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平成２２年１月８日 

近畿日本鉄道株式会社 

三交不動産株式会社 

株式会社近鉄百貨店 

ホテル「三交イン」と商業施設とで構成する「四日市駅前複合ビル」が 

いよいよ 3 月 1 日から順次オープン！ 

 

近鉄では現在、事業基盤強化のため、沿線各地において主要ターミナルの整備を進めております。このうち

四日市ターミナルについては、平成１９年に近鉄百貨店の低層部とふれあいモールの店舗部分の大幅リニュー

アルを行ったほか、ふれあいモールの通路部分も平成２１年１２月末までに改修を行いました。 

今般、シネマホール跡地において進めておりました、「四日市駅前複合ビル」の建設工事が順調に進捗し、

平成２２年３月１日からホテル「三交イン四日市駅前」がオープン、３月４日からビル１階・２階の商業施設

が順次オープンする運びとなりましたのでお知らせします。 

 近鉄の創業百周年（平成２２年）の節目に誕生する本複合ビルは、近鉄が建物を建築し、近鉄グループの三

交不動産および近鉄百貨店四日市店が施設を賃借、運営します。近鉄グループの力を結集した本複合ビルを、

今後末永く多くの皆様にご愛顧頂きたいと考えています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせは 

近畿日本鉄道㈱ 不動産事業本部 賃貸事業部   課長 神谷
かみたに

 和之
かずゆき

 TEL:06-6775-337７ 

 三交不動産㈱  事業開発本部 三交イン事業部  課長 出井
で い

 宏和
ひろかず

 TEL:052-563-5548 

 ㈱近鉄百貨店  営業推進部           部長 梶間
か じ ま

 隆
たか

弘
ひろ

 TEL:059-354-7214 

までお願いします。 

「四日市駅前複合ビル」 外観イメージパース 

※本資料に掲載しているイメージパースは、

データをご用意しております。 

ご掲載頂ける場合は、 

当社秘書広報部（TEL：06-6775-3353）

までご連絡下さい。 

本資料配付先： 

四日市市政記者クラブ、東海交通研究会、 

近畿電鉄記者クラブ、青灯クラブ 
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Ⅰ．ビル概要 

１．ホテル部分（３階～9 階） 

（１）ホテル名称     「三交イン四日市駅前」 

  （２）営業開始日     平成２２年３月 1 日（月） 

（３）予約開始日     1 月 12 日よりインターネットを中心に予約受付開始 

ＵＲＬ（http://www.sanco-inn.jp/） 

（４）ターゲット    ・四日市市内や近郊にある工場や企業への出張者等 

・湯の山温泉、御在所岳などの観光名所やナガシマスパーランド、鈴鹿サーキ

ットなどの娯楽施設への、特に関西方面からの観光客 

（５）ホテルコンセプト  

①ロビーは、スタンダードなビジネスホテルと比べ、大きな窓で採光を取り、天井も高く開放感

に溢れ、明るくゆったりした雰囲気でお客様をお出迎えします。 

②お部屋でもゆったりとお寛ぎ頂けるよう、従来の三交インよりひと回り大きな 13 ㎡超のシン

グルルームを中心とした客室構成としました。 

③女性にも安心してご利用頂けるよう、明るく清潔感溢れる色使いの内装や家具をご用意しまし

た。 

④喫煙、禁煙をフロア毎に分離し、また各々でカラーコンセプトを設け変化をもたせています。 

⑤お客様に安心してお泊り頂けるよう、フロントは 24 時間有人対応とします。 

（６）宿泊・客室詳細 

①客室スペック 

・部屋構成 

シングルルーム：127 室 デラックスシングルルーム（ダブルルーム）：11 室 

ユニバーサルルーム：1 室 デラックスツインルームが 1 室      計１４０室 

・シングルルームは、従来よりひと回り大きな 1400mm 幅のダブルベッドに、ゆったりとご

利用頂けるよう 1200ｍｍ×1600ｍｍサイズのユニットバスをご用意。 

・角部屋のデラックスシングルルーム（ダブルルーム）は、1600mm 幅のベッドをご用意し、

週末や休日には観光目的のカップルやご夫婦などのお二人利用のお客様にもゆったりお寛ぎ

頂けます。 

②宿泊料   シングルルーム６，５００円（税込）＜朝食無料＞ 

 

