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2015 年 8 月 3 日 

報道関係各位 

三井不動産株式会社 

日本最大級の大型複合施設 

「EXPOCITY」 11 月 19 日（木）グランドオープン 
8 つの大型エンターテインメント施設と全 305 店舗の「ららぽーと EXPOCITY」 

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）は、2015 年 11 月 19 日（木）、大阪府

吹田市の万博記念公園に日本最大級の大型複合施設「EXPOCITY（エキスポシティ）」を開業いたします。 

「EXPOCITY」は、大阪の中心部からほど近い大阪モノレール「万博記念公園駅」前の敷地面積約 172,000 ㎡に

広がる、8 つの大型エンターテインメント施設と全 305 店舗の「三井ショッピングパーク ららぽーと EXPOCITY」から

なる、エンターテインメントとショッピングが融合した大型複合施設です。 

「『遊ぶ、学ぶ、見つける』 楽しさをひとつに！」をテーマに、ミュージアムやシネマコンプレックス、教育とエンター

テインメントが融合したエデュテイメント施設など 8 つのエンターテインメント施設が、今までにない体験と感動を提

供します。また、「ららぽーと EXPOCITY」では、エンターテインメント性のあるレストランや体験型ショップを集め、非

日常のドキドキと未体験のワクワクを体感できると同時に、ハイセンスなファッションから日常使いできる雑貨まで、

上質なライフスタイルを実現するショップを集めました。 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ロゴは施設の姿がモチーフ 

「EXPOCITY」全体鳥瞰 空の広場 

直径 60m を超える大型の屋外広場 

光の広場 

「ららぽーと EXPOCITY」の中央に

ある、イベントステージを備えた巨

大な吹抜け空間 
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昭和が始まって 45 年経った 1970 年、「人類の進歩と調和」をテーマに掲げ、アジアで初の日本万国博覧会

「EXPO'70」が、万博記念公園で開催されました。 

それから奇しくも 45 年経った今、「EXPOCITY」が新たに誕生します。 

エンターテインメントとショッピングの集積・融合により、EXPO'70 開催の地に新たなコミュニティーを創り出すことで、

45 年前の熱気と賑わいを呼び覚ますような施設を目指します。 

関西圏のみならず日本全国、海外からのお客さまにもお越しいただき、三世代にわたって楽しい時間を過ごしていた

だける大型複合施設、人々が集い交流する、世界に誇れる日本のランドマークになることを目指します。 
 
 
 
 

①海遊館が初プロデュース、生きているミュージアム「NIFREL」 （ニフレル） 

②日本初の体験型英語教育施設「OSAKA ENGLISH VILLAGE」（オオサカイングリッシュ ビレッジ） 

③体験型エデュテイメント施設「ポケモン EXPO ジム」（ポケモンエキスポジム） 

④自然体感型エンターテインメント施設「オービィ大阪（Orbi Osaka）」 *1 

オフィシャルショップ、レストラン「オリエンタル スプーン」 

⑤「ひつじのショーン」の体験型アミューズメントパーク「ENTERTAINMENT FIELD」（エンターテイメント フィールド） 

⑥ 新鋭シネマコンプレックス「109 シネマズ大阪エキスポシティ」 （イチマルキュウシネマズオオサカエキスポシティ） 

⑦動物たちの移動遊園地「ANIPO」（アニポ） 

⑧日本一の大観覧車「（仮称）OSAKA WHEEL」（オオサカホイール）*2 

オフィシャルショップ&レストラン「REDHORSE MARUMIE PLAZA」（レッドホースマルミエプラザ） 

 
*1 「オービィ大阪」は、2016 年初頭営業開始予定。 

オフィシャルショップとレストラン「オリエンタル スプーン」は、2015 年 11 月 19 日営業開始。 

*2 「（仮称）OSAKA WHEEL」は、2016 年春営業開始予定。 

オフィシャルショップ&レストラン「REDHORSE MARUMIE PLAZA」は、2015 年 11 月 19 日営業開始。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ららぽーと EXPOCITY」はショッピングエンターテインメントとして、下記の特徴を備えています。 

詳細は添付資料をご覧ください。 

 

①“関西初出店”が全 47 店舗 

②EXPOCITY“発”の新業態店舗が続々 

③国内外の有名キャラクターが続々！キャラクターゾーンを展開 

④ショッピングにもエンターテインメントを！大型ショップ内で体験型コンテンツが充実 

⑤食にもエンターテインメント！外部レストラン棟「EXPO KITCHEN（エキスポキッチン）」 

⑥世界各国のグルメが勢揃い！3 階フードコート「FOOD PAVILION（フードパビリオン）」 

８つの大型エンターテインメント施設 

＜「EXPOCITY」 施設ＭＡＰ＞ 

三井ショッピングパーク ららぽーと EXPOCITY 

EXPOCITY とは 
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「EXPOCITY」では、より魅力ある施設づくりのために、下記の取り組みを行なっています。 

詳細は添付資料をご参照ください。 

 

①吹田市情報発信プラザ「Inforest すいた」の設置 

②当施設専用テレビ放送局やタッチ式の大型ディスプレイを活用した、施設内の回遊を促進する情報発信シス  

テムの導入 

③「EXPO'70」のパビリオン｢三井グループ館｣の案内スタッフが着用していたユニフォームを思い出すような、イン

フォメーションスタッフのユニフォーム 

④インバウンド対応 
 

＜「EXPOCITY」概要＞ 

所在地 大阪府吹田市千里万博公園 2-1 

敷地面積 約 172,000 ㎡ 

構造規模 
鉄骨造地上 1～3 階建（一部地下 1～2 階建） 

立体駐車場 鉄骨造地上 3 階建（屋上駐車場）3 棟 

延床面積 約 223,000 ㎡ （約 67,500 坪） 

店舗面積（ららぽーと EXPOCITY） 約 7１,000 ㎡ （約 21,500 坪） 

施設および店舗数 312 

駐車台数 約 4,100 台 

交通 大阪モノレール「万博記念公園駅」徒歩 2 分 

スケジュール 
着工：2014 年 7 月 17 日 

開業：2015 年 11 月 19 日 

環境デザイン フェルナンド・バスケス 

外構デザイン 鳳コンサルタント株式会社 環境デザイン研究所 

設計・施工 竹中工務店・竹中土木共同企業体 

運営・管理 三井不動産商業マネジメント株式会社 

「EXPOCITY」ホームページ http://www.expocity-mf.com/ 

 

