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西 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 

ＪＲ西日本不動産開発株式会社 

富 山 タ ー ミ ナ ル ビ ル 株 式 会 社 

株 式 会 社 ジ ェ イ ア ー ル 西 日 本 ホ テ ル 開 発 

市民と来街者と旅人が集い交わる、活力あふれる駅前空間へ  

 「ホテルヴィスキオ富山 by GRANVIA」・「ＭＡＲＯＯＴ」 

ＪＲ富山駅前に、２０２２年３月１８日（金）グランドオープン 

 

 ＪＲ西日本グループ（西日本旅客鉄道株式会社、ＪＲ西日本不動産開発株式会社、富山ターミナルビル株式会

社、株式会社ジェイアール西日本ホテル開発）は、富山駅周辺地区土地区画整理事業地において、2022 年春の開業

予定としていた宿泊施設「ホテルヴィスキオ富山 by GRANVIA」、商業施設「ＭＡＲＯＯＴ」からなる複合ビルについて、こ

の度、開業日等が決定しましたのでお知らせいたします。 

 

■開業日 

２０２２年３月１８日（金） 

■「ホテルヴィスキオ富山 by GRANVIA」宿泊予約受付開始 

２０２１年１２月１日（水）正午より開始 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

■宿泊施設「ホテルヴィスキオ富山 by GRANVIA」 

国内外のレジャー層やビジネスユーザーへ向け、心地よく、スマートな滞在を提供 

JR 西日本ホテルズの宿泊主体型ブランド「ヴィスキオ」を北陸エリアでは初めてＪＲ富山駅前に開業します。今回

開業する「ホテルヴィスキオ富山 by GRANVIA（グランヴィア）」は、大阪、尼崎、京都に続く 4 号店となります。 

今回新たな取り組みとして、北陸エリア初出店となる富山にちなんだ“コンセプトフロア「富山」”を最上階（12 階）

に配し、全 182 室の客室と大浴場を備え、国内外のレジャー層やビジネスユーザーにご利用いただけます。 

 

左：5 階大浴場 右：5 階エントランス（※CG パース） 

 

  

【ヴィスキオのコンセプト】 

JR 西日本ホテルズの旗艦ブランド「ホテルグランヴィア」の品質はそのままに、宿泊主体型ホテルとして、先進的な設

備と革新的なサービスを提供します。この上なく心地よく、スマートな滞在を楽しむ「宿り木」となるべく、自由自在の寛

ぎを提供し、お客様とこの街をつなぎます。 

  

【施設概要】 

    

階数 施設 

4 階 ホテルレストラン 1 店舗（4 階商業エリア） 席数：66 席（予定） 

5 階 

宿泊者専用ラウンジ 席数 15 席 無料ドリンク・Wi-Fi 完備 

大浴場 ※男女（男性のみドライサウナ完備） 

コインランドリー 全自動洗濯機 3 台（有料） 

ベンディングコーナー3 台 ／ 喫煙ブース（全室禁煙） 

6～11 階 スタンダードフロア（ダブル 66 室、ツイン 96 室） 
182 室 

12 階 コンセプトフロア（ツイン 20 室） 

    

 

 



木の柔らかさとシックなデザインで統一した多彩な客室 

心地よく、スマートな滞在を提供する客室は、2 名以上で利用するダブル・ツインタイプを主として、17.7 ㎡～39.5 ㎡

の広さに設定しました。加えて一部の部屋タイプには、ゆったりと寛げるベンチシートや、要望の高い独立型の浴室と個室

トイレも設置し、様々なライフスタイルやニーズに合わせた多彩なルームバリエーションを展開。全 9 タイプの客室は、全室

窓を完備し、東側の客室からは立山連峰が、西側の客室からは神通川が望めます。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左：スーペリアツイン（ベッドルーム）右上：スーペリアツイン（バスルーム）右下：スタンダードダブル（ベッドルーム）※CG パース 

 

 

最上階（12 階）：コンセプトフロア「富山」 

最上階（12 階）のコンセプトフロア富山は、6～11 階までの客室より天井高を 30cm 高く設定した 280cm の開放

感あふれる空間となります。また、フロア名称となる富山の観光名所である立山連峰をデザインした絨毯やフロアオリジナ

ルの壁面デザインに加え、眠りのおもてなしとして、フロアオリジナルのシモンズ社製 7.5 インチのマットレスを設置。その他、

富山にちなんだ三助焼きのコーヒーカップ、地産のアルパカコーヒー、銘菓「甘金丹」、立山連峰をデザインした富山ガラス

のグラス、和紙の客室備品など、地域とお客様をつなぐホテルヴィスキオ富山ならではのおもてなしを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左：プレミアムツイン（※CG パース） 右上：富山ガラス 右下：三助焼き、アルパカコーヒー、甘金丹 

 
 

※詳細は、別紙をご参照ください。 



 

■商業施設「MAROOT」 

施設名称及びロゴの由来は 2021 年 3 月、施設概要は 2021 年 10 月に発表しております。 

【施設名称及びロゴの由来】 

https://www.westjr.co.jp/press/article/2021/03/page_17580.html 

【施設概要】 

https://www.marier-toyama.co.jp/wp-content/themes/twentyfifteen/images/company/press211026.pdf 
 

○県内企業店舗及び県内初出店店舗 

 2022 年 3 月 18 日の MAROOT 開業では、富山県内企業として、スーパーマーケットエリアに出店する「鮮魚 魚廣・富

山湾食堂(生鮮)」や「グランマルシェタケダ(精肉・惣菜)」、新規出店店舗として県内初出店となる「ゴンチャ(カフェ)」や「炭

焼牛たん東山(飲食)」がオープンいたします。 

スーパーマーケットエリアは、「ちょっとした上質」が感じられる落ち着いた雰囲気の内装仕上げとなっています。各店舗の専

門性や個性をしっかり演出しながらも、売場内の床や壁・柱、ベース照明等の意匠を一部共通化することで、一大生鮮ス

ーパーの統一感とボリューム感を印象付けます。運用面ではエリア内の各専門店との回遊の利便性や効率化を図るため、

集合レジを導入し、お客様にストレスフリーでお買い物いただける環境を整えます。 

また、MAROOT 開業に合わせて、新たに施設に付随した駐車場もオープンいたします。約 400 台規模の駐車台数を構

え、自走式の立体駐車場となります。2F～4F の各フロア 2 ヵ所に館内への入口を設置しており、スムーズな館内アクセスを

確保しております。 

 

