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平成 24 年 2 月 8 日 
報道関係各位 

三井不動産株式会社 
ららぽーとマネジメント株式会社         

三井不動産株式会社（所在：東京都中央区 代表取締役社長 菰田正信）と、ららぽーとマネジ

メント株式会社（所在：東京都中央区 代表取締役社長 安藤正）は、本年4月19日（木）に東京

臨海副都心地区にてグランドオープンする複合施設「ダイバーシティ東京（DiverCity Tokyo）」の

うち、商業施設「ダイバーシティ東京 プラザ（DiverCity Tokyo Plaza）」の154店舗を決定しまし

たので、お知らせいたします。 

「ダイバーシティ東京 プラザ」は、日本でも有数の観光地である東京臨海副都心地区という立

地を活かし、「劇場型都市空間」というコンセプトのもと、国内外のお客さまにショッピングのほ

かにも、遊び、くつろぎ、そして驚きや感動を体感いただけるような“東京の新名所”を目指しま

す。インポートブランドをはじめ、国内外のカジュアルブランドや個性的・独創的なブランドなど、

高感度なファッションブランドが揃うほか、様々な体験が出来る大型エンターテインメント施設や、

東京の名店が集まるフードコート、五感で楽しめるレストランフロアなど、多様性と話題性に富ん

だ商業施設として誕生します。 

＜「ダイバーシティ東京 プラザ」の主な特徴＞ 
■ 臨海副都心地区 大級の店舗面積約 45,300 ㎡に、日本初出店 4 店舗、新業態 29 店舗を含む

154 店舗が出店 
■ インポートブランドから、国内外のカジュアルブランド、大型 SPA（製造小売）まで、幅広

い高感度なファッションブランドが揃う 
■ 世界初を含む、大型エンターテインメント施設 3 施設が出店 
■ エリア 大級のフードコート「東京グルメスタジアム」（約 700 席）に東京の名店を中心とし

た 13 店舗が集結 
■ 「五感で楽しむ劇場型レストランフロア」をはじめ、バラエティに富んだ飲食店の数々 
■ 新たなショップやクリエイターを発掘する『東京トレンドプロデュース』の 終審査を通過し

た 4 店舗が「東京トレンドプロデュースゾーン」に出店 
■ 国内だけでなく、東アジアを中心とした外国人観光客にも対応したサービス・設備 
■ 世界初*の太陽光発電によるデジタルサイネージや、敷地面積の約 40％を緑化、電気自動車充

電器を設置するなど環境に配慮した施設 (*メーカー調べによる） 

遊び、くつろぎ、驚きや感動が体感できる“東京の新名所” 

「ダイバーシティ東京 プラザ」154 店舗決定 
平成 24 年 4 月 19 日（木）グランドオープン 

複合施設「ダイバーシティ東京」 
全体イメージ 

商業施設「ダイバーシティ東京 プラザ」 
1F エントランス イメージ 

（りんかい線「東京テレポート」駅側） ©創通・サンライズ
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■ 臨海副都心地区 大級の店舗面積約 45,300 ㎡に、日本初出店 4 店舗、新業態 29 店舗を含む

154 店舗が出店 
 ガンダムの世界が楽しめる、世界初の常設型エンターテインメント施設「ガンダムフロン

ト東京」が出店。 
 全米で展開するカジュアル・ファッションブランド「Old Navy」が北米以外で初出店（グ

ランドオープンは夏以降を予定）。 
 ハワイで人気のスペシャリティコーヒーショップ「ホノルルコーヒー」が日本初上陸。 
 新業態では、バロックジャパンリミテッドの新ブランド「アヴァンリリィ」の 1 号店、ク