＜航空写真（2015 年 7 月 25 日時点） ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOCITY の取り組み 

写真撮影：株式会社エスエス大阪 
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＜位置図・敷地配置図＞ 
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【添付資料 目次】 

 

 
＜添付資料１＞ ８つの大型エンターテインメント施設 P.6～13 

＜添付資料２＞ 「ららぽーと EXPOCITY」 P.14～23 

＜添付資料３＞ 「ららぽーと EXPOCITY」出店店舗一覧 P.24～30 

＜添付資料４＞ 「EXPOCITY」の取り組み P.31～34 

＜添付資料５＞ 三井不動産のリージョナル型ショッピング

センター 

P.35 

＜添付資料６＞ 参考 「（仮称）吹田市立スタジアム」 P.36 
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海遊館が初プロデュース、生きているミュージアム！ 

感性を豊かにし、心が温かくなる場所 

 
『NIFREL（ニフレル）』は、水族館、動物園、美術館のジャンルを超えて、 

まるでアートを楽しむように、生きものや自然の魅力を直感的に楽しめる工夫を 

凝らしています。 

 

 

 

コンセプトは「感性にふれる」。 

地球が育む多様ないのちと個性が、今までにない造形物や空間、照明、映像、音楽と融合する空間展示「インスタレ

ーション」を用いて表現し、子どもはもちろん大人の感性をも刺激し心を豊かにします。 

 

■「生きものを見ること」の楽しみ方を、次のステージへ 

「水族館」や「動物園」に対する共通のイメージが出来上がっていませんか？ 

ダイナミックな海の姿は海遊館でお楽しみいただけるからこそ、ニフレルではアートを楽しむかのように、直感的に感じ、

より身近に楽しむという新しい視点で「生きものを魅せる」にチャレンジします。 

 

■テーマごとにまったく異なる世界が広がる７つのゾーン 

それぞれの生息環境に適応し、色彩や形状、特別な能力などを身に付けた生きものたち。その個性や不思議な魅力

を、ニフレル独自の視点で切り取った「いろ」「わざ」「すがた」「WONDER MOMENTS」「みずべ」「うごき」「つながり」がテ

ーマ。例えば「いろにふれる」ゾーンでは、直感的に「色」に注目していただける仕掛けがあるなど、そのテーマが「楽しみ

方のヒント」になっています。 

それぞれのゾーンに入った瞬間から、新鮮な気持ちで、思いをめぐらせて楽しんでいただけます。 

 

 

ニフレルでは、館内のカフェやショップ、フォトスポットに至るまで、五感でワクワクできる様々な「にふれる」体験を楽しめ

る内容を予定しています。お楽しみにしてください。 

 

 

 

  

1  NIFREL （ニフレル） 

＜添付資料１＞８つの大型エンターテインメント施設 
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日本初！ 

アメリカの文化や日常を通して楽しみながら学べる体験型英語教育施設！ 
 

実際にアメリカの地に足を踏み入れたかのような空間で英語に触れられる、 

日本初の体験型英語教育施設「OSAKA ENGLISH VILLAGE（OEV）」。 

子どもだけでなく大人も利用できるエデュテイメント(Edutainment)施設で、英語ネイティブの

講師と一緒に、アメリカの歴史・文化・祝祭・日常生活をベースにした多様なシチュエーショ

ン別の英語表現を学び、練習できます。 

 

■「“楽しむこと”で英語を身につける」がテーマ 

隅々までこだわった内装とコンテンツをご用意。タイムズスクエア・自由の女神といったアメリカの象徴的なスポットから、

西海岸・東海岸地域の特徴が表現された教室を観光気分で楽しめます。 

 

■活きた英語表現に触れられるカリキュラム 

「アメリカでレストランに入ったら、どのようにして注文するの？（Restaurant）」 

「飛行機に乗ったらどのようなやり取りをするの？（Airplane）」 

実際にアメリカに行った際に想定される場面に着目したカリキュラムでは、活きた英語表現に触れることが可能に。 

また、アメリカの学校をイメージした School Zone での学習や、ネイティブ講師とのレッスンを通じて、自然な受け答えを

身につけられます。 

OEV のすべての学習カリキュラムは、個人のお客様のみならず学校・一般団体のお客様も歓迎。団体別の特別学習

プランも提供いたします。 

 

併設店舗として CNN Café の日本第 1 号店がオープン予定！気軽に英語に触れられる仕掛けが満載です。 

 

DISCOVER OSAKA ENGLISH VILLAGE! 

Inspiring the next generation of English learners in Japan. 