２．商業店舗部分（1 階～2 階） 

（１）テナントリスト  

フロア 業態 店舗名 備考 

韓国家庭料理 唐辛子 （とうがらし）  

食事とお酒 司   （つかさ）  

２Ｆ 

喫茶・軽食 コメダ珈琲店 三重県・駅前初 

ランジェリーファンデーション エメフィール 三重県初 

レディスファッション Ｖ－ＥＸ by ヴァンス  

レディスファッション レトロガール 三重県初 

１Ｆ 

レディスファッション ジ・エンポリアム 三重県初 
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（２）営業開始日           平成２２年３月４日（木） 

 

（３）ターゲットと店舗構成のコンセプト 

フロア ターゲット コンセプト 

２Ｆ フルターゲット 健康志向で女性に人気の韓国家庭料理、旬の食材を使い

工夫を凝らした一品料理が自慢の和食、気取らず心地よ

い雰囲気の喫茶の３店舗で構成。 

１Ｆ 10 代～２０代の女性 ぬくもりのあるナチュラルテイストや甘いガーリーなス

タイル、ハードな渋谷マニッシュテイストまでバリエー

ション広くラインナップ。ファッション雑貨、ランジェ

リー、生活雑貨まで揃う４ブランドで構成。 

 

（４）商業施設の名称について 

今回オープンする店舗と既存ふれあいモール店舗の内、飲食店舗を総称して、「グルメパーク」

とし、ファッション系店舗を総称して「ファッションストリート」といたします。 

総称 ふれあいモール 多くの人と情報にふれあう「ファッションとグルメの遊

歩道。」 

市内随一の人が行き交う場所を「気軽で、楽しく、賑わ

いのある」市内で一番楽しいふれあいの場所に。 

ファション ファッションストリート 新たに 4 ショップ加わり、１２ショップが勢揃い。 

おしゃれ情報に敏感なヤング層をターゲットに、旬のフ

ァッション情報が溢れる元気いっぱいのストリートに。

飲食 グルメパーク これまでの６店舗に、新たに３店舗を追加して９店舗に。

昭和 63 年のモール整備以来なじみがある呼称「グルメ

パーク」を、お客様の要望もあり今回復活します。 

 

Ⅱ．「四日市駅前複合ビル」オープニングキャンペーンの詳細 

 １．「三交イン四日市駅前」半額キャンペーン 

オープン後 1 ヶ月間（3 月 1 日から 31 日まで）は半額セールを実施。 

シングルルーム３，２５０円（税込） 

 