ロスカンパニーの展開する新業態「セブンデイズサンデイ」の 1 号店、「エスペランサ」

とカフェとの複合業態「エスペランサ スイーツマート」など、29 店舗が出店。 
※店舗一覧は、添付資料 1 をご参照ください。 

■ インポートブランドから、国内外のカジュアルブランド、大型 SPA（製造小売）まで、幅広い

高感度なファッションブランドが揃う 
 アメリカのカジュアル・ファッションブランド「American Eagle Outfitters・aerie」の国

内ショッピングモール１号店が出店。 
 大型 SPA（製造小売）ブランドである「ユニクロ」「H&M」「FOREVER21」「ZARA」「Bershka」

が一堂に集結。 
 国内 大規模の「ARMANI JEANS」、「BURBERRY BLUE LABEL」と「BURBERRY BLACK 

LABEL」の複合ショップ、「コーチ」メンズなど、多数のインポートアクセシブル・ラグ

ジュアリー・ブランドが出店。 
 「DIESEL」「SEE BY CHLOÉ」「MARC BY MARC JACOBS」などの高感度インポートア

パレル、「CECIL McBEE」「RODEO CROWNS WIDE BOWL」などの都心型高感度ショッ

プが多数出店。 

■ 世界初を含む、大型エンターテインメント施設 3 施設が出店 
 先述の「ガンダムフロント東京」が世界初出店。 
 ボウリング、カラオケ、アミューズメントのほか、さまざまなスポーツが楽しめる「スポ

ッチャ」を併設した、都内 大級の「ラウンドワン」が出店。 
 音楽をはじめ多様なエンターテインメントの発信拠点である「Zepp DiverCity (TOKYO)」

が出店。 

■ エリア 大級のフードコート「東京グルメスタジアム」（約 700 席）に東京の名店を中心とし

た 13 店舗が集結 
 ラーメン店「六厘舎」の新業態「久臨」、

洋食の「三代目 たいめいけん」など、

東京の名店が集結。 
 半年ごとに旬な店舗が入れ替わり、常

にトレンドを発信するイベントブー

スを設置。 
 壁面には触って遊べる「アミューズメ

ントウォール」が登場。 「東京グルメスタジアム」イメージ 
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■ 「五感で楽しむ劇場型レストランフロア」をはじめ、バラエティに富んだ飲食店の数々 
 「五感で楽しむ劇場型レストランフロア」をコンセプトとした 6 階レストランフロアには、

眼下に実物大ガンダム立像を臨む、宇宙空間をモチーフとした大型ブッフェ「APPOLO」、秋葉原

を中心に多店舗展開する話題のメイドカフェ「めいどりーみん」など、16 店舗が揃う。 
 レストランフロア以外にも、秋葉原で行列が出来る人気店「GUNDAM Café」、新大久保で

人気の韓流グッズショップ＆カフェ「KOREA 芸能人ひろば ODAIBA」など、バラエティ

豊かな飲食店がラインナップ。 

■ 新たなショップやクリエイターを発掘するインキュベーション（新規出店支援）企画『東京ト

レンドプロデュース』の 終審査を通過した 4 店舗が「東京トレンドプロデュースゾーン」に

出店 

 その場で花びらにオリジナルメッセージをプリントできるプリザーブドフラワーショッ

プ「Patisserie+Flower」。 
 東京を中心に活動するアーティスト・新進クリエイターの作品やキャラクター雑貨を取り扱うセレ

クトショップ「（仮称）iine tokyo」。 
 「自分らしく」「心豊かに」「そして HAPPY に」をコンセプトに、ファッション誌の読者モデルがイメー

ジモデルを務め、オリジナルアクセサリーや世界中から取り寄せたファッション雑貨を販売する

「ROYAL CLOSET by MESMO」。 
 職人の伝統の技を新たなデザインで表現した革製品ショップ「b3Labo」。 
※『東京トレンドプロデュース』は、本施設のイベントプロデューサーであるフジテレビジ

ョンとタイアップし、新規展開を目指すショップやクリエイターのインキュベーション

（新規出店支援）企画です。詳細はこちらをご参照ください。

http://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2011/0601_03/index.html 

■ 国内だけではなく、東アジアを中心とした外国人観光客にも対応したサービス・設備 
 銀聯（ぎんれん）カード対応（一部店舗を除く）。 
 中国語対応ができる外国人従業員を積極的に採用。 
 大型観光バスの一時停車場および観光バスドライバー用控室を完備。 
 多国語対応のインフォメーションおよび施設サイン計画。 

■ 世界初*の太陽光発電によるデジタルサイネージや、敷地面積の約 40％を緑化、電気自動車充

電器を設置するなど環境に配慮した施設 (*メーカー調べによる） 
 世界初*の太陽光発電によるデジタルサイネー

ジを、敷地中央のシンボリックな大屋根と大階

段で構成されるフェスティバル広場に設置。 
 外構・屋上・壁面を合わせ、敷地面積の約 40%

を緑化。 
 電気自動車（EV）用充電器を設置。 
 屋上には、お客さまに参加いただける菜園を設

置し、環境共生活動に取り組む。 
 フェスティバル広場に設置される実物大ガン

ダム立像は、東京都の推進する第 29 回全国都

市緑化フェアTOKYO（本年9 月29 日～10 月
28 日開催）の PR に協力し、緑化メッセージ

の発信に貢献。

商業施設「ダイバーシティ東京 プラザ」 

南外観イメージ 

©創通・サンライズ
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 「ダイバーシティ東京」の名称は、全国よりご応募いただいた3,762件の中から6案を候補とし、フ