スーパーマーケットエリアのイメージ 

MAROOT に出店するショップ情報については、12 月 8 日開設(予定)の告知サイトにて発信いたします。開業に関する

情報、イベント情報の他、MAROOT だからこそ提供できる価値を盛り込んだ、独自性や強みにフォーカスしたオリジナル情

報を随時発信してまいります。 

URL：https://teaser.toyama-stationcity.jp 

 

○マリエとやまからの移転店舗 

今回の開業に伴い、マリエとやまから約 20 店舗の既存テナントの移転を予定しております。代表的な店舗としては、1 階

に出店している「＠cosme STORE」、5 階に出店している「無印良品」が増床移転いたします。 

なお、マリエとやまについては設備老朽化による更新工事も重なり、2022 年 2 月中旬をもって一部休館いたします。2

月中旬以降も館の出入口の開放や昇降機の稼働、駐車場からの動線確保、館内入口やホームページ等でご案内をしな

がら、約 20 店舗が営業を継続いたします。マリエとやまは、2022 年夏以降順次フロア毎に営業を再開いたします。 

※店舗数は現時点での予定数となります。 

※新規出店店舗、移転店舗含め、詳細は別紙プレスリリースをご参照ください。 

 

https://www.westjr.co.jp/press/article/2021/03/page_17580.html
https://www.marier-toyama.co.jp/wp-content/themes/twentyfifteen/images/company/press211026.pdf
https://teaser.toyama-stationcity.jp/


■ビル概要（ＪＲ富山駅ビル） 

 

所在地 富山県富山市明輪町１番２３１号（住居表示） 

敷地面積 
約７，９３０㎡ 

（富山市用地約４，２０８㎡、西日本旅客鉄道株式会社用地約３，７２２㎡） 

主要用途 商業施設、宿泊施設、立体駐車場 

延べ面積 約３８，１００㎡ 

階数 鉄骨造 地上１２階 

建物設置者 ＪＲ西日本不動産開発株式会社 

施設運営者 
＜商業施設・駐車場運営＞富山ターミナルビル株式会社 

＜宿泊施設運営＞株式会社ジェイアール西日本ホテル開発 

 

■ 全体位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 2021 年 11 月 29 日 

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発 
 

「グランヴィア」「ヴィスキオ」「奈良ホテル」「梅小路ポテル」 

全 10ホテルを展開するＪＲ西日本ホテルズが北陸エリアに初出店 
 

「ホテルヴィスキオ富山 by GRANVIA」 
2022年３月 18日（金）オープン 
～2021年 12月１日（水）より宿泊予約の受付開始～ 

 
株式会社ジェイアール西日本ホテル開発（京都市下京区 代表取締役社長 伊勢正文）は、「グランヴィア」「ヴィ

スキオ」「奈良ホテル」「梅小路 POTEL」など全 10 のグループホテルを展開する「ＪＲ西日本ホテルズ」として初の北陸

エリア出店となる「ホテルヴィスキオ富山 by GRANVIA（グランヴィア）」を 2022年 3月 18日（金）にＪＲ富山

駅前へ開業します。また、新ホテルの開業日決定に伴い 2021 年 12 月 1 日（水）正午より宿泊予約の受付を開

始します。 
 

「ホテルヴィスキオ富山 by GRANVIA」は、ＪＲ西日本ホテルズの宿泊主体型ホテル「ヴィスキオ」ブランドとして、 

大阪、尼崎、京都に続く 4 号店となります。富山を訪れる人々の玄関口として、交通至便な富山駅南口の南西街区

に同日開業予定の複合商業施設「ＪＲ富山駅ビル」の上層階（4 階一部及び５階～12 階）にランドマークホテル

として開業し、ＪＲ西日本ホテルズのフラッグシップブランドである「グランヴィア」品質の上質な施設と設備をシンプルサー

ビスで提供します。 
 

「JR富山駅ビル」全景と「ホテルヴィスキオ富山 by GRANVIA」の外観 ※CGパース 

News Release 



 

 開業日および宿泊予約開始日                           
 

■開業日 ： 2022 年 ３月 18 日（金） 

 

■予約開始： 2021 年 12 月 1 日（水）正午より電話・ネット予約受付開始 

宿泊予約専用電話：076-464-6639（月～土曜日10:00～17:00 日祝除く） 

公式サイト：https://www.hotelvischio-toyama.jp 

【Web予約 & 室数限定】開業記念キャンペーン宿泊プラン（1泊朝食付） 
 

プラン適応期間：2022年3月18日（金）～2022年6月30日（木）※除外日：4/29-5/7 

・スタンダードダブル（17.7㎡）…平日：6,000円、土・休前日： 8,000円 

・スタンダードツイン（19.3㎡）…平日：7,000円、土・休前日： 9,000円 

・スーペリアツイン （25.4㎡）…平日：8,000円、土・休前日：10,000円 
 

※上記プラン料金は2名1室利用時の1名様料金となります（朝食代及び消費税含む） 

 

 ホテルヴィスキオ富山 by GRANVIA について                          
 

「ホテルヴィスキオ富山 by GRANVIA」は、富山駅隣接という好立地に誕生します。お客様に寄り添う「BED」&

「BATH」&「BREAKFAST」～3 つの「B」～をキャッチフレーズに「ホテルグランヴィア京都」と同グレードの上質なベッドア

イテムや、独立した洗面台・トイレ・洗い場付きバスルームをスーペリアタイプ以上に導入、また、地元の食材を使った

「富山」を感じられる朝食など、“グランヴィア”クオリティの上質な空間・料理をシンプルサービスで提供します。さらに宿泊

ゲスト専用の大浴場やラウンジなど充実した館内施設を備えており、多様化するゲストのご要望にお応えします。 
 

■ 「BED」&「BATH」&「BREAKFAST」～3つの「B」のおもてなし～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【より快適な寝心地を提供する BED】 

国内シェアNo．1のシモンズ社製ホテルオリジナル 6.5インチマッ

トレスを採用。硬質ウレタン仕様の両面ピロートップ、さらに肌触り

が良い素材とキルティングパターンに仕上げました。ホテルグランヴィ

ア京都と同グレードの上質なベッドアイテムが快適な眠りを提供し

ます。 

【旅の疲れを癒す BATH】 

大浴場の設備に加え、アメニティはグランヴィアと同等の品質を提

供。客室内のバスルームはゆとりあるサイズを採用。スーペリアルー

ム以上の客室には、特に人気の高い独立した洗面台、トイレ、

洗い場付きの快適なバスルームを導入。さらに、最上階の一部の

お部屋にはレインシャワーも完備しております。 

 

