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平成 26 年 1 月 21 日 
報道関係各位 

三井不動産株式会社 

 

「三井アウトレットパーク 札幌北広島」 に新たに 49 店舗登場 

4 月 18 日（金） 午前 10：00 スケールアップオープン 

北海道・東北エリア最多 174 店舗のアウトレットモールへ 

国内外の人気ブランドが出店 外国人観光客などに向けた新サービスも導入 

 

三井不動産株式会社（所在：東京都中央区 代表取締役社長 菰田正信）は、第 2 期開発計画を推進して 

おりました「三井アウトレットパーク 札幌北広島」（所在：北海道北広島市 運営：三井不動産商業マネジメント 

株式会社）を、本年 4 月 18 日（金）午前 10：00 にスケールアップオープンいたします。今般、開業となる第 2 期  

施設名称を「メープル・モール」と命名し、北海道初出店となる「AMERICAN EAGLE OUTFITTERS（アメリカンイー

グル アウトフィッターズ）」をはじめ、「GAP OUTLET（ギャップ アウトレット）」、「Nike Factory Store（ナイキ    

ファクトリーストア）」など、45 店舗が出店します。 

また、第 1 期施設も改めて「クローバー・モール」と命名し、新たに 4 店舗が出店、それにより北海道・東北エリ

ア最多 174 店舗のアウトレットモールとして、国内外の多くのお客さまが“日常の中の非日常空間”としてより  

お楽しみいただける施設となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新店舗 49 店舗中、アウトレット北海道初出店 35 店舗（アウトレット日本初出店 3 店舗含む） 

◆スケールアップオープン後の初年度想定来場者数 500 万人、 

外国人観光客も取り込み、北海道・東北エリアを代表するアウトレットモールへ 
 2010 年オープンより、台湾、中国などを中心に外国人観光客が増加（観光バスによる外国人来場者数 

2013 年 12 月までで 2010 年度の約 3.5 倍）。最近は、シンガポール、タイ、マレーシアなど東南アジアから

の外国人観光客も増加 

◆ご家族連れはもちろん、外国人観光客も快適に過ごせる最新の施設サービスの導入 

 天候・気候を問わず、お買い物を楽しめる エンクローズドモール（屋内型モール）と屋根付き駐車場（一部） 

 お子さま連れのお客様に快適にお買い物を楽しんでいただけるよう キッズスペースの設置 

 フードコートに 団体観光客対応スペースを設置 

 「クローバー・モール」、「メープル・モール」ともに 無料で使える Wi-Fi スポットを設置 

 ショッピング中にお祈りを必要とされるお客様のための プレイヤールーム（祈祷室）を設置 

 外国語対応可能なスタッフがひと目で分かる 外国語対応スタッフバッジの着用 

 

 

 

「メープル・モール」外観イメージ 

（北広島 IC 側） 
「メープル・モール」内観イメージ 「メープル・モール」外観イメージ 

（羊ケ丘通側） 
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 施設コンセプト  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 すでに実施中の外国人観光客対応の施設サービス  

・3 ヶ国、4 言語（英語、韓国語、中国語（繁体・簡体））対応のフロアガイドの設置 

・外国語通訳コールセンターの設置 

・免税対応店舗の導入 

 

 「三井アウトレットパーク 札幌北広島」観光バスによる外国人来場者数  

（単位：人） 

 

＊2013 年度は 2013 年 4 月から 2013 年 12 月までの実績 

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

コンセプトは「COUNTRY」。 

自然色をベースとした配

色により温もりの感じられ

る空間を演出しています。 

モール名の由来は北広島

市の木「かえで」から。 

コンセプトは「TOWN」。 

都心の街を歩きながら買

い物を楽しむような空間を

演出しています。 

モール名の由来は北広島

市のマスコット「エルフィ

ン」が四つ葉のクローバー

の形をしていることから。 

有力ブランドから地元グル

メまで多彩な店舗ラインナ

ップと、快適にお買い物を

楽しんでいただける充実し

た施設サービス。 

北海道・東北エリアを代表

するアウトレットモールへ

進化します。 

第 1 期施設 

店舗数 129 
【うち 新店舗 4 店】

第 2 期施設 

店舗数 45 

北海道・東北 

エリア最多 

174 店舗 

【うち 新店舗 49 店舗】

2010 年オープンより
約 3.5 倍に増加



 

3 

<添付資料①>新店舗一覧 

「メープル・モール」 

【物販】 44 店舗 

 

【飲食】 1 店舗 

 
 

「クローバー・モール」 

【新規】 4 店舗 

 

【店舗面積拡大】 1 店舗 

 
 

 

＊上記リストは 2014 年 1 月 21 日時点の情報です。変更の場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

  

業種 店舗名表記 ヨミ
日本

初出店
北海道
初出店

備考

ファッション＆雑貨 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS アメリカンイーグル アウトフィッターズ ●

