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2プロジェクト概要

Project overview

福井の⽞関⼝にふさわしいシンボリックなデザインとまちにつながるデザインによって都市再⽣を牽引

建築敷地⾯積 建築⾯積 延床⾯積 容積対処延床⾯積 建蔽率 容積率

約6,900㎡ 約5,790㎡ 約70,540㎡ 約51,830㎡ 約84% 約750%

階 ⽤途 備考

28 住宅

＜構造＞
鉄筋コンクリート

＜規模＞
地下1階地上28階建

＜⾼さ＞約120m

※その他施設
⽴体駐⾞場約300台
駐 輪 場約300台
住 宅約220⼾

14〜27 ホテル・住宅

13 機械室等・住宅

10〜12 事務所・住宅

5〜9 事務所・駐⾞場・住宅

4 ホテル・カンファレンス
駐⾞場・住宅

3 カンファレンス・駐⾞場・住宅

2 ホテル・事務所・商業
駐⾞場・住宅

M2 商業・駐⾞場

1 商業・駐⾞場・住宅

地下1 機械室

名 称 福井駅前電⾞通り北地区第⼀種市街地再開発事業
所在地 福井市中央1丁⽬3番街区の⼀部･4番街区
交 通 JR「福井駅」⻄⼝より徒歩2分
開 業 2024年春予定

＜施設概要＞

■1F 商業区画

※パースは現時点での完成予想イメージであり、実際とは異なる場合がございます。
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Area data

エリア特性

C
B

A

★

❷❸
❶

❹
★‥‥ 開業地

＜近隣商業施設＞
❶ プリズム福井（店舗数：約32店舗）
❷ AOSSA（店舗数：約19店舗）
❸ ハピリン（店舗数：約21店舗）
❹ ⻄武百貨店（店舗数：約143店舗）

嶺北エリアでの⾷の集積施設が不在
福井駅を中⼼に市役所、県庁、百貨店、⾦融機関、総合病院、
オフィスといった都市機能が集約された、⾮常に利便性の⾼いエ
リアです。近年はドーナッツ化現象により過去の賑わいは薄れつ
つあるものの、2024年春の北陸新幹線「福井駅」の開業や周辺エ
リア⼀帯に再開発の計画が進んでおり、⼈の流れが⼤きく変わる
可能性を秘めています。その中で、新幹線開業に伴い増加が⾒込
まれる観光客・ビジネス客、そして⽣活者である福井市⺠の⽬的
地となるランドマークが求められている。

［ 昼間⼈⼝（福井駅から0.5km圏内） ］

※森ビル都市企画様より提供「技研商事インターナショナル株式会社」」商圏データより⼀部抜粋
2015年 国勢調査（総務省）／2014年 商業統計（経済産業省）／2017年 就業構造基本調査（総務省）2021年度 国⼟数値情報（国⼟交通省）／平成26年 福井県観光客⼊込数（福井県交流⽂化部観光誘客課）／平成30年 福井県観光客⼊込数（福井県交流⽂化部観光誘客課）