【地域の魅力を提供する BREAKFAST】 

朝の始まりとなる朝食には、ホテル自慢のスタンダードな洋食メニュ

ーに加え、地域の食が味わえる富山食材のメニューや郷土料理な

ど約 60 品をラインナップし、富山ならではの味覚をブッフェスタイル

で提供します。（写真はイメージ） 

※都合により、提供方法は変更する場合がございます。 

https://www.hotelvischio-toyama.jp/


 

■ 木の柔らかさとシックなデザインで統一した多彩な客室 
 

心地よく、スマートな滞在を提供する客室は、2名以上で利用するダブル・ツインタイプを主として、17.7㎡～39.5

㎡の広さに設定しました。加えて一部の部屋タイプには、ゆったりと寛げるベンチシートや、要望の高い独立型の浴室

と個室トイレも設置し、様々なライフスタイルやニーズに合わせた多彩なルームバリエーションを展開。全 9 タイプの客

室は、全室窓を完備し、東側の客室からは立山連峰が、西側の客室からは神通川が望めます。 
 

 

左：スーペリアツイン（ベッドルーム）右上：スーペリアツイン（バスルーム）右下：スタンダードダブル（ベッドルーム）※CG パース 
 

■ コンセプトフロア「富山」プレミアムツイン 
 

最上階（12階）のコンセプトフロア富山は、6～11階までの客室より天井高を30cm高く設定した 280cm

の開放感あふれる空間となります。また、フロア名称となる富山の観光名所である立山連峰をデザインした絨毯

やフロアオリジナルの壁面デザインに加え、眠りのおもてなしとして、フロアオリジナルのシモンズ社製 7.5インチのマ

ットレスを設置。その他、富山にちなんだ三助焼きのコーヒーカップ、地産のアルパカコーヒー、銘菓「甘金丹」、

立山連峰をデザインした富山ガラスのグラス、和紙の客室備品など、地域とお客様をつなぐ「ホテルヴィスキオ富

山 by GRANVIA」ならではのおもてなしを提供します。 
 

  

左：プレミアムツイン（※CGパース） 右上：富山ガラス 右下：三助焼き、アルパカコーヒー、甘金丹 

 



 

 
12階コンセプトフロア「富山」から見る立山連峰 ※イメージ 

 

■ 快適に過ごすための充実した館内設備 

【富山を感じるエントランス】 

5階エントランスは、立山連峰が望める開放的な空間となります。内装空間は富山の伝統を現代的手法でアレンジ

し、デザインしました。ロビ－には、たらしこみ技法を用いた和紙、フロントには布着せ技法を用いたカウンタ－等を施

し、富山を感じさせるホテルエントランスを演出します。 

 
5階ホテルエントランス（フロント・ロビー） ※ＣＧパース 

【宿泊ゲスト専用ラウンジ】 

5階宿泊ゲスト専用ラウンジは、アクセントウォールとして雪が降る風景を見立てた雲母（キラ）刷りの和紙を用い、

落ち着いた空間デザインに仕上げました。また、観光情報やパソコン、プリンター、無料ドリンクに加え、客室内同様に

無料でWi-Fi を利用できる快適なインターネット環境を整え、レジャーやビジネスなどの快適な旅をサポートします。 

 

宿泊ゲスト専用ラウンジ ※CG イメージ 



 

【宿泊ゲスト専用大浴場】 

日本庭園をデザインした坪庭を備えた大浴場（5階）。男性大浴場にはドライサウナを備え、旅の疲れを癒しま

す。女性大浴場には、高品質のヘアサロン専売ブランド「ハホニコ」と「ホテルグランヴィア京都」が共同開発した上質

なオリジナルアメニティ（シャンプー・トリートメント・ボディソープ）を常備しています。 

大浴場 ※CG イメージ 
 

【和食レストラン】（4階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

和食レストラン ※CG イメージ 
 

【Clean&Safety】 
 

 

商業施設の 4 階に位置し、朝はホテル宿泊

者を対象としたスタンダードな洋食メニューに

加え、富山の食材や郷土料理をラインナップ

し、その土地ならではの味覚を提供します。 

 

昼と夜は、商業施設に来館する幅広いお客

様をターゲットに、富山湾で獲れる海の幸をメ

インに使用したお食事から季節の逸品料理・

職人が握る自慢のお寿司まで幅広く提供し

ます。 

※朝食は宿泊ゲスト専用となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ランヴィアと同等の品質を提供し、最上階の

 

 



 

■ ホテルヴィスキオ富山 by GRANVIA 施設概要 
 

1． 開業日     2022年３月18日（金） 
 
2．所在地     〒930-0001 富山県富山市明輪町1-231 JR富山駅ビル内（JR富山駅隣接） 

 

  

【所在地周辺Map】 

 
３．ホテルブランド…ヴィスキオ（VISCHIO）はイタリア語で「宿り木」の意。 

          北欧神話で「宿り木」は、幸福、安全、幸運をもたらす聖なる木とされ、 

ゲストに旅の疲れを癒して幸福を感じていただき、旅の安全と幸福をもた 

らす場でありたいと命名。 
 
ロゴデザイン …ゲストを両手で包み込むように旅の疲れを癒すホスピタリティを、 

        ヴィスキオ（宿り木）の葉が実を包み込むイメージのデザインで表現。 

 

 
 

4．施設概要  延床面積  … 約8,000㎡ ※ ホテル部のみ （JR富山駅ビル約38,100㎡） 

        規模    … 地上12階 鉄骨造 

        フロア構成 … ４階   ホテルレストラン１店舗 

                ５階   フロント・ロビー、宿泊者専用ラウンジ、大浴場 

有料コインランドリー、自動販売機、喫煙ブース 

６～12階 客室（全室禁煙） 

ＪＲ富山駅ビル 



 

５．敷地面積  7,930㎡（富山市用地4,208㎡、西日本旅客鉄道株式会社用地3,722㎡） 

  建物設置者 ＪＲ西日本不動産開発株式会社 

  施設運営者 宿泊施設：株式会社ジェイアール西日本ホテル開発（ホテルグランヴィア京都） 

商業施設・駐車場運営：富山ターミナルビル株式会社 
 
６．客室数   182室 ※ 全室禁煙（喫煙ブース有） 

・ダブルルーム：66室 ・ツインルーム：116室（内トリプル対応：23室） 
 

7．宿泊収容人数 387名 
 

8．部屋タイプ・料金（1室あたりの料金、消費税含む） 
 

部屋タイプ 室数 客室定員(※) 面積(㎡) 料金(円) 

