２０１５年５月２５日
イオンリテール株式会社
イオンモール株式会社
イ オ ン 株 式 会 社

～ここが私のお気に入り“コミュニティ・ガーデンとなみ”～

「イオンモールとなみ」
７月１４日（火）ＡＭ９：００ グランドオープン
イオンは２０１５年７月１４日（火）
、富山県砺波市に「イオンモールとなみ」
（以下、当モール）
をグランドオープンしました。
当モールは、富山県砺波市において計画が進む「砺波市中神土地区画整理事業地」内に、１９９２年
にオープンし、２０１３年に一端営業を終了した「イオン砺波店」の跡地に出店するショッピングモー
ルです。これまで２０年以上に渡りご愛顧をいただいてきた地域の皆さまへ新たなコミュニティ空間を
ご提案することはもちろんのこと、富山県呉西エリアの新たな交流拠点となる施設をめざします。
なお当モールは、イオンリテール㈱が所有し、イオンモール㈱が管理・運営を受託するショッピング
モールです。

■ＴＯＰＩＣＳ
 子どもを主役にした３世代ファミリーのデイリーニーズに対応。
砺波市が積極的に推し進める「３世代同居」
。３世代ファミリー、特にお子さまを中心とした子育
て世代のニーズにお応えするコト・モノを展開します。
 Ｇ.Ｇ（グランド・ジェネレーション）世代の新たなコミュニティ空間。
余暇を楽しむアクティブなシニア世代のライフスタイルに着目し、さまざまな趣味や楽しみのご提
案を行なうことで、まちの新たな“集いの場”となる施設をめざします。
 砺波がもっと好きになる。
「住みやすいまち砺波」の魅力向上に寄与。
毎日思わず立ち寄りたくなるモールをめざし、かゆいところに手が届くサービス機能やアメニティ
の充実に加え、
“砺波ならでは”の魅力を内外観に表現しています。
 核店舗「イオンスタイルとなみ」
「イオンスタイル」は、
「なりたい明日のために、納得して買うことができる“幸せ”を提供する」
をコンセプトに、専門性の高い売場やサービスを通じて、さまざまなライフスタイルをご提案する
イオンの新しい取り組みです。
「イオンスタイルとなみ」では、専門店と融合した北陸最大級の食と美の一大ゾーンをはじめ、充
実のライフスタイルゾーンや、北陸初登場の「キッズリパブリック」を中心とした地域最大級のキ
ッズゾーンで、地域の皆さまに新たなライフスタイルをご提案します。

■コンセプト

“ここが私のお気に入り”
コミュニティ・ガーデン となみ
毎日の買い物も、孫と遊ぶ時も、
近所の仲間と共通の趣味を楽しむ時も、気軽にお洒落したい時も、、、
いつも立寄る「私のお気に入り」の場所

■“となみの魅力”を活かした地域の新たなコミュニティ空間
当モールが立地する富山県砺波市は、豊かな雪解け水に恵まれ古くから稲作が盛んで、「カイ
ニョ」と呼ばれる緑豊かな屋敷林に囲まれた家々が、平野一面に碁石を散りばめたように点在す
る散居村の美しい田園風景で有名です。また、春に開催される約２５０万本のチューリップが咲
き誇る「となみチューリップフェア」、６月には、約３００年の歴史を持った「となみ夜高まつ
り」が開催されるなど、歴史や文化、風土の魅力にもあふれています。
また、東海地方と結ばれる２００８年に全線開通した「東海北陸道」、富山県内を縦貫し東京
と結ばれる「北陸新幹線」や、北陸自動車道の「高岡砺波スマートインターチェンジ」が本年３
月に開通するなど、近年飛躍的に県内外との交通アクセスが向上しています。
当モールは、自然、歴史、文化の魅力に富んだ砺波市の魅力をふんだんに活かすとともに、地
域の皆さまへ新たなライフスタイルのご提案や、日々の暮らしに寄り添う「かゆいところに手が
届く」機能も充実させることで、地域の新たなコミュニティ空間となるショッピングモールをめ
ざしてまいります。

■「快適」「元気」「やすらぎ」のまちづくりに寄与するショッピングモール
当モールは、ＪＲ城端線「砺波駅」の北西約７００ｍで計画が進む「砺波市中神土地区画整理
事業地」内に出店するもので、３つの高速道路が交差する「小矢部砺波ジャンクション」にもア
クセスが便利な「北陸自動車道」の砺波ＩＣから約２ｋｍと至近なほか、富山県西部を南北に縦
貫する国道１５６号線にも程近い、自動車交通の要所となるほか、北陸新幹線の「新高岡駅」と
つながる「砺波駅」や、市内を循環する砺波市コミュニティバスのご利用も可能な、自動車、公
共交通双方のアクセスに恵まれた立地です。
また事業地内には、ホームセンターや大型家電専門店などの商業機能が集積するほか、周辺に
は砺波市役所や合同庁舎などの行政機能や「砺波総合病院」があるなど、まちの機能がコンパク
トに集まる立地です。
当モールは、計画が進む新たなまちづくりのコンセプトである「快適で元気な やすらぎのま
ち 中神」に賛同し、緑あふれる地域環境の中に暮らす皆さまの日々の生活がもっと「快適」に、
住まう皆さまがもっと「元気」になる、「やすらぎのある」まちづくりに積極的に寄与してまい
ります。

