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北陸エリア初の本格的アウトレットモールの全容を公開

「三井アウトレットパーク 北陸⼩⽮部」7⽉16⽇（⽊）グランドオープン
北陸エリア初出店81店舗、アウトレット日本初出店10店舗を含む全173店舗が出店

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、富山県小矢部市にて開発を

お や べ

動産株 社 所 東京都 央 代表 締役社長 信 、富 県 部市 開発
推進しております「三井アウトレットパーク 北陸小矢部」を本年7月16日（木）に開業いたします。

当施設は、北陸エリア初の本格的アウトレットモールで、北陸エリア初出店81店舗、アウトレット日本
初出店10店舗を含む、全173店舗が出店いたします。

三井アウトレットパークとしては国内13施設目で、開業時点での店舗数としては「三井アウトレットパ
ーク 木更津」（千葉県）、「三井アウトレットパーク 滋賀竜王」（滋賀県）を超える13施設中2番目の
大規模オープンとなり、当社がこれまで20年に渡り培ってきたノウハウを反映した施設となります。

【「三井アウトレットパーク 北陸小矢部」の特徴】

買・⾷

北陸エリア初出店81店舗、アウトレット日本初出店10店舗を含む全173店舗の出店が決定。海外ブラン
ドや高感度ファッション、キッズ、スポーツ＆アウトドア、アクセサリー、雑貨などフルラインアップ
のアウトレットモールとなります。飲食店は、首都圏や全国の人気店に加え、観光需要にも対応し、北

北陸エリア屈指の店舗集積、飲⾷店も充実

遊

のアウトレット ルとなります。飲食店は、首都圏や全国の人気店に加え、観光需要にも対応し、北
陸ならではの店舗も多数出店いたします。

ショッピング以外の時間もお楽しみいただけるよう、高さ約50mの観覧車をはじめ、お子さま連れの方々
にも嬉しい各種遊具などの施設も充実いたします。

ご家族連れの⽅々も⼀⽇中楽しめる時間消費型施設へ

観

北陸エリアの代表的な観光地にもアクセスしやすい交通の要衝に位置することから、観光情報発信ブー
スの設置や、近年増加するインバウンド観光客対応を実施いたします。アクセス性向上のため、 寄駅

にも嬉しい各種遊具などの施設も充実いたします。

北陸観光の情報発信拠点へ

地

の「石動駅」のみならず、周辺主要駅である「富山駅」「高岡駅」「新高岡駅」「金沢駅」からの路線
バスが運行される予定です（認可申請中）。

小矢部市との連携や、飲食店による地元食材の採用、厳選された北陸の物産を販売する店舗の出店など、

地域連携・地産地消への取り組み
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地域連携・地産地消に積極的に取り組みます。



オールターゲット・フルラインアップの店舗概要買・⾷

■北陸エリア初出店81店舗、アウトレット日本初出店10店舗を含む、フルラインアップのアウトレットモール

海外ブランドや有力セレクトショップ、国内外のレディス・メンズファッション、キッズ、スポーツ＆アウ

トドア、アクセサリー、ファッション雑貨、さらには地元北陸エリアの店舗など、様々なジャンルの店舗が

集結し、オールターゲット、オールジャンルのフルラインアップの店舗構成となっております。集結し、オ ルタ ゲット、オ ルジャンルのフルラインアップの店舗構成となっております。

海外有名ブランドファッションとファッション雑貨

◆路面店や商業施設なども含む北陸エリア初出店
●アウトレット日本初出店【主な出店店舗一覧】

◆BANANA REPUBLIC FACTORY STORE

・COACH FACTORY

・COLE HAAN

・Folli Follie Company Store

◆FURLA OUTLET

・GAP OUTLET

・kate spade new york

・MARC BY MARC JACOBS

・MICHAEL KORS

・Polo Ralph Lauren

◆TUMI

◆ZERO HALLIBURTON OUTLET

オ ウ・HUNTING WORLD

● ◆ JOYRICH boutique

・セオリー アウトレット

⼈気セレクトショップなど、⾼感度ファッションとファッション雑貨

・BEAMS OUTLET

●CHELSEA New York request

・Ciaopanic

◆CITIZEN

・earth music&ecology Super premium store

◆EDIFICE IENA OUTLET STORE

●Milluflora OUTLET

●MISCH MASCH/Mew’s

● ◆ N.NaturalBeautyBasic*

・nano・universe BASEMENT

◆SEIKO OUTLET

● ◆ STYLE COUNSEL◆EDIFICE IENA OUTLET STORE

・gelato pique

● ◆ GUNZE OUTLET

・JINS

・JOURNAL STANDARD OUTLET STORE

・LOWRYS FARM OUTLET

● ◆ STYLE COUNSEL

◆UNITED ARROWS LTD. OUTLET

・URBAN RESEARCH warehouse

● ◆レ・キャトルサンク

● ◆瞬足 Achilles OUTLET

◆Franc franc BAZAR

・GODIVA
◆adidas factory outlet 

・Callaway

上質なライフスタイルを
提案する⽣活雑貨や⾷品

様々なシーンに応じた
スポーツ・アウトドア
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GODIVA