                                             

                                            

２  OSAKA ENGLISH VILLAGE （オオサカ イングリッシュ ビレッジ） 

＜添付資料１＞８つの大型エンターテインメント施設 

ＣＮＮ Café 
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ポケモンと一緒に遊ぼう、学ぼう！ 
 
ポケモンが国内で初めてプロデュースする体験型「エデュテイメント」施設。「コミュニケーション」をコンセプトに、独自に

開発された強化プログラムで、子どもたちのコミュニケーションスキルを育みます。 

 

施設詳細につきましては、本年 10 月頃にご案内の予定です。 

乞うご期待！ 

 

 

 

 

 

 

 

  

３  ポケモン EXPO ジム （ポケモンエキスポジム） 

＜添付資料１＞８つの大型エンターテインメント施設 
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大自然超体感ミュージアム！ 

セガの革新的エンターテインメントと BBC Earth の専門知識と

映像制作力を融合した共同プロジェクト 
 
※2016 年初頭営業開始予定 

※ただし、オフィシャルショップとレストラン「オリエンタル スプーン」は、 

2015 年 11 月 19 日に先行して営業開始。 

 

「オービィ大阪（Orbi Osaka）」は、大小様々な体験を通して、知らなかった地球を発見する「エンタテインメント・エキシ

ビション」、大迫力のスペシャルシアターで、地球・生命の魅力に感動する「シアター23.4」、オフィシャルショップやレス

トランで構成されています。 

  

■エンタテインメント・エキシビション 

初に入場する「エンタテインメント・エキシビション」エリアでは、地球上の

様々なシーンを舞台にした 10 数種類のコンテンツを自由に回遊して体験

することで、知らなかった地球や生命の神秘を発見することができます。 

ゾウの群れの真っ只中にいるような体験や、BBC Earth の豊富な空撮映

像を活用した美しい地球上空の飛行体験など、様々な感覚を刺激するコ

ンテンツで他にはない新しい体験を提供します。地球や生命の持つ神秘を、

アトラクション的・ゲーム的手法を通じて体感し、より楽しく、より分かりやすく、

理解し学ぶことができます。 

 

■シアター23.4 

施設の目玉である「シアター23.4」では、セガと BBC Earth の英知が結集し

たスペシャルシアターで、大自然を再現し、今までにない体験を提供します。

シアターのフロントスクリーンには、日本 大級となる幅 40ｍ、高さ 8ｍのス

クリーンを設置。Orbi のために BBC Earth が制作した完全オリジナルストー

リー、オリジナル編集の作品を上映します。視覚だけでなく、匂いや風、霧、

フラッシュライト、超立体サウンドシステムによる重低音立体音響などの演

出で全身の感覚を刺激し、壮大な自然の中にいるような臨場感を体験す

ることができます。 

 

■オフィシャルショップ 

BBC Earth の理念を体現し、「地球をもっと好きになる」をコンセプトに、Orbi オリジナル商品はもちろんのこと、地球の

悠久な時間の中で形成された化石鉱物や地球の活動を感じる科学雑貨など、親子で楽しめるものから専門的な標

本まで、幅広く取り揃えます。ショップディレクションは、東京タワーの「東京 ONE PIECE タワー」のショップ開発を手が

け、毎年東急ハンズ全店舗のサイエンスイベントを担当するなどサイエンスショップの第一人者である（株）ライデンシ

ャフトの有馬律雄氏が担当。すべて目利きした選りすぐりの商品で、知的好奇心を刺激する空間を提供します。 
 

■レストラン「オリエンタル スプーン」 
東南アジア料理のレストランを展開する（株）BigBelly の大林芳彰が完全プ

ロデュースの Orbi の世界観を表現した無国籍料理レストラン。厳選した世

界各国の『美味いもの』を日本人の口にあうように再構築して新しい食体験

を提供します。また、野菜など地元の新鮮な食材を多く使用し、安心・安全

な料理の数々はお子様連れや美意識の高い現代女性にピッタリ。天井の

高さを生かした広い店内には、緑を多く配置し独自の世界観を演出し、ゆ

っくりお食事を楽しんで頂けるようにソファ席も多数配置。ご家族でも周りの

目を気にせず落ち着いてご利用できるエンターテインメントレストランです。 

The BBC and BBC Earth are trademarks of the British Broadcasting Corporation and are used under licence. BBC logo © BBC 1996 

４ オービィ大阪 （Orbi Osaka） 

＜添付資料１＞８つの大型エンターテインメント施設 
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「ひつじのショーン」が登場！ 

関西初の常設「チームラボお絵かきタウン」も！ 
 

■ひつじのショーン ファミリーファーム 

世界中の子ども達に大人気のイギリス発クレイアニメ「ひつじのショーン」を

テーマにした体験型アミューズメントパーク。製作会社でもあるアードマン

監修・協力のもと、日本初の常設パークとなります。 

ひつじのショーンの世界をイメージした「スライダー」や「吊り橋」、「ターザン

ロープ」、ショーンに会うことができるステージ等、ひつじのショーンの世界

観をそのまま再現し、ひつじ達になった気持ちで楽しむことができる空間で

す。 

また、ひつじのショーンのキャラクターショップも展開。「EXPOCITY」でしか

手に入れることができない限定商品をはじめ、ひつじのショーン関連の

様々な商品をお買い求めいただけます。 

※ひつじのショーン公式サイト http://www.aardman-jp.com/shaun/ 

 

■あのチームラボアイランドの人気作品が！！「チームラボ お絵かきタウン」 

チームラボが進める教育プロジェクトの人気展示のひとつである、みんなで

描いたクルマやビルが 3D になってスクリーンの街の中で動きだす「チーム

ラボ お絵かきタウン」。 

関西初の常設作品となり、全国各地で人気のチームラボアイランドのアトラ

クションを楽しむことができます。 

※作品概要 http://www.team-lab.net/all/products/sketchtown.html 

 

■アミューズメント区画 

「イギリスの街並み」をコンセプトに、ロンドンバスをモチーフとしたカウンターデザイン等を配置。 

アミューズメントマシンは 新の機械を多数導入し、どの世代も非日常空間を楽しむことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

５ ENTERTAINMENT FIELD （エンターテイメント フィールド） 

＜添付資料１＞８つの大型エンターテインメント施設 
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地域 大の 11 スクリーン！ 

究極のエンターテインメントシネマコンプレックス誕生！ 
 

 

