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平成 25 年 1 月 23 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 

神奈川県最大級の大規模商業施設 

「三井ショッピングパーク ららぽーと横浜」大規模リニューアル 

全 279 店舗のうち 133 店舗が 2 月より順次新規・改装オープン 
今年日本に初上陸するブランドが 5 店舗出店 

 

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、2007 年の開業以来初となる「三井ショッピングパ

ーク ららぽーと横浜」（所在：神奈川県横浜市都筑区）の大規模リニューアルを 2月より実施し、新しく生ま

れ変わります。 

 

本リニューアルでは、全 279 店舗の約半数にあたる 133 店舗（新店 82 店舗、改装・移転 51 店舗）が新しく

なります。2月より新店・改装店舗が順次オープンし、3月 20 日（祝・水）までに本リニューアル店舗の約 7

割の 94 店舗（新店 51 店舗、改装・移転 43 店舗）、その後夏までに 39 店舗（新店 31 店舗、改装・移転 8店舗）

がオープンします。 

 

今年日本に初上陸する「ZARA HOME」や「Tommy Bahama」等、話題のインターナショナルブランドが充実し、

さらにアップル公認の Apple Premium Reseller「C smart」も出店します。 

 

また、セレクトショップからアクセサリーや服飾雑貨などが集結し、日常生活をサポートするクリニックや

生活雑貨なども充実し、ワンストップでお買い物をよりじっくりと楽しんでいただける施設となります。 

 

「三井ショッピングパーク ららぽーと横浜」は、2007 年 3 月の開業以降、立体駐車場の増設や新規店舗の

誘致などお客さまのさまざまなニーズに対応し、多くのご支持をいただいております。当社グループが掲げる

「経年優化」（時を経るにつれて成熟し、さらに価値を高めていく）の思想の元、今後も常に新しい付加価値

やサービスを発信・提供してまいります。 

＜「三井ショッピングパーク ららぽーと横浜」大規模リニューアルの主な特徴＞ 

■ 今年日本に初上陸するブランド（5店舗）をはじめ、インターナショナルブランドが充実 

■ 国内セレクトショップやトレンドファッション、高感度な服飾雑貨が集結 

■ フードコート初出店の有名店や話題の人気飲食店舗・食物販店舗が出店 

■ 利便性をさらに高める幅広いサービス店舗や生活雑貨などが拡充 
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■ 今年日本に初上陸するブランド（5店舗）をはじめ、インターナショナルブランドが充実 

・ スペイン インディテックス社「ZARA」のライフスタイル雑貨業態でベッドリネンからバスグッズやキッ

チン・ダイニングまで幅広い高感度な雑貨が揃う「ZARA HOME」が関東初出店 

・ 洗練されリラックスした世界観を展開し、メンズ・ウィメンズのウェアからデニム、アクセサリー等幅広

いアイテムを展開するアメリカのライフスタイルブランド「Tommy Bahama」がショッピングセンター初出

店 

・ シンガポール発ファストファッションアクセサリーブランド（シューズ・バック・サングラス等） 

「ＣＨＡＲＬＥＳ＆ＫＥＩＴＨ」が神奈川初出店 

※他 2店舗は今後発表予定 

 

■ 国内セレクトショップやトレンドファッション、高感度な服飾雑貨が集結 

・ 都市型ファッションからコスメ・アクセサリー・靴・バックなど服飾雑貨、生活雑貨等話題の有力セレク

トショップ、人気ショップが多数出店 

「ＭＹＳＥＬＦ ＡＢＡＨＯＵＳＥ」、「Ｂ：ＭＩＮＧ ＬＩＦＥ ＳＴＯＲＥ ｂｙ ＢＥＡＭＳ」、 

「ＢｌｕｅＧｒｉｄｉｏ  ｂｙ  ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ  ＬＡＮＧＵＡＧＥ」、「ＦＲＥＤＹ＆ＧＬＯＳＴＥＲ」、