ジテレビジョン主催イベント「お台場合衆国2011～ぼくらがＮＩＰＰＯＮ応援団！～」にて、来場

者投票により決定しました（投票総数152,061票）。 

 「ダイバーシティ東京」の事業主体は、三井不動産株式会社、大和ハウス工業株式会社および株式

会社サンケイビルが共同で設立した特定目的会社です。三井不動産グループはデベロップマネジメ

ント業務（総合企画業務）および竣工後の商業施設運営を行い、イベントプロデューサーとしてフ

ジテレビジョンが施設全体の賑わい創出や情報発信を行います。  

 『             』（アンド・アース）は、三井不動産グループのロゴである「  （アンド）マー

ク」に象徴される「共生・共存」という理念のもと、当社グループの活動が常に地球とともにあ

ることを表現しています。当社グループは、グループ一体となって、豊かで幸福な未来へと繋が

る新しい街を、お客さまとともに創り出してまいります。  

＊ 「  （アンド）マーク」の理念とは、これまでの社会の中で対立的に考えられ、とらえられてきた

「都市と自然」「経済と文化」「働くことと学ぶこと」といった概念を、「あれかこれか」という   

「ｏｒ」の形ではなく、「あれもこれも」という形で共生・共存させ、価値観の相克を乗り越えて

新たな価値観を創出していくもので、平成 3 年 4 月に制定されました。 
以  上 

複合施設「ダイバーシティ東京」イメージ 商業施設「ダイバーシティ東京 プラザ」 
1F エントランス イメージ 

「ダイバーシティ東京 プラザ」 
3F エントランス イメージ 
(ゆりかもめ「台場」駅側) 

「ダイバーシティ東京 プラザ」ロゴ 
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＜添付資料 1＞「ダイバーシティ東京 プラザ」店舗一覧 

1 メンズ NAVAL ナバル

2 メンズ・レディス ARMANI JEANS アルマーニジーンズ

3 メンズ・レディス Bershka ベルシュカ

4 メンズ・レディス BURBERRY BLUE LABEL/BURBERRY BLACK LABEL バーバリーブルーレーベル／バーバリーブラ ックレーベル ●