ファッション＆雑貨 arnold palmer timeless アーノルドパーマータイムレス ●

ファッション＆雑貨 BANANA REPUBLIC FACTORY STORE バナナ・リパブリック ファクトリーストア ●

ファッション＆雑貨 BE RADIANCE／Fabulous Angela ビーラディエンス／ファビュラス アンジェラ

ファッション＆雑貨 CECIL McBEE OUTLET セシルマクビー アウトレット

ファッション＆雑貨 E hyphen world gallery PD イーハイフン ワールドギャラリーピーディー ●

ファッション＆雑貨 earth music&ecology super premium store アースミュージックアンドエコロジースーパープレミアムストア ●

ファッション＆雑貨 FRAY I.D フレイアイディー ●

ファッション＆雑貨 GAP OUTLET ギャップ アウトレット

ファッション＆雑貨 gelato pique ジェラートピケ ●

ファッション＆雑貨 JEANASIS OUTLET ジーナシス アウトレット ●

ファッション＆雑貨 KEEN キーン ●

ファッション＆雑貨 Lily Brown リリーブラウン ●

ファッション＆雑貨 MISCH MASCH／LODISPOTTO ミッシュ マッシュ／ロディスポット ●

ファッション＆雑貨 nano･universe BASEMENT ナノ・ユニバース ベースメント

ファッション＆雑貨 ＯＡＫＬＥＹ ＶＡＵＬＴ オークリー ボルト 期間限定店舗 

ファッション＆雑貨 OLIVE des OLIVE OUTLET オリーブ デ オリーブ アウトレット ●

ファッション＆雑貨 Onitsuka Tiger オニツカタイガー

ファッション＆雑貨 snidel スナイデル ●

ファッション＆雑貨 studio CLIP スタディオクリップ ●

ファッション＆雑貨 URBAN RESEARCH ware house アーバンリサーチ ウェアハウス ●

ファッション雑貨 crocs クロックス ●

ファッション雑貨 DANNER ダナー

ファッション雑貨 DEUX MONCX デュモンクス ●

ファッション雑貨 ESPERANZA OUTLET エスペランサ アウトレット ●

ファッション雑貨 festaria bijou SOPHIA フェスタリア ビジュソフィア ●

ファッション雑貨 Heartdance ハートダンス ●

ファッション雑貨 kipling キプリング

ファッション雑貨 ORiental TRaffic OUTLET オリエンタルトラフィック アウトレット ●

ファッション雑貨 Ray-Ban レイバン ●

ファッション雑貨 Samsonite BLACK LABEL サムソナイトブラックレーベル ● ●

ファッション雑貨 くろちく art＆craft クロチク アートアンドクラフト ● ●

スポーツ＆アウトドア berghaus バーグハウス

スポーツ＆アウトドア le coq sportif ルコックスポルティフ

スポーツ＆アウトドア Nike Factory Store ナイキ ファクトリーストア

スポーツ＆アウトドア PEARLY GATES パーリーゲイツ

スポーツ＆アウトドア PUMA OUTLET プーマ アウトレット ●

キッズ mezzo piano メゾピアノ ●

生活雑貨 Afternoon Tea LIVING アフタヌーンティー・リビング ● 期間限定店舗 

生活雑貨 DANSK OUTLET ダンスク アウトレット

生活雑貨 SN NISHIKAWA エスエヌ ニシカワ ●

生活雑貨 T-fal OUTLET STORE ティファール アウトレット ストア ●

生活雑貨 WEDGWOOD GROUP FACTORY SHOP ウェッジウッド グループ ファクトリー ショップ ●

食品 FETE lé Marché フェット ル マルシェ ●

業種 店舗名表記 ヨミ
日本

初出店
北海道
初出店

備考

カフェ Auntie Anne's アンティ・アンズ ●

業種 店舗名表記 ヨミ
日本

初出店
北海道
初出店

備考

ファッション＆雑貨 Y-3 ワイスリー ● 期間限定店舗 

ファッション＆雑貨 KATE SPADE SATURDAY ケイト・スペード サタデー ● ● 期間限定店舗 

ファッション＆雑貨 MARGARET HOWELL A.G.O. マーガレット・ハウエル エー.ジー.オー.

ファッション雑貨 UGG　Australia アグ オーストラリア ●

業種 店舗名表記 ヨミ
日本

初出店
北海道
初出店

備考

生活雑貨 Franc franc BAZAR フランフラン バザー
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<添付資料②>「三井アウトレットパーク 札幌北広島」概要 