【イオンモールとなみ

概要】

・モ ー ル 名 称 ： イオンモールとなみ
・所

在

・電

地 ： 富山県砺波市中神土地区画整理事業地内３１街区１
話 ： イオンモールとなみ

０７６３－３２－８５００

イオンスタイルとなみ
・ＨＰアドレス ：
・責

任

０７６３－３２－８８００

http://tonami-aeonmall.com/

者 ： イオンモールとなみ

ゼネラルマネージャー 池田 裕明

イオンスタイルとなみ 店長
・出 店 店 舗 数 ： 核店舗

森下 陽介

イオンスタイルとなみ

専門店数 約１００店舗
・敷 地 面 積 ： 約６５,０００㎡
・延 床 面 積 ： 約５０,０００㎡
・総 賃 貸 面 積

： 約３３,０００㎡

・建 物 構 造 ： 鉄骨造 地上２階建て
・駐 車 台 数 ： 約１,７５０台（敷地外駐車場含む）
・駐 輪 台 数 ： 約
・設 計 ・ 施 工
・開

店

２５０台

： 株式会社塩浜工業

日 ： ２０１５年７月１４日（火） ９：００グランドオープン

・営 業 時 間 ： 専門店

９：００～２１：００

レストラン街

１１：００～２２：００

イオンスタイルとなみ

８：００～２３：００（１Ｆ食品）

イオンスタイルとなみ

９：００～２２：００（１Ｆ食品以外）

※一部営業時間が異なる店舗がございます。

※イオンスタイルとなみ（１F 食品）は７/１４～７/２０は
９：００～２３：００となります。
・休

業

日 ： 年中無休

・従 業 員 数 ：

ショッピングモール全体 約１,０００名（イオンスタイルとなみ 約３５０名）

・基 本 商 圏 ： 自動車３０分圏 約９.６万世帯 約２８.４万人
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【イオンモールとなみ フロア構成と特徴について】
核店舗「イオンスタイルとなみ」と
北陸初１７店舗、富山県初１１店舗を含む約１００店舗の専門店

１Ｆ「イオンスタイル」とファッション＆グッズ、グルメゾーン

スポーツオーソリティ

身近にあって安心・便利な
暮らしのサポート・サービスゾーン

「イオンスタイルとなみ」を核に、
レストランやイートインコーナー
なども配するグルメゾーン

気軽に快適にアクティブに。おしゃ
れや暮らしを楽しむファッショ
ン・雑貨のゾーン

レストラン
食物販

エムアイプラザ
グラムビューティーク

（１）「イオンスタイルとなみ」を核にレストランやイートインコーナーなども配するグルメゾーン
 イオンスタイル
国内外の多彩な食材選びから、出来たてをその場でいただける専用コーナーまで、北陸最大
級の“食”の総合フロアを展開。
・イートインコーナーを店内に約７０席ご用意します。
「イオンドリップカフェ」では、一杯ずつドリップスタ
イルでご提供する、イオンが厳選したコーヒーを１００
円（税込）でお召し上がりいただけます。店内で購入し
た焼きたてピザや和洋中のお総菜、デザートとともに、
ご自宅へのお持ち帰りはもちろん、ランチやショッピン
グの合間のコーヒーブレイクとしてもご利用いただけます。
・「マイセレクトデリ」では、
「生ハムのマリネ」や「コールスローサラダ」、中華総菜、カレ
ーバーなど、専門スタッフが栄養バランスを考えて調理した和洋中の量り売り総菜約５０
種類をビュッフェ形式でご提供します。また、「ピッツアソリデラ」では、ご注文いただい
てから手で伸ばした生地を専用の窯で超高温・短時間で焼き上げる地元食材を使用した本格
派ピザや、最短２分でご提供できるパスタなど約１０種類を取りそろえます。
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・スイーツコーナーでは、材料の鮮度はもちろんのこと、アイデアの鮮度にもこだわった
“おいしいお菓子の研究所”
「ミッシュ ローゼ」や、彩とりどりの５種類のうさぎをかたど
った銘菓「福うさぎ」で有名な和菓子店「金澤 福うさぎ」が出店します。

・農産コーナーでは、トマトや枝豆など県内産の地場商品のほか、ミニトマト「雪たまねぎ」
やマッシュルームなど、毎日の食卓に彩りを添える野菜バイキングを展開し
ます。また、黒部すいかなどの旬の果物や贈答用やお見舞い需要に最適な果
物ギフトまで豊富に取りそろえます。
・お肉のコーナーでは、となみブランド認証商品「たかはたポーク」のほか、
ステーキをメインに、
「トップバリュ黒毛和牛」、「トップバリュグリーンア
イ タスマニアビーフ」など、イオンならではのこだわりの赤身肉をご提供します。
・お魚のコーナーでは、氷見、新湊など近郊の漁港から朝水揚げされたばかりの鮮魚をお届け
し対面販売します。
・加工食品のコーナーでは、北陸のご当地カレーを中心に全国のレトルトカレーを取りそろえ
るほか、和風だしや北陸産の昆布、ドライフルーツ・ナッツなど一堂に集め展開します。
・北陸最大級のお酒の専門店「イオンリカー」では、イオンのワイン専門輸入商社「コルドン
ヴェール」による直輸入品ワインをはじめ、立山酒造や若鶴酒造など、県内の地酒とともに
国内外のお酒約２,０００品目をご提供します。専門スタッフが旬の食材とそれに合うお酒
の楽しみ方をご提案するなど、お酒を中心とした新たなライフスタイルをご提案します。
また、併設する輸入食品の店「カフェランテ」では、パスタやオリーブオイル、菓子など
世界各国の直輸入品をご提供します。
 レストラン＆食物販
全９店舗で展開するレストラン街には北陸初出店５店舗を含む９店舗を配置します。
・北陸初出店として、しゃぶしゃぶ、すき焼きを食べ放題でご堪能いただける「しゃぶしゃぶ
美山」、熟成させた牛たんを炭火で一気に焼き上げた本場仙台の味をご提供する「仙台牛た
ん福助」
、九州を中心に展開する昭和３７年創業のとんかつ専門店「とんかつ 浜勝」を導入。
また、揚げたての天ぷらをお楽しみいただける「瀬戸内天ぷら味の一代」やパスタから肉料
理を食べ放題のパンといっしょに楽しめる「ピアサピド」も北陸初出店するなど、バラエテ
ィに富んだラインナップが揃い、これまで地域になかった新たな味はもちろんのこと、ゆっ
たりとした落ち着いた空間の中で選ぶ楽しみをもご提案します。