スタンダードダブル 66 ２名 17.7～19.3 34,100 

スタンダードツイン 14 ２名 19.3 34,100 

スーペリアツイン 60 ２名 25.4 39,600 

デラックスツイン 16 ２～３名 30.0 49,500 

ユニバーサルツイン 2 ２名 32.6 46,200 

スーペリアツインプラス 10 ２名 25.4 41,800 

デラックスツインプラス 3 ２～３名 30.0 52,800 

ヴィスキオツイン 4 ２～３名 35.7～39.5 58,300 

プレミアムツイン 3 ２名 38.9 59,400 

 
※ チェックイン15：00／チェックアウト11：00（JRホテルメンバーズ会員は12：00まで利用可） 
※ ３名利用時の客室定員にはエキストラベッド含む 

 
9．客室設備   空気清浄機、セーフティボックス、冷蔵庫、42インチ以上のテレビ 

 
10．主要設備   宿泊者専用ラウンジ（15席、06：00～21：00）、全館 Wi-Fi 完備（無料） 

大浴場（ドライサウナ付き※男性用）、有料コイン式ランドリー 

客室カードキーによるエレベーターセキュリティ、自動チェックイン精算機 
 
11．料飲施設    レストラン１店舗：和食レストラン 

営業時間  朝  食 06：30～10：00（ラストオーダー09：30） 

昼・夕食 11：00～22：00（ラストオーダー21：30） 

          価格（税込）朝食 2,200 円、昼・夕食 1,500 円～ 

営業面積  約 187.5 ㎡   

最大席数  66 席（予定） 

 

  



 

■ ホテルグランヴィア京都 概要 

  
名称： ホテルグランヴィア京都 Hotel Granvia Kyoto 

所在地： 〒600-8216  

京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 901 番地 JR 京都駅中央口 

Tel：075-344-8888 Fax：075-344-4400 

https://www.granvia-kyoto.co.jp 

アクセス： 電車→JR 京都駅直結。関西国際空港から JR 特急「はるか」で約 75 分 

車 →名神高速道路「京都南 IC」から約 20 分、「京都東 IC」から約 30 分 

開業日： 1997 年（平成 9 年）9 月 11 日 

代表取締役社長： 伊勢 正文（いせ まさふみ） 

総支配人： 佐藤 伸二（さとう しんじ） ※ 常務取締役 兼 執行役員 

土地･建物所有： 西日本旅客鉄道株式会社、京都駅ビル開発株式会社 

経営･運営： 株式会社ジェイアール西日本ホテル開発 

従業員数： 555 名（2021 年 10 月 1 日現在） 

資本金： 1 億円（西日本旅客鉄道株式会社 100％出資） 

建物概要： 地上 16 階地下 3 階（営業階：地上 15 階）、延床面積：約 70,700 ㎡ 

内装デザイン及び設計：原広司（元東京大学教授） 

株式会社アトリエ・ファイ、株式会社山下設計 

宿泊施設：客室：537 室 

料飲施設：10 店舗（直営 7 店舗、テナント 3 店舗） 

宴会場 ：15 室 （総面積 約 3,000 ㎡） 

結婚式場：神前式場 1 室、チャペル 1 室 

駐車場 ：1,000 台（駅ビル内施設共用） 

その他 ：診療所、室内プール・フィットネス施設、エステルーム 

美容室、衣裳室、フローリスト、ホテルショップ 

ジュエリーショップ、ブティック 

 



富山ターミナルビル株式会社 

PRESSRELEASE                                                     2021 年 11 月 29 日 

 

 

