
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）

では、2022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施設サービスの概要、

また 2021 年 11 月、2022 年 1 月に発表いたしました出店ショップに加え、新たな出店ショップが決定いたしましたので、

お知らせいたします。 

 

【基本営業時間】 

物販店舗・サービス店舗    10：00～20：00 

飲食店舗            11：00～20：00 

※一部営業時間が異なる店舗あり 

 

【休館日】 

1/1 元日  2月(予定)  6月(予定) 

※具体的な日程については、事前にお知らせをいたします。 

 

【総合インフォメーションカウンター】 

場所：MAROOT1F グランドエントランス内 

営業時間：9：00～20：30 

「MAROOT」、「マリエとやま」、「とやマルシェ」の全ての案内業務を一元的に行い、各種お問い合わせやご案内、提携

駐車場(富山駅前第 2 駐車場)ご利用での駐車サービス対応、エムプラスカードに関するご対応、遺失物集約、全施

設への館内放送を一括で実施する総合インフォメーションカウンターとなります。 

※現マリエとやまのインフォメーションカウンターは 3/15 まで、3/16 より MAROOT１F グランドエントランスにて営業開始予定 
 

【“新”駐車無料サービス】 
 

当日 2,000円以上お買い上げ  1時間の駐車無料サービス 

当日 3,000円以上お買い上げ  2時間の駐車無料サービス 

当日 5,000円以上お買い上げ  3時間の駐車無料サービス 
 

現行の駐車無料サービスの見直しを図り、3/1(火)よりさらに便利でお得な駐車無料サービスを開始いたします。

「MAROOT」、「マリエとやま」、「とやマルシェ」の全館でのお買い物の合計金額に応じご利用頂けます。また、MAROOT

各階の接続口(2、3、4F北側通路接続口・屋上駐車場接続口)に事前精算機を設置し、利便性の向上を図ります。 
 

  ※下記提携駐車場においても駐車無料サービスを実施いたします。 

富山駅前第 2駐車場：当日 2,000円以上お買い上げ  1時間の無料駐車サービス 

地鉄ビル駐車場：当日 2,000円以上お買い上げ  1時間 30分の無料駐車サービス 
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富山ターミナルビル株式会社 

JR 富山駅ビル「MAROOT」の施設サービス及び 

出店ショップ一覧について 



【MAROOT 出店ショップ一覧】                      ※今回発表ショップは赤枠 

スーパーマーケットエリア 

１F きときと直送！「鮮魚 魚廣」                                 <富山県企業>【初出店】 

１F とれとれ！「富山湾食堂」                                         <富山県企業> 

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

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

１F 「ジュピター」                                                 【リニューアル移転】 

１F 「HOKUYA」                                               【富山県初出店】 

 日本中の美味しいものをお客様へお届けするフードストア「HOKUYA」。デイリーからギフト商品まで圧倒的な品揃えと

こだわりの食料品専門店です。「毎日でも、大切な日も」お客様の食卓に笑顔と感動をお届けします。 

ベーカリー 

１F 「ジャーマンベーカリー」 

スイーツ・デリカ 

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

１F 「ステラおばさんのクッキー」 

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】 

１F 「素焼チーズタルト専門 flambe（フランベ）」 

１F 「放生若狭屋 マルートファクトリー」                                  <富山県企業> 

１F 「銀兆ikizushi 特撰館」                                        <富山県企業> 

１F 「ネネチキン＆ジョンノハットグ」                                      <富山県企業> 

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】 

１F 「クノップ」                                                  <富山県企業> 

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

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

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

カフェ・バー 

１F 「スターバックス」                                           【北陸エリア初出店】 

 スターバックス ティー＆カフェ『スターバックス コーヒー 富山マルート 

店』は、北陸エリア初出店となるティーに特化した店舗です。 

「彩りあふれる、心あたたまるティーのひとときを」をコンセプトに、上質 

な茶葉とボタニカルな素材を選び抜いたティーブランドTEAVANA™ 

(ティバーナ™)の多彩なティービバレッジをご提供します。 

これまでのお茶の概念を広げる体験としてティーに特化したメニ 

ュー「ティークリエイション」、「ティーラテ」、「ティーフラペチーノ®」の 

13種類をご用意し、ティーの彩りを感じていただける洗練された                     ※画像はイメージ 

空間の中で、楽しく、香り豊かなスターバックスのティー体験をお届けします。 



１F 「ホテルショコラ」                                            【北陸エリア初出店】 

 イギリスの国民的チョコレートブランドとして人気の「ホテルショコ 

ラ」が北陸初出店します。上質なカカオにこだわったバリエーション 

豊かなチョコレートの販売、カカオを使用したドリンクが楽しめるカ 

フェを併設します。自分へのご褒美として、仕事の合間のほっと 

一息に、夕食後の自分時間の癒しに最適です。また、クリスマス 

やバレンタインといったビッグイベントだけではなく、お誕生日や記 

念日、手土産として喜ばれるギフトアイテムが充実しています。 

カフェでは、約10種類以上のチョコレートドリンクの他、コーヒー、 

カカオアイス、サンデーカカオといった様々な形でカカオをお楽しみ 

いただけるスイーツをご用意しています。会社帰りや休日のリフレッシュに新しいカカオライフを提案します。 

１F 「示野珈琲」                                               【リニューアル移転】 

 大人が寛げる昔ながらの喫茶店を思わせるメニューや空間、サイフォンで入れる８種の珈琲豆を中心とした豊富なドリ

ンク、モーニングからディナーまで四季折々の食材を提供いたします。 

※4月オープン予定 

１F 「バール・デ・美富味」                                 <富山県企業>【富山県初出店】 

ヘルス＆ビューティー 

１F 「@cosme STORE」                                                      【リニューアル移転】 