≪次世代「IMAX®」≫と≪4DX≫の２つのシアターが併設されているシネマコンプレックスは、 

109 シネマズ大阪エキスポシティが世界初となります。 

 

 

 

■大阪万博に「IMAX®」が戻ってくる！次世代「IMAX®」日本初登場！ 

メインシアターは、これが世界で も進んだ映画体験！次世代

「IMAX®」が日本初登場！ 

高さはビル 6 階建てに匹敵する 18ｍ超、幅は 26ｍ超の日本 大の

巨大スクリーンに、高解像度の 4Ｋツインレーザープロジェクターで、通

常の映画館では再現できなかった明るさ・コントラスト・カラーを鮮明に

映し出し、まるで、映画の中にいるかのような映像体験を味わえます。

音響も、さらに臨場感が増したパワフルで精密な 12.1ch の次世代サ

ウンドシステムを搭載し、観客が音に包まれるような環境を実現してい

ます。なお、万博記念公園は 1970 年に EXPO’70 が開催され、世

界で初めて「IMAX®」が設置された記念すべき場所であり、この度、45 

年ぶりに「IMAX®」が日本初登場の設備とともに誕生の地に戻ってきま

す。 

 

 

■ 新の超・体感！ライドシアター！！「4DX」 

「4DX」は、映画の臨場感を極限まで追求した新世代の上映システム

です。シーンに合わせるように、＜動く座席＞＜吹きつける風＞＜漂う

香り＞＜まばゆい閃光＞＜降りかかる水しぶき＞などの 15 種類の特

殊効果により、リアルな刺激が観客を直撃します。座席に座って観るの

ではなく、テーマパークのアトラクションのように「ライドする（乗り込む）」

シアター、それが「4DX」です。 

 

 

 

■109 シネマズオリジナルの「エグゼクティブ・シート」 

全国の109 シネマズでご好評いただいているリクライニング機能と専用

テーブルのついたエグゼクティブ・シートを劇場内のベスト・ポジションに

設置しています。 

生地が厚めで、柔らかく高級感の風合いがあるモッズエスポア生地を

採用していますので、ゆったりと 高の映画鑑賞がお楽しみいただけま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  109 シネマズ大阪エキスポシティ （イチマルキュウシネマズオオサカエキスポシティ） 

＜添付資料１＞８つの大型エンターテインメント施設 

エグゼクティブ・シート イメージ 
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動物たちの移動遊園地 ANIPO -アニマルエキスポ- で遊ぼう！ 

 
 

EXPO'70 で日本 大の観覧車の設計・製造し、大阪のひらかたパークにも設

計・製造した遊戯施設の実績をもつ豊永産業が、「動物たちがつくる移動遊

園地」をテーマに、新たなアミューズメントゾーン ANIPO を開園します。 

 

 

■4 つのアトラクション 

ANIPO に登場するアトラクションは、全 4 アイテム。 

空飛ぶ自転車に乗って空中散歩を疑似体験できるアトラクションや、水鉄砲を使って水遊びを楽しめるアトラクション。

幼児から楽しめるエアードームやミニ汽車など、遊びがいっぱいのゾーンです。 

 

■笑顔でいっぱいにする！ 

 ファミリーやカップルのコミュニケーションが広がり、楽しいひと時が過ごせる空間を提供します。 

子どもから大人まで楽しめます。 

 

 

 

 

 

 

 

７ ＡＮＩPＯ（アニポ） 

＜添付資料１＞８つの大型エンターテインメント施設 
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日本一の大観覧車！ 

レッドホースグループがプロデュースする 

飲食＆物販の新業態“第１号店”が大阪に誕生！ 
 

※2016 年春営業開始予定 

※ただし、オフィシャルショップ＆レストラン「REDHORSE MARUMIE PLAZA」は、2015 年 11 月 19 日に先行して営業開始。 

 

日本一の高さ 120ｍ超を誇る大観覧車。シースルーのゴンドラからは大阪の街並みと夜景を一望でき、内装を特別豪

華にしたゴンドラも設置するなど、従来の観覧車とは一線を画した趣向を凝らした装備で、お客様に驚きと感動を提供

します。 

また、観覧車を楽しんだ感動そのままに、オリジナルグッズを販売するオフィシャルショップやアルコール類も提供する

Café&Bar で、（仮称）OSAKA WHEEL の世界観に浸ることができます。 

 

■オフィシャルショップ、Café&Bar「REDHORSE MARUMIE PLAZA」 

レッドホースグループがプロデュースする新業態の店舗が、観覧車とコラボしたオフィシャルショップとして関西に誕生し

ます。デイタイムには、ファミリーに楽しんでいただける面白アイテムと、サプライズスイーツ・雑貨・お土産で、楽しいお

買物の時間が過ごせます。ナイトタイムには、ファミリーだけでなくカップルも盛り上げる演出と様々なグッズをご用意い

たします。 

また、アルコールを含むドリンク類、限定開発のフードメニュー、テイクアウトいただけるスイーツなどを提供する

Café&Bar も設置。観覧車サイドにはテラス席もご用意しており、お子さま連れのファミリーやカップルの VIP 席として

適です。営業時間は 23:00 までを予定していますので、お仕事終わりの癒しスポットとしてもご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

８ （仮称）OSAKA WHEEL（オオサカホイール） 

＜添付資料１＞８つの大型エンターテインメント施設 
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 “ショッピング”もエンターテインメント！ 

三井不動産の「フラッグシップモール」 

 
 

当社の商業施設事業は、1981 年に千葉県で開業した「ららぽーと船橋（現ららぽーと TOKYO-BAY）」からスタートし、

その「ららぽーと TOKYO-BAY」は今年で 35 年目を迎えた今でも、平日・休日にかかわらず多くのお客様にご来館いた

だいています。この 35 年の商業施設事業の経験を活かし、これまでの「ららぽーと」をさらに進化させた「フラッグシップ

モール」が、ここ「EXPOCITY」に誕生します。 

 