◆LEGO clickbrick

◆T-fal OUTLET STORE

●廣貫堂

Callaway

・mont-bell/mont-bell factory outlet

◆ Nike Factory Store

◆PUMA OUTLET

・The North Face

◆UNDER ARMOUR FACTORY HOUSE



■寿司、カレー、ラーメン・・・北陸の人気店が集合！

飲食店舗では、富山県・石川県の人気店が出店。地産地消にこだわった北陸ならではの魅力ある食を

お楽しみいただけます。

富⼭県の⼈気店

La carte 氷見きときと亭

麺屋つくし 氷見海鮮丼 粋鮨てらおか風舎 ターバンカレー

⽯川県の⼈気店

洋食屋RYO

■さらに、全国的な人気店も充実の飲食ラインアップ

人気のアイスクリームショップ「コールド・ストーン・クリーマリー」や、東京・表参道で人気の

「KuKuRuZa popcorn（ククルザ ポップコーン）」、名古屋の名店「みそかつ 矢場とん」などが北陸

エリア初出店となります。全国の人気店舗も揃い、食の面でも充実のラインアップとなります。

みそかつ 矢場とんKuKuRuZa popcornコールド・ストーン・クリーマリー

ドンク エディテ本格中華麺店 光麺TOKYO宮武讃岐うどん

スターバックス コーヒー鶏料理 ほっこりやピッツァ サルヴァトーレ クオモ
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※店舗一覧については、添付資料1をご参照ください。



■買い物以外も楽しめる時間消費型施設

砺波平野を一望できる高さ約50mの観覧車、子供に大人気のふわふわドームやポップジェット噴水など、

施設内の随所に様々な遊具を設置し、ショッピング以外にもご家族連れの方が一日中楽しめる魅力的な施

設を目指しました。

ご家族連れの⽅々も⼀⽇中楽しめる時間消費型施設へ遊

＜観覧車＞

■観覧車の特徴
観覧車のゴンドラは、ショッピングセンターの敷地内にあることに
ヒントを得て 「ショッピングバッグ」型のデザインとなっており

■観覧車のプロモーション施策
観覧車 事業者 ある豊永産業株式会社と共催 るプ 施策と 「観覧車ネ グ

ヒントを得て、「ショッピングバッグ」型のデザインとなっており
ます。地域の天候を考慮し、国内でも極めて珍しい冷暖房設備を完
備しております。また、夜間にはLEDのイルミネーションが点灯し、
夜空を彩ります。

ふわふわドーム ポップジェット噴水

観覧車の事業者である豊永産業株式会社と共催によるプロモーション施策として、「観覧車ネーミングコンテ
スト」を実施いたします。募集開始時期などの詳細については、三井不動産商業マネジメント株式会社より、
5月11日（月）に発表を予定しています。
（詳しくは5月11日以降に、当施設のホームページをご参照ください。）

＜施設内遊具一例＞
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※画像はすべてイメージです。

靴を履いたままで跳んだり、滑ったりできる
膜状のトランポリン

音と光に合わせて地面より水が噴き出す噴水



観！ 北陸観光の情報発信拠点へ観

■主要幹線道路に隣接した好アクセスの立地

当施設は、富山市と金沢市のほぼ中間地点、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IC」から約3kmの位置にあります。北陸自動車道や能越自動車道、東海北陸自動車道といった高

速道路や自動車専用道路にもアクセス至便で、富山県はもとより、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っています。

