
大規模小売店舗の変更の届出の公告

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

模小売店舗に関し同法第５条第１項第１号および第２号に掲げる事項の変更をした旨

の届出があったので公告する。

平成 21 年２月４日

滋賀県知事 嘉田 由紀子

１ 大規模小売店舗の名称および所在地

ベルロード複合商業施設

彦根市長曽根南町 481-2 番地、彦根市長曽根南町 472-2 番地、彦根市長曽根南町 48

7 番地ほか

２ 変更した事項

(1) 変更前

ア 大規模小売店舗の名称および所在地

パリヤサンペデック 彦根市長曽根南町 472-2 番地

イ 大規模小売店舗を設置する者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっ

ては、代表者の氏名

株式会社高木造園 彦根市長曽根南町 487 番地 代表取締役 高木淳一（変更

があった設置者のみ）

(2) 変更後

ア 大規模小売店舗の名称および所在地

ベルロード複合商業施設 彦根市長曽根南町 481-2 番地、彦根市長曽根南町

472-2 番地、彦根市長曽根南町 487 番地ほか

イ 大規模小売店舗を設置する者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっ

ては、代表者の氏名

髙木ビル有限会社 彦根市長曽根南町 487 番地 代表取締役 髙木淳一（変更

があった設置者のみ）

３ 変更年月日

平成 20年 11 月 10 日

４ 変更の理由

(1) 大規模小売店舗の名称および所在地

既存店舗であるパリヤサンペデック店、グリーンプラザおよびツルハドラッグ彦

根店予定地は、フェンス等で仕切られておらず駐車場を共有していることから、大

規模小売店舗立地法上一体の施設とみなされているが、パリヤサンペデック店の土

地および建物は株式会社パリヤが、グリープラザの土地および建物は髙木ビル有限

会社が所有しており、新設するツルハドラッグ彦根店についても株式会社スパ

ークが土地所有者から予定地を借りて店舗施設を建設するものであり、株式会

社パリヤおよび髙木ビル有限会社はツルハドラッグ彦根店の建設および運営に

関与しない。したがって、大規模小売店舗の名称を変更前のパリヤサンペデッ

クとしておくのは合理的でないため、名称をベルロード複合商業施設に変更す



る。所在地についても３店舗の所在地を併記する。

(2) 建物設置者

会社名称等に誤りがあったため

５ 届出年月日

平成 21年 1 月 15 日

６ 届出書類の縦覧場所および縦覧期間

(1) 縦覧場所

滋賀県県民文化生活部県民生活課県民情報室 大津市京町四丁目 1-1

滋賀県商工観光労働部商業観光振興課 大津市京町四丁目 1-1

滋賀県湖東地域振興局総務振興部地域振興課 彦根市元町 4-1

彦根市産業部商工課 彦根市元町 4-2

(2) 縦覧期間 平成 21 年２月４日から平成 21 年６月４日まで

７ 意見書の提出期限および提出先

(1) 提出期限 平成 21 年６月４日

(2) 提出先 滋賀県商工観光労働部商業観光振興課

〒520-8577 大津市京町四丁目 1-1



大規模小売店舗の変更の届出の公告

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第６条第２項の規定に基づき、大規

模小売店舗に関し同法第５条第１項第４号、第５号および第６号に掲げる事項の変更を

しようとする旨の届出があったので公告する。

平成 20年 12 月 12 日

滋賀県知事 嘉田 由紀子

１ 大規模小売店舗の名称および所在地

パリヤサンペデック

彦根市長曽根南町４７２－２番地

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名または名称および住所ならびに法人にあって

は、代表者の氏名

株式会社 スパーク 愛知県春日井市妙慶町二丁目１０２番

代表取締役 石井 美月

株式会社 パリヤ 彦根市長曽根南町４７２－２番地

代表取締役 大塚 恵昭

株式会社 高木造園 彦根市長曽根南町４８７番地

代表取締役 高木淳一

３ 変更しようとする事項

(1) 変更前

ア 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

6,525 平方メートル

イ 駐車場の収容台数

327 台

ウ 駐輪場の収容台数

178 台

エ 荷さばき施設の面積

292 平方メートル

オ 廃棄物等の保管施設の容量

47.3 立方メートル

カ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻および閉店時刻

パリヤサンペデック 午前１０時から午後９時４５分まで

グリーンプラザ 午前１０時から午後９時４５分まで

キ 駐車場の自動車の出入口の数および位置

６か所

(2) 変更後

ア 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

7,178.25 平方メートル

イ 駐車場の収容台数

407 台



ウ 駐輪場の収容台数

197 台

エ 荷さばき施設の面積

330 平方メートル

オ 廃棄物等の保管施設の容量

57.0 立方メートル

カ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻および閉店時刻

パリヤサンペデック 午前１０時から午後９時４５分まで

グリーンプラザ 午前１０時から午後９時４５分まで

ツルハドラック彦根店 午前１０時から午後１０時まで

キ 駐車場の自動車の出入口の数および位置

８か所

４ 変更年月日

平成 21年 7 月 27 日

５ 変更の理由

既存店舗であるパリヤサンペデック店、グリーンプラザと同一敷地内にツル

ハドラック彦根店を新設するため。

６ 届出年月日

平成 20年 11 月 25 日

７ 届出書類の縦覧場所および縦覧期間

(1) 縦覧場所

滋賀県県民文化生活部県民生活課県民情報室 大津市京町四丁目 1-1 新館２階

滋賀県商工観光労働部商業観光振興課 大津市京町四丁目 1-1 東館３階

滋賀県湖東地域振興局総務振興部地域振興課 彦根市元町 4-1

彦根市産業部商工課 彦根市元町 4-2

(2) 縦覧期間 平成 20 年 12 月 12 日から平成 21 年 4 月 13 日まで

８ 意見書の提出期限および提出先

(1) 提出期限 平成 21 年 4 月 13 日

(2) 提 出 先 滋賀県商工観光労働部商業観光振興課

〒520-8577 大津市京町四丁目 1-1 