２F 「ファンケル」                                                               【リニューアル移転】 

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

２F 「MARY QUANT」                                            【リニューアル移転】 

２F 「マツモトキヨシ」 

デイリークロージング 

２F 「LOWRYS FARM」                                           【リニューアル移転】 

２F 「セポ スターチス」                                                          【リニューアル移転】 

２F 「ELLIFE」                                                  【リニューアル移転】 

２F 「OMNIBUS」                                               <富山県企業>【リニューアル移転】 

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

２F 「San-ai Resort northerly」                                             【リニューアル移転】 

２F 「THE KISS（ザ・キッス）」                                       【リニューアル移転】 

２F 「2nd market」                                             【富山県初出店】 

３F 「ABC-MART/ ABC-MART SPORTS/ Charlotte」                          【リニューアル移転】 

４F 「スーツセレクト」                                                           【リニューアル移転】 

 

 

 



ライフスタイル雑貨 

１F 「ログキャビン」                                                <富山県企業> 

１F 「Bleu Bleuet」                                              【リニューアル移転】 

１F 「リュテス」                                                   【リニューアル移転】 

２F 「無印良品」                                                【リニューアル移転】 

２F 「3COINS+plus」                                           【リニューアル移転】 

３F 「ニトリ デコホーム」                                            【富山県初出店】 

３F 「JINS」                                                                 【リニューアル移転】 

３F 「B-DESIGN home(ビーデザインホーム)」 

４F 「キャンドゥ」 

４F 「くまざわ書店」 

バラエティー雑貨 

３F 「LOFT」 

３F 「OLYMPIA ASOBIBITO」                                          【初出店】 

 新業態 OLYMPIA ASOBIBITO（遊び人）は遊び×多様性をコンセプトとしたバラエティショップです。 

雑貨店として多様性、環境への取り組みを少しずつですが、始めていきます。まだまだ始まったばかりですが、富山マルー

ト、富山市と共に歩んでまいります。私たちに何ができるか、雑貨に何ができるか、かわいいで SDGs のお手伝いはできる

のか少しづつですが、がんばってまいります。ご贔屓よろしくお願いいたします。 

４F 「カプセルトイショップ VELOCITY」 

 マリエとやまで人気のカプセルトイショップが、マルートにも登場！有名メーカーの新商品、話題の商品をいち早く投入

し、富山県最速レベルでお客様へお披露目していきます。 

レストラン街 

４F 「石焼ステーキ 贅」 

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

４F 「自家謹製 つけめん・まぜそば桜」 

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

４F 「とんかつ 富金豚」                                  <富山県企業>【富山県初出店】  

 とんかつに合う国産銘柄豚を日本各地から厳選してご提供する、こだわりのとんかつ専門店。おすすめの厚切りロースカ

ツや定番のロースカツ御膳、ヒレカツ御膳のほか、ご家族やカップルで楽しめるお二人様御膳、バラ肉がミルフィーユになっ

た、重ねバラカツ御膳もご用意しています。 

とんかつも食べたいし、バラカツも海老フライも気になる！なんてときには、あれこれ試せる盛り合わせ御膳、お肉らしい

ものをガッツリ食べたい気分のときには見た目にもインパクトがあってボリューミーな骨つきロースカツをどうぞ。 一人でも気兼

ねなく利用できるカウンター席があるのも嬉しい特徴。お買いものの合間やご家族でのお食事など、様々なシーンでご利

用ください。 

 



４F 「岡万」                                        <富山県企業>【リニューアル移転】 

 富山の美味しい魚・肉の仕入れからこだわった、四季の食材を提供する和食・釜めし専門店。豊富に取り揃えた地酒

とともにお楽しみください。 

４F 「とやま鮨 海富山（とやまずし うみとやま）」 

 富山湾の各漁港から届く新鮮な海の幸を使ったお寿司や逸品料理、富山の山の幸をご提供しております。地酒と共

に、富山の魅力をお楽しみ下さい。 

※3/25～ ディナー(17：00～22：00)の営業開始 

※4/1～ ディナー(17：00～22：00)に加え、ランチ(11：30～14：30)の営業開始 

サービス 

１F 「ヤングドライ」                                               <富山県企業> 

１F 「セブン銀行ATM」 

３F 「ラフィネプリュス」                                              【リニューアル移転】 

３F 「エステティックTBC」 

３F 「保険見直し本舗」 

 生命保険や医療保険・がん保険など各種保険の選び方や、現在ご加入されている保険の見直し方法まで、40社以

上の保険会社の中からお客様の目的に合わせ、保険のプロがオーダーメイドでご提案いたします。その後のご加入手続

き、契約後のアフターフォローもしっかりサポートします。保険のことなら何でもご相談ください。 

 

「MAROOT」への出店ショップについては、2021年 11月 29日、2022年 1月 24日に発表しております。 

【2021年 11月 29日プレスリリース】 

https://toyama-stationcity.jp/assets/pdf/press211129.pdf 

【2022年 1月 24日プレスリリース】 

https://toyama-stationcity.jp/assets/pdf/press220124.pdf 

以上 

 
【お問合せ窓口】 

〒930-0003  富山市桜町一丁目 1 番 61 号 

富山ターミナルビル株式会社  担当：黒瀬、渡邊、加藤 

TEL：076-445-4511 

https://toyama-stationcity.jp/assets/pdf/press211129.pdf
https://toyama-stationcity.jp/assets/pdf/press220124.pdf

