２０１４年９月９日
〜「MIDORI 長野」は生まれ変わります〜

『MIDORI 長野』２０１４年１１月２１日（金）先行オープン
長野に、新しい風を。県内初出店１０ショップを含む３５ショップがニューオープン
株式会社ステーションビル MIDORI(代表者名：南沢千春)は、JR 長野駅で開発中の駅ビ
ル「MIDORI 長野」を、２０１４年１１月２１日（金）に一部先行してオープンいたしま
す。
「MIDORI 長野」は、２０１５年３月の北陸新幹線金沢開業に伴い、新駅ビルの建設並
びに既存駅ビルのリニューアルを進めてまいりました。先行オープン時には、お客さまの
日々の暮らしに豊かさや彩りを添える３５ショップがオープンし、既存１１ショップを加
え、合計４６ショップとなります。
２０１５年春には、食料品・土産品・飲食ゾーンなどを含めて約１１０ショップのライ
ンナップでグランドオープンし、長野駅に大型ショッピングゾーンが誕生いたします。

・開発コンセプトは「四 SHIN 五感」。「四信＝信州のすべて」と「四つ
の SHIN（新・親・心・浸）」を五感で感じていただきます。
・環境デザインコンセプトは「みちくさ巡り」。「信州らしさ」を歩きな
がら感じられる空間の創出を図ります。
・全館（一部サービスショップ除く）で「Suica 電子マネー」をはじめとする
交通系電子マネーを導入いたします。
・長野駅自由通路と直結。駅ビルに隣接する収容３１４台の立体駐車場
もオープン。多様なアクセスを提供します。
■先行オープンエリア
新駅ビル２階、３階の一部エリア並びに既存駅ビル２階、３階、４階がオープンいた
します。

■開発コンセプト

～四 SHIN 五感～

私たちは、四つの「信」がギュッと詰まった四つの「SHIN」に、いつも出会える
モノやコトをお客さまに五感で味わっていただきます。

・
「四信」＝「信州の全て」
北信・中信・東信・南信それぞれの豊かで多様な自然風土が育んだ産品と、確かな
技術が生む高度なモノづくりをご紹介いたします。主にグランドオープン時の土産品
ゾーン、飲食ゾーンにて「四信」を表現いたします。
・
「四 SHIN」＝「新しさ」
「親しみ」
「心意気」「浸る」
ここで出会える「新しい」モノやコト。いつも通る駅だからこそほしい便利さや、
ちょっとした時に使える親近感。作り手のココロが伝わる、地元産の農産物やハン
ドクラフトの逸品。つい立ち寄って入り浸ってしまう、私のお気に入りが見つかる
場所。「MIDORI 長野」で四つの「SHIN」を体感してください。

■環境デザインコンセプト

～みちくさ巡り～

「信州らしさ」を楽しみながら気のおもむくままに
気軽に立ち寄れ、新たな発見と感動のある商業空間を
創出します。また、先行オープンにあわせ、3 階、4
階のお客さま用トイレをリニューアル。レストスペー
スの新設など、お買物をお楽しみいただける環境づく
グランドオープン時イメージ

りを行います。

■全館で「Suica 電子マネー」をはじめとする交通系電子マネーを導入
一部サービスショップを除く全ショップにおいて、新たな
決済手段として「Suica 電子マネー」をはじめとする交通系
電子マネーを導入いたします。

■アクセス環境の改善
２階フロアにて長野駅自由通路と直結し、回遊性が向上します。また、収容台数３
１４台の立体駐車場「ＪＲ長野駅駐車場（※）」もオープンし、多様な交通アクセス
に対応いたします。
※「JR 長野駅駐車場」は、新幹線ご利用者ご優待パーキングとしてもご利用いただけます。

■「MIDORI 長野」先行オープン

各フロアの特徴

先行オープンでは、洗練されたファッションや日々の暮らしを豊かにする雑貨・サー
ビス・カフェなど、長野県初出店１０ショップを含む３５ショップが新しくオープンし、
既存１１ショップを加え合計４６ショップとなります。
【２F】コンフォートファッション
人気セレクトショップ『UNITED ARROWS green label relaxing』をはじめ、多
様なライフスタイルを提案する『niko and…』
、アウトドアファッション『THE
NORTH FACE』、レディスファッション
『CECIL McBEE』
『Aylesmue』等が出
店。雑貨では、
『Samantha Thavasa Petit
Choice』『passage mignon』が長野県初
出店。新しいグランドフロアとして、今
のファッションに快適さをプラスしてい
きます。
【３F】スタイリングファッション
レディスファッションでは、新業態『blume LA glück』や『anySiS』
『AIMER』
『Pure House』等長野のお客さまにご支持いただいているお店がパワーアップして
オープン。メンズ・レディスファッション『SUIT SELECT』、ランジェリー『Amo
Style by Triumph』
、着物『きものやまと』
等、様々なスタイリングをご提案いたし
ます。『canal4℃･Luria 4℃』『MARY
QUANT』『TiC TAC』『JINS』などスタ
イリッシュな雑貨ショップもラインナッ
プ。料理教室『ABC Cooking Studio』、
カフェ『丸山珈琲』、リラクゼーション
『Raffine』等、日々の暮らしを豊かにす
るショップもございます。
【４F】クリエィティブライフ
「ここは、ヒントマーケット。
」という
ブランドスローガンのもと、幅広い品揃
えと様々なイベントで驚きや発見のある
ヒントを提供する『東急ハンズ』が核テ
ナントとして出店。書籍・文具『改造社
書店』
、コンタクトレンズ『中央コンタク
ト』等もオープンいたします。