5 メンズ・レディス DC STORE ディーシーストア

6 メンズ・レディス DIESEL ディーゼル

7 メンズ・レディス ＥＬＥＭＥＮＴ エレメント

8 メンズ・レディス go slow caravan ゴースローキャラバン

9 メンズ・レディス Hurley STORE TOKYO BAY ハーレー ストア トウキョウ ベイ

10 メンズ・レディス MIDTIDE  Magic Number/Makapu'u ミッドタイド　マジックナンバー／マカプー

11 メンズ・レディス NIXON/GRAVIS by H.L.N.A ニクソン／グラビス　バイ　エイチエルエヌエイ ●

12 メンズ・レディス P.S.FA パーフェクト・スーツ・ファクトリー

13 メンズ・レディス STUSSY ステューシー

14 メンズ・レディス VENCE EXCHANGE INNOVATION STORE ヴァンス エクスチェンジ イノベーション ストア ●

15 メンズ・レディス VOLCOM STORE TOKYO BAY ボルコム ストア トウキョウ ベイ

16 メンズ・レディス WEGO ウィゴー

17 メンズ・レディス XLARGE® /X-girl  ODAIBA エクストララージ／エックスガール　オダイバ

18 メンズ・レディス YEVS イーブス

19 メンズ・レディス アディダス オリジナルス ショップ アディダス　オリジナルス ショップ

20 メンズ・レディス コーエン コーエン

21 メンズ・レディス シェアリングルーム ヘザー/レイジブルー シェアリングルーム　ヘザー／レイジブルー

22 メンズ・レディス ビームス ライツ ビームス ライツ ●

23 メンズ・レディス ビューティ＆ユース　ユナイテッドアローズ ビューティアンドユース　ユナイテッドアローズ

24 メンズ・レディス ユニクロ ユニクロ

25 メンズ・レディス・キッズ American Eagle Outfitters・aerie アメリカンイーグルアウトフィッターズ・エアリー

26 メンズ・レディス・キッズ FOREVER21 フォーエバートゥウェンティワン

27 メンズ・レディス・キッズ H&M エイチアンドエム

28 メンズ・レディス・キッズ LACOSTE ラコステ

29 メンズ・レディス・キッズ Old Navy オールドネイビー ●

30 メンズ・レディス・キッズ SEVENDAYS＝SUNDAY セブンデイズ　サンデイ ●

31 メンズ・レディス・キッズ ZARA ザラ

32 メンズ・レディス・雑貨 フララニハワイ フララニハワイ

33 メンズ・レディスシューズ マーレマーレデイリーマーケット マーレマーレデイリーマーケット

34 メンズ・服飾雑貨 コレクティブ　ユニオンステーション コレクティブ　ユニオンステーション

35 レディス allamanda アラマンダ

36 レディス Avan Lily アウ゛ァンリリィ ●

37 レディス CECIL McBEE セシルマクビー

38 レディス E hyphen world gallery PD イーハイフン　ワールドギャラリー　ピーディー

39 レディス FREE'S MART フリーズマート

40 レディス HEAVEN and Earth LUXU ヘブン　アンド　アース　ラグジュ ●

41 レディス INGNI イング

42 レディス RODEO CROWNS WIDE BOWL ロデオ　クラウンズ　ワイドボウル

43 レディス WORLD WIDE LOVE! by Rydia ワールドワイドラブ　バイ　リディア

44 レディス アズノゥアズ ピンキー アズノゥアズ　ピンキー

45 レディス ピンクラテ ピンクラテ

46 レディス・雑貨 アクシーズファム ノスタルジー アクシーズファム　ノスタルジー

47 レディス・ファッショングッズ SEE BY CHLOÉ シー　バイ　クロエ　

48 レディス・レディスシューズ・ファッショングッズ ノミネ ノミネ

49 Ｔシャツ ランドリー ランドリー

1 Ｔシャツ NUMBER. ナンバー

2 アクセサリー ROYAL CLOSET by MESMO ロイヤル クローゼット バイ メスモ ●

3 革小物 b3Labo ビ―スリーラボ

4 ギフトショップ Patisserie+Flower パティスリーフラワー

5 キャンドル BECKY CANDLE ベッキ―キャンドル

6 雑貨 Hacoa DIRECT STORE ハコア ダイレクト ストア

7 バラエティ雑貨 （仮称）iine tokyo イイネトウキョウ ●