２．ふれあいモールにて各種イベントを開催 

3 月 4 日（木） ふれあいモール グランドリニューアルセレモニー 

様々なカタチ、色とりどりの 500 個のバルーンで、ふれあいモールを華やかに彩ります。 

3 月 6 日（土） 地元モデル 50 人がモールをジャック！春のトレンドファッションショー 

三重美少女図鑑とコラボレート。普通の女のコをかわいくおしゃれに元気にするファッションショー 

3 月７日（日） 地元アーティストによる音楽ライブ 

地元ライブハウスや、ふれあいモールなどストリートで活動するアーティストによる音楽ライブ 

その他、各店舗で 3 月 4 日（木）～3 月 10 日（水）まで、オープニング記念のノベルティフェア

やお買上抽選会を開催。また、飲食店舗では、特別メニューの提供、サービスクーポン券のプレゼント

などを予定。 
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（参考） 

Ⅰ．ビル全体概要 

１．ビル名称 「四日市駅前複合ビル」 

２．所在地  四日市市安島１丁目１－２０ 

３．敷地面積 約１，４００㎡ 

４．構造規模 鉄筋コンクリート造 ９階建て 

５．延床面積 約３，９４０㎡ 

６．建物用途 １階・２階：商業店舗（延床面積約 960 ㎡、営業面積約 825 ㎡） 

３階～９階：三交イン四日市駅前（延床面積約 2,980 ㎡） 

７．建築主  近畿日本鉄道㈱ 

８．建設費  約１０億円 （近鉄投資額） 

９．デザインの特徴 

  ・低層部は、ふれあいモール店舗のデザインと調和を図るため、温かみや明るさを感じて頂けるテラ

コッタ（素焼き風）ルーバーなどの素材を採用したほか、施設東側に大きく突き出した階段を設け、

ふれあいモールとの回遊性、連続性を重視しました。    

    ・また低層部にガラスカーテンウォールを大胆に設け、存在感を表現しました。 

    ・上層階のホテルは、外部デザインに変化を持たせて視認性を高めることで、周辺競合ホテルとの差

別化を図るため、千鳥配置の客室窓を採用しました。 

 

Ⅱ．四日市ターミナル整備の経緯 

   平成１９年１１月     近鉄百貨店四日市店低層部 リニューアル完了 

   平成２０年 2 月     ふれあいモール 第 1 期リニューアルオープン   

   平成２０年 ４月     ふれあいモール 第 2 期リニューアルオープン 

   平成２０年 9 月     四日市駅前複合ビル建設計画発表 

   平成２１年１２月     ふれあいモール 通路部分のリニューアル【詳細は後述の（参考Ⅲ）参照】 

平成２２年 ３月（予定） 四日市駅前複合ビルオープン 

 

Ⅲ．ふれあいモール通路部分のリニューアル概要 

四日市駅北口に位置するふれあいモールは、駅周辺の活性化を図るため、昭和６３年に当社と四日市市と

が整備した歩行者専用通路で、現在、共同管理を行っています。 

四日市市内随一の歩行者通行量を誇る遊歩道ですが、平成１９年に周辺店舗の外壁やテナントのリニュー

アルを行ったため、店舗部分と通路部分の統一感が薄れてしまっていました。 

そこで、ふれあいモールの共同管理者である四日市市との協議を経て、四日市ターミナル整備の一環とし

て、この度、ふれあいモールの通路部分の改修も行ないました。 

１．改修面積    約２，４８０㎡（当社用地約１７３０㎡ 四日市市用地約７５０㎡） 

２．事業主     近畿日本鉄道㈱ 

３．投資額     約１億２千万円（当社負担分のみ） 

４．改修コンセプト 平成１９年に商業店舗等リニューアル時と同じく「気軽に、楽しく、賑わう、ショ

ッピングの遊歩道」をコンセプトに、店舗部分と通路部分との調和を図りました。 

 

 



 5

５．主な改修内容 

（１）路面舗装の一新 

       温かさを感じられる色、滑りにくい大きめタイルを採用し、歩きやすい遊歩道としました。ま

た、四日市市の伝統芸能である「諏訪太鼓」をヒントとした円形状のデザインを採用しました。 

（２）照明設備などの一新 

照明器具を増設し、また、植栽の再配備を行い、明るさの向上を図ります。 

（３）名古屋線高架下の改修 

『街の玄関口』とも言えるこの場所にベンチなどを配置し、天井や高架柱も改修します。 

（４）近鉄高架側面の改修 

高架側面に塗装を行い、『人の和やふれあい、繋がり』をイメージした円形状のロゴサインを

設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ふれあいモール平面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

四日市駅前複合ビル 

近鉄百貨店 四日市店 

 近鉄四日市駅 

名古屋線 湯の山線 

ふれあいモール 

今回改修範囲 

（近鉄用地・四日市市用地とも） 