所在地 〒061-1278 北海道北広島市大曲幸町 3 丁目 7-6 ほか 

事業者 三井不動産株式会社 

交通 ＜車＞ 

札幌中心部から約 30 分、新千歳空港から約 30 分（高速利用）、北広島 IC より直線 300m 

＜公共交通機関＞ 

「札幌」駅からバスで約 50 分 

JR 千歳線「北広島」駅からバスで約 25 分 

札幌市営地下鉄東豊線「福住」駅からバスで約 20 分 

札幌市営地下鉄東西線「大谷地」駅からバスで約 25 分 

（いずれも「三井アウトレットパーク」下車すぐ） 

新千歳空港・「南千歳」駅からバスで約 30 分  

（「三井アウトレットパーク」下車すぐ もしくは「三井アウトレットパーク入口」下車徒歩約 10 分）

他、新札幌駅（新札幌ターミナル）、函館駅前ターミナル、苫小牧駅からバス運行 

事業形態 ファクトリーアウトレット 

従業員数 約 1,100 人（2014 年度想定） 

来場者数 約 500 万人（2014 年度想定） 

 第 1 期 第 2 期 合計 

開業年月 2010 年 4 月 2014 年 4 月 － 

敷地面積 約 52,000 ㎡ － 約 52,000 ㎡ 

延床面積 約 40,000 ㎡ 約 24,000 ㎡ 約 64,000 ㎡ 

店舗面積 約 22,300 ㎡ 約 7,700 ㎡ 約 30,000 ㎡ 

店舗数 129 店舗（リニューアル後） 45 店舗 174 店舗 

構造規模 鉄骨造地上 2 階建て 鉄骨造地上 2 階建て － 

棟名 クローバー・モール メープル・モール － 

営業時間 ＜物販＞10：00 - 20：00 

＜レストラン＞11：00 - 21：00 ※店舗により一部異なります。  

＜フードコート＞10：30 - 21：00 

駐車台数 約 2,600 台 （臨時駐車場含まず） 

設計 第 1 期：三井住友建設株式会社  

第 2 期：三井住友建設株式会社 

施工 第 1 期：三井住友建設株式会社  

第 2 期：三井住友建設株式会社 

ホームページ http://www.31op.com/sapporo/ 

運営管理 三井不動産商業マネジメント株式会社 

＊上記概要は 2014 年 1 月 21 日時点の情報です。変更の場合もありますので、あらかじめご了承ください。 
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<添付資料③>位置図 

【広域図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【詳細図】 
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<添付資料④>三井不動産のアウトレットモール一覧（2014 年 1 月現在） 

 　
大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2-7-70 神奈川県横浜市金沢区白帆5-2
1995年3月開業 1998年9月開業
店舗面積：約9,400㎡ 店舗面積：約15,300㎡
店舗数：約70店舗 店舗数：約80店舗

兵庫県神戸市垂水区海岸通12-2 東京都八王子市南大沢1-600
1999年10月開業 2000年9月開業
2006年4月増床 2007年12月増床
2009年3月増床 店舗面積：約21,100㎡
店舗面積：約22,800㎡ 店舗数：約110店舗
店舗数：約130店舗

千葉県千葉市美浜区ひび野2-6-1 三重県桑名市長島町浦安368
2000年10月開業 2002年3月開業
2005年4月増床 2006年7月増床
店舗面積：約16,300㎡ 2007年9月増床
店舗数：約100店舗 2011年9月増床

店舗面積：約39,300㎡
店舗数：約250店舗

埼玉県入間市宮寺3169-1 宮城県仙台市宮城野区中野出花123
2008年4月開業 2008年9月開業
店舗面積：約32,000㎡ 店舗面積：約20,000㎡
店舗数：約210店舗 店舗数：約120店舗

北海道北広島市大曲幸町3-7-6 滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師字砂山1178-694
2010年4月開業 2010年7月開業
2014年4月18日増床予定 2013年7月増床
店舗面積：約30,000㎡* 店舗面積：約37,000㎡
店舗数：174店舗* 店舗数：約240店舗
*増床後

岡山県倉敷市寿町12-1 千葉県木更津市中島398
2011年12月開業 2012年4月開業
店舗面積：約20,000㎡ （2014年夏増床予定）
店舗数：約120店舗 店舗面積：約28,000㎡

店舗数：約170店舗
（第2期 約50店舗開業予定）

富山県小矢部市西中野字川原田 中華人民共和国浙江省　     市 　州区秋 路555号
2015年度開業予定 2011年9月開業
店舗数：約150店舗 店舗面積：約26,000㎡

店舗数：約130店舗

台湾　新北市林口区建林段381、381-1、382、383 マレーシア　クアラルンプール国際空港敷地内
2015年開業予定 2015年初頭開業予定
店舗面積：約45,000㎡ 店舗面積：約25,000㎡
店舗数：約200店舗 店舗数：約140店舗

（仮称）台湾林口アウトレット計画

三井アウトレットパーク 倉敷

三井アウトレットパーク 大阪鶴見

三井アウトレットパーク 入間 三井アウトレットパーク 仙台港

（仮称）三井アウトレットパーク 北陸小矢部

三井アウトレットパーク 滋賀竜王

三井アウトレットパーク 木更津

杉井アウトレット広場・寧波

三井アウトレットパーク 札幌北広島

三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド

三井アウトレットパーク マリンピア神戸 三井アウトレットパーク 多摩南大沢

三井アウトレットパーク 幕張 三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島

（仮称）三井アウトレットパーク クアラルンプール国際空港（KLIA）


