
プレスリリース 商業施設情報
2014年12月2日

サムティ株式会社

サムティ株式会社（本社：大阪市淀川区西中島4-3-24 代表取締役社長：江口和志）は、開発
を進めてまいりました滋賀県守山市に所在する商業施設「ピエリ守山」を、12月17日（水）に
リニューアルオープンいたします。

商業施設「ピエリ守山」
2014年12月17日（水）10：00 リニューアルオープン

◇出店テナント情報第3弾 新たに出店テナントを発表

◇リニューアルオープンイメージキャラクターに光宗薫さん

外観イメージ 内観イメージ

■MDの強化

＜外資系ファストファッションブランドを集積、ワンストップショッピングを実現＞
「H&M」「ZARA」「Bershka」「Stradivarius」「GAP」「OLD NAVY」など、高感度な
海外ブランド大型店舗を核に、国内外のアパレル、雑貨店舗、書店、食品スーパーなど
幅広いジャンルの店舗を集積し、ワンストップショッピングを可能にします。

■快適なお買いもの環境を整備

＜施設導線を改善＞
・5カ所のエントランスを増設し、目的のショップに行きやすいよう整備。1階にメイン動線を2本、

2階にメイン動線を3本追加し、買い回り、回遊性を追求いたしました。

＜植栽の配置＞
・室内外に大型の植栽を配置して環境を整備し、やすらぎの空間を演出いたしました。

＜お子さま連れに配慮したフードコート＞
楽しい雰囲気を演出するカラーリングを採用。
「キッズスペース」を併設し、テーブル席からお子さまを見守り
ながら食事を楽しんでいただけるよう配慮いたしました。

■アウトドアライフをコンセプトにした体験型付帯施設

琵琶湖湖岸という立地条件を活かして、アウトドアライフを
コンセプトにした体験型付帯施設を配置。フットサルコート、
アスレチック施設を整備し、身近にリゾートの雰囲気を感じて
いただきながら、気軽にショッピングを楽しんで頂ける施設を
目指します。

「ピエリ守山」リニューアルの特徴
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琵琶湖湖岸という立地条件を活かし、敷地内にはショッピングだけでなくアウトドアライフも
楽しんでいただける付帯施設を計画しております。

■フットサルコート「フットサルポイント守山」（仮称）（2014年12月17日オープン）
人工芝のフットサルコート3面を整備。
運営：JFC株式会社
BBQ施設（来春併設予定）

体験型付帯施設
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■アスレチック施設「びわこスカイアドベンチャー」（仮称）（来春オープン予定）
約8,381平方メートルの敷地に高さ4mと8ｍのアスレチックコース、琵琶湖を眺めながら滑走する
ジップライン、8mの高さからダイブするミニジャンパーを建設。湖岸の爽やかな風を感じながら、
お子様からご年配の方まで存分にお楽しみいただけます。

「びわこスカイアドベンチャー」（仮称）完成イメージ

フットサルコート完成イメージ
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PIERI CARD

■カードデザイン

■カード特典

■本クレジットカードのご利用金額に応じてポイントを付与
・ピエリ守山内のお店では200円のご利用につき2ポイント、ピエリ守山以外のお店では

200円のご利用につき1ポイントを付与いたします。（※一部対象外の店舗があります）

■カードポイントは自動的にショッピングチケットに
・500ポイントたまると、次回ご利用明細郵送時にショッピングチケットを発行して同送

いたします。
※ショッピングチケットはピエリ守山内の店舗でご利用いただけます。
※チケットは500円単位、最大5,000円分まで発行します。

（5,000円を超えるポイントは次月へ持越しとなります）。

■お得なポイントアップデーを実施（一部対象外の店舗があります）
・毎週月曜日・水曜日はポイント2倍
・年間12日間、ポイント5倍デーを実施いたします。

■会員様向け限定キャンペーンの実施

■入会金・年会費について

■入会金 無料
■年会費 初年度無料、次年度以降1,250円（税別）

※年間1回以上ショッピングのご利用があれば、翌年度の年会費が無料になります。

■お申込み開始日

■2014年12月17日（水）10：00

■お申込み方法

■1Fインフォメーション及びピエリ守山公式ウェブサイトよりお申し込みを受け付けます。
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光宗 薫（みつむね かおる）

「ピエリ守山」リニューアルオープンイメージキャラクター

＜プロフィール＞

1993年4月26日生まれ 大阪府出身

2011年「神戸コレクションモデルオーディション」で
グランプリを獲得。同年、AKB48に13期生として加入。
劇場公演デビュー前から単独グラビアやCMに出演する
など“スーパー研究生”として話題 となる。

2012年8月に行われたコンサート会場にて研究生から
正規メンバーに昇格の発表を受けるが、同年12月AKB48
の活動辞退。
以来、モデル、女優としてファッション誌やCM、映画な
ど多方面で活躍中。