「ららぽーと EXPOCITY」は、エンターテインメント性のあるショップやレストランを集め、各ショップ、各ゾーンにおいて、 

「一大集積」「体験型」「情報発信」をテーマにしています。EXPO’70 の想いを受け継ぎ、世界へとトレンドを発信するグ

ローバルブランドや、高感度・アクセシブルラグジュアリーブランド、有力セレクトショップ、スポーツ・アウトドア、ヘルス＆

ビューティ、ベビー・キッズ・ジュニア、デイリー、サービスまで、ここに来ればショッピングも遊びも一日中楽しめます。そ

して、国内外からお客様が集う、ここ「ららぽーと EXPOCITY」は、素晴らしい立地にふさわしい「フラッグシップモール」に

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ ららぽーと EXPOCITY 

ファッションから 
レストラン 

ヘルス＆ビューティー、 
サービス機能まで 

 
あらゆる分野の 

旗艦店の一大集積 

１. 
 

 

 
幅広い層へ向けた
トレンド＆情報発信

 

 

3. 
体験型 

エンターテインメント

× 

ショッピング 
のコラボレーション 

2. 

＜添付資料２＞ららぽーと EXPOCITY 

「ららぽーと EXPOCITY」東側モール 「ららぽーと EXPOCITY」西側モール 
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日本初となるメンズ、ウィメンズ、チルドレンを取り揃えた日本 大級のフラッグシップストアとなる「POLO RALPH 

LAUREN」、国内2号店目としてRon Hermanのコンセプトストア「RHC」が関西初出店。 

また、「Abercrombie & Fitch」が日本のモール＆関西初登場！姉妹ブランド「Hollister」も大阪エリア初出店となります。

「ららぽーとEXPOCITY」で関西初出店の店舗は全47店舗となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ららぽーと EXPOCITY ならではの、上質な空間とライフスタイルを提供する“ちょっとだけ“贅沢なブランド。 

ファッションでは、ジョルジオ・アルマーニ監修のもと、新たなコンセプトで生まれ変わる「A|X アルマーニ エクスチェン

ジ」、日本初出店の「コルマー」、人気ブランド「ジェラートピケ」、関西初の直営店となる「Theory」、バッグ・シューズでは

「COLE HAAN」、「ケイト・スペード ニューヨーク」、「マイケル・コース」、「ヴェラ ブラッドリー」など、高感度かつアクセシ

ブルラグジュアリーなブランドが集積。 

他にも、生活雑貨からインテリア雑貨まで高感度なアイテムが揃う「CRASH GATE」、アクセシブルラクジュアリーブラン

ドも集めた新感覚時計専門店「THE WATCH SHOP.」も登場。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有名グローバルブランドをはじめ、“関西初出店”店舗が全 47 店舗！ 

ショッピングモールの新しいカタチ！インポートブランド、高感度ファッションブランドの一大集積！ 

＜添付資料２＞ららぽーと EXPOCITY 
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ららぽーと EXPOCITY には、人気セレクトショップが一大集積！「BEAMS」、「ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ」、

「FREAK'S STORE」、「ノーリーズ＆グッドマン」、「SHIPS」、「アーバンリサーチ」をはじめ、「417 by ÉDIFICE」、「 IÉNA 

SLÖBE」、「B:MING LIFE STORE by BEAMS」、「ジャーナルスタンダード レリューム」、「ユナイテッドアローズ グリーンレ

ーベル リラクシング」、「アーバンリサーチドアーズ」、地元関西・神戸発祥のセレクトショップ「Bshop」、今秋登場の新業

態「ナノ・ユニバース フラメント クオレ」が登場。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファッションだけでなく、身の回りの高感度なアイテムも多数。記念すべき日本 100 店舗目となる「ロクシタン」をはじめ、

「コスメキッチン」、「M・A・C」、「KIEHL’S SINCE 1851 (キールズ)」、「メルヴィータ」、「マークスアンドウェブ」、「ニール

ズヤードレメディーズ」、「LALINE」、「ALBION DRESSER」等のコスメ・ボディケアショップや、「スタージュエリー」、「カナ

ル４℃」等のジュエリーショップが充実。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

国内有力セレクトショップが勢揃い 

高感度コスメやジュエリーも充実 

＜添付資料２＞ららぽーと EXPOCITY 
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フラッグシップモールにふさわしい新しい取り組みや、「EXPOCITY」から世の中に発信する新業態も続々登場。 

全国から問い合わせ殺到、関西で大人気の“香水王子”こと坂本信介プロデュースの香水ファッション雑貨店

「chouchouChérie（シュシュシェリー）」第1号店がオープン。 

また、今年で190周年を迎える関西の老舗楽器店である三木楽器が「EXPOCITY」の為に新規プロデュースしたミュー

ジックライフスタイルショップ「DZONE（ディーゾーン）」は、ファッション・トレンドも取り入れた音楽雑貨やギフト、各種ヘッ

ドホンから 新のDJアイテムまで幅広くセレクト！感性を刺激する新感覚の音楽雑貨専門店として誕生。 

「La Palette」では、ライフスタイル雑貨やギフト、コト発信イベントなど、彩りのある暮らしを新たに発信。 

他にも話題の新業態が多数登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次世代のボードスポーツをサポートしている H.L.N.A が大阪へ進出。 

H.L.N.A ZONE とは、ボードスポーツをルーツとする複数のブランドが集まったフロアを H.L.N.A が独自の世界観をもって 

プロデュースしたゾーンのこと。ファッション、ミュージック、アート、カルチャーのクロスオーバーを通じて、より広くボード

スポーツの魅力を伝える事をコンセプトとしています。 

H.L.N.A ZONE にはコンセプトに共鳴した 11 のショップが集結。カフェや家具など、よりライフスタイルに特化したいっそう

新しい H.L.N.A の世界観が表現されます。 

 