商圏5km⼈⼝

福井駅の利⽤者数／⽇（2021年）

→県内最⼤規模の商圏⼈⼝。福井市の⼈⼝の約75％が集中。
→マーケットのポテンシャルは⾮常に⾼いといえる。

県内最⼤規模の商圏⼈⼝（2015年）

約200,120 ⼈

えちぜん鉄道

→ JR福井駅の利⽤者数は福井県内の鉄道駅内の中で最も多い。
→通勤・通学の要所といえる。

JR

約13,518 ⼈ 約4,444 ⼈

福井駅 ⻄⼝から徒歩1分の通称“三⾓地帯”エリア

※公共施設（ A 福井市役所 / B 福井中央公園 / C 福井県庁）

約12,635 ⼈

→北陸新幹線⾦沢間の開業以前（2014年）は約2,625万⼈。
→⾦沢間の開業後に約618万増加。

→商圏0.5kmはビジネスエリアであり、昼間⼈⼝が⾮常に多い。
→昼と夜の顔が⼤きく異なる。

［ 福井県の観光客数 ］

約 86.6 %

ビジネスパーソン割合（2次、3次業者）

約 8 : 2
昼間/夜間⼈⼝の割合

約 3,243 万⼈

福井県の観光客 延⼈数（2018年）

→福井県の観光客のうち約13％が福井市内を利⽤。
→北陸新幹線⾦沢間の開業以前（2014年）の観光客は約309万⼈。
→開業後に約109万の増加。

約 418 万⼈

福井市内の観光客 延⼈数（2018年）

北陸新幹線延伸開業により
福井駅前エリアには多くの観光客の流⼊が期待できる



4基本コンセプト

“福井の⾷”を通じて、“まちの⽇常”をもっと豊かに。
C O N C E P T

訪れる⼈々が福井らしさや⽂化を感じ、豊かな時間を楽しめるの複数の店舗からなる、“地域の⽇常”に特化した⾷の複合型商業施設。

暮らしと⽂化を発信するコミュニティ拠点として、“「⾷」を軸とした多様な⾷×コト×ヒトのギャザリング（交流）”を提供していくことで、
福井の⾷を核とした新しい魅⼒ある⽣活⽂化を創出し、恒常的に駅前への来街動機を増やし、地域価値の向上に繋げる。

01. 福井の“⾷”を集約
地域に根付いた⾷⽂化／地場野菜／伝統⾷&加⼯品／ディープな⾷体験.etc

02. 毎⽇通える利便性
幅広い業態ラインナップ／⽇常のあらゆる利⽤シーンに対応可

03. 交流が⽣まれる仕組み
地域プレーヤーと連動した地域のファンづくり／コの字型カウンター

04. 地域プレーヤーのインキュベーションステージ
⼈材育成／創業⽀援・各種セミナー／テストマーケティング.etc

05.⾷×地域の⽂化創出/発信
地域×施設内店舗と連動してローカルガストロノミーの新たな可能性を探求

06. 地域コミュニティ/感性の醸成
⽣産者・地場企業と消費者の⽣活を“守る・育む“サイクル
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C. 横丁

福井の⾷ 利便性

インキュベーション コミュニティ/感性の醸成

［施設平⾯図 ］

施設平⾯図

A. ローカルマーケット（グロッサリー） 福井の⾷ 利便性

F. POP UP

⽂化創出/発信 コミュニティ/感性の醸成

B. ローカルフードホール 利便性 交流福井の⾷

福井の⾷ ⽂化創出/発信

交流

D. ブリュワリー（＋タップルーム）

E. 物販（スイーツ/クラフト/その他）

福井の⾷ ⽂化創出/発信

公募区画

※平⾯図は現時点での完成予想イメージであり、実際とは異なる場合がございます。



6A - ローカルマーケット（グロッサリー）

LOCAL MARKET AREA

ローカルマーケット（グロッサリー）

LOCAL FOOD×HIGH QUALITY

【テナント数】
1

【営業時間】
11時〜20時（予定）

安⼼・安全で希少な地場の商品ラインナップ
丁寧につくられた農産加⼯品/⽔産加⼯品/畜産加⼯品から、調味料、
⽇配品、加⼯⾷品。また、お菓⼦/スイーツ/地域で⼈気の少量⽣産
ベーカリー等、お⼟産品ではない商品を幅広くセレクト。

POINT.01

福井・北陸でつくられる良質な⾷を市⺠の毎⽇の⾷卓へお届け。
福井を中⼼とした北陸の良い⾷をつくっている、
⽣産者・地場企業と消費者の⽣活を“守る・育む“サイクルを⽣み出し、
事業者の事業意欲と消費者の意識を向上させる

CONCEPT

A

＜エリア機能＞

⽣産者×旬の素材を使ったテイクアウト（お弁当/お惣菜）
地元の⽣産者から仕⼊れた旬の⾷材を使⽤した⼿作りのテイクアウ
ト⽤のメニューを販売。健康を意識したメニューは体にも優しく、
お⼦様にも安⼼して⾷べさせられる。

POINT.03

福井が誇る⽇本酒セレクト&⾓打コーナー
⽇本古来の伝統・技術を重んじながら丁寧に造り上げる地域の⽇本
酒をセレクト。施設内に設置した⾓打ちスペースでは季節を感じる
旬なお酒やおつまみを購⼊してすぐに楽しめる。

POINT.02

※店舗区画坪数：1区画×63.0坪



7B -ローカルフードホール（飲⾷店舗＋共有席）

公募区画LOCAL FOOD HALL AREA

ローカルフードホール（飲⾷店舗＋共有席）B

LOCAL FOOD×ALL DAY USE

【テナント数】
8

【営業時間】
11時〜23時（予定）

⽣活者ニーズをとらえた、
“毎⽇⾏きたくなる”“毎⽇⾏っても飽きない”
幅広い客層を受け⼊れて⽇常のあらゆる「⾷」のシーンで
活躍するオールデイダイニング

CONCEPT

＜エリア機能＞

福井県内の⼈気店によるバラエティ豊かなラインナップ
男⼥・年齢層問わず、バラエティ豊かな⾷を堪能することができる地
域で評判の8店舗で構成。利⽤者それぞれの使い勝⼿に応じてランチは
もちろん、昼でも夜でもゆっくりと⾷事が楽しめる。