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、２０

２２年 3 月 18 日、JR 富山駅前に新商業施設「MAROOT」を開業致します。「MAROOT」の出店ショップ概要は以下の通り

です。 

□スーパーマーケットエリア 

１F きときと直送！「鮮魚 魚廣」/とれとれ！「富山湾食堂」<富山県企業>           【初出店(鮮魚 魚廣)】 

富山湾の四季の朝どれ魚介類を驚くほどの鮮度の状態で取り揃え、富山駅近郊で求められていた「良い魚を買える店」、

「旨い魚を朝から食べられる店」がオープンします。「鮮魚 魚廣」では、丸魚・切身・刺身・寿司・魚惣菜・干物・珍味…と、ま

るで食べられる水族館です。併設された「富山湾食堂」では、いけす水槽の活ズワイガニや活カキ、活魚を調理して食べて頂

くことができる他、自慢の海鮮丼や魚屋の寿司、定食は圧巻です！地域の皆様のお買物にも、遠方のお客様へのお土産に

も、飲食店様の仕入れにも、たっぷり楽しんで頂けるお魚パラダイスです。 

１F 「FRESH Mart 365 by SUN FRESH GROUP」                        【富山県初出店】 

野菜を育てる生産者と消費者の懸け橋として、サンフレッシュグループの市場ネットワークを活かし、全国各地の新鮮野菜・

旬の果物をお届けします。お客様のニーズにあわせた少量売りやカットサービス、専用カウンターにおける、旬のフルーツギフトの

贈答受付を行います。 

１F 「グランマルシェタケダ」<富山県企業>                                       【初出店】 

有名レストランや老舗飲食店などに食肉の卸を行うお肉のプロ・グランマルシェタケダが、【初の小売店】として取り扱うのは

県産牛や富山初出荷になるブランド豚などの精肉と、フレンチを基調とした少し豪勢なお惣菜。 

【精肉では】、霜降りの度合いがすばらしく、肉質・鮮度ともに優れている氷見牛などの県産牛や、ヤスダヨーグルトと長岡牧場

が精肉会社と連携して作り上げた新しいブランド豚「純白のビアンカ」など、美味しさに秀でたお肉を50ｇからお買い求めいた

だけます。【惣菜では】、フレンチ料理をアレンジした惣菜は、とやまの季節野菜を使い素材の良さを引き出した一品料理、サ

ラダ、スープなど、食卓の雰囲気を華やかにしてくれます。 

１F 「ジュピター」                                                           【RN移転】 

鮮度に徹底的にこだわった100％アラビカ種コーヒー豆をはじめ、世界中から集めた珍しいワイン、チーズ、紅茶、お菓子な

ど、国内外の食品を取り扱う輸入食品専門店。日常の食卓をより楽しむための品揃えがスケールアップします。中でも出張

客、旅行者が移動や宿泊先で食事を楽しむ際のアルコール類が充実します。今まで取り扱いがなかった、各国産メーカー商

品のアルコールも取り揃え、食材と一緒にワンストップでご利用いただけます。 

□スイーツ・デリカ 

１F 「ゴンチャ」                                                         【富山県初出店】 

台湾での誕生以来、アジアを中心に世界で約 1,600 店舗を展開するグローバル ティーブランド「ゴンチャ（Gong 

cha）」が富山県内初出店。人気メニューのミルクティーをはじめとしたティーメニューでは、茶葉本来の味わいと香りにこだわ

り、厳選された上質な茶葉を使用。本場の上質な台湾ティーが、カジュアルなスタイルと手頃な価格で楽しめます。また、ドリン

クの甘さ、氷の量、トッピングの追加などもお好みでカスタマイズできます。仕事の合間のひと息や昼食後の休憩、学校帰りに

友人と、気軽に立ち寄って、自分だけのマイゴンチャをお楽しみください。 

 

JR 富山駅ビル「ＭＡＲＯＯＴ」の出店ショップについて 



１F 「ステラおばさんのクッキー」 

「カリッ、サクッ」とした食感が特徴のアメリカンカントリークッキー「ステラおばさんのクッキー」がテイクアウト専門店として約 10

年ぶりに富山駅に戻ってきます！約 100 種類のレシピの中から、季節にあわせた厳選クッキーを毎日 15 種類前後展開、

「量り売り・ギフト商品」で購入いただけます。大切な人の為に焼いた、ステラおばさんの思いを受け継ぎ、温かみを感じるクッキ

ーをお届けいたします。 

１F 「ケンズカフェ東京（Ken’s Café Tokyo）」<富山県企業FC>                  【富山県初出店】 

氏家健治が手がける東京発の特撰ガトーショコラ専門店「ケンズカフェ東京（Ken’s Café Tokyo）」。最高品質のチョ

コレートを使用し、ガトーショコラとしてのコク・甘み・苦味が三位一体となり、とろけるような口溶けと、共に訪れる濃厚なカカオ

のビターな香りが、深い味わいを織りなします。お誕生日や大切な記念日、ビジネスの手土産、自分へのご褒美等、特別なシ

ーンでの贈り物としてご利用いただけるこだわりスイーツです。 

１F 「素焼チーズタルト専門 flambe（フランベ）」 

花畑牧場で絞った牛乳と北海道産の生乳のみを使用し、3ヶ月以上かけてじっくり熟成させたラクレットチーズ、厳選したク

リームチーズを使用した素材にこだわったチーズタルトの専門店です。また、食べ応えのあるボリューム感で1個300円程度とコ

ストパフォーマンスが高く、季節の素材を使用した限定商品も展開します。スイーツの醍醐味である見た目もオシャレで可愛

い、癒し系スイーツです。 

１F 「放生若狭屋 マルートファクトリー」<富山県企業> 

放生若狭屋の一番人気「かりんとう饅頭」がマルートファクトリーで新たに進化します。これまで販売してきた「かりんとう饅

頭」と新たに、マルートファクトリー限定の「ＫＡＲＩＮＴＯ ＭＡＮＪＵ」を販売いたします。中にクリームチーズなどを入れ、

洋菓子風に仕上げ、小ぶりで若い人にも食べやすい饅頭に仕上げました。マルートファクトリーは工房一体型をコンセプトとし

て、全面ガラス張りでオープンな店舗を揚げ、いつでもできたての「ＫＡＲＩＮＴＯ ＭＡＮＪＵ」をご提供します。「毎日店

頭で揚げる」そのひとつ一つに思いを込め、美味しさとお客様の笑顔を追求します。 

１F 「銀兆ikizushi 特撰館」<富山県企業> 

「銀兆ikizushi 特撰館」は、回転寿司の「粋鮨」を展開する有限会社美人家によるテイクアウト弁当・寿司専門店で

す。「手軽さ」と「利便性」を追求した、日々の献立のお役に立つお弁当メニューを展開します。「助六寿司」や「押し寿司」、

「巻き寿司」、「ちらし寿司」、「天むす」等の氷見産の素材を使用した各種弁当、「握り寿司」を取り揃えます。オフィスや会合

でのお手軽ランチや晩御飯の主食、そして休日の家族団らんやレクリエーション等の幅広いシーンでご利用いただけるお弁当を

ラインナップします。 

１F 「ネネチキン＆ジョンノハットグ」<富山県企業> 

テジカエンがプロデュースする、韓国料理専門店ネネチキン＆ジョンノハットグは、韓国で約1,200店舗を展開するチキンブ

ランド「ネネチキン」、新大久保や鶴橋で大人気の「ハットグ」を看板メニューとしながらも、店頭ショーケースでは、店内の厨房

で手作りしたキンパやユブチョパプ（韓国イナリ）、トッポギ、ホットックなど気軽に楽しめる韓国料理を提供します。店内には

小型イートインスペースをご用意しておりますので、出来立ての商品をその場で楽しめます。 

１F 「越中富山 入善唐揚げ～匠味麹鶏～」<富山県企業>                       【富山県初出店】 

入善町に店を構える老舗醤油・味噌・麹店「丸善醤油」のから揚げ専門店「入善唐揚げ～匠味麹鶏～」は、100年以

上にわたり受け継いできた醸造発酵の技術を用い、旨味を最大限に引き出した肉そのものが旨い、「麹熟成鶏唐揚げ」が看

板商品です。少量購入も可能となっており、食卓のおかずはもちろんのこと、学生の放課後のおやつやお酒のつまみにも活用

いただけます。店頭では唐揚げに加え、醤油・味噌・米麹加工品等を販売いたします。 

１F 「クノップ」<富山県企業> 

ナッツ・ドライフルーツの専門店「クノップ」は、ナッツ類、シード類、ドライフルーツ類、農家から直接取り寄せた果物を独自の

製法でドライフルーツに加工した食品を取り扱います。ナッツやドライフルーツをトッピングしたソフトクリームもございます。お好き

な商品をセレクトして作る「ギフトボックス」もご用意します。 

 