・
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レストランに隣接する食物販ゾーンには４店舗を配置。ケーキや洋菓子はもちろん、富山銘
菓、御祝い菓子などを展開する地元富山県の「リブラン」が運営する「Ｐａｔｉｓｓｅｒｉ
ｅ ＣＨＯＵ ＣＨＯＵ」、昭和３３年創業、金沢市に本社がある持ち帰り寿司をご提供する
「芝寿し」が展開する「いなりと巻き寿しの店 芝一」など地域の方なら誰もが知る人気店
もラインナップに加えます。

（２）気軽に快適にアクティブに。おしゃれや暮らしを楽しむ「ファッション＆グッズ」と「美と健康」
 大型専門店
・㈱新潟三越伊勢丹が運営する、常に上質で新しいライフスタイルを提案する新しいタイプの
小型店「エムアイプラザ」が富山県初出店。“毎日の日常生活に潤いと豊かさを提供し続け、
頻繁に気軽にご利用いただける小型店”をめざし、デイリー性の高いフードや雑貨、ちょっ
としたギフトアイテムなどをご提案します。

・１Ｆのサブ核店舗として、約２,２００㎡で展開する大型スポーツ専門店「スポーツオーソ
リティ」を導入します。
・ウェアや食品のほか、使い勝手を考えたシンプルで機能的な家具や家電、生活用品まで、暮
らしまわりのすべてが揃う「無印良品」が出店します。
・充実のペットフード＆用品はもちろんのこと、ペットと暮らす快適な毎日を応援する総合ペ
ットストア「イオンペット」もラインナップに加わります。
 ヘルス＆ビューティーケア専門ショップ「グラムビューティーク」
・ブランド化粧品や漢方薬はもちろん、北陸発の化粧品や“くすりの富山”ならではの医薬品
など、最新の商品から昔ながらの商品まで幅広く取りそろえます。自然の力で美しく健康に
なれる美容・食事法をご提案する「ナチュラル＆オーガニックコーナー」では、希少な馬油
のみを使用した「横濱馬油商店」を北陸初導入します。
また、世界中から厳選素材を集めて配合した手づくり石鹸「マルシェボン」や、話題のスー
パーフードやマクロビオテックを手軽に楽しめる健康食品も多数展開します。
・ビューティーケアコーナーでは、可愛らしいコスメグッズやお出かけ雑貨を幅広く展開し、
“ちょっとしたギフト”や“自分へのご褒美”などにお選びいただけます。
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・ヘルスケアのゾーンでは、“くすりの富山”を代表する「広貫堂」の商品など、地域のお客
さまに愛されるアイテムを中心にご提供します。また、歯と口からの健康を考えた機能やデ
ザイン優れた歯ブラシやオーガニック素材の歯磨き粉などこだわりの商品を健康食品と合
わせて展開します。
・「イオン薬局」では、処方せん受付時のお薬手帳の管理に加え、血圧や体重などのデータ
管理ができる電子健康手帳「からだメモリ」を導入し、お客さまの健康を支援します。

 気軽に、快適に楽しめるファッション＆グッズ
・富山県に本社を置き、北陸３県を中心に店舗を展開する㈱マツノが新たに提案するレディス
セレクトショップ「ＭＥＬＬＯＷ」を導入します。
・日々のファッションをさらに彩るファッション雑貨では、
「選ぶも、試すも、わたしの自由」
ブ

ラ

ラ

をコンセプトに、気軽に選び、自由にご試着できる新たなスタイルの下着専門店「Ｂｒａｒａ
バ

イ

ワ

コ

ー

ル

ｂｙ ｗａｃｏａｌ」
、グローバルスタンダードの視点でオリジナリティ溢れるドメスティッ
サ

ッ

ク

ス

バ

ー

クブランドをセレクトした大人のためのバッグショップ「ＳＡＣ’Ｓ ＢＡＲ」が北陸初出店
します。
・生活雑貨では、日常生活にちょっと取り入れるだけでウキウキ気分になれる、オシャレな雑
パ

リ

ス

ジ

ュ

リ

エ

ッ

ト

貨や生活小物が揃う「ＰＡＲＩＳ ＪＵＬＩＥＴ」
、モダンインテリアを中心に、心くすぐら
バ

ズ

バ

ズ

れるお洒落な商雑貨が溢れている地元富山県の人気雑貨店「ｂＡｚｂＡｚ」も導入します。
・イオンが展開する「ルポゼ・フルール」（ルポゼはフランス
語で“癒し”フルールは“花”）は、“人々の暮らしに花を
通して癒される生活を提供したい”という想いから生まれた
イオンの花の専門店です。ご自宅を彩る季節の花々や鉢花を
はじめ、贈り物用として、お客さまのご要望に応じてブーケ
やアレンジメントの製作も承ります。また、ルポゼ・フルー
ルが選んだ雑貨も取り揃え、花のある生活をご提案します。
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２Ｆ：「イオンスタイル」とキッズ、ホビー＆ライフスタイル
「キッズリパブリック」を核に専門
店・共有空間が一体となったキッズ
ワールド