POINT.01

1⽇を通じて様々な利⽤シーンに対応
好きな料理を共有の卓上に持ち寄り楽しむことができる共有席は、
おひとり様から⼤⼈数のグループまで時間を問わずに利⽤者それぞ
れの⽇常のあらゆるシーンに対応。

POINT.02

※店舗区画坪数：8区画×4.6坪〜9.4坪

全店テイクアウト対応
ニューノーマルに対応した新たなサービス形態として全店テイクアウ
トに対応。多様化する消費者ニーズにマッチした宅配・持ち帰り⽤の
メニューを提供します。

POINT.03
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LOCAL FOOD HALL AREA

ローカルフードホール（飲⾷店舗＋共有席）
B

募集区画： 8区画

※店舗区画坪数：8区画×4.6坪〜9.4坪

＜営業時間＞

コアタイム（必ず営業して頂く時間）：11:00〜23:00（予定）

原則としてランチタイムとディナータイムは営業するものとし
ます。また、基本的には通し営業とします。

＜募集業態・営業種⽬・主要取扱品⽬＞

募集業態は原則として、飲⾷店、飲⾷スペース併設の⾷物販店

に限ります。営業種⽬及び主要取扱品⽬は施設側との協議によ

り定めるものに限ります。将来変更、追加の場合は、書⾯によ
る施設側の承認を必要とします。

公募区画

B -ローカルフードホール（飲⾷店舗＋共有席）

公募条件

※図⾯上に記載された業態、⾯積、坪数は現時点でのイメージであり、実際とは異なる場合がございます。
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YOKO-CHO AREA

横丁

LOCAL FOOD×COMMUNICATION

【テナント数】
15

【営業時間】
11時〜23時（予定）

福井のチャレンジャーが⽣み出す“おもてなし”
地域の⽅から愛され親しまれてきた名店のカジュアルな新業態/セカン

ドブランドや独⽴開業をした若⼿まで、新しいお店にチャレンジした

⼈たちが⽣み出す福井の「⾷」のおもてなしを楽しめる。

福井の旬と⼈に出会える、美味しい路地

横丁スタイルの酒場を切り⼝に

ローカルカルチャーを引き継ぐ“地域の社交場”

コミュニケーションを誘発するコの字型カウンター
気軽に隣の⼈と会話を楽しむこともできるコの字型カウンターを設

置。店主と顧客の距離が近く、会話と調理過程もパフォーマンスと

して顧客に提供。

CONCEPT

C

＜エリア機能＞

C ‒ 横丁

POINT.01

カジュアルな価格で地域の“旬”を感じるメニュー
複数の店舗をハシゴすることを前提に設計。⼿頃な価格でメニュー

を提供することで、各店それぞれの個性あふれるメニューを通じて、

福井ならではの⾷の魅⼒を気軽に堪能できる。

POINT.02 POINT.03

※店舗区画坪数：15区画×4.8坪〜5.0坪

公募区画
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募集区画： 15区画
※店舗区画坪数：15区画×4.8坪〜5.0坪

公募条件

＜営業時間＞
コアタイム（必ず営業して頂く時間）：11:00〜23:00（予定）
原則としてランチタイムとディナータイムは営業するものとし
ます。ランチ・ディナー間での休憩取得については施設側と協
議の上、決定いたします。

＜募集業態・営業種⽬・主要取扱品⽬＞
募集業態は原則として、飲⾷店に限ります。営業種⽬及び主要
取扱品⽬は施設側との協議により定めるものに限ります。将来
変更、追加の場合は、書⾯による施設側の承認を必要とします。

YOKO-CHO AREA

横丁C

C ‒ 横丁

公募区画

※図⾯上に記載された業態、⾯積、坪数は現時点でのイメージであり、実際とは異なる場合がございます。
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BREWERY AREA

ブリュワリー

LOCAL CULTURE×EXPERIENCE

【テナント数】
1

【営業時間】
11時〜23時（予定）

福井madeのオリジナルクラフトビール
美味しい名⽔と福井産の⼤⻨を使った、地域の環境や⾵⼟を⽣かし
た個性豊かなオリジナルビールを数種醸造。⾼い品質を追求し、店
舗での販売だけでなく地域内外の飲⾷店に向けた外販も⾏う。