8 レディス CONOMi コノミ

新業態

【ファッション】

【東京トレンドプロデュースゾーン】

No. 業種 店舗名 カタカナ
日本

初出店
新業態

No. 業種 店舗名 カタカナ
日本

初出店
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1 バッグ ＋ＳＴＹＬＥ プラススタイル

2 バッグ コーチメンズ コーチメンズ

3 バッグ Manhattan Portage マンハッタン　ポーテージ

4 バッグ カラーズ バイ ジェニファースカイ カラーズ バイ ジェニファースカイ

5 バッグ サックスバー サックスバー

6 バッグ ラシット ラシット

7 アクセサリー exberry エクスベリー

8 アクセサリー RAHU ラ―フ ●

9 アクセサリー 時女 トメ ●

10 アクセサリー・雑貨 クレアーズ クレアーズ

11 化粧品 THE BODY SHOP ザ・ボディショップ

12 化粧品 MISSHA ミシャ

13 化粧品 MANUFAKTURA マヌファクトゥーラ

14 シューズ crocs クロックス

15 シューズ・スポーツアパレル ABC-MART GRAND STAGE エービーシーマートグランドステージ

16 シューズ・ファッショングッズ UGG®Australia アグ　オーストラリア

17 シューズ・メンズレディース VANS バンズ ●

18 ジュエリー THE KISS sweets ザキッススィーツ ●

19 ジュエリー・アクセサリー VENDOME AOYAMA DUO ヴァンドーム　アオヤマ　デュオ ●

20 ジュエリー・アクセサリー canal4℃ カナルヨンドシー

21 ファッショングッズ （仮称）サマンサタバサプチチョイスプラス サマンサタバサプチチョイスプラス

22 ファッショングッズ MARC BY MARC JACOBS マーク　バイ　マーク　ジェイコブス

23 ランジェリー トリンプショップ トリンプショップ

24 ランジェリー AMPHI アンフィ

25 鞄・服飾雑貨 Cath Kidston キャス・キッドソン

26 時計 THE WATCH SHOP. by ISHIDA ザウォッチショップバイイシダ

27 帽子 FLAVA PREMIUM by帽子屋フレイヴァ フレイヴァ プレミアム バイ ボウシヤ フレイヴァ

28 メガネ・サングラス JINS ジンズ

29 レディスシューズ・ファッショングッズ・スイーツ エスペランサ スイーツマート　　　 エスペランサ　スイーツマート　　　 ●

1 生活雑貨 Toffy トフィ

2 生活雑貨 ハンズ ビー ハンズ　ビー

3 生活雑貨 木糸土 モクシド

4 天然石・アクセサリー karasade by ANAHITASTONES カラサデ　バイ　アナヒータストーンズ

5 天然石・アクセサリー・雑貨 STONE MARKET ストーンマーケット

6 バラエティ雑貨 3コインズ スリーコインズ

7 バラエティ雑貨 ヴィレッジヴァンガード ヴィレッジヴァンガード

8 CD タワーミニ タワーミニ

9 ギフトショップ Hello Kitty Japan ハローキティージャパン

10 キャラクター雑貨 キューズ キューズ

11 雑貨 マザーガーデン マザーガーデン

12 スマートフォンケース・雑貨 Gizmobiesplaylandお台場STORE ギズモビーズプレイランド オダイバ ストア

13 ドラッグストア マツモトキヨシ マツモトキヨシ

14 日用品、雑貨 ザ・ダイソー ザ・ダイソー

15 和雑貨 WABI×SABI ワビサビ

1 製菓メーカー・食物販 カルビープラス カルビープラス ●

2 製菓メーカー・食物販 キョロちゃんのおかしなおかし屋さん　 キョロチャンノオカシナオカシヤサン ●

3 ギフトショップ ザ・台場 ザ・ダイバ ●

4 食料品 成城石井 セイジョウイシイ

5 中華点心・中国茶 横浜中華街　皇朝 ヨコハマチュウカガイ　コウチョウ ●

6 チョコレート GODIVA ゴディバ ●

7 バラエティ雑貨 駅鉄×ぷっちょ エキテツ バーサス プッチョ ●

カタカナ
日本

初出店
新業態

【食物販】

No. 業種 店舗名 カタカナ
日本

初出店
新業態

【服飾雑貨】

No. 業種 店舗名 カタカナ
日本

初出店

【その他雑貨】

新業態

業種 店舗名No.
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1 カフェ KATE ROSE CAFE ケイトローズカフェ ●