G.G 世代を中心に、３世代で「見つ
ける」「楽しめる」
「共有できる」
充実のライフスタイル提案ゾーン

フードコート

（３）「キッズリパブリック」を核に、専門店・共有空間が一体となったキッズワールド
 「キッズリパブリック」

・６つの体験要素を盛り込んだ、３世代で楽しめるイオンの大型キッズ専門店
キッズリパブリックは、「ほしいものが見つかる 家族で楽しいテーマパーク」をコンセプ
トに「買う・遊ぶ・学ぶ・探す・洒落る・聴く」の６つの体験要素を盛り込んだ北陸最大級
のキッズ専門店です。
人気のキャラクター玩具から遊んで学べる知育玩具やファンシーグッズまで、イオン最大級
の売場面積で展開するおもちゃ専門店「モントイズ」と、マタニティ・ベビー用品など専門
知識を有するアドバイザーがお迎えするベビー用品専門店「プチズー」を中心に無垢材を使
用したデスクやカーテン、雑貨など取りそろえ、お子さまの新しい環境づくりを応援する
キッズルームのコーナーも展開します。ランドセルや節句人形などお客さまから高いご支持
をいただいてきたシーズン商品や通学着はもちろん“高感度”なアパレルや３世代がそろっ
て楽しめるスペースなど、広大な売場の中に多数ご用意します。
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・商品を通じて３世代が楽しめる体験型のコーナーや各種イベントが充実。
遊びながら「こころ」と「からだ」の基礎体力が自然と養われる身近で「安全・安心」な遊
戯施設「わいわいぱーく」（イオンファンタジーが運営する室内遊戯施設）を併設します。
また、実際に触れて楽しみながらお選びいただける「タッチ＆トライ」や折り紙、科学実験、
など学んで遊べる文具コーナー、写真プリントを中心にスクラップブッキングやマスキング
テープなどの手づくりアルバムコーナーも展開します。このほか、定期的に読み聞かせや人
気キャラクターとの撮影会、最新のおもちゃを体験できるイベントなどを多数ご用意します。
 キッズ＆エンターテイメント
・キッズファッションの専門店では、アンティークな雰囲気が漂う空間に、こだわりの一枚か
ア

プ

レ

レ

ら、毎日着たいスタンダードアイテムが並ぶベビー・キッズのショップ「ａｐｒèｓ ｌｅｓ
ク

ー

ル

ｃｏｕｒｓ」、デザイン性を持ちながら、着脱し易い機能性や肌触りの良い素材を選んだデ
エーアーベー

シ

ョ

ッ

プ

イリーウェアをご提案する「ｅａＢ ＳＨＯＰ」、ナチュラルを基調に旬のトレンドを取り入
れ、さりげないユーロテイストの自己主張を演出できるキッズブランド「ブランシェス」、
ご家族でお楽しみいただけるファミリーカジュアルが自慢の「ベビードール」を導入。お子
さまのお気に入り探しをご家族皆さまでお楽しみください。
・カワイイからキレイまで、様々なライフスタイルにあわせてロープライスで商品を展開。キ
シ

ェ

リ

シ

ェ

リ

ッズアクセサリーも豊富に揃う「Ｃｈｅｒｉ－Ｃｈｅｒｉｅ」、カワイイ、ウレシイ、タノ
シイ、アタラシイがいっぱい詰まった宝箱のようなバラエティ雑貨「パセリハウス」など、
お子さまにもうれしい雑貨も揃います。
 フードコート「Ｋｉｔｏ Ｋｉｔｏ ＤＩＮＩＮＧ」
砺波の豊かな自然風景をモダンに表現したフードコートでは、８店舗、約６００席を配置し、
ご家族皆さまで寛げる座席やお子さま向けの体験型コンテンツもご用意します。
・「はなまるうどん」
、
「長崎ちゃんぽん リンガーハット」、ステーキ・ハンバーグの「ペッパ
ーランチ」などの定番のメニューはもちろんのこと、メディアで話題の「世界で２番めにお
いしい焼きたてメロンパンアイス」、北陸初出店となるジェーラート、クレープの「北海道
ク

レ

ー

プ

ミ

ル

キ

ッ

シ

モ

Ｃｒｅｐｅｒｉｅ ＭＩＬＫＩＳＳＩＭＯ」など、お子さまも大喜びのスイーツも充実しま
す。
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（４）Ｇ.Ｇ世代を中心に、３世代が「見つける」「楽しめる」「共有できる」充実のライフスタイル提案ゾーン
 「イオンスタイル」
大人の生活シーンに合わせたアパレルや服飾・生活雑貨を展開。北欧風カフェも併設するこ
とでショッピングの合間にゆったりとくつろげる憩いの空間をご提供。