 

 

EXPOCITY“発”注目の新業態店舗が続々 

H.L.N.A ZONE『ボードスポーツ＆カルチャーに付随するライフスタイルの提案』 

＜添付資料２＞ららぽーと EXPOCITY 
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（仮称）吹田市立スタジアムが隣接し、スポーツファンも多く集まるこの地に、ファッションスポーツや本格アウトドアのシ

ョップを充実。 

JUN が NIKE と組み、スポーツとファッションの融合をコンセプトに、NIKE のスポーツウエアやスニーカー、オリジナルのカ

ジュアルウエア、コスメブランドの THREE などを揃えた、全く新しいアクティブライフスタイルストア「NERGY」が登場。また、

「THE NORTH FACE」 や、SC 初の専門店展開となる「TCG patagonia」、大阪初となるブランドコアストア「adidas」や、タ

ウンアイテムも取りそろえたリーボック専門店「リーボックフィットハブ」や「DESCENTE BLANC」、他にも実際にアウトドアに

行ける用品を取り揃えたアウトドア専門店「mont・bell」、イベントも開催予定のアウトドアブランド「LOGOS」の体験型直営

店も。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て世代のお客さまが車で来やすい好立地を生かし、ベビー・キッズ・ジュニアゾーンを強化。マタニティからジュニ

アまで、どの子育て世代にも嬉しい、お子さまの成長に合わせて楽しめるショップを配置しました。「アカチャンホンポ」の

他、人気の「BREEZE Square」、「マーキーズ」、「アプレレクール」など、洋服もおもちゃも雑貨もアクセサリーも、ここに来

れば何でも揃う関西 大級の集積を実現。また、フードコートの横には、輸入玩具の「DADWAY」とコラボした可愛らし

いおむつ替え・キッズトイレスペースもご用意。「Hysteric mini」、「JeNNI」、「Lovetoxic」「ピンクラテ」等、ジュニアにも人

気のブランドも大集合。「birthday party」では、無料のマタニティフォトサービスや各種ワークショップ、海外ブランドのベ

ビーカー貸出も行ないます。写真館のスタジオアリスによる新業態「StudioAlice HALULU」や、幼児教室「セイハインタ

ーナショナルスクール」も出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツファンが集う地に相応しい幅広いスポーツブランドの集積！

マタニティからジュニアまで！関西 大級のベビー・キッズ・ジュニアソリューション！ 

DADWAY コラボ 

オムツ替え・キッズトイレスペース 

＜添付資料２＞ららぽーと EXPOCITY 
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お客さまに癒しを提供する、リラクゼーションサロン「フットセラピー」、眉＆まつ毛専門サロン「ビューティジーンプロフェッ

ショナル」、ネイルサロン「ネイルズユニーク」等ビューティ系サービスも充実。美容室の「Terrace AVEDA」をはじめ、子

育てママには嬉しい親子で入りやすく、親子でカットが楽しめる機能をご用意し、デジタルサイネージによりモニターで様

々な髪形を親子で遊ぶことができる「With.11CUT」や「QB ハウス」等、美容室も 3 店舗ご用意。 

また、近隣のお客さまにとっても、身近な存在として日常使いをしていただけるよう、デイリーに必要なサービス機能も

勢揃い。クリーニングの「プレミアムカーニバル」では京町風の店舗でプレミアムなサービスをご提供、洋服お直しは「フ

ォルムアイ」、「靴専科」ではシューズ、バッグの修理とクリーニングの提供に加え、家事代行サービスも提供。旅行代

理店は「JTB」「阪急交通社」の 2 店舗が出店。また、和を意識し小判をあしらったオリジナルデザインの ATM コーナー

には 8 行（池田泉州銀行、北おおさか信用金庫、京都銀行、セブン銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行

、りそな銀行）の ATM を設置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お子さまだけでなく大人にも、また外国人観光客の方にも喜んでいただけるようなキャラクターショップが多数！ 

おなじみの「KIDDY LAND」「サンリオギフトゲート」「どんぐり共和国」「ピーチクラブ プリンセス」で各種キャラクターグッズ

を取り扱います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常使いにも！サービス＆デイリー機能も充実 

国内外の有名キャラクターが続々！キャラクターゾーンを展開

＜添付資料２＞ららぽーと EXPOCITY 

ℂ'76,'15 SANRIO E6071404 
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■ロフト 