ここでしか味わえない“体験”から、新たなカルチャーをつくる
オンリーワンの新規商品開発による新たな地域価値を創造

クラフトビール醸造にかける作り⼿の想い
オリジナルのクラフトビール醸造を通じて、地域との協働、感動の
共有といった共感体験を提供。事業を通じて、地域の活性化に繋げ、
地域カルチャーの創造を⽬指す。

CONCEPT

D

＜エリア機能＞

D ‒ ブリュワリー

POINT.01

できたてをその場で提供するライブ感
店舗に併設された醸造所でビール造りを⾒て、その場でできたての
ビールを味わえる。また、施設内の飲⾷店舗とコラボしたペアリン
グイベント等を定期的に開催。

POINT.02 POINT.03

※店舗区画坪数：1区画×34.9坪
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LOCAL PRODUCT× INNOVATION

【テナント数】
4

【営業時間】
11時〜20時（予定）

地産の素材を活かした、地域ならではの新たな魅⼒づくり
「⼈気の菓⼦店／⼿仕事が感じられる⼯芸品.etc」による“伝統と⾰新の融合“

CONCEPT

＜エリア機能＞

北陸エリアの⼈気店による新業態店舗
地域の気候や⾵⼟に合う⾼品質な農作物や⽂化を活⽤した産品を楽
しめる店舗が⼤集合。歴史の中で培ってきたこだわりとノウハウを
もとに「新しい伝統」を提供する。

POINT.01

素材を活⽤したコラボ商品で地域に新たなつながりを創出
地元農家と協働したここでしか⾷べられないスイーツや、異業種の若
⼿クリエイターとコラボした⽇常に寄り添った逸品など、商品開発や
多様な活動を通じて、地域の豊かな⾷⽂化を広く伝える。

⾃分へのご褒美からギフトまで幅広いニーズに対応
定番商品に加えて、シーズナル限定商品も季節やイベントごとに⽤
意。多様化する顧客のニーズをくみ取りながら、⾜を運ぶたびにこ
こでしか味わえない新しい出会いを創出していく。

POINT.03

※店舗区画坪数：4区画× 4.6坪〜4.7坪

POINT.02

物販（スイーツ/クラフト/その他）E
PRODUCT AREA

E ‒ 物販（スイーツ／クラフト／その他）

公募区画
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募集区画： 4区画
※店舗区画坪数：4区画×4.6坪〜4.7坪

公募条件

＜営業時間＞
コアタイム（必ず営業して頂く時間）：11:00〜20:00（予定）
原則として通し営業とします。

＜募集業態・営業種⽬・主要取扱品⽬＞
募集業態は原則として、⾷物販店および物販店に限ります。営
業種⽬及び主要取扱品⽬は施設側との協議により定めるものに
限ります。将来変更、追加の場合は、書⾯による施設側の承認
を必要とします。

物販（スイーツ/クラフト/その他）

E ‒ 物販（スイーツ／クラフト／その他）

E
PRODUCT AREA 公募区画

※図⾯上に記載された業態、⾯積、坪数は現時点でのイメージであり、実際とは異なる場合がございます。
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EVENT SPACE

POP UP

NEXT EXPERIENCE×DISCOVERY

【テナント数】
2

【営業時間】
11時〜20時（予定）

まちの魅⼒と連動したシーズナルイベント
年間を通してさまざまな時節に合った内容の催事を実施。集客や販
促といった⽬的だけでなく、常設店では取扱いのない商品やサービ
ス等を限定的に提供して施設としての新規性を保つ。

その場、その時でしか、得られない空間体験
「リアルの場」としての価値を⾼める複合的なコミュニティ機能

店舗と連動したミニイベント・ワークショップ
⼦どもを対象にした⾷育イベントや、料理教室、カルチャースクー
ルなど、商業をベースに⽂化的な活動や地域振興的な取り組みをテ
ナントと定期的に開催。

CONCEPT

F

＜エリア機能＞

F ‒ POP UP

地域プレーヤーと連動したまちのファンづくり
地域の企業やキーマンと協働しながら、地域資源を掘り起こし定期
的に地域内外に発信。いつ来ても新しい⾷の発⾒がある施設として、
地域住⺠の好奇⼼や興味喚起を促す。

※店舗区画坪数：2区画×7.4坪/2.9坪

POINT.01 POINT.03POINT.02