１F 「菜香樓」                                                    【富山県初出店】 

中華総菜専門店の「菜香樓」。「医食同源」の教えを守り、加賀野菜や地元で水揚げされた魚介類など、旬の地物の食

材を使用した本格的な中華総菜・中華弁当がテイクアウトできます。人数にあわせたオードブルの予約も承ります。 

１F 「グリル柿里」<富山県企業>                                             【初出店】 

砺波発祥の高級肉料理「柿里」の新業態で本格肉弁当専門店「グリル柿里」。四季折々の食材と高品質の厳選された

肉を使用し、高い調理技術で調理された特別感が感じられる商品構成となっております。自分や家族へのご褒美、来客時

のおもてなし、大切なイベント等、少しリッチな食事を楽しむ時に便利な店舗です。 

１F 「うなぎの中庄」                                                     【富山県初出店】 

うなぎ卸問屋から生まれたうなぎ料理テイクアウト専門店「うなぎの中庄」が県内に初出店します。名古屋にて創業90年の

歴史を誇るうなぎ・川魚卸問屋の株式会社中庄商店の厳選「うなぎ」と自社ブランドの「炭」と「米」を使用し、蒸さず地焼き

のみで仕上げた焼きたての「パリッ、フワッ、トロッ」のうなぎをお楽しみいただけます。 

１F 「おこめぢゃや」<富山県企業>                                            【初出店】 

 創業 90 余年、「ささら屋」、「富山柿山」、「日の出屋製菓」等の米菓ブランドを、県内外で 16 店舗展開する日の出屋製

菓産業㈱が「おこわ・団子」に特化した新業態で全国初出店します。素材であるうるち米は、富山県生まれの「てんたかく」、

もち米は「大正もち」を品種改良した「新大正もち米」を使用し、日常に彩りを添えるおやつや手土産をご用意いたします。お

子様やご年配の方まで幅広い世代の方にお楽しみいただける店舗です。 

□ヘルス＆ビューティー 

１F 「@cosme STORE」                                                                【RN 移転】 

日本最大級のコスメ・美容の総合情報サイト「@cosme」プロデュースによるコスメのセレクトショップ「@cosme STORE」

が「美」で溢れるキラキラした店内ファサードでお客様をお迎えします。オンラインサイトとの連携の強みを活かし、店内取り扱い

アイテム数は 6,600 点以上、一つのお店で「デパコス～プチプラアイテム」までを一気に見られるバリエーションの豊富さが最大

の魅力です。また、誰もが知っておきたい、トレンドアイテムや売れ筋が一目で分かる「ランキングボード」、スタッフとの繋がりが

感じられる口コミ風の手書き POP を掲出するなど、「見やすくて、分かりやすい」だけでなく、「地域のトレンド情報」がリアルタイ

ムで把握できます。ちょっとした空き時間や待ち時間にふらっと立ち寄ることができる地域の便利なコスメショップです。 

２F 「ファンケル」                                                                       【RN 移転】 

「マイルドクレンジングオイル」や「カロリミット」で知られる化粧品・サプリメントの企画・製造・販売を行う「ファンケル」が県内唯

一の基幹店として、今まで以上に地域の方々の「美」と「健康」に寄り添っていきます。「新しい自分に出会えるお店」をコンセ

プトに、広々とした空間の中でカウンセリングが受けられる「カウンセリングスペース」とは別に、新たに店舗中央に「コミュニケーシ

ョンテーブル」を配置します。アットホームな空間の中で、スタッフと会話をしながら、気軽に製品を試せる他、オンラインライブ配

信によるスキンケア勉強会やグループ座談会、定期的なイベント開催を行い、自分にあった「美」と「健康」を追求していただき

ます。 

２F 「韓国コスメ専門店 SKIN HOUSE」                                        【富山県初出店】 

「美容大国」と呼ばれる韓国のコスメのセレクトショップ「SKIN HOUSE」が県内初出店します。幅広い世代の方から愛用

されている韓国コスメは、「美容成分のこだわり」や「画期的で最先端」、「低価格なのに質が良い」、「個性的でかわいいパッ

ケージ」等の特徴が人気の秘密だと言えます。これらの魅力を世代問わず、「地域の方々に知ってもらい、直接触れていただ

きたい」、そんな思いを詰め込んだ、「ワクワク」「ドキドキ」の店舗演出と商品ラインナップがスキンハウスの魅力です。約 50 種

類のブランドを取り扱い、スキンケアアイテムからコスメ、韓国で大人気の食品や韓国風アクセサリーなどを幅広く取り扱っており

ます。 

 

 

 



２F 「MARY QUANT」                                                      【RN 移転】 

「自由に 自分らしく」をブランド理念に掲げ、コスメからファッション、雑貨まで一式取り揃えるファッションブランドの「MARY 

QUANT」。「メークもファッションの一部」、との考えから、ファッションと連動させた豊富なカラーラインナップが MARY QUANT

の最大の特徴です。また、メークが映える上質な素肌づくりの提案を「ビューティースタイリスト」と呼ばれる美のプロフェッショナル

が行い、その人の個性を最大限に引き出すお手伝いをいたします。頭からつま先までトータルコーディネートを楽しんでいただけ

ます。 

２F 「マツモトキヨシ」 

「美と健康においてなくてはならないお客様に愛されるお店」をテーマに、カラダの内外から美をサポートする「化粧品・健康

食品・医薬品」を厳選し、美を追求する女性の満足度を高めます。中でも衣料品やファッション雑貨との関連性が高い、化粧

品は展開を強化します。オーガニック系コスメやドクターズコスメ、ナチュラルコスメ、カウンセリング化粧品等、幅広いジャンルを

取り扱います。また、お客さまの期待の一歩先を行く発想力、品質の確かさとマツモトキヨシらしい面白さや驚き、楽しさのある

付加価値を探求したオリジナルブランド“matsukiyo”も多く取り揃えています。 

□デイリークロージング 

２F 「LOWRYS FARM」                                                     【RN 移転】 

「私に、まっすぐ。」をコンセプトに、「いま着たい」トレンド感と 「ずっと着たい」スタンダードなアイテムで、 すべての大人の女性

に提案します。通勤・通学、週末のちょっとしたお出掛けシーン等、毎日の暮らしにスッと取り入れられるアイテムを取り揃えてい

ます。 

２F 「セポ スターチス」                                                       【RN 移転】 

‘‘DENIM‘‘ ‘‘WORK‘‘ ‘‘MILITARY‘‘ をスタイリングのベースとした大人のカジュアルスタイルブランド。女性はいつまでも

若くありたい、マインドは実年齢より若く、エイジレスにファッションを楽しみたい･･･そんな女性に向けて、Cepo の強みのデニム

を中心としたスタンダードでカジュアルな女性らしいスタイリングを提案します。 

２F 「ELLIFE」                                                           【RN 移転】 

リネン・コットンなどの天然素材を使用した大人のナチュラルスタイルを提案します。季節を快適に気持ちよく過ごすため、着

心地、デザイン、ディティールにこだわった衣料品を中心に取り揃えています。外出に限らず、家の中で寛ぐ時間や洗濯・庭掃

除等、自然体で居られる毎日の暮らしを提案します。バッグ、靴、ファッション小物や雑貨なども豊富に取り揃えています。 

２F 「OMNIBUS」<富山県企業>                                                       【RN 移転】 