「アーバンリサーチＤＯＯＲＳ」など   

・ 様々な生活シーンを華やかに彩るジュエリー・アクセサリー、生活・服飾雑貨、コスメ専門店が集結  

「ｋｉｔｓｏｎ ｓｐｏｔ」、「レイジースーザン」、「ｃａｎａｌ４℃」、「ＭＵＫ」、「アルテミス by ダイアナ」、

「ＡＭＰＨＩ」、「マーレマーレデイリーマーケット」、「ＣｏｓｍｅＫｉｔｃｈｅｎ」、「山田養蜂場」、 

「ＴｉＣ ＴＡＣ」など 

・ トレンドファッションが充実するレディス、メンズ＆レディス、ヤングファッション、服飾雑貨の店舗も

多彩に集結 

「アーモワールカプリス」、「ｇｏａ ＴＨＥ ＳＴＯＲＥ」、「E hyphen world gallery PD」、 

「Ｈｅａｔｈｅｒ」、「ＪＵＲＩＡＮＯＪＵＲＲＩＥ」、「ＲＯＤＥＯ ＣＲＯＷＮＳ ＷＩＤＥ ＢＯＷＬ」、 

「ＲＡＧＥＢＬＵＥ」「ＥＤＩＴＩＯＮ ＷＯＲＫＳ」など 

・ キッズからジュニア、ティーンまでのファッション、ファッション雑貨が充実 

「ＭＡＲＫＥＹ’Ｓ」、「ｒｅｐｉｐｉ ａｒｍａｒｉｏ」、「ＬＡＧＲＡＣＥ ＭＡＲＴ ＋ＫＩＤＳ」、 

「ＯＬＹＭＰＩＡ」など 

 

■ フードコート初出店の有名店や話題の人気飲食店舗・食物販店舗が出店 

＜フードコート「特選ダイニングフォーシュン」＞ 

・ 六本木飯倉片町に本店を構える 1960 年開業の人気イタリアン「キャンティ」の新業態「飯倉 アルカフ

ェキャンティ」、箸で切れるやわらかとんかつで有名な「とんかつ まい泉」などがフードコート業態で

初出店 

＜レストランゾーン＞ 

・ 食肉卸問屋直営の黒毛和牛牝牛専門の有名焼肉店「やきにく ら、ぼうふ」がショッピングセンター初出

店 

・ フレッシュローストの最高級コナコーヒーをサーブするハワイスタイルのカフェ「ホノルルコーヒー」、

ビュッフェスタイルの「串家物語」、大かまどでお米を炊き上げる和定食の「大かまど飯 寅福」などバ

ラエティに富んだ人気の飲食店が出店 

＜食物販＞ 

・ 豊富な種類のお菓子やパンの材料まで幅広い品揃えの「富澤商店」、軽井沢のお土産で人気の「軽井沢フ

ァーマーズギフト」などが出店 

・ お土産やギフトにも対応できる静岡県で人気のバームクーヘンの「治一郎」、人気スイーツショップの「ベ

ビーモンシェール」がカフェを併設し「ベビーモンシェールカフェ」としてショッピングセンター初出店 
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■ 利便性をさらに高める幅広いサービス店舗や生活雑貨などが拡充 

・ iPhone,iPad,Mac や iPod などの Apple 製品フルラインアップとアクセサリーの専門店 Apple Premium 

Reseller「C smart」が出店。iPhone も含む Apple 製品の修理対応も行うクイックガレージも併設 

・ お客さまの‘健康’のサポートとして、「（仮称）クリニックステーション鴨居」が開院 

・ 幅広い年代から好評の旅行会社「エイチ・アイ・エス」、携帯電話ショップ「ａｕショップ」、パソコン教

室の「パソコンスクール  アビバ」などが出店 

・ 気軽に楽しめるおしゃれ生活雑貨「３ＣＯＩＮＳ」、バラエティ豊かな 100 円均一ショップ「ザ・ダイソ

ー」などが出店 

 

■ 三井不動産グループでは、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」、「多

様な価値観の連繋」の理念のもと、グループビジョンに「       （アンド・アース）」を掲げ、当

社グループのまちづくりが常に地球とともにあることを認識し、人と地球がともに豊かになる社会をめざし

ています。 

 

※  （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、1991

年 4 月に制定されました。 

 