・「ウェルネス」ゾーンでは、“健康な日常をサポートする”をコンセプトに、日常使いの
アパレルを中心に、肌着や装飾品などを展開します。分かりやすいサイン表示や広い通路
設計にすることで、ゆったりとお選びいただけます。
・「トラベル」ゾーンでは、全世代に対応したトラベル雑貨をご提供するイオンのトラベル
専門店「プラスモーブ」を中心に、
「ジュネママン」
（レディス）や「シンプルライフ」など、
ゆったりと着やすく“ちょっとしたお出かけ”に最適なアパレルも展開します。
・「アウトドア」ゾーンでは、機能性とファッションを兼ね備えたウォーキングシューズや、
ハイキングシューズなどを取りそろえ、手袋やスポーツインナーなど散歩に必要な服飾雑貨
やアパレル商品も展開します。アウトドアスポーツだけではなく、トータルでアウトドアラ
イフスタイルをご提案します。
・「アーバン」ゾーンでは、
「ゆる・楽・きちっと」をテーマに、大人の女性が毎日を素敵に
リラックスして過ごせる「エシーム」や、アメリカ発のリゾートブランド「カリビアン・
ジョー」（メンズ）など、お出かけやおしゃれ着に最適なアパレルをトータルコーディネー
トでご提案します。
・「ソーシャル」のゾーンでは、冠婚葬祭に必要なフォーマルウェアと服飾雑貨、ビジネス
スーツを展開します。合計１００種類を取りそろえるトップバリュのビジネスシャツなどを
展開します。
・服飾からリビング雑貨までナチュラルテイストのアイテムを取り揃えた「ネスト・デ・トレ
ゾア」や、素朴であたたかい風合いの素材を使用し、飽きのこないデザインにこだわった
「ココウォーク」など話題のレディス服飾・生活雑貨コーナーを展開します。
・メンズ服飾コーナー「マルシェ ブラン」では、イタリア直輸入の靴や鞄を集めたインポー
トコーナーに加え“大人の書斎”をテーマにした文具コーナーを展開します。「ペリカン」
や「ロディア」などヨーロッパ生まれのブランドを中心に“デスク”
“ルーム”
“ムーブ”
“ホ
ビー”の４つのスタイルでご提案します。
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・北欧雑貨を取り揃える「カッフェ」では、イオン初導入
の「カッフェ フィーカタイム」を併設し、シロップソー
ダなどのドリンクやフードなどをご提供します。デンマ
ーク製の椅子やテーブルなど北欧デザインに囲まれた約
５０席でくつろぎの時間をお過ごしいただけます。
“アーバン”
、
“ヴィンテージ”
、
“カジュアルモダン”、
“北欧”の４つのスタイルを基本に、
インテリアや生活雑貨など新しい生活空間をご提案。

・“快適な眠り”をご提供するため、まくらのイージーオーダーができるコーナーや、人気の
健康マットレス「マニフレックス」、スプリングマットレスなど実際に寝心地をお試しいた
だきながら、お客さまに合った商品をお選びいただけます。
ラ

イ

ス

・ お部屋を彩るインテリアとして、北欧デンマークのカラフルなインテリア雑貨「ｒｉｃｅ」
や、観葉植物とガラスベースや鉢カバーなど手軽にインドアグリーンを楽しめるボタニカル
雑貨のコーナーを展開します。
 「くらしのコンシェルジュ」では、ハウスクリーニング、宅配クリーニング、鍵や水回りのト
ラブル対応から、引越しのお取次ぎまで、住まいや日々の生活に関するあらゆるご相談にお応
えします。
 レディスファッション
・女の子の可愛らしさと、大人の美しさが交差する、特別な時間を楽しむ特別なドレスをメイ
ンにご提案する「ローブデティセ」、リーズナブルにエレガントなオシャレが楽しめる通信
販売でおなじみの「ベルーナ」がそれぞれ北陸初出店します。
・美脚ストレッチパンツ専門店「ビースリー」やゆったりとしたくつろぎ感と、大人の品格を
コンセプトにしたセレクトショップ「ＡＶＥＮＵＥ」なども配置。ファッションにも敏感な
おしゃれな女性に満足いただけるラインナップが揃います。
 雑貨＆ライフスタイル
・「店内すべてワンプライス」で、３０００本超のラインアップからお選び頂けるメガネ店「Ｃ
Ｈ ｏｎｅ ｐｒｉｃｅ」、
「ＪＯＹ」をコンセプトに身につける喜び、プレゼントする喜びを
プロデュースする時計専門店「タイムステーションＮＥＯ」が北陸初出店します。
・世界に一つだけ、
“あなた専用”のオーダーメイドまくら専門店「じぶんまくら」も富山県
初出店します。
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 ホビー＆カルチャー
・イオンが展開する布地・手芸・クラフトの店「パンドラハウス」では、クラフトやソーイン
グの素材・道具の販売に加え、手づくり体験の場をご提供します。専門スタッフ「イオンハ
ンドクラフトアドバイザー」が気軽にご参加いただける「手づくり講習会」を開催し、実用
から趣味までさまざまな“手づくり”や生活を楽しむためのアイデアをご提案します。
・約７５０㎡で展開する大型書籍の「未来屋書店」や、「ヨガ」「アイシングクッキー」「水彩
画」などの大人が楽しめる講座や、お子さま向け講座など約６０講座を設ける「富山新聞カ
ルチャーセンターとなみ・ラモーダ」も配置し、地域の皆さまと趣味や余暇のニーズにも対
応します。
・お子さまやご家族連れはもちろんのこと、カップルや大人も楽しいエンターテイメントが充
実する「ユーズランド」を約６８０㎡で導入します。

