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2015 年 1 月 22 日 

報道関係各位 

三井不動産株式会社 

北陸エリア初の本格的アウトレットモール 

施設名称を「三井アウトレットパーク 北陸小矢部」に決定 7 月中旬開業へ

全約 160 店舗中 129 店舗を発表 1/31 より店舗求人募集 合同面接会を開始

■ 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、富山県小矢部市で 13 施

設目となる三井アウトレットパークの開発を推進しており、今般、施設名称を「三井アウトレットパ

ーク 北陸小矢部」と決定し、全約 160 店舗のうち、地元北陸エリアからの出店を含む 129 店舗を発

表いたします。今般発表した 129 店舗のうち、アウトレット初出店は 7 店舗になります。開業は本年

7 月中旬を予定しております。 

■ 当施設は、北陸エリア初の本格的アウトレットモールで、当社がこれまでの国内 12 施設で培ってき

たノウハウを反映した施設です。一大ファッション集積スポットとしてお客さまのニーズに応えるべ

く、国内外の高感度なファッションブランドや有名スポーツブランド、ファッション雑貨などさまざ

まなジャンルが集結いたします。また、アウトレット店舗以外にも、地元北陸エリアの魅力をお客さ

まに楽しんでいただけるような飲食・物産店など、幅広い店舗にご出店いただきます。 

■ 本年 1 月 31 日（予定）からは、各店舗の求人募集を、合同面接会の形式で順次実施してまいります。 

■ 本年 3 月 14 日に北陸新幹線の開通が決定し、北陸エリアでは今後、国内のみならずアジアを中心と

した海外からのインバウンド観光客の増加も期待されています。当施設では、外国人観光客への対応

として、多言語対応、プレイヤールーム（礼拝室）や無料 Wi-Fi スポットの設置など、これまで他の

三井アウトレットパークでも実施してきた施策に加え、外貨両替機の設置などを予定しています。こ

のほか、北陸エリアの豊富な観光地との連携や、地元北陸の物産店舗の出店、観光案内ブースの設置

などを行い、ご来場されたお客さまが北陸エリア観光の魅力にも触れ、周遊していただくための施策

を展開してまいります。 

■ 当計画地は、主要幹線道路である国道 8 号線に隣接しており、能越自動車道・福岡インターチェンジ

から約 3km、北陸自動車道・小矢部インターチェンジから約 8km と、富山県内はもとより、北陸エリ

ア全域を含む広域からの道路アクセスに優れた立地となります。 

■ 当施設は、約 130,000 ㎡の敷地に、延床面積約 45,000 ㎡、店舗面積約 26,000 ㎡の 2 階建て、北陸エ

リアの気候を考慮したエンクローズドモール（屋内型モール）で、建築コンセプトに、風光明媚な富

山県の立地特性を生かした「重なり、連動する」を採用し、富山県の自然や伝統と 先端のショッピ

ング環境が両立した空間を提供します。なお、駐車台数は約 2,800 台を予定しております。 

以 上 

「三井アウトレットパーク 北陸小矢部」イメージ 

（左：外観  右：内観） 
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＜添付資料 1＞出店決定店舗一覧 
（※全約 160 店舗中、今般発表分の 129 店舗） 

 

【物販】

業種 店舗名表記 ヨミ
アウトレット
日本初出店

アウトレット
北陸初出店

ファッション＆雑貨 AIGLE エーグル ●

ファッション＆雑貨 AS KNOW AS outlet アズ ノゥ アズ アウトレット ●

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 BEAMS OUTLET ビームス アウトレット ●

ファッション＆雑貨 Billabong ビラボン ●

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 Champion チャンピオン ●

ファッション＆雑貨 Chez toi シェトワ ●

ファッション＆雑貨 Ciaopanic チャオパニック ●

ファッション＆雑貨 CRICKET クリケット ●

ファッション＆雑貨 CROCODILE クロコダイル ●

ファッション＆雑貨 DAKS ダックス ●

ファッション＆雑貨 earth music&ecology Super premium store アース ミュージック&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 EDIFICE IENA OUTLET STORE エディフィスイエナアウトレットストア ●