以  上 
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＜添付資料 1＞リニューアル店舗一覧 

 
 
 
 

＜新店一覧＞

◆ファッション

業種 店舗名 カタカナ オープン日
2013年

日本初上陸
関東初

神奈川県
初

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
ｾﾝﾀｰ初

新業態

レディス ANOTHER BRANCH By OLIVEdesOLIVE アナザーブランチ　バイ　オリーブデオリーブ 3/15 ○ ○

レディス ＪＵＲＩＡＮＯＪＵＲＲＩＥ ジュリアーノジュリ 3/15

レディス FRAMES Ray Cassin　  フレームス レイカズン 2/22 ○

レディス Heather ヘザー 4/26

レディス・雑貨 ｒｅｐｉｐｉ　ａｒｍａｒｉｏ　 レピピ　アルマリオ 3/20

レディス・服飾雑貨 アーモワールカプリス アーモワールカプリス 3/15

レディス・服飾雑貨 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 3/20

レディス・服飾雑貨 ＯＰＡＱＵＥ．ＣＬＩＰ オペーク　ドット　クリップ 3/20

メンズ・レディス・服飾雑貨 アーバンリサーチＤＯＯＲＳ アーバンリサーチドアーズ 3/20

メンズ・レディス・服飾雑貨 ｆｉｅｌｄ/ｄｒｅａｍ　　 フィールド/ドリーム 3/15

メンズ・レディス・服飾雑貨 ＦＲＥＤＹ＆ＧＬＯＳＴＥＲ フレディー アンド グロスター 3/20

メンズ・レディス・服飾雑貨 ＭＹＳＥＬＦ ＡＢＡＨＯＵＳＥ マイセルフ アバハウス 3/20 ○ ○ ○ ○

メンズ・レディス・キッズ PEARLY　GATES　THE GREEN GOLF STORE パーリーゲイツ ザ グリーン ゴルフ ストア 3/20 ○ ○

メンズ・レディス・キッズ ビーミング　ライフ　ストア　by　ビームス ビーミング　ライフ　ストア　バイ　ビームス 3/20

メンズ・レディス・キッズ ＲＯＤＥＯ ＣＲＯＷＮＳ ＷＩＤＥ ＢＯＷＬ ロデオクラウンズ ワイドボウル 3/20

メンズ・レディス ｇｏａ　ＴＨＥ　ＳＴＯＲＥ ゴア　ザ　ストア 3/20 ○

メンズ・レディス ＴＨＥ　ＳＨＯＰ　ＴＫ　ＭＩＸＰＩＣＥ ザ　ショップ　ティーケー　ミクスパイス 3/15

メンズ・レディス Tommy Bahama トミーバハマ 4月上旬 ○ ○ ○

メンズ・レディス ブルーグリージオ　ｂｙ　ユニバーサルランゲージ ブルーグリージオ　バイ　ユニバーサルランゲージ 3/20 ○

メンズ ＥＤＩＴＩＯＮ ＷＯＲＫＳ エディション ワークス 3/20 ○ ○

メンズ RAGEBLUE レイジブルー 3/20

キッズ ＢＡＣＫ ＮＵＭＢＥＲ ＫＩＤＳ バック ナンバー キッズ 3/7 ○

キッズ ｂｌｏｓｓｏｍ３９ ブロッサムサーティーナイン 3/20

キッズ ＭＡＲＫＥＹ’Ｓ マーキーズ 3/15

◆身の回り（服飾雑貨等）

業種 店舗名 カタカナ オープン日
2013年

日本初上陸
関東初

神奈川県
初

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
ｾﾝﾀｰ初

新業態

シューズ アルテミス by ダイアナ アルテミス バイ ダイアナ 3/15

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 3/15

シューズ ＬＡＧＲＡＣＥ ＭＡＲＴ ＋ＫＩＤＳ ラグラスマート プラスキッズ 4月中旬 ○ ○ ○

シューズ・バッグ ＣＨＡＲＬＥＳ & ＫＥＩＴＨ チャールズ　アンド　キース 3/20 ○ ○ ○

バック・ファッション雑貨 ｋｉｔｓｏｎ ｓｐｏｔ キットソン　スポット 3/15 ○ ○

服飾雑貨 レイジースーザン レイジースーザン 3/20

レディス・雑貨 niko and... ニコアンド 3/20

アクセサリー ＭＵＫ エムユーケー 3/20 ○ ○

アクセサリー ｃａｎａｌ４℃ カナル ヨンドシィ 3/2

化粧品 ＣｏｓｍｅＫｉｔｃｈｅｎ コスメキッチン 3/20

化粧品・食料品 山田養蜂場 ヤマダヨウホウジョウ 4/10