（５）「イオンスタイルとなみ」がご提供するサービスと新たなお買物体験
 お客さまのお買物をサポートする「コンシェルジュ」など専門スタッフがお迎え
・くらしの売場では、お客さまの個別のご要望にお応えし、お買物のご相談を専任で行う「コ
ンシェルジュ」と施設の安全管理からインフォメーション業務まで対応する「アテンダー」
がお迎えします。また、各コーナーでは、豊富な商品知識と接客技術をもつ、イオンの専門
スタッフがファッションや美容、ベビー用品のご相談や、お肉、お魚、お総菜などのメニュ
ー提案など、お客さまの立場で最適な商品をご提案します。
 「コト・モノ・ネット」
“イオンのオムニチャネル”の取り組みで新しいお買物体験
・専用のタブレット端末を使い、店舗にない商品をお取り寄せし、店舗での受け取りやご自宅
にお届けすることができる「タッチゲット」サービスを、「くらしのコンシェルジュ」での
インテリア、寝具・収納用品とキッズ専門店「キッズリパブリック」でのベビー用品や室内
遊具、合計約８,５００品目で展開します。
・「キッズリパブリック」では、人気の「コンビ」、
「アップリカ」など、店頭にはないカラー
のベビーカーやチャイルドシートに加え、すべり台やトランポリンなどの室内遊具など、
合計約３５０品目からお選びいただけます。
・店内には、デジタルサイネージ７台を設置し、商品・イベントから地域の観光やサービス
まで、さまざまな情報を発信します。また、「キッズリパブリック」では、ご家族みんなで
ミ

テ

ネ

楽しめる“エンターテイメント型”のデジタルサイネージ「ＭＩＴＥＮＥ」を設置するなど
新たなお買物体験をご提案します。
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【安全・安心への取り組み】
イオンモールは、東日本大震災の教訓から、お客さまの安全・安心をより強固にするため、「災
害に強い施設づくり」をめざすとともに、また万一被災した際に、地域の早期復興するための拠
点となるように施設の整備に取り組んでいます。
■取り組みの具体例
１．耐震性能の更なる強化
 耐震性能の更なる強化として、大規模地震時に、天井からの落下物が広範囲に発生し甚大な被
害とならないよう建築基準法に基づき耐震性能を強化しています。また、防煙垂れ壁は、耐震
仕様や軽量不燃シートタイプとするなど安全性の向上に努めています。
２．被災時の復興拠点としての機能確保
 震災時の緊急対応を想定し、「お客さまの安全・安心」のための防災電源や給水電源はもちろ
んのこと、防災センターやイオンモール事務所などの主要諸室、またイオンの食品売り場に非
常用発電機による電源供給を最優先で確保しいち早く地域の災害支援施設となるよう計画し
ています。
 受水槽は、耐震性ならびに耐久性を考慮した強度を有しており、有事の際など断水・停電状態
であっても受水槽内の飲料水を利用できるよう緊急用給水取水口を設置しています。

※イメージ
 デジタルサイネージを使った情報発信
震災時などの有事の際には、センターコートに設置したデジタルサイネージでに緊急放送を受
信、放映することにより、お客さまへ速やかに情報を発信します。
 ゲリラ豪雨対策
ゲリラ豪雨が発生した際、建物への雨水の浸入を防ぐため、周辺地域の過去最大降雨量を参考
に、１時間あたり６０㎜の降雨に耐えられる雨水排水計画としました。
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【 環境保全・地域、社会貢献活動への取り組み】
当モールでは、“人と環境に配慮したモール”の実現に取り組んでいます。サインや照明へのＬ
ＥＤ採用や、効率的かつ環境へ配慮した冷暖房熱源の活用などにより、建物設備負荷の低減や効
率化を行い、ＣＯ２の削減などに努めます。さらに、グループ各社の加盟する「（一財）イオン
ワンパーセントクラブ」を通じ、「環境保全」「国際的な文化・人材交流・人材育成」「地域の
文化・社会の振興」を柱にさまざまな活動に取り組みます。
■取り組みの具体例
１．環境及び省エネルギー関連の取り組み
省エネルギー機器やＬＥＤ器具の採用を積極的に行ない、従来の建物と比較して大幅なエネルギ
ー消費の抑制・ＣＯ２排出抑制に努めます。
 ＬＥＤ器具の積極採用
館内共用部の照明、外部サイン及び核店舗であるイオンスタイルとなみでは、ＬＥＤを１０
０％採用しています。また、各専門店も大部分がＬＥＤ器具を採用しており、全館統一して消
費電力の削減、ＣＯ２排出抑制に努めます。ＬＥＤ器具の導入により従来と比べ、約４０％の
照明消費電力の削減効果が期待できます。
 自然光の有効利用
お客さま用トイレには、自然光を積極的に取り入れることで、照明の消費電力削減に努めます。
 融雪装置の井水利用
融雪対策として、屋外スロープや車道に井水を利用した融雪設備を導入することにより、環境
負荷低減に努めます。
 節水型衛生器具の採用
節水型便器を採用することで、トイレ内洗浄水量を抑制しています。また、利用者の意思に反
して、必要以上に洗浄水を流すことを防止するため、洋式便器は従来の自動洗浄装置から、衛
生的かつ洗浄作動に大きな力を必要としない手動洗浄装置を導入します。
 電気自動車充電器の設置
電気自動車充電エリア（急速、普通各２台）を平面駐車場＊側のスロープ下に設置します。
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※イメージ