“暮らしの雑貨館”をコンセプトに、20～30 代の女性を中心に、幅広い世代のお客様が、

暮らしを自分らしく快適にすごすための商品や情報を発信します。 

店内では、さまざまな体験やアイデアが詰まっている「ロフトラボ」を展開。家族で参加し、

「集う・学ぶ・楽しむ」を体感できるワークショップ等を展開します。 

■無印良品 

“感じ良いくらし”の実現をコンセプトに、着心地の良いウェアや素材にこだわった食品、 

使い勝手を考えたステーショナリーや家具までが揃います。 

木のぬくもりのある遊び場「木育広場」や、食品の試食コーナーも大きく展開いたします。 

■TSUTAYA BOOK STORE 

“新しい楽しみを見つける空間”をテーマに、ライフスタイルに合わせてオススメの本を展

開。雑誌を中心としたマガジンストリート、本を選べるカテゴリーごとの部屋では、本だけで

なく雑貨、文具、ＣＤなどと一緒にライフスタイルをご提案。 

スターバックスコーヒーも併設し、店内のいたるところで本を読みながら、コーヒーを飲め

るスペースをご用意。広々とした Kids スペースでは子どもたちに新しい体験と発見をテ

ーマにイベントも随時開催。 

■スーパースポーツゼビオ 

スポーツ用品はもちろん、健康志向のお客様に人気の大型健康器具やサプリメント、体

験型試打室をご用意したゴルフ売り場、「ガンバ大阪」コーナーのあるサッカー売り場、オ

リジナルインソールの作成と足型の立体的な計測に基づいた 適なシューズの提案が

できるシューズ売り場などを展開。 

スポーツを楽しむエントリー層からトップ層やご家族で楽しめる商品を取り扱います。 

■ひごペットフレンドリー 

仔犬や仔猫だけでなく、ハムスターなどの小動物や爬虫類、昆虫、アクアリウムまで様々

なゾーンで構成。 

ペットホテルやペットクリニック等の充実した設備もご用意し、大人から子どもまで楽しめる

新しいペットショップが誕生。 

■エディオン 

コンセプトはテーマパーク型店舗。 新家電をはじめ、スマートフォン・タブレットや美容・健康

家電など、売場全体を体験・体感をコンセプトにした総合家電専門店。 

映像家電、情報家電、生活家電から、スマートフォン、ゲーム・おもちゃ、リフォーム・オール

電化などまで、世代の枠を超えた楽しく快適な暮らしのシーンを提案。スポーツ選手やタレン

トとのコラボイベントも実施。なんと家電をモチーフにした無料で遊べる遊具も設置。 
 

 

 

ショッピングにもエンターテインメントを！大型ショップ内で体験型コンテンツが充実 

＜添付資料２＞ららぽーと EXPOCITY 
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エンターテインメントが食にも！ 18 店舗！ 

「大起水産回転寿司」が実施するお寿司教室や、「スイーツパラダイスファクトリー」が実施するケーキ教室等、体

験型レストランが登場します。 

また、「EXPO’70」で提供された世界各国の料理を再現する「万博食堂」や、「EXPO’70」で日本初出店となった「KFC 

ららぽーと EXPOCITY」が、新業態にて出店します。 

各エンターテインメント施設の来場者をはじめ、 

お子さまから大人まで楽しめること間違いなしです。 

 

■（仮称）ガンダムスクエア 

【カフェ・専門ストア】 

「STORE（ストア＝物販）」「Café（カフェ＝飲食）」「FORUM

（フォーラム＝集い）」を三大柱にしたガンダム関連グッズ

が購入できる、西日本初の専門ストアを併設しているカフ

ェ。ガンダムを愛する人のための、そしてより多くの人々に

ガンダムを好きになってもらうための、新たな“拠点”を目

指します。ここでしか購入できない限定品も発売予定！ 

■スイーツパラダイスファクトリー 

【スイーツビュッフェ】 

スイーツパラダイスが初めて手

掛ける、パティシエが作るスイ

ーツ工場併設のビュッフェレスト 

ランの新業態。 

ケーキ教室も開催する予定。 

■KFC ららぽーと EXPOCITY 

【フライドチキン】 

EXPO'70 のこの地に 45 年ぶりに再

登場。フライドチキン含むバラエティ

ー豊かな料理を一定料金でお好み

に応じて召し上がっていただく新業

態のレストラン。  

■（仮称）串家物語 

【串揚ビュッフェ】 

串家物語が「EXPOCITY」限定で初めて世界の食材をビ

ュッフェメニューに導入。 

■万博食堂 

【洋食他】 

EXPO’70 で絶大な人気があった国

内料理や世界各国の料理を再現。 

Ｔボーンステーキ・ボルシチ＆ピロシキ・万博カレー等。 

■バンダイベーカリー 

【飲食・食物販・物販】 

バンダイキャラクターとコラボレーションする、国内初出店

の焼き立てベーカリーカフェ。第一回目のキャラクターは

「カピバラさん」を予定しています。お楽しみに！ 

■大起水産 回転寿司 

【回転寿司】 

関西で大人気の回転寿司。マグロの

解体ショーをはじめ、お子さまや外国

人のお客様向けのお寿司教室を実施。 

■バルバラ エキスポ レストラン 

【イタリアン他】 

東京発バルバラブランドが関西初

出店。焼きたてコッペパンと相性抜

群のグルマンパスタや素材にこだわ

ったお料理をご用意。 

■「ＴＡＢＬＥＳ ＫＩＴＣＨＥＮ」 

【カフェ】 

大阪心斎橋・南堀江の人気店がら

らぽーとに初出店。人気のパスタ・サ

ラダ・パンケーキ等を提供するオー

ルデイカフェ＆ダイニング。 

■ミツケキッチン/MITSUKE KITCHEN 

【洋食】 

大阪の老舗喫茶ミツヤの新業態洋

食店。ハンバーグ・エビフライ・コロッ

ケ等定番のメニューから、喫茶ミツ

ヤのあんみつも、メニューに登場します。 

■SOBA DINING 結月庵 そじ坊 

【そば】 

豚肉やアルコールを使用しないメニ

ューを提供します。 

 

食にもエンターテインメント！ 外部レストラン棟「EXPO KITCHEN（エキスポ キッチン）」 

＜添付資料２＞ららぽーと EXPOCITY 
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全 17 店舗の人気グルメが一堂に会したフードコート「FOOD PAVILION」！ 

約 1,200 席の大空間には、外部の眺望を見渡せるカウンター席や EXPO’70 を想起させるエリアのほか、 

様々な仕掛けをご用意しております。 

「食事をする」だけではない、見どころ満載の「食のエンターテインメント」をお楽しみください。 

 