時計 ＴｉＣ ＴＡＣ チックタック 3/20

ランジェリー ＡＭＰＨＩ アンフィ 3/20

◆その他雑貨

業種 店舗名 カタカナ オープン日
2013年

日本初上陸
関東初

神奈川県
初

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
ｾﾝﾀｰ初

新業態

家電（アップル専門店） C smart(Apple Premium Reseller) シースマート(アップル　プレミアム　リセーラー） 3月下旬 ○

生活雑貨 ザ・ダイソー ザ・ダイソー 5/13

生活雑貨 ザラホーム ザラホーム 4/23 ○ ○ ○ ○

生活雑貨 ３ＣＯＩＮＳ スリーコインズ 3/15

バラエティ雑貨 ＯＬＹＭＰＩＡ オリンピア 3/20

キャラクター雑貨 Ｄｉｓｎｅｙ Ｓｔｏｒｅ　 ディズニーストア 3月下旬

キャラクター雑貨 どんぐり共和国 ドングリキョウワコク 3/15

◆サービス

業種 店舗名 カタカナ オープン日
2013年

日本初上陸
関東初

神奈川県
初

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
ｾﾝﾀｰ初

新業態

幼児教室 ジンボリー  プレイ＆ミュージック ジンボリー　プレイアンドミュージック 7月 ○ ○

パソコン教室 パソコンスクール  アビバ パソコンスクール  アビバ 4/10

ブライダル ウエディングスタイル  ブライダルカウンター ウエディングスタイル  ブライダルカウンター 4/10 ○

生命保険 よくわかる！ほけん案内 ヨクワカル！ホケンアンナイ 2/22 ○ ○

携帯電話 ａｕショップ エーユーショップ 3/20

旅行代理店 エイチ・アイ・エス エイチ・アイ・エス 3/15

ウィッグ ジュリア・オージェ ジュリア・オージェ 3/7

レディスシェービング・まつ毛エクステ ハッピーフェイス・ハニーアイラッシュ ハッピーフェイス・ハニーアイラッシュ 3/20

リラクゼーションサロン Natural body ナチュラルボディ 2/20

クリニック エル整骨院 エルセイコツイン 4/10

クリニック（内科など） （仮称）クリニックステーション鴨居 （カショウ）クリニックステーションカモイ 6月

◆食物販

業種 店舗名 カタカナ オープン日
2013年

日本初上陸
関東初

神奈川県
初

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
ｾﾝﾀｰ初

新業態

プレッツェル Auntie Anne's  アンティアンズ 4月下旬

沖縄物産 沖縄宝島 オキナワタカラジマ 3/15

食料品 軽井沢ファーマーズギフト カルイザワファーマーズギフト 3/15

バームクーヘン・ラスク 治一郎 ジイチロウ 3/15

食材、食料品 富澤商店 トミザワショウテン 3/15

ベーカリー ドンク ドンク 4/26

スイーツカフェ ベビーモンシェールカフェ ベビーモンシェールカフェ 3/15 ○ ○ ○

茶葉 ルピシア ルピシア 3/15
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◆飲食

業種 店舗名 カタカナ オープン日
2013年

日本初上陸
関東初

神奈川県
初

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
ｾﾝﾀｰ初

新業態

ハンバーグ いしがまやハンバーグ イシガマヤハンバーグ 4月下旬

和定食 大かまど飯　寅福 オオカマドメシ　トラフク 4月下旬

アメリカンレストラン ＫａＨａＬａ Ｒｏｏｍ カハラ ルーム 3/2 ○ ○ ○

和食 串家物語 クシヤモノガタリ 4月下旬

アイスクリーム・ワッフル コールド・ストーン・クリーマリー/ワッフルズ コールド・ストーン・クリーマリー/ワッフルズ 4月下旬

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 5月

キッズカフェ＆レストラン・幼児教室 Dino Kids Café ＆ Food/ヨコミネ学習塾 ディノキッズ カフェ＆フード/ヨコミネガクシュウジュク 3/1 ○