個性的なデザインで着る人の魅力を引き出す「gomme」、自然素材の優しくコンテンポラリーな世界観を創りだす「pas 

de calais」。そして、流行に左右されずオリジナリティーのある “今までありそうでなかった” 新しい MODE スタイル

「collection line」。マルートにしかない新業態です。流行や情報に敏感でありながらも “自分らしさと拘り” をしっかりと持っ

た女性に向け、オリジナリティーあふれるファッションを提案します。 

２F 「RANDA」                                                       【富山県初出店】 

自身のムードや TPO に合わせて自由にスタイルを楽しむことができる女性に向けて、常に今を意識した遊び心のあるデザイ

ンと、高機能な履き心地でアーバナイズしたシューズを提案します。また、他店での取り扱いが少ないアパレル、服飾雑貨・小

物を取り揃え、トータルコーディネートでの提案を行います。 

２F 「San-ai Resort northerly」                                                       【RN 移転】 

駅前唯一のインナーショップとしてファッション性、機能性、サイズバリエーションに富んだアイテムを取り揃え、時代の変化に対

応し続ける女性に向けて美しさと夢をかなえる提案をします。ワコールブランドの信頼性を基軸に、ひとり一人に寄り添ったイン

ナートータルコーディネートを提案します。 

 

 

 



２F 「THE KISS（ザ・キッス）」                                                 【RN 移転】 

ペアジュエリーを中心に、高い品質と洗練されたデザインを取り揃えるジュエリーショップ。シルバーをはじめ、K10 などのゴール

ドやステンレスなど、幅広く展開しています。また、ブライダルラインでは、プラチナ素材を採用したエンゲージリングやマリッジリング

などもご用意。カップルはもちろんのこと、自分へのご褒美にも選ぶことが出来る幅広い価格帯にてご提案いたします。 

３F 「ABC-MART」                                                                    【RN 移転】 

ライフスタイル&トレンドの 2 つの視点でセレクトしたシューズを多数ご用意！豊富な品揃えが魅力の足元からライフスタイル

を提案するシューズショップです。人気ブランドの新作・定番スニーカーから、ビジネス、キッズシューズまで幅広い品揃えでお待

ちしております！ 

３F 「ABC-MART SPORTS」 

 より快適なライフスタイルのため「SPORTS STYLE」を日常提案するコンセプトショップです。展開店舗限定モデルの他、

NIKE、adidas、VANS をはじめとする人気ブランドの厳選したスニーカーやアパレルを多数取り揃えております。 

３F 「Charlotte」 

 トレンドからシンプルかつ上質なアイテムが揃うレディースシューズセレクトショップです。ひとつの枠にとらわれず、仕事もプライベ

ートも自分らしく楽しむ、そんな女性のために“かわいくて履きやすい”をコンセプトにした商品をセレクトしています。 

４F 「スーツセレクト」                                                                    【RN 移転】 