２．地域との調和・環境デザイン
 外装デザイン
砺波市の風土や地域独特の伝統的な祭りなどを彷彿とさせる意匠やテイストを現代的に表現す
ることにより、地域の歴史や文化を継承した地域の新たなランドマークとなることをめざします。
・大きな切妻屋根が特徴の「アズマダチ」と呼ばれる家々に見られる、温かみのある漆喰や土壁、
腰板をイメージしたアースカラーなどを採用することにより、地域に馴染む落ち着きのある外
観デザインをめざします。
・日本最大といわれる砺波平野の「散居村」の田園に見られるランダムなグリッドをイメージし
た壁面デザインや、毎年６月に豊年満作、五穀豊穣などを祝って行なわれる「となみ夜高まつ
り」の行灯（山車）のイメージを各エントランスのデザインに取り入れます。

エントランスデザイン

壁面デザイン

 フードコート「Ｋｉｔｏ Ｋｉｔｏ ＤＩＮＩＮＧ」
・富山湾の新鮮な魚を表現するときなどに使われる、
“新鮮”
“いきがいい”などの意味を持つ富
山弁「きときと」に由来した「Ｋｉｔｏ Ｋｉｔｏ ＤＩＮＩＮＧ」の名称を採用します。
・砺波の豊かな自然風景をモダンに表現した解放的で居心地よい空間演出を実現。平野を囲む雄
大な山々や雲のゆるやかな稜線をイメージした曲線と、田園風景に広がるグリッド線を表現し
た直線をバランスよく天井デザインに取り入れるほか、チューリップの里として知られる砺波
にちなみ、赤・黄・ピンクなどのカラーリングを随所に取り入れています。
・キッズワールドに隣接する入口付近には、大型のプロジェクションマッピング機能を採用した
お子さまが楽しく遊べる参加型コンテンツを導入。隣接する「キッズリパブリック」やキッズ
専門店とともに、ご家族皆さまで楽しめるゾーンをご提供します。
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 ３つのコミュニティ空間
上下階やモール空間が交差する３つの吹き抜け空間のガラス面には、砺波ならではの「スカイ
フェスとなみバルーン大会」の“バルーン”、
“チューリップ”、
“砺波野”をそれぞれあしらっ
たデザインを採用。外観のみならず、館内にも地域の文化や風土を彷彿とさせるデザインを取
り入れることで、地域の皆さまの新たなコミュニティ空間としての役割も担います。

バルーン

チューリップ

砺波野

 「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭
イオンでは、地域のお客さまとともに取り組む環境保全・社会貢献活動の一環として、施設の
敷地内に、その地域に自生する「ふるさとの木」の苗木を植えて大切に育てていく「イオンふ
るさとの森づくり」植樹祭を開催しています。当モールでは、２０１５年６月２１日（日）に、
地域にお住まいの約１,０００名の方々と「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭を開催し、
約７,０００本の植樹を行なう予定です。
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【進化するユニバーサルデザイン】
イオンのショッピングモールの基本は、年齢・性別に関係なく皆さまに便利さを感じて頂くこと
です。すべてのお客さまが満足でき、楽しく過ごすことを可能とする快適さの演出を追求してい
ます。また、私たちはショッピングモールが単にモノやサービスを提供するだけの場ではないと
考えています。コミュニティ拠点として、地域に望まれ、そこに暮らす人々の生活をより豊かに
することに貢献し、ご高齢の方、お体の不自由な方、赤ちゃん連れの方など訪れるすべての人々
が快適にショッピングを楽しめる、「人と環境に配慮したショッピングモール」であることが重
要であると考え、２００５年に大型商業施設としては初めて本格的にユニバーサルデザインを導
入して以来、積極的に研究を重ねています。
■取り組みの具体例
１．お客さまを目的地までスムーズに誘導します
 誘導サイン
色・サイズ・表現方法などについて、年齢・性別・国籍・障がいの有無に関わらず全てのお客
さまが利用しやすいよう、各法令遵守はもちろん、独自で改良を重ねて、より見やすく、より
分かりやすくしています。

※イメージ

※イメージ

 インフォメーション
・インフォメーションカウンターは、車イスやベビーカーをお持ちのお客さまでもスムーズにご
利用いただけるよう、多機能カウンターとします。
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２．誰もが安心してご利用頂くことができる、居心地の良い空間を提供します
 優先トイレ、キッズトイレ
オストメイト対応便器も設置する「優先トイレ」は、各階３箇所、合計６箇所設置します。
また、お子さまに合わせたサイズの便器、手洗いなどを設置した「キッズトイレ」も各階１箇
所、合計２箇所設置します。

 ベビールーム
授乳室を設け、ミルクをつくるためのお湯なども準備したベビールーム（赤ちゃん休憩室）を
各階１箇所、合計２箇所設置します。
 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）
２台のＡＥＤを設置し、専門店従業員などに対しては、ＡＥＤの使用方法について講習会を実
施し、従業員の誰もが緊急時にサポートできるよう取り組みます。
 ハートビルインターフォン
介助が必要なお客さまのために、１Ｆ風除室１箇所にインターフォンを設置します。また、イ
ンフォメーションに貸し出し用車椅子を準備しています。
 ベンチ
館内各所にはソファーやベンチを設置し、お買い物の途中に休憩場所としてご利用いただけま
す。
 お体の不自由な方専用の駐車場
お体の不自由な方専用の駐車場を１７台設置します。
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【イオンモールとなみ

専門店一覧】

１Ｆ
番号

店名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

無印良品
Ｐｌｕｓ Ｈｅａｒｔ
Ｄｅａｒ ＮＥＸＵＳ
Ｇｒｅｅｎ Ｐａｒｋｓ ｔｏｐｉｃ
リラクゼーションスペース Ｒａｆｆｉｎｅ
ＡＳＢｅｅ
エムアイプラザ
ｌａ ｎａｔｕｒｅ
ＱＢハウス
ｏｄｄｓ*ｏｎ*ｃｏｍｐｌｅｘ
ＭＥＬＬＯＷ
ＡＢｓｔｏｒｅ
Ｂｒａｒａ ｂｙ ｗａｃｏａｌ