ファッション＆雑貨 Fukuske Outlet フクスケ アウトレット ●

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 GAS ガス ●

ファッション＆雑貨 graniph グラニフ ●

ファッション＆雑貨 Green Parks topic グリーンパークス　トピック ●

ファッション＆雑貨 GUNZE OUTLET グンゼ アウトレット ● ●

ファッション＆雑貨 HANAE MORI Fashion Park ハナエ モリ ファッションパーク ●

ファッション＆雑貨 Harrods/OLD ENGLAND ハロッズ/オールドイングランド ●

ファッション＆雑貨 JOURNAL STANDARD OUTLET STORE ジャーナルスタンダードアウトレットストア ●

ファッション＆雑貨 JOYRICH boutique ジョイリッチブティック ● ●

ファッション＆雑貨 KATHARINE HAMNETT キャサリン ハムネット ●

ファッション＆雑貨 LAUNDRY'S ランドリーズ ●

ファッション＆雑貨 L'EQUIPE/MOGA レキップ/モガ ●

ファッション＆雑貨 MERCURYDUO/EMODA マーキュリーデュオ/エモダ ●

ファッション＆雑貨 MISCH MASCH/Ｍｅｗ’ｓ ミッシュ マッシュ/ミューズ ● ●

ファッション＆雑貨 MITSUMINE ミツミネ ●

ファッション＆雑貨 mysty woman ミスティ ウーマン ●

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 NICE CLAUP OUTLET ナイスクラップ アウトレット ●

ファッション＆雑貨 NICOLE ニコル ●

ファッション＆雑貨 OLIVE des OLIVE オリーブ デ オリーブ ●

ファッション＆雑貨 PAL'LAS PALACE パラスパレス ●

ファッション＆雑貨 Polo Ralph Lauren Factory Store ポロ ラルフ ローレン ファクトリーストア ●

ファッション＆雑貨 prose verse プロズヴェール ●

ファッション＆雑貨 Ray Cassin レイカズン ●

ファッション＆雑貨 rough ラフ ●

ファッション＆雑貨 Shel'tter/moussy シェルター マウジー ●

ファッション＆雑貨 STYLE COUNSEL スタイルカウンセル ● ●

ファッション＆雑貨 TEIJIN MEN'S SHOP RACK テイジン メンズ ショップ ラック ●

ファッション＆雑貨 TOMMY HILFIGER トミー ヒルフィガー ●

ファッション＆雑貨 TOPKAPI トプカピ ●

ファッション＆雑貨 UNITED ARROWS LTD. OUTLET ユナイテッドアローズ アウトレット ●

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

ファッション＆雑貨 w closet ダブルクローゼット ●

ファッション＆雑貨 WEGO OUTLETS ウィゴー アウトレット ●

ファッション＆雑貨 印 イン ●

キッズファッション＆雑貨 BEBE OUTLET ベベ アウトレット ●

キッズファッション＆雑貨 DADWAY ダッドウェイ ●

キッズファッション＆雑貨 mezzo piano メゾピアノ ●

ファッション雑貨 ACE OUTLET エース アウトレット ●

ファッション雑貨 carcru stock カルクルストック ●

ファッション雑貨 CHELSEA New York チェルシー ニューヨーク ● ●

ファッション雑貨 CITIZEN シチズン ●

ファッション雑貨 COLE HAAN コール ハーン ●

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 Folli Follie Company Store フォリフォリ カンパニーストア ●

ファッション雑貨 FURLA OUTLET フルラ アウトレット ●

北陸地方：富山県・石川県・福井県
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業種 店舗名表記 ヨミ
アウトレット
日本初出店

アウトレット
北陸初出店

ファッション雑貨 HAWKINS＆VANS ホーキンス＆バンズ ●

ファッション雑貨 Heartdance ハートダンス ●

ファッション雑貨 HUNTING WORLD ハンティング・ワールド ●

ファッション雑貨 JINS ジンズ ●

ファッション雑貨 kate spade new york ケイト・スペード ニューヨーク           ●

ファッション雑貨 KATHARINE HAMNETT LONDON SHOES COLLECTION / LANVIN COLLECTION キャサリンハムネット ロンドン シューズコレクション / ランバンコレクション ●