■北陸エリア観光情報の提供

富山県の観光スポットを発信する有人の観光ブース「とやま旅ナビ＠おやべ」が出店します。その他の近

接するエリアの観光情報発信や地域の観光スポットとも連携し、北陸をより深く知っていただく情報を提

供します。

和倉温泉
氷⾒漁港
約40分

約1時間20分

兼六園

⾬晴海岸
約40分

約1時間20分

⽴⼭⿊部
アルペンルート
（※⽴⼭駅まで）

約45分

加賀温泉郷
約1時間20分

約1時間20分

⽩川郷の
合掌造り集落

五箇⼭の
合掌造り集落
約45分

■路線バスの運行

周辺の主要駅である「富山駅」「高岡駅」「新高岡駅」「金沢駅」からそれぞれ路線バスを予定しており、

寄駅である「石動駅」からは、鉄道のダイヤに合わせて路線バスが運行される予定です（認可申請中）。

※地図中の時間は「三井アウトレットパーク 北陸小矢部」からの自動車での所要時間

約50分

5※画像はすべてイメージです。



■アジアを中心とした外国人観光客向けの“おもてなし”サービスも充実

多様な観光客への対応

・お祈りが必要な方のためのプレ
イヤールーム（祈祷室）を設置
します。

銀聯カード対応・免税店対応

・8通貨対応の外貨両替機を設置。
・中国を中心に幅広く利用されて

いる銀聯カード決済を全店舗へ

・英語に加え、韓国語、中国語
（簡体、繁体）の4カ国語に対
応した館内サイン、フロアガイ

多言語対応・Wi-Fi対応

・ホテルニューオータニ高岡が
出店する「ラ・カルト」では、
豚肉やアルコールを使用しな
いメニューの提供も実施します

（要事前予約）。

導入します。
・銀聯カード他、海外発行クレ

ジットカードでの日本円引き出
しが可能なATMを設置予定です。

・免税対応店舗も積極的に導入予
定です。

ド、ホームページ、館内放送
（一部）を実施します。

・コールセンターの外国語対応
スタッフが通訳となり、ショッ
ピングのサポートを行うサービ
スや指差し確認シートを全店に
導入します。

・無料Wi-Fiスポットを設置します。

■本年開業予定の当社海外施設との連携

当社がマレーシアや台湾で開発中のアウトレットモールと相互案内を実施します。

地域連携・地産地消への取り組み

■地元物産店の出店

北陸ならではの物産を販売する「the Made In（ザメイドイン）」では、厳選された地元の食品や調味料、

日本酒、工芸品などが揃い、北陸3県の数百種類の物産を販売します。

地

■地産地消にこだわった食材

地産地消にこだわり、飲食店舗では北陸の食材を使ったメニューを多数提供いたします。

■地域性に配慮・地元に溶け込む施設デザイン・環境対応

建物 デザ 「重な 連動す を プ 富 光 媚な自然 端 ピ建物のデザインは「重なり、連動する」をコンセプトとし、富山県の風光明媚な自然と 先端のショッピ

ング環境を両立させ、外構デザインにも地域特有の「散居村* 」や日本海の波をモチーフとして反映

させています。建物の構造は、気候を考慮した2階建てのエンクローズド（屋内型）モールを採用していま

す。環境対策として、当社の商業施設としては初となる外構も含めた全館LED照明対応や、電気自動車の充

電器を設置いたします。また、具体的な地域連携策として、敷地内に小矢部園芸高校の花壇の設置や、

フードコート内において小矢部市内在住の「木こり」田中利之氏の手による温かみのある木工家具を設置

いたします。
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■地域雇用の促進

出店各店舗のスタッフを募集する合同求人面接会を引き続き実施しています。今後の面接会の詳細は、添

付資料3をご覧ください。

※画像はすべてイメージです。

*散居村（さんきょそん）：広大な耕地の中に、民家が点在する集落形態



＜添付資料1＞ 出店店舗一覧 ※今回発表店舗：2015年1月22日のリリース時に発表をしていなかった店舗となります。

【物販】

業種 店舗名表記 ヨミ
アウトレット
日本初出店

北陸エリア
初出店

今回
発表
店舗

ファッション＆雑貨 A|X ARMANI EXCHANGE A|X アルマーニ エクスチェンジ ● ●

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

北陸エリア：富山県・石川県・福井県

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 coen FIND GOOD LUCK コーエンファインドグッドラック ●

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

雑貨 デ グファッション＆雑貨 Desigual デシグアル ● ●

ファッション＆雑貨 D'URBAN ダーバン ●

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 franche lippée フランシュリッペ ● ●

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 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 gelato pique ジェラートピケ ●

ファッション＆雑貨 graniph グラニフ

フ シ ン＆雑貨 G P k t i グリ ンパ クス トピ クファッション＆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 INDIVI インディビ ●

ファッション＆雑貨 JILL STUART ジルスチュアート ●

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 LACOSTE OUTLET ラコステ アウトレット ●

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 L EQUIPE/MOGA レキップ/モガ

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 LOWRYS FARM OUTLET ローリーズファーム アウトレット ●

ファッション＆雑貨 MARC BY MARC JACOBS マーク バイ マーク ジェイコブス ●

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 N.NaturalBeautyBasic* エヌ ナチュラルビューティーベーシック ● ● ●

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 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 ポロ ラルフ ローレン

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 ROPE´ PICNIC ロペピクニック ●

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 SM2 OUTLET サマンサモスモス アウトレット ●