Ｆｅｍｉｎｉｎｅ Ｃａｆé
マザーガーデン＆ペットパラダイス
ハニーズ
チチカカ
リラクゼーションスペース ベル・エポック
アイシティ
スポーツオーソリティ
イオンペット
ＰＡＲＩＳ ＪＵＬＩＥＴ
ａｎｙＦＡＭ/ＬＩＬＹ
ＳＡＣ’Ｓ ＢＡＲ
サンマルクカフェ
ｔｏｍｅ
ミルフローラ
ｎａｔｕｒａｌ ｇａｒａｇｅ
ＳＭ２ ｋｅｉｔｔｉｏ
ｂＡｚｂＡｚ
シューラルー
口福堂
果汁工房果琳
Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ ＣＨＯＵ ＣＨＯＵ
いなりと巻き寿しの店 芝一
ロッテリア（今秋オープン）
しゃぶしゃぶ美山
仙台牛たん福助
四六時中
ミスタードーナツ
とんかつ 浜勝
ピアサピド
瀬戸内天ぷら味の一代
サイゼリヤ
ヤングドライ
セイハ英語学院
そろばん教室８８くん
開進堂楽器 ＭＰＣ砺波
ザ・ダイソー
北陸銀行
富山第一銀行
北國銀行
イオン銀行
郵便局
マジックミシン
リアット！
ＳＥＬＦ+ＳＥＲＶＩＣＥ
Ｇｕｌｌｉｖｅｒ ＰＬＡＺＡ ｓｈｏｗｒｏｏｍ
ａｒｃｈｉｅ

業種
衣料雑貨・生活雑貨・食品
生活雑貨
美容室
レディス
リラクゼーション
靴
百貨店
花
ヘアカット
レディス
レディス
携帯アクセサリー
ランジェリー
レディスシューズﾞ
グッズ
レディス
雑貨
リラクゼーション
コンタクトレンズ
スポーツ
ペット
雑貨
レディス
ﾊﾞｯｸﾞ
カフェ
アクセサリー
ジュエリー
レディス
レディス
インテリア雑貨
レディス
和菓子
フレッシュジュース
洋菓子・和菓子
寿司
ハンバーガー
しゃぶしゃぶ
牛たん
和食
ドーナツ
とんかつ
ベーカリーレストラン
天ぷら
イタリアン
クリ－ニング
英語教室
そろばん教室
音楽教室
バラエティショップ
ＡＴＭ
ＡＴＭ
ＡＴＭ
ＡＴＭ
郵便局
リフォーム
リペア
レディス
自動車ショールーム
靴
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北陸初

富山県初

地元企業

●
●

●
●

●
●
●

●

●

●
●

●

●
●
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

２Ｆ
番号
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

店名
じぶんまくら
ＡＶＥＮＵＥ
ローブデティセ
ＨＡＮＡＧＯＲＯＭＯ
はるやま
ユーズランド
グットテール
ベルーナ
ＣＨ ｏｎｅ ｐｒｉｃｅ
タイムステーションＮＥＯ
スタジオアリスＬｉＰｉ
Ｃｈｅｒｉ－Ｃｈｅｒｉｅ
ベビードール
モーリーファンタジー
パセリハウス
ａｐｒèｓ ｌｅｓ ｃｏｕｒｓ
ｅａＢ ＳＨＯＰ
ブランシェス
ソフトバンク
メガネスーパー
ビースリー
未来屋書店
ＴＡＴＥＹＡＭＡ Ｗａ’Ｕ
Ｙ！ｍｏｂｉｌｅ
日本ツアーシステム
まつげエクステと眉の専門美容室 Eylash Salon Blanc

わらびしい倶楽部
富山新聞カルチャーセンターとなみ・ラモーダ
保険見直し本舗
築地銀だこ
はなまるうどん
サーティワンアイスクリーム
長崎ちゃんぽんリンガーハット
ペッパーランチ
幸楽苑
世界で２番めにおいしい焼きたてメロンパンアイス

北海道 Creperie MILKISSIMO
Ｇｕｌｌｉｖｅｒ ＰＬＡＺＡ
フットワン
ＡＳＢｅｅ Ｏｕｔｌｅｔ

業種
まくら
レディス
レディス
呉服
メンズ・レディス
アミューズメント
服飾雑貨
レディス
メガネ
時計
写真スタジオ
キッズアクセサリー
キッズ
アミューズメント
バラエティ雑貨
キッズ
キッズ
キッズ
携帯電話
メガネ・補聴器
レディスパンツ
書籍
アパレル、雑貨、食物販
携帯電話
旅行代理店
まつげエクステ
パソコン教室
カルチャー教室
保険
たこ焼き
うどん
アイスクリーム
ちゃんぽん
ステーキ
ラーメン
メロンパンアイス
クレープ
自動車販売・買取・車検
靴
シューズ・バッグ・服飾雑貨

北陸初

富山県初

●
●
●

●
●
●

●

●

●
●
●

●
●

北陸初出店：１７店舗／富山県初出店：１１店舗／地元企業：１５店舗
※「北陸地方」は富山県・石川県・福井県を指します。
※「地元企業」は、本社所在地が富山県内の企業を指します。
※本資料及び専門店一覧については、７月１４日現在の為、変更になる場合がございます。
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地元企業

●

【イオンモールとなみ
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アクセス】