ファッション雑貨 Michael Kors マイケル・コース ●

ファッション雑貨 MINNETONKA ミネトンカ ●

ファッション雑貨 NIXON ニクソン ●

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 PAPILLONNER by Pal collection パピヨネ バイ パルコレクション ●

ファッション雑貨 russet by Pal collection ラシット バイ パルコレクション ●

ファッション雑貨 SEIKO OUTLET セイコー アウトレット ●

ファッション雑貨 TIMEX+ タイメックスプラス ●

ファッション雑貨 TRIUMPH トリンプ ●

ファッション雑貨 TUMI トゥミ ●

ファッション雑貨 Wacoal FACTORY STORE ワコール ファクトリーストア ●

ファッション雑貨 ZERO HALLIBURTON OUTLET ゼロハリバートンアウトレット ●

ファッション雑貨 瞬足 Achilles OUTLET シュンソク アキレス アウトレット ● ●

ファッション雑貨 帽子屋 OUTLET ボウシヤ アウトレット ●

生活雑貨 DANSK OUTLET ダンスク アウトレット ●

生活雑貨 Franc franc BAZAR フランフラン バザー ●

生活雑貨 LE CREUSET ル・クルーゼ ●

生活雑貨 ROYAL COPENHAGEN ロイヤルコペンハーゲン ●

生活雑貨 SN NISHIKAWA エスエヌ ニシカワ ●

生活雑貨 STAUB ストウブ ●

生活雑貨 TEMPUR® テンピュール ●

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 yutori no kukan market by 栗原はるみ ユトリノクウカンマーケット バイ クリハラハルミ ●

生活雑貨 ZWILLING J.A. HENCKELS ツヴィリングジェイエイヘンケルス ●

バラエティ雑貨 LEGO clickbrick レゴ クリックブリック ●

バラエティ雑貨  シルバニアファミリー森のお家 / ジグソーパズルのお店マスターピース シルバニアファミリーモリノオウチ / ジグソーパズルノオミセマスターピース ●

コスメティック Celule セルレ ●

薬屋 廣貫堂 コウカンドウ ● ●

食品 FETE lé Marché フェット ル マルシェ ●

食品 GODIVA ゴディバ ●

食品 LUPICIA Bon Marché ルピシアボンマルシェ ●

スポーツ＆アウトドア adidas factory outlet アディダス ファクトリーアウトレット ●

スポーツ＆アウトドア Columbia Sportswear コロンビアスポーツウェア ●

スポーツ＆アウトドア DESCENTE OUTLET STORE デサント アウトレット ストア ●

スポーツ＆アウトドア Helly Hansen ヘリー ハンセン ●

スポーツ＆アウトドア mont-bell/mont-bell factory outlet モンベル/モンベル ファクトリーアウトレット ●

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 The North Face ザ ノース フェイス ●

スポーツ＆アウトドア Timberland FACTORY STORE ティンバーランド ファクトリー ストア ●

スポーツ＆アウトドア UNDER ARMOUR FACTORY HOUSE アンダーアーマー ファクトリーハウス ●

【飲食】

業種 店舗名表記 ヨミ
アウトレット
日本初出店

アウトレット
北陸初出店

ベーカリー ＤＯＮＱ ÉＤＩＴＥＲ ドンク エディテ - -

食品 KuKuRuZa Popcorn ククルザ ポップコーン - -

デリカテッセン レスト La carte ラ・カルト - -

洋食 PIZZA SALVATORE CUOMO ピッツァ サルヴァトーレ クオモ - -

洋食 てらおか風舎 テラオカフウシャ - -

寿司 氷見きときと亭 ヒミキトキトテイ - -

【フードコート】

業種 店舗名表記 ヨミ
アウトレット
日本初出店

アウトレット
北陸初出店

スイーツ Cold Stone Creamery コールド・ストーン・クリーマリー - -

洋食 ターバンカレー ターバンカレー - -

親子丼 鶏料理 ほっこりや トリリョウリ ホッコリヤ - -

和食 氷見海鮮丼 粋鮨 ヒミカイセンドン イキズシ - -

ラーメン 本格中華麺店 光麺TOKYO ホンカクチュウカメンテン コウメントーキョー - -

みそかつ みそかつ矢場とん ミソカツヤバトン - -

ラーメン 麺屋つくし メンヤツクシ - -

洋食 洋食屋RYO ヨウショクヤリョウ - -

うどん 宮武讃岐うどん ミヤタケサヌキウドン - -

【サービス】

業種 店舗名表記 ヨミ
アウトレット
日本初出店

アウトレット
北陸初出店

ATM 北陸銀行 / 石動信用金庫 / 高岡信用金庫 / いなば農業協同組合
ホクリクギンコウ/ イスルギシンヨウキンコ / タカオカシンヨ
ウキンコ / イナバノウギョウキョウドウクミアイ