カフェ ホノルルコーヒー ホノルルコーヒー 4月下旬

焼肉 やきにく　ら、ぼぅふ ヤキニク　ラ、ボゥフ 4月下旬 ○ ○

◆フードコート「特選ダイニングフォーシュン」

業種 店舗名 カタカナ オープン日 関東初
神奈川県

初
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
ｾﾝﾀｰ初

新業態
フード

コート初

イタリアン・洋食 飯倉　アルカフェキャンティ イイクラ　アルカフェキャンティ 3月中旬 ○ ○ ○ ○ ○

ドリンク・軽飲食 CRAIGHTON'S Café クレイトンズカフェ 2/1 ○ ○ ○

親子丼・鶏料理 鶏味座 トリミクラ 3月中旬 ○ ○

とんかつ とんかつ　まい泉 トンカツ　マイセン 3月中旬 ○



 

6/7 

 
 
※上記リストは 2013 年 1 月 23 日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 

＜改装店舗（移転も含む）一覧＞

◆ファッション

業種 店舗名 カタカナ オープン日

レディス ＯＦＵＯＮ nex オフオン ネックス 2/22

レディス ＮＡＴＵＲＡＬ　ＢＥＡＵＴＹ　ＢＡＳＩＣ ナチュラル　ビューティー　ベーシック 3/8

レディス メルローズクレール メルローズクレール 3/1

レディス ラシュッド ラシュッド 3/15

レディス Ｒｏｐé Ｐｉｃｎｉｃ ロペピクニック 3/9

レディス・キッズ ＳＭ２　ｋｅｉｔｔｉｏ サマンサモスモス ケイッティオ 3/15

メンズ・レディス・キッズ グローバルワーク グローバルワーク 3/15

メンズ・レディス・キッズ ＳＴＵＳＳＹ ステューシー 3/15

メンズ・レディス Ａ｜Ｘ ＡＲＭＡＮＩ ＥＸＣＨＡＮＧＥ エーエックス アルマーニ エクスチェンジ 3/15

メンズ・レディス ＣＯＭＭＥ　ＣＡ　ＳＴＹＬＥ コムサスタイル 3/20

メンズ・レディス ＢＲＩＣＫ ＨＯＵＳＥ ｂｙ Ｔｏｋｙｏ Ｓｈｉｒｔｓ ブリック　ハウス　バイ　トウキョウ　シャツ 3/15

メンズ・レディス フレッドペリー フレッドペリー 3/15

メンズ ＡＤＭＩＸ　ＡＴＥＬＩＥＲ　ＳＡＢ　ＭＥＮ アドミックス　アトリエ　サブ　メン 3/1

メンズ ＨＩＤＥAＷＡYＳ　ＮＩＣＯＬＥ ハイダウェイ　ニコル 3/15

アウトドア カンタベリー オブ ニュージーランド カンタベリー オブ ニュージーランド 2/20

アウトドア ＴＨＥ ＮＯＲＴＨ ＦＡＣＥ ＋ ザ・ノース・フェイス ＋ 3/15

◆身の回り（服飾雑貨等）

業種 店舗名 カタカナ オープン日

アクセサリー イノセンス イノセンス 2/28

アクセサリー THE KISS ザ キッス 2/22

ジュエリー Douxmiere bijou SOPHIA ドゥミエール　ビジュソフィア 3月下旬

ジュエリー ミルフローラ ミルフローラ 3/1

クリスタルジュエリー ＳＷＡＲＯＶＳＫＩ スワロフスキー 2/22

シューズ ＡＢＣ－ＭＡＲＴ エービーシー　マート 3月中旬

シューズ ジェリービーンズ ジェリービーンズ 3/7

シューズ ビルケンシュトック ビルケンシュトック 3/20

シューズ ｆａｍ crocs専門店 ファム　クロックスセンモンテン 3/7

シューズ・バッグ ecco エコー 3/20

バッグ クラチカ クラチカ 3/20