2 カフェ GUNDAM Café ガンダムカフェ

3 カフェ ホノルルコーヒー ホノルルコーヒー ●

4 カフェ 上島珈琲店 ウエシマコーヒーテン

5 シアトルカフェ スターバックスコーヒー スターバックスコーヒー

6 シアトルカフェ タリーズコーヒー タリーズコーヒー

7 イタリアン ピッツェリア ドォーロ ローマ 台場 ピッツェリア　ドォーロ　ローマ　ダイバ

8 雑貨・カフェ KOREA 芸能人ひろば ODAIBA コリア ゲイノウジンヒロバ オダイバ ●

9 プレッツェル＆カフェ Auntie Anne's アンティ・アンズ

10 メイドカフェ メイドカフェ＆バー めいどりーみん メイドカフェアンドバー　メイドリーミン

11 アイスクリーム サーティワンアイスクリーム サーティワンアイスクリーム

12 ファストフード マクドナルド マクドナルド

13 サンドイッチ サブウェイ サブウェイ

14 ドーナツ&コーヒー Krispy Kreme Doughnuts クリスピー・クリーム・ドーナツ

15 回転寿司 北陸富山回転寿司　PREMIUM　海王 ホクリクトヤマカイテンスシ プレミアム カイオウ

16 韓国料理/タイ料理 東京純豆腐/Thai's トウキョウスンドウブ／タイズ

17 牛丼 吉野家 ヨシノヤ

18 串揚げビュッフェ 串家物語 クシヤモノガタリ

19 旬の肴とてっぱん料理 旬の肴とてっぱん料理 がぜん シュンノサカナトテパンリョウリ　ガゼン ●

20 中華 ロンフーダイニング ロンフーダイニング

21 鶏料理 鶏味座 トリミクラ

22 とんかつ かつ楽 カツラク

23 ハンバーグ＆ステーキ ハンバーグ＆ステーキ ヒロ ハンバーグアンドステーキヒロ

24 ブッフェ APOLLO アポロ ●

25 焼肉 平城苑 ヘイジョウエン

1 ラーメン 久臨 キュウリン　 ●

2 ラーメン 博多長浜らーめん 田中商店 ハカタナガハマラーメン　タナカショウテン

3 イベントブーズ （仮称）おいしい日 オイシイヒ ●

4 カツ丼 キムカツ亭 キムカツテイ ●

5 韓国料理 梁の家 ヤンノイエ

6 ジュース・スムージー・ベジタブル丼 SMALL　MARKET＠DELI スモールマーケットアットデリ

7 スイーツ TOKYO CREPE GIRL トウキョウクレープガール

8 セルフ式うどん はなまるうどん 渋谷公園通りver. ハナマルウドン シブヤコウエンドオリバージョン

9 全国Ｂ級ご当地グルメ てっぱん屋台 テッパンヤタイ

10 たこ焼き 築地銀だこ ツキジギンダコ

11 中華 赤坂ちびすけ アカサカチビスケ

12 パスタ PASTALIAN パスタリアン ●

13 洋食 三代目 たいめいけん サンダイメ　タイメイケン

1 外貨両替 トラベレックス トラベレックス

2 コンビニエンスストア セブンイレブン セブンイレブン

3 整体・アロマセラピー ボディセラピー ベアハグ ボディセラピー ベアハグ

4 リフォーム ママのリフォーム ママノリフォーム

5 屋上菜園 （仮称）屋上菜園 オクジョウサイエン

1 アミューズメント ガンダムフロント東京 ガンダムフロントトウキョウ ● ●

2 コンサートホール Zepp DiverCity (TOKYO) ゼップ　ダイバーシティ（トウキョウ）

3 ボウリング・アミューズメント ラウンドワン　ダイバーシティ東京　プラザ店 ラウンドワン　ダイバーシティトウキョウ　プラザテン

カタカナ
日本

初出店
新業態

【エンターテインメント】

No. 業種 店舗名

カタカナ
日本

初出店
新業態

【サービス】

No. 業種 店舗名 カタカナ
日本

初出店
新業態

【フードコート】

No. 業種 店舗名

【飲食】

No. 業種 店舗名 カタカナ 新業態
日本

初出店
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＜添付資料 2＞「ダイバーシティ東京 プラザ」フロアマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜添付資料 3＞「ダイバーシティ東京」概要 

所在地 
商業施設部分：東京都江東区青海 1 丁目 1 番 10 号 
オフィス部分：東京都江東区青海 1 丁目 1 番 20 号 

事業者 青海Ｑ区画特定目的会社 

交通 
東京臨海新交通臨海線（ゆりかもめ）「台場」駅から徒歩 5 分 
東京臨海高速鉄道りんかい線「東京テレポート」駅から徒歩 3 分 
首都高速 11 号台場線「台場」IC から約 1km 

敷地面積 約 32,900 ㎡（約 9,950 坪） 

店舗数 商業施設部分：154 店舗 

構造規模 
商業施設・駐車場部分：SRC 造 地下 1 階地上 9 階建 
オフィス部分: S 造（一部 RC 造）地下 1 階地上 21 階建 

延床面積 
商業施設・駐車場部分：約 140,200 ㎡（約 42,410 坪） 
オフィス部分：約 64,880 ㎡（約 19,630 坪） 

貸付面積 
商業施設部分：約 45,300 ㎡（約 13,700 坪） 
オフィス部分：約 43,300 ㎡（約 13,100 坪） 

駐車台数 約 1,400 台 

開業予定日 平成 24 年 4 月 19 日（木） 

営業時間 
物販：10：00～21：00 
飲食：11：00～23：00  ※一部除く 

デザイン監修 Buchan Group International Pty Ltd 

設計・施工 
商業施設・駐車場部分：三井住友建設株式会社 
オフィス部分：鹿島建設株式会社 

商業施設運営管理 ららぽーとマネジメント株式会社 

ホームページ http://www.divercity-tokyo.com 



9/9 

＜添付資料 4＞位置図 
【広域図】 

 

【詳細図】 

 

 

 

 