- -

ATM 北國銀行 ホッコクギンコウ - -

お直し ママのリフォーム ママノリフォーム - -

【北陸地方物産】

業種 店舗名表記 ヨミ
アウトレット
日本初出店

アウトレット
北陸初出店

北陸物産品 the Made In ザメイドイン - -

※上記リストは2015年1月22日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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＜添付資料 2＞出店店舗求人募集 合同面接会スケジュール 

 
 
＜添付資料 3＞「三井アウトレットパーク 北陸小矢部」計画概要 

所在地 富山県小矢部市西中野字鷲場 1 番 1 他 

建築敷地面積 約 130,000 ㎡  

構造規模 鉄骨造 2 階建 

延床面積 約 45,000 ㎡  

店舗面積 約 26,000 ㎡ 

店舗数 約 160 店舗（予定） 

駐車台数 約 2,800 台 

交通 
JR 北陸本線「石動」駅 約 2km 
能越自動車道「福岡」IC 約 3km、「小矢部東」IC 約 6km 
北陸自動車道「小矢部」IC 約 8km 

スケジュール 
着工：2014 年 7 月 4 日 
開業：2015 年 7 月中旬（予定） 

環境デザイン フェルナンド・バスケス 

設計・施工 熊谷組・石黒建設共同企業体 

設計監修・監理監修 株式会社東急設計コンサルタント 

運営管理 三井不動産商業マネジメント株式会社 

 
  

会場 主催

第1回 1/31（土） 13：00～19：00 クロスランドおやべ ㈱求人ジャーナル

第2回 2/27（金） 13：00～19：00 金沢勤労者プラザ ㈱求人ジャーナル

第3回 3/16（月） 11：00～17：00 クロスランドおやべ ㈱アイデム

第4回 4/4（土） 11：00～17：00 金沢勤労者プラザ ㈱求人ジャーナル

第5回 4/12（日） 11：00～17：00 クロスランドおやべ ㈱アイデム

第6回 5/9（土） 11：00～17：00 高岡テクノドーム ㈱求人ジャーナル

第7回 5/18（月） 11：00～17：00 クロスランドおやべ ㈱アイデム

第8回 6/15（月） 11：00～17：00 クロスランドおやべ ㈱アイデム

第9回 6/27（土） 11：00～17：00 クロスランドおやべ ㈱求人ジャーナル

日時
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＜添付資料 4＞位置図 
【広域図】 

 
【中域図】 
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＜添付資料 5＞三井不動産のアウトレットモール（2015 年 1 月時点） 
 　

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
2015年夏増床予定 2007年9月増床
店舗面積：約22,700㎡* 2011年9月増床
店舗数：約125店舗* 店舗面積：約39,300㎡
*増床後 店舗数：約240店舗

埼玉県入間市宮寺3169-1 宮城県仙台市宮城野区中野3-7-2
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 2013年7月増床
店舗面積：約30,000㎡ 店舗面積：約37,000㎡
店舗数：180店舗 店舗数：約240店舗

岡山県倉敷市寿町12-3 千葉県木更津市金田東3-1-1
2011年12月開業 2012年4月開業
店舗面積：約20,000㎡ 2014年7月増床
店舗数：約120店舗 店舗面積：約36,500㎡

店舗数：約250店舗

富山県小矢部市西中野字鷲場1-1他 中華人民共和国浙江省　     市 　州区秋 路555号
2015年7月開業予定 2011年9月開業
店舗面積：約26,000㎡ 店舗面積：約26,000㎡
店舗数：約160店舗 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年後半開業予定 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

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）