スーツの新しい選択「スーツセレクト」。「仕事に臨む」という意識と「服を楽しむ」という意識、その両方を求める方のためのス

ーツ専門店。「選ぶ」・「着る」・「楽しむ」を合理的にスムーズに選べるシステム、そしてコストパフォーマンスにいたるまで細部にこ

だわった価値を提案します。 

□ライフスタイル雑貨 

１F 「ログキャビン」<富山県企業> 

年間を通じて、南東エントランスを季節に合わせた旬の花や地域の花で彩り、心ゆたかな日常を提案します。店頭ではリー

ズナブルな切り花を購入でき、ちょっとした気分転換や自宅のアクセントとして気軽に楽しんでいただきます。各地域で生産され

た品種の異なるバラ、県花「チューリップ」、「トルコキキョウ」、「菊」等を展開します。また、店内の一角には果物・野菜・その他

健康食材をテーマとした本場西海岸さながらの本格スムージースタンドを併設します。 

１F 「Bleu Bleuet」                                                        【RN 移転】 

毎日を楽しくする、バッグ・ウェア・ファッション雑貨を中心に取り揃えます。店内は宝探し気分を味わえる、商品に囲まれた

迷路の様な作りとなっています。仕事帰りや用事のついでに、ふらっと立ち寄れるカジュアルな雑貨店です。 

１F 「リュテス」                                                            【RN 移転】 

ポーターを中心としたバッグに加え、アクセサリーや革小物、服飾雑貨を取り揃え、日常の中で個性を際立たせるお手伝い

をします。老若男女問わず、普段使いからお出掛け、旅行に至るまで、鞄のある幅広いライフスタイルをシーズンに応じた多彩

なラインナップ、商品展開で提案します。 

２F 「無印良品」                                                           【RN 移転】 

 マリエとやまより移転し、約４倍の売場面積で、毎日の暮らしに役立つ商品を豊富に取り揃えます。衣料売場では、ウエア

を中心に商品展開を増やし、肌着や靴下など毎日お使い頂く衣料品をゆったりとご覧頂けます。生活雑貨売場では、家具

取り扱いを増やし、日用品からインテリアまで暮らしのトータルコーディネートを提案します。食品売場では、新たに冷凍食品、

量り売り菓子を導入し、お客様の毎日の食事に寄り添います。また、富山にお住まいの皆様が交流できる場の提供や、生産

者様との連携、定期的なイベント開催など、暮らしの全てに関わり、無印良品が提案する「感じ良いくらし」をご提案します。 

２F 「3COINS+plus」                                                      【RN 移転】 

ベーシックな生活雑貨を中心に、インテリア雑貨、服飾雑貨等の様々なアイテムを手に届く 300 円の価格で展開します。

また、売場面積がスケールアップし、1,000 円、1,500 円グッズの拡充、そして、おうちごはんに便利な食品シリーズ「ごはんも

ん」の取り扱いを開始します。 



３F 「JINS」                                                             【RN 移転】 

軽さと掛け心地のよさで人気の Air frame（エア・フレーム）、伝統的なデザインにトレンドをプラスした JINS CLASSIC

（ジンズ クラシック）などの普段使いメガネ、ブルーライトカットレンズを搭載した JINS SCREEN（ジンズ スクリーン）をは

じめとした機能性アイウェアを総合的に展開します。老若男女問わず多様なニーズに寄り添った提案をします。 

３F 「B-DESIGN home(ビーデザインホーム)」 

全国 150 店舗 100 万人以上の方にご愛用頂いているオーダーメイドの「じぶんまくら」専門店。ひとり一人に合った高さを

その場で計測して、あなたにぴったりのまくらをお試しいただけます。世界にひとつしかない、じぶんだけのまくらで眠る幸せと感動

をぜひご体感ください。 

４F 「キャンドゥ」 

「まいにちに発見を。」をスローガンに、毎日の暮らしがちょっとしたきっかけで楽しくなる様な発見をお届けします。キッチン、バ

ス、文具、インテリア、ヘルス用品を便利に楽しく、そして 100 円の価値でお得さを感じていただけます。 

４F 「くまざわ書店」 

富山駅周辺、唯一の総合書店。毎日駅を利用される学生やオフィスワーカーのニーズに応える品揃えで、資格書、学習

参考書、ビジネス書、文芸書、コミックなど、幅広いジャンルが充実しています。児童書も豊富な品揃えで、週末のファミリー層

にも楽しんでいただけます。新刊・フェア売場が店頭から店奥へ広がり、その時々の話題の本、季節フェアなどを展開します。

足を運ぶたび新しい発見のある、楽しい売場を作って皆様をお待ちしております。 

□バラエティ雑貨 

３F 「LOFT」 

日々の暮らしが楽しくなる、コスメやステーショナリー、バラエティ雑貨を中心に取り扱う生活雑貨専門店「ロフト」が新規出

店します。学校帰りの学生や近隣で働く女性をはじめ、幅広い世代のお客様が毎日来てもワクワクする様な選りすぐりの雑貨

を取り揃えます。 

□レストラン街 

４F 「石焼ステーキ 贅」 

北陸・信州・東北エリアのロードサイドを中心に展開するステーキ専門店「石焼ステーキ 贅」が駅前に出店します。高級感

のある落ち着いた店内でステーキ専門店の味をリーズナブルな価格帯で楽しめます。店内中央にはゆっくり寛げるテーブル席、

ガラススクリーン越しの眺望を最大限活かした小上がり席とカウンター席を配置します。お一人や同僚とのランチ、気の合う仲

間との仕事帰りのディナー、ビジネスでの会食、休日の大切な家族との食事等、様々なシーンでご利用いただけます。また、店

頭に並ばずにスマホ予約ができる「EPARK」システムを導入しているので、ご案内までの待ち時間は館内でお過ごしいただけま

す。 

４F 「柿家」<富山県企業>                                                【初出店】 

砺波発祥の「大門素麺」の製麺技術と肉料理専門店「柿里」の厳選素材を掛け合わせたうどん専門店「柿家」。四季の

食材を使用した煮込みうどんをはじめ、肉うどん、カレーうどん等をカウンター形式でスピーディーに提供します。 

４F 「菜香樓」                                                    【富山県初出店】 

広東名菜・香港飲茶「菜香楼」が富山県初出店します。有機栽培された野菜やお米、契約生産者から仕入れる肉類、

そして上質な水を使用し、素材の持ち味を引き出すベテラン料理人の技の全てを注いだ「香港飲茶」と「広東料理」がお楽し

みいただけます。少人数から大人数まで対応できる宴会スペースや眺めの良い窓側席で、ゆっくり食事をお楽しみいただけま

す。 

 

 

 



４F 「自家謹製 つけめん・まぜそば桜」 

北陸・関西エリアを中心に展開するラーメンチェーン店「らーめん世界」の新業態、「つけめん・まぜそば桜」が商業施設に初

出店します。自家謹製麺、焼豚、化学調味料無添加スープ、つけタレのすべてにおいて厳選された素材を使用した、他では

味わえない「絶品濃厚つけ麺」が看板メニューです。 

４F 「炭焼牛たん東山」                                                【北陸エリア初出店】 

本場仙台で行列のできる人気牛たん専門店「炭焼牛たん東山」。職人が一枚一枚手仕込みし、昔ながらの製法で三日

三晩熟成させた厚切りの仙台牛たんを召し上がって頂けます。マルート店は北陸エリア初出店となります。 

熟成させた牛たんは、仙台から冷蔵状態で直送。本場の味を富山でもご堪能いただけます。炭火で香ばしく焼き上げられ

た、厚切りでもジューシーで柔らかい、自慢の厚切り牛たん。定番の「牛たん定食・牛たん焼」だけでなく、牛たん料理と東北

仙台の食材が楽しめる「みちのく恋膳」を始め、ゆで牛たんや牛たん刺し等の様々な牛たんメニュー、また新名物の「仙台とん

たん」や、東北宮城が誇る最高級銘柄牛「仙台牛」など、専門店だから出来る様々なメニューをお楽しみ頂けます。 

また牛たんはお食事でのご利用はもちろん、お酒と相性も抜群。お酒は東北、宮城の地酒だけでなく北陸の地酒もご用意し

てお待ちしております。テイクアウト、お持ち帰りのお弁当も充実のラインナップを用意。その他「フライパンで焼くだけ簡単」、「お

店の牛たんをご家庭でも」お楽しみいただける冷凍商品もございます。 

□サービス 

１F 「ヤングドライ」<富山県企業> 

近隣居住者・駅利用者の日々の暮らしの支えになるクリーニング店が駅前に出店します。マルートでのお買い物時や会社

帰りに気軽に立ち寄れるので便利です。ヤングドライは安全・安心な清潔生活を全力応援いたします。 

３F 「ラフィネプリュス」                                                        【RN移転】 

ラフィネのリフレクソロジーやボディケアコースに加え、全身のオイルトリートメントコースを新たにご用意します。アロマトリートメ

ントオイルは肌に優しい天然素材にこだわり、香りと自然の恵みを体に取り込み、心身ともに深いリラックスを感じていただくこと

ができるコースです。仕事や家事の疲れ、旅の疲れにちょっとだけ贅沢で、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。 

 


