町127－２ 代表取締役 大田 勝 

       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 伊達 儇 

       株式会社タツミヤ 東京都八王子市暁町一丁目32－13 代表取締役 指田 努   

       株式会社大創産業 広島県広島市西条吉行東一丁目４－14 代表取締役 矢野 博丈 

       有限会社ファイブショップ 島根県出雲市武志町562－２ 代表取締役 勝部 晴夫 

       株式会社アフリカタロウ 岡山県岡山市高柳西町25－５ 代表取締役 江見 いづみ 

       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 

       有限会社マライカ 東京都八王子市堀之内三丁目33－４ 代表取締役 大橋 和也 

       株式会社コックス 東京都江東区新大橋一丁目８－11 代表取締役 小柳津 進 



       株式会社都商事 兵庫県神戸市中央区三宮町一丁目９－１ 代表取締役 福島 眞司 

       株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 愛知県愛知郡長久手町大字長湫字上鴨田12

－１ 代表取締役 菊池 敬一 

       株式会社ユナイテッドフレグランスオブインターナショナル 青森県弘前市大字城東中央三丁目

３－３ 代表取締役 稲生 一彦 

       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 

       株式会社びんごや 鳥取市興南町50－１ 代表取締役 安井 敬三 

       有限会社クチタ 米子市両三柳406 代表取締役 口田 真樹 

       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 

       株式会社梅月 岡山県倉敷市阿知一丁目１－１ 代表取締役 高橋 信吾 

       有限会社細川商店 米子市両三柳2366－７ 代表取締役 細川 忠義 

       有限会社きさらぎ 境港市馬場崎町211－１ 代表取締役 木村 正明 

       有限会社ハイカラド 島根県大田市大田町大田イ380－１ 代表取締役 山崎 もとみ 

       株式会社リサクリエイティブプロダクツ 米子市紺屋町136－５ 代表取締役 奥田 義人  

       株式会社ワコール 京都府京都市南区吉祥院中島町29 代表取締役 塚本 能交 

       有限会社ナビ 米子市米原一丁目６－18 代表取締役 佐藤 滋孝 

       有限会社ハニーズ 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 

       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 

       株式会社フローインターナショナル 米子市法勝寺町42 代表取締役 近藤 隆治 

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

       株式会社エービーシーマート 東京都渋谷区神南一丁目11－５ 代表取締役 野口 実 

       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 代表取締役社長 寺井 秀蔵 

       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 

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 

       株式会社ウチムラ 米子市中島二丁目２－50 代表取締役 内村 正和 

       サキヤクリエイト株式会社 岡山県倉敷市白楽町380－３ 代表取締役 佐々木 正明 

       有限会社中島セイコー堂 米子市富士見町二丁目108 代表取締役 中島 義道 

       株式会社川田カバン店 島根県松江市白潟本町38 代表取締役 川田 朋弘 

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

       株式会社オブニ 東京都渋谷区広尾一丁目15－７ 代表取締役 大住 瑞恵 

       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 

       株式会社オンワード樫山 広島県広島市南観音三丁目12－10 代表取締役社長 水野 健太郎 

       株式会社エルパパミュージック 鳥取市栄町709 代表取締役 松野 義光 

       イトキン株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎二丁目４－25 代表取締役 辻村 章夫 

       島村楽器株式会社 東京都江戸川区平井六丁目37－３ 代表取締役 島村 元紹 

       株式会社織部 岐阜県多治見市旭ヶ丘十丁目６－130 代表取締役 奥村 紀八郎 

       株式会社メガスポーツ 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目36－５ 代表取締役 中西 勉 

       株式会社未来屋書店 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目６ 代表取締役 柿内 宏一 

       有限会社すぎもと 島根県松江市寺町198 代表取締役 杉本 博 

       トリンプインターナショナル株式会社 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 

       株式会社カーム 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央11－１ 代表取締役 小野沢 成四 



       有限会社岡田商店 境港市幸神町353 岡田 昭夫 

       有限会社山芳海産 境港市中町59 山田 義彦 

       有限会社松江水産 島根県安来市黒井田町160－２ 松江 幸三 

       有限会社木村鮮魚店 米子市大篠津町483－１ 木村 一朗 

       境港シーメール 米子市淀江町佐陀1284－１ 寺崎 淑子 

       有限会社片岡精肉店 境港市渡町3067－１ 片岡 孝雄 

３ 変更年月日 

  平成20年10月17日 

４ 変更する理由 

  店舗のリニューアルオープンによる小売業者の変更のため 

５ 届出年月日 

  平成21年４月17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 

７ 縦覧に供する期間  

    平成21年７月28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通商総室 

  米子市糀町一丁目160 

  鳥取県西部総合事務所県民局 

  西伯郡日吉津村大字日吉津872－15 

  日吉津村地域振興課 

９ 意見書の提出 

    日吉津村の区域内に居住する者、日吉津村において事業活動を行う者、日吉津村の区域をその地区とする商

工会その他の日吉津村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。 


