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 JR 西日本グループ 富山ターミナルビル株式会社（富山市桜町一丁目 1 番 61 号 代表取締役社長 

水田整）は、２０２０年４月２７日の開業に向け、あいの風とやま鉄道富山駅高架下の開発を進めてお

りますが、この度、出店店舗の詳細・営業内容、サービス・施設の詳細について決定いたしましたので

お知らせいたします。 

 「とやマルシェのれん横丁」、「とやマルシェ EATS de Meets」、「セブン-イレブン ハートイン」の３

エリアで構成される施設は、既存の「きときと市場とやマルシェ」と一連の商業施設として運営します。

お食事、お土産から車中利用のお買い物まで、統一的なサービスによって、安心、便利にご利用頂ける、

駅高架下の東西にわたる一大エリアの誕生となります。 

 また一体的な導線の整備、特に、南北方向の通り抜けに配慮することにより、各方面からの駅利用の

利便性を高めるとともに、駅全体の回遊性・賑わいの向上を図っています。 

 さらに、随所に富山らしいデザイン、コンテンツを配し、また休憩スペース、情報発信スペースを設

けるなど、地元の来街者から遠方からの来訪者まで、幅広いお客様に、くつろぎ、楽しんで頂ける空間

を提供します。 

記 

１．出店店舗の詳細 

● とやマルシェのれん横丁（店舗面積合計約 900 ㎡） 

店 舗 名 業 種 事業者所在地 営 業 時 間 備 考 

氷見 牛屋 焼肉 氷見市 11:00～23:00 ６６席 

かに海鮮問屋 魚どん亭 
海鮮食堂・鮮魚

販売 
富山市 11:00～21:30 ２９席 

氷見きときと寿し 回転寿し 黒部市 11:00～21:30 ６７席 

麺屋つくし ラーメン 富山市 11:00～21:30 ３５席 

おひつごはん 四六時中 和食 千葉県 11:00～21:30 ５６席 

テジカエン 韓国料理 富山市 11:00～23:00 ４９席 

伝串 新時代 居酒屋 氷見市 11:00～23:00 ７４席 

  

● とやマルシェ EATS de Meets（店舗面積合計約 570 ㎡） 

はなまるうどん うどん 東京都 10:00～22:00 ３７席 

マクドナルド バーガーカフェ 東京都 6:30～22:30 ７８席 

サンマルクカフェ ベーカリーカフェ  岡山県 7:00～21:30 ６６席 

８番らーめん ラーメン 石川県 10:00～21:30 ４３席 

  

● セブン-イレブン ハートイン（店舗面積約 190 ㎡） 

セブン-イレブン ハートイン 
コンビニエンス

ストア 
富山市 6:30～22:30 

富山の土産販売

あり 

 

＊各店の詳細については別紙①、および別紙②をご覧ください。 

＊営業時間は変更となる場合があります。 

 

あいの風とやま鉄道富山駅高架下商業施設における 

出店店舗の詳細、営業内容等についてのお知らせ 



２．サービス・館内施設の詳細 

● エムプラスカード 

マリエとやま・とやマルシェでご利用いただけるオトクな 

ポイントカード「エムプラスカード」がご利用いただけます。 

（一部店舗は除く） 

  ・お買上げ金額税込 110円につき 1ポイント差し上げます。 

  ・１ポイント＝１円から使えます。 

・入会金、年会費は無料です。[入会資格：13歳（中学生）以上] 

  ・その場ですぐにカード発行いたします。[入会場所：各ショップ、マリエとやま５階サービスカウンター] 

● 決済方法 

「とやマルシェのれん横丁」、「とやマルシェ EATS de Meets」、「セブン-イレブン ハートイン」

では、マリエとやま・きときと市場とやマルシェで利用可能な各種クレジットカード、電子マネ

ー、バーコード決済がご利用いただけます。（店舗により一部使用できない決済方法があります） 

● 駐車サービス 

マリエとやま・とやマルシェの各施設にて税込 2,000 円以上お買上げ（合算可）いただくと、 

以下の駐車サービスをいたします。 

 直営駐車場 … ２時間無料  

◆マリエとやま駐車場【駐車台数：３４４台】 

◆とやマルシェ駐車場（仮称）【駐車台数：約３０台】 

※とやマルシェのれん横丁北側に新設（詳細は未定） 

 提携駐車場 … ①１時間３０分無料 ②～⑤１時間無料  

➀地鉄ビル駐車場   ➁ゴールデンボウル駐車場 

➂富山市桜町駐車場   ➃富山駅前第二駐車場 

➄富山市営富山駅北駐車場 

● 館内施設 

  ・休憩スペース  …とやマルシェのれん横丁館内に、旅行や買物、電車の待ち時間等の合間

にちょっと一息ついていただけるレトロな休憩スペースを設けます。 

            （ご利用可能時間 ８：３０～２３：００） 

  ・情報発信スペース…とやマルシェのれん横丁館内に、デジタルサイネージ及び情報発信スペ

ースを設けます。 

  ・喫煙ルーム   …店舗内は全面禁煙のため、とやマルシェのれん横丁横の東西自由通路に

面した場所に喫煙ルームを設けます。 

● 施設デザインイメージ（別紙③） 
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※ 6:30~22:30 の時間帯
　 南北に通り抜けできます

5:30~23:30

コンビニエンスストア
「セブンｰイレブン ハートイン」

6:30 ～ 22:30

【西エリア】 【中央エリア】 【東エリア】

セブン-イレブン
ハートイン

※   季節により、通り抜け可能な時間が変わります

施設間の往来をスムーズにするため
自動ドアを設置します

※ 8:30~23:00 の時間帯
　 南北に通り抜けできます

5:30~23:30 8:30 ～ 23:00

別紙①













別紙③ 施設デザインイメージ

●各入口のデザインイメージ

① EATS de Meets北側出入口（愛称「カナルゲート」） ③のれん横丁北側出入口（愛称「岩瀬門」）

② EATS de Meets南側出入口（愛称「ユニオンゲート」） ④のれん横丁南側出入口（のれん横丁正門 愛称「薬商門」）

駅から富岩運河環
水公園への導線上
のゲートとして、
公園や運河の景色
を想起させる赤レ
ンガ風に設え、駅
北口に新たな色ど
りを添えます。

南北接続する路面電車の北
の終着駅であり、新たな街
づくりで注目の岩瀬の港を
テーマに、上部に北前船を
モチーフにした大きな壁画
を配した、華やかなデザイ
ンの門とします。

ポートランドのデザイ
ンをモチーフとした、
シックでモダンなデザ
インのゲートです。愛
称はポートランド市の
中心駅「ユニオン駅」
に因んでいます。

薬種商など歴史ある
富山の商家をイメー
ジし、両サイドにの
れん風の意匠を配し
た堂々とした構えの
門とします。

とやマルシェのれん横丁では、その名のとおり「のれん」
を館内各所に配し、和風の設えをベースにしつつ、レトロ
でモダンな賑やかな空間を演出します。また、富山の歴史
や風景を想起させる意匠やコンテンツを配し、富山の魅力
発信にも寄与する施設づくりに努めています。

とやマルシェEATS de Meetsでは、富山県と友好提携に
ある米国オレゴン州の中心都市ポートランド市をイメ
ージし、その市中の建物、 、カフェ、看板類などから想
起されるデザインをベースに、カジュアルでモダンな
空間を演出します。

※細部は変更になる場合があります