■「MIDORI 長野」先行オープン
フロア

取扱品目

ショップリスト
ショップ名

服飾雑貨

サマン サタバサプ チチョ イ ス

2F

レディスファッション

セシルマクビ ー

2F

メンズ・レディスファッション

ユナイ テッドアロ ーズ グリーン レーベル リラ クシン グ

2F

メンズ・レディスファッション

ザ・ノース・フェ イ ス

2F

カフェ

2F

服飾雑貨

パサージュミニョ ン

2F

レディスファッション

グロ ーブ

2F

レディスファッション、生活雑貨

ニコアン ド

2F

レディスファッション

サマン サモスモス

2F

レディスファッション

アリスミュー

2F

3F

料理教室

○

UNITED ARROWS green label relaxing
THE NORTH FACE
タリーズコーヒー

TULLY'S COFFEE
○

passage mignon
grove
niko and...
SM2

○

Aylesmue
エービ ーシークッキン グスタジオ

○

ABC Cooking Studio

3F

腕時計

チックタック

3F

メガネ、サングラス

ジン ズ

3F

アクセサリー、服飾雑貨

カ ナルヨン ドシー・ルリアヨン ドシー

3F

婦人靴

ラ ンダ

3F

メンズ・レディスファッション

3F

レディスファッション

フロ ールバイ ルゥデルゥ

3F

着物、浴衣、和装小物

キモノヤマト

3F

リラクゼーション

ラ フィネ

3F

化粧品、服飾雑貨

マリークヮン ト

3F

レディスファッション

ブ ルーメ・ラ ・グリュック

レディスファッション

長野県内
地元企業

CECIL McBEE

カフェ、コーヒー豆販売

3F

長野県内
初出店
○

Samantha Thavasa Petit Choice

マルヤマコーヒー

3F

新業態

○

丸山珈琲
TiC TAC
JINS
○

canal４℃・Luria ４℃
RANDA
スーツ セレクト

SUIT SELECT
○

Flor by Rew de Rew
きものやまと
Raffine
MARY QUANT
blume LA glück
リオセレクト

Rio Select

3F

レディスファッション

ハニーズ

3F

洋服リフォーム・鞄修理

オシャレコウボウ

3F

レディスファッション

エメ

3F

レディスファッション

ピ ュアハウス

3F

レディスファッション

エニィシィス

3F

レディスファッション

3F

ランジェリー

アモスタイ ル バイ トリン プ

4F

書籍・文具

カ イ ゾ ウシャ ショ テン

4F

生活雑貨

トウキュウハン ズ

4F

眼科

ミドリアイ クリニック

4F

コンタクトレンズ

チュウオウコン タクト

4F

カラーコンタクトレンズ

○

○
○

Honeys
おしゃれ工房
AIMER
○

Pure House
any SiS
エムケーミシェ ルクラ ン

MK MICHEL KLEIN
AMO'S STYLE by Triumph
改造社書店
東急ハンズ

○

MIDORIアイクリニック
中央コンタクト
メアシス

Measis

○

※この他、既存ショップとして以下の１１ショップが営業しております。
２階「アズノゥアズピンキー 」
「イーハイフンワールドギャラリーpd」
「ミスティウーマ
ン」
「ローリーズファーム」
（以上レディスファッション）、
「クリピエ」
（靴）、
「靴下屋」
（靴
下）、
「AMA」（鞄・服飾雑貨）、
「ピュアネイル」
（ネイルサロン）
５階「ミュゼプラチナム」
（脱毛サロン）、
「カワイ音楽教室」
、「長野県カルチャーセンタ
ー」
※１階フロアは２０１４年１１月中旬、B１階フロアは２０１４年１２月上旬にクローズ
し、それぞれ２０１５年春のグランドオープンに向けて改装いたします。

■２０１５年春 グランドオープン概要
○２０１５年春には、食料品・土産品・飲食店などを含む約６５ショップがオープ
ンいたします。
○１階食料品フロアは、駅をご利用になられるお客さまのデイリーニーズを満たす生
鮮・グロサリー・デリ・スウィーツが揃います。
○２階土産品フロア、３階飲食フロアでは、
「四信」から集まった、
「信州らしさ」に
こだわったショップを展開し、長野駅から「信州」ブランドを発信いたします。
○３階に設置する「
（仮称）コミュニティスペース」は、
「MIDORI 長野」による様々
なイベントや、地域の皆さまの活動の拠点となる多目的なスペースとして整備いた
します。

施設外観

自由通路部

※イメージパースは今後変更となる可能
性がございます。
コミュニティスペース

■施設概要

先行オープン

グランドオープン

施設名称

「MIDORI長野」

所在地

長野県長野市南千歳一丁目22番地6

運営会社

株式会社ステーションビルMIDORI

延床面積
店舗面積
フロア

13,200㎡
6,000㎡

25,600㎡
11,500㎡

2階～5階フロア

B1階～５階フロア

ショップ数

46ショップ
（新規35・既存11）

約110ショップ

開業日

2014年11月21日

2015年春（予定）

【本資料のお問合せ先】
株式会社ステーションビルＭＩＤＯＲＩ
担 当：篠原、西澤、寺迫（てらさこ）
ＴＥＬ：026-228-5545（代表）