トートバッグ ＲＯＯＴＯＴＥ　ＧＡＬＬＥＲＹ　 ルートート  ギャラリー 3/7

帽子 ｏｖｅｒｒｉｄｅ オーバーライド 3/7

化粧品 オルビス・ザ・ショップ オルビス・ザ・ショップ 3/15

化粧品 ファンケル ファンケル 3/20

メガネ ＪＩＮＳ ジンズ 3/20

ランジェリー アモスタイル バイ  トリンプ アモスタイル バイ  トリンプ 3/22

靴下 靴下屋 クツシタヤ 3/1

レディス・雑貨 ＳＴＵＤＩＯ ＣＬＩＰ スタディオ　クリップ 3/20

◆その他雑貨

業種 店舗名 カタカナ オープン日

ビーズ・アクセサリー パーツクラブ パーツクラブ 3/2

雑貨 ＳＷＩＭＭＥＲ スイマー 3/7

雑貨・キッズ リッカティル リッカティル 3/7

和雑貨 置地廣場 オキチヒロバ 3/7

ドラッグストア ハックドラッグ ハックドラッグ 3/15

キャラクター雑貨 サンリオ　ギフトゲート サンリオ　ギフトゲート 4/26

◆サービス

業種 店舗名 カタカナ オープン日

ヘアサロン 美容室イレブンカット ビヨウシツイレブンカット 2/22

子供写真館 こども写真城スタジオアリス コドモシャシンジョウスタジオアリス 3/8

携帯電話 ドコモショップ ドコモショップ 2/28

ＡＴＭ みずほ銀行ＡＴＭ ミズホギンコウエーティーエム 3月中旬

ＡＴＭ 横浜銀行ＡＴＭ ヨコハマギンコウエーティーエム 3月中旬

リラクゼーションサロン ラフィネ ラフィネ 2/1

◆飲食・食物販

業種 店舗名 カタカナ オープン日

駄菓子 だがし夢や ダガシユメヤ 2/17

カフェ タリーズコーヒー タリーズコーヒー 4月下旬

ソフトクリーム マザー牧場　CAFÉ＆SOFTCREAM マザーボクジョウ　カフェ　アンド　ソフトクリーム 3/2



 

7/7 

＜添付資料 2＞「三井ショッピングパーク ららぽーと横浜」概要 

「三井ショッピングパーク ららぽーと横浜」は、東京ドーム 2 つ分に相当する約 10 万㎡の広大な敷地に多彩な

店舗が出店し、2007 年 3 月 15 日に神奈川県最大級の大規模商業施設としてオープンいたしました。 
「イトーヨーカドー」「東急ハンズ」「紀伊国屋書店」などの大型店、13 スクリーン・約 2400 席の県内最大級の

シネマコンプレックス「ＴＯＨＯシネマズ」、ファストファッションから高感度ブランドファッションまで幅広い

店舗が充実しており、お客さまのニーズやウォンツを満たす商業施設となっております。 

所在地 神奈川県横浜市都筑区池辺町 4035-1 
運営 ららぽーとマネジメント株式会社 

敷地面積 102,002.23 ㎡（30,855.61 坪） 
構造規模 鉄骨造 地下 1 階地上 6 階建 

店舗面積（貸付面積） 約 93,000 ㎡（約 28,000 坪） 
駐車台数 約 4,600 台 
開業日 2007 年 3 月 15 日 
店舗数 現在     ：279 店舗 

リニューアル後：275 店舗 
交通 JR 横浜線「鴨居」駅徒歩 7 分 

営業時間 ショップ･サービス 10:00～21:00 レストラン 11:00～23:00 
※一部異なる店舗があります。 

設計・施工 鹿島建設株式会社 
売上 2011 年度 約 460 億円（イトーヨーカドーを除く） 

※上記は 2013 年 1 月 23 日時点のものです。 

＜添付資料 3＞位置図 