2015年秋公開予定の映画「ピースオブケイク」に出演が
決定している。
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オープニングイベント

■ピエリ守山オープニング記念

地域共創イベント「ペットボトルキャップでビワコオオナマズを作ろう」

【イベント概要】
ピエリ守山のオープンを記念して守山市民の協力のもと
ペットボトルのキャップを収集。集められたキャップで
ビワコオオナマズを制作し、後日館内に展示。
展示終了後はNPO法人エコキャップ推進協会を通じて、
キャップの再資源化で得た売却益で発展途上国の子どもた
ちにワクチンとして寄贈いたします。

【募集期間】
・11月中旬～12月16日（火）

オープン前は事前告知により学校・地元企業・団体の
協力を得ながら収集いたします。

・12月17日（水）～1月31日（土）
オープン後は館内に、収集BOXを設置します。

【作品展示期間】
2月中旬～3月31日（火）

■αステーション番組企画 公開生放送

α-STATION人気カウントダウン番組「J-AC TOP40」を
ピエリ守山から生中継。人気DJ・谷口キヨコさんが会場
から生放送で会場の雰囲気をお届けします。

【タイトル】
J-AC TOP40 Special Live Show in ピエリ守山

（仮称）

【日時】
12月20日（土） 14：00～19：00

【DJ】
谷口キヨコ

【会場】
ピエリ守山特設ステージ

【ゲスト】
新山詩織、東京カランコロン and more…

谷口キヨコさん



■ ピエリ守山施設概要

（１）物件名 ピエリ守山

（２）所在地 滋賀県守山市今浜町 2620-5

（３）店舗面積 約44,000㎡

（４）店舗数 約140店舗

（５）駐車場台数 約3,000台

（６）運営会社 双日商業開発株式会社

（７）開業日時 平成26年12月17日（水）10時

（８）営業時間 物販＝10：00～21：00

飲食＝11：00～22：00

（９）公式ウェブサイト http://pieri.sc/
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※掲載情報は12月2日時点のものです

※JR堅田駅よりピエリ守山までの路線
バスが再開いたしましたのでご利用下
さい。



【本件に関するお問い合わせ】

■プロジェクト、開発コンセプトに関するお問い合わせ

サムティ株式会社 不動産事業部 大川・伊藤

E-mail 大川 jokawa@samty.co.jp 伊藤 sitoh@samty.co.jp

TEL 06-6838-3131 URL  http://www.samty.co.jp/
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出店テナント一覧

■Fashion

出店状況 フロア 店舗名 業種

滋賀初 1F ミラクルオーダー レディス

関西初 1F VANISHING HYPER NEWYORK ファッション＆生活雑貨

関西初 1F ROYAL PARTY / MIIA レディス

関西初 1F Penderie by LIZ LISA レディス

滋賀初 1F JOUER＋ レディス・メンズ・ウォーキングウェア

滋賀初 1F SEVENDAYS＝SUNDAY レディス・メンズ・キッズ・雑貨

滋賀初 1F ＯＬＤ NAVY レディス・メンズ・キッズ・ベビー

滋賀初 1F H＆Ｍ レディス・メンズ・キッズ

1F ＺＡＲＡ レディス・メンズ・キッズ・ベビー

滋賀初 1F ＧＡＰ/GAP Kids レディス・メンズ・キッズ・ベビー

1F BORNFREE POP UP STORE レディス・メンズ

1F AZUL by moussy レディス・メンズ・キッズ

滋賀初 1F RODEO CROWNS WIDE BOWL レディス・メンズ・キッズ

滋賀初 1F Bershka レディス・メンズ

滋賀初 1F Stradivarius レディス

滋賀初 1F ＢＵＣＫＳ レディス・メンズ

2F 西松屋 ベビー・キッズ

2F ＩＮＯＨ レディス

滋賀初 2F Ｌuck Ｄo レディス・キッズ・メンズ（アウトレット）

滋賀初 2F ＢＯＤＹＭＡＫＥＲ
フィットネス・スポーツアパレル・カジュア
ル

滋賀初 2F Primeira classe レディス

2F ＪＡＣＫ ジーニングカジュアル

滋賀初 2F Style Lab レディス

関西初 2F ＢＥＡＲＥ
インポートメンズ・インポートファッション
雑貨

滋賀初 2F Right-on ex メンズ・レディス・キッズ

滋賀初 2F H＆Ｍ レディス・メンズ・キッズ

2F ＺＡＲＡ レディス・メンズ・キッズ・ベビー

2F ジーユー レディス・メンズ・キッズ

滋賀初 2F Double ｊ メンズカジュアル

2F 9＆Co. レディス

2F RAY CASSIN レディス

滋賀初 2F ＧＯＯＤ ＴＨＩＮＧＳ by rivet＆surge レディス

滋賀初 2F ｇ by GORGE レディス

滋賀初 2F MAJESTIC ＬＥＧＯＮ レディス

滋賀初 2F FACTORY Cook jeans レディス・メンズ

2F ＶＡＣＡＮＣＥ メンズ

滋賀初 2F THE SUIT COMPANY メンズ・レディス
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出店テナント一覧