ファッション＆雑貨 snidel スナイデル ●

ファッション＆雑貨 STYLE COUNSEL スタイルカウンセル ● ●ァッシ 雑貨 タ ウ

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 UNTITLED アンタイトル ●

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

ファッション＆雑貨 セオリー　アウトレット セオリー　アウトレット ●

ファッション＆雑貨 ゼニア アウトレットストア ゼニアアウトレットストア ●

7

ファッション＆雑貨 タケオキクチ タケオキクチ ●

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

キッズファッション＆雑貨 レ・キャトルサンク レ・キャトルサンク ● ● ●

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 AGATHA PARIS アガタ パリ ●



【物販】

業種 店舗名表記 ヨミ
アウトレット
日本初出店

北陸エリア
初出店

今回
発表
店舗

ファッション雑貨 BALLY バリー ● ●

ファッション雑貨 BIRKENSTOCK ビルケンシュトック ●

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 request チェルシー ニューヨーク リクエスト ●

ファッション雑貨 CITIZEN シチズン ●

ファッション雑貨 COACH FACTORY コーチファクトリー ●

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

シ 雑貨 ウ ●ファッション雑貨 FURLA OUTLET フルラ アウトレット ●

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 Milluflora OUTLET ミルフローラ アウトレット ● ●

ファッション雑貨 MINNETONKA ミネトンカ ●

フ シ ン雑貨 NIXON クソン ●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 ROCKPORT Factory Outlet ロックポート ファクトリーアウトレット ● ●

ファッション雑貨 russet PAPILLONNER by Pal collection ラシット パピヨネ 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 ●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 UCHINO Factory Outlet ウチノ ファクトリー アウトレット ● ●

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 ● ●

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 Pokémon Store Outlet ポケモンストア アウトレット ● ●

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 ●

薬店 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 KuKuRuZa Popcorn ククルザ ポップコーン ●

食品 LUPICIA Bon Marché ルピシアボンマルシェ

ジーニング Levi's® Outlet リーバイス アウトレット ●

ジーニング エドウイン アウトレット ショップ エドウイン アウトレット ショップ ● ●

スポーツ＆アウトドア adabat アダバット ●

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 ASICS FACTORY OUTLET アシックス ファクトリー アウトレット ● ●

スポーツ＆アウトドア Callaway キャロウェイ ●

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 ツ＆アウトドア ＯＡＫＬＥＹ ＶＡＵＬＴ オ クリ ボルト ● ●
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スポーツ＆アウトドア ＯＡＫＬＥＹ ＶＡＵＬＴ オークリー　ボルト ● ●

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 ● ●

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

北陸エリア
初出店

今回
発表
店舗

スペシャルティ コーヒーストア スターバックス コーヒー スターバックス コーヒー - ●

ベーカリー ＤＯＮＱ ÉＤＩＴＥＲ ドンク エディテ -

デリカテッセン レストラン La carte ラ・カルト - ●
寿司 氷見きときと亭 ヒミキトキトテイ - ●
洋食 てらおか風舎 テラオカフウシャ -洋食 てらおか風舎 テラオカフウシャ
洋食 PIZZA SALVATORE CUOMO ピッツァ サルヴァトーレ クオモ - ●

【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

北陸エリア
初出店

今回
発表
店舗

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 -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

北陸エリア
初出店

今回
発表
店舗

北陸銀行 / 石動信用金庫 / 高岡信用金庫 / いなば ホクリクギンコウ/ イスルギシンヨウキンコ / タカオカシ
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 - -

ATM SAISON ATM セゾンエーティーエム - - ●

お直し ママのリフォーム ママノリフォーム - -

コンビニエンスストア FamilyMart ファミリーマート - - ●

【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

北陸エリア
初出店

今回
発表
店舗

北陸物産品 the Made In ザメイドイン - ●

※上記リストの他、ファッション＆雑貨について1店、食品について1店、サービスについて1店が出店予定です。
※上記リストは2015年4月23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。

＜添付資料2＞ 「三井アウトレットパーク 北陸小矢部」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130,000m2

構造規模 鉄骨造 2階建構造規模 鉄骨造 階建

延床面積 約45,000m2

店舗面積 約26,000m2

店舗数 173店舗

駐車台数 約 2,800 台

あいの風とやま鉄道「石動」駅約2km

交通 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16日

環境デザイン フェルナンド・バスケス
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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

ホームページ http://www.31op.com/oyabe/teaser/



＜添付資料3＞ 出店店舗求人募集 合同面接会スケジュール（2015年4月23日以降）

日時 会場 主催

第6回 5/9（土）11:00～17:00 高岡テクノドーム （株）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 （株）アイデム

＜添付資料4＞ 「三井アウトレットパーク 北陸小矢部」位置図

【広域図】

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

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

【中域図】

10



＜添付資料5＞ 「三井アウトレットパーク 北陸小矢部」パース画像

【外観パース画像】

【内観パース画像】
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＜添付資料6＞ 三井不動産のアウトレットモール一覧 http:// www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/moplist/