■Fashion Goods

出店状況 フロア 店舗名 業種

1F VERITE ジュエリー

1F THE CLOCK HOUSE 時計専門店

1F THE Green Tara 天然石アクセサリー・海外雑貨・コスメ

滋賀初 1F Petit glam インナー・ファンデーション・お部屋着

滋賀初 1F FLAVA PREMIUM 帽子専門店

1F ノエルヤマモト バッグ

滋賀初 1F ＲＡＮＤＡ シューズ

滋賀初 1F ビューティーコスメアウトレット 化粧品・雑貨

滋賀初 1F Maria Maria シューズ・雑貨

関西初 1F Ｑｒｅａ（クレア） アクセサリー・雑貨・鞄

関西初 2F Navy Store ファミリーカジュアル＆雑貨

2F ABC-MART シューズ

2F アクセランド アクセサリー・服飾雑貨

滋賀初 2F ＡＱＵＡ MOON +PURI アクセサリー・服飾雑貨

関西初 2F 神戸ラ・ミーゴ シューズ・バック・アクセサリー

2F シュープラザパーク シューズ

滋賀初 2F ANTIQUE MIKE S アメリカ・アンティーク雑貨＆アパレル雑貨

■Life Goods

出店状況 フロア 店舗名 業種

1F 世界の絵画ギャラリー 世界の絵画・掛軸

1F Seria 生活雑貨

1F ペットランド ミクニ ペットショップ

滋賀初 1F JOUER ラッピング・輸入雑貨

1F aideco plus 生活雑貨

1F Stationery Ami 文具・雑貨

1F ヒマラヤ スポーツ用品

1F 宮脇書店 書籍・文具雑貨

1F LOGOS SHOP アウトドア用品

2F スペース田中 バラエティ雑貨

2F Ｓmile by 家具道楽 家具・生活雑貨（アウトレット）

2F Ｇプラザ バラエティ雑貨

2F dig 家具・雑貨
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出店テナント一覧

※掲載情報は12月2日時点のものです

■Gourmet&Food

出店状況 フロア 店舗名 業種

1F 生鮮食品館 ＴＯＫＵＹＡ スーパーマーケット

滋賀初 1F バーガーキング ファーストフードレストラン

1F ベーカリーカフェ シーズクラブ ベーカリーカフェ

1F セカンドハウス ケーキワークス ケーキ専門店

滋賀初 1F アンティ・アンズ カフェフード

滋賀初 1F クリスピー・クリーム・ドーナツ ドーナツ&コーヒー

滋賀初 1F カフェ・ド・クリエ カフェ

2F セカンドハウス スパゲティ＆ケーキ

滋賀初 2F ご飯ととろろ とろ麦 和食

関西初 2F Gottie`s ＢＥＥＦ 熟成牛ステーキ＆ビュッフェ

2F イタリア料理 カプリチョーザ イタリアンレストラン

2F 麺や 小麦 うどん

滋賀初 2F 千客万来 まねきだこ たこ焼

2F モスバーガー ハンバーガー

滋賀初 2F 世界で2番めにおいしい焼きたてメロンパンアイス スイーツ

滋賀初 2F さぬき大名 讃岐うどん

滋賀初 2F どんぶり一番 どんぶり専門店

2F Sugakiya ラーメン＆ソフトクリーム

2F Namaste Taj Mahal インド料理レストラン

■Service

出店状況 フロア 店舗名 業種

1F ママのリフォーム 洋服のお直し・靴・鞄の修理

滋賀初 1F ベストライフ ブランドリサイクル

1F nail salon KINGSBERRY ネイルサロン

滋賀初 1F 保険見直し本舗 生命保険代理店

2F 保険テラス 保険代理店

2F フォレストホームサービス 住宅エコリフォーム

2F こども写真城 スタジオアリス 写真スタジオ

■Amusement

出店状況 フロア 店舗名 業種

滋賀初 1F Ｇａｍｅ Ｆｉｅｌｄ アミューズメント

関西初 1F めっちゃさわれる動物園 動物園

2F Kid‘ｓ US.LAND アミューズメント

■期間限定店舗

出店状況 フロア 店舗名 業種

1F 沖縄民芸市 沖縄名産

1F 北海道物産展 北海道名産

1F 思い出横丁 駄菓子

2F fun to age 紳士靴

2F iron-lady-puzzle パズル