■たこ焼き発祥のお店 会津屋 

【粉物・大阪】 

たこ焼き発祥の老舗。伝統を守るた

こ焼きと、新たに牛すじ焼（ねぎ焼）

や焼きそばも販売する新業態。 

■元祖オムライス 北極星 

【オムライス・大阪】 

大正 11 年創業の大阪の老舗洋食

店がフードコート初出店。元祖オム

ライスを手軽に味わえます。 

■本場香川讃岐うどん まごころ 

【セルフうどん・香川】 

日本初の大衆セルフうどん店「まごこ

ろ」が初出店。香川県丸亀市昭和２３

年創業の宮武讃岐製麺所の直営店

です。 

■ご当地丼ぶり屋台 

【ご当地丼ぶり・全国】 

すべて認定を取得した本物の

ご当地丼ぶり。 

日本全国の本物の美味しい丼ぶりの食べ比べをお楽しみ

ください。 

■つじ田 

【つけ麺・東京】 

東京で人気の行列ラーメン店つじ田が

関西初出店。自慢のつけ麺は絶品で

す。 

■金子半之助 

【天丼・東京】 

行列が絶えない東京を代表する

人気店『日本橋 天丼 金子半之

助』が関西初出店！ 

■TANA FORNO FRESCA 

【イタリアン・兵庫】 

神戸の三宮に本店に持つ、イタリア

ンの名店。ピザやパスタをカジュアル

に楽しめる新業態。 

■Korean Kｉｔｃｈｅｎ まだん 

【韓国料理・大阪】 

漫画「美味しんぼ」にも登場した鶴橋の

人気店がフードコート初登場。本格的な

韓国料理が楽しめます。 

■RAMEN EXPRESS PRODUCEDｂｙ博多一風堂 

【ラーメン・福岡】 

1985 年の創業から積み重ねてきた確

かな技術と知識をベースに開発した、

斬新なメニューを、気軽にスピーディー

にお届けします。 

■仙臺たんや 利久 

【牛たん・宮城】 

スライスから味付け・熟成まで手造り

の本場牛たん焼が楽しめます。牛た

ん発祥の仙台を代表する専門店。 

■ハワイアングルメバーガー クア・アイナ 

【ハワイアン・東京】 

1975 年、ハワイ・オアフ島で誕生。

100％プレミアムビーフを溶岩石グリ

ルで焼く本格的グルメバーガーショップ。 

■鶏三和 

【親子丼・愛知】 

明治三十三年創業。とろ～り半熟で

黄金色に輝く卵が絡み旨みとコクを凝

縮した究極の「名古屋コーチン親子丼」。 

世界各国のグルメが勢揃い！ 3 階フードコート「FOOD PAVILION（フードパビリオン）」 

＜添付資料２＞ららぽーと EXPOCITY 



23 ＊上記の写真・イラストは全てイメージです 

■チャーハンスタジアム追立 

【中華料理・大阪】 

「料理の鉄人」にも出演した有名シ

ェフ追立氏が、自慢のチャーハン

中心とした新業態で初出店。 

■町村農場 

【ソフトクリーム・北海道】 

北海道、町村農場が関西初の直営

店！100 年続く牧場が直送するアイス

メニューをお楽しみください。 

■Fｒｕｉｔｓ Bａｒ ＡＯＫＩ 

【ジュースバー・福島】 

福島県のフルーツショップが手掛ける

フルーツバーです。ぜひその場で搾っ

た完熟フルーツを。 

■ティーヌーン 

【タイ料理・東京】 

タイ人シェフが腕を振るう本

格的タイ料理専門店。 

名物トムヤムラーメンなどの自慢料理をタイの屋台を思わ

せる店装の店舗でお召し上がりください。 

■静屋 

【駄菓子・兵庫】 

全国各地の駄菓子がいっぺんに味わ

えるお店。なつかしい！めずらしい！が

いっぱいです。 

 

 

 

人気グローサリーや新業態の食物販店を集積しました。 

洋菓子作りの体験型ショップの「カントリーマアムファクトリー」も登場！ 

 

■イズミヤ 

【スーパーマーケット】 

生鮮・惣菜・ベーカリーを中心に「鮮

度・美味しさにこだわった商品」を「お

客様に満足していただける価格」で“え

えもん安い”の実現を目指します。 

■ikari HOMEMADE 

【グロッサリー】 

丹誠込めてこしらえるいかりホームメイ

ドショップ。世界中のおいしいに出会え

ます。 

■KITANOACE ONE 

【グロッサリー】 

北野エースが世界、日本中から選りす

ぐり商品をバリュープライスでお届けする

グロッサリー専門店を新業態で展開しま

す。 

■プチプランス クグロフ 

【洋菓子】 

北摂で愛されている有名洋菓子店プチ

プランスが、アルザスの香りがするカフ

ェやクグロフを携えて、ショッピングセン

ターに初出店いたします。 

■ミスタードーナツ 

【ドーナツ】 

関 西 の 地 元 ミ ス タ ー ド ー ナ ツ が

ONLY ONE の内装店舗で出店。ミス

タードーナツの 新商品を取り揃え

ています。 

■カントリーマアムファクトリー 

【洋菓子】 

不二家新業態。 

オリジナルのカントリーマアムを作ることができる、体験型

ショップ。 

■カルビープラス 

【食物販】 

カルビーが店舗で作った出来たて

ポテトチップスや限定商品等を販

売するアンテナショップ。 

■Grand Passage 

【グロッサリー】 

WEDGWOOD のティーバーや具材をセレクト出来るサンド

ウィッチステーション等、日本初の企画が目玉の輸入食

品総合ショップです。 

 

 

体験型ショップも！日常づかいからお土産まで！スーパーマーケット・食物販も充実 

＜添付資料２＞ららぽーと EXPOCITY 
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出店店舗一覧 

◆ファッション 92 店舗 

 
 

店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

レディス・メンズ 417 by ÉDIFICE IÉNA SLÖBE フォーワンセブン　バイ　エディフィス　イエナ　スローブ

レディス・メンズ A|X アルマーニ エクスチェンジ アルマーニエクスチェンジ ● ●
レディス・メンズ Abercrombie & Fitch アバンクロンビーアンドフィッチ ●
レディス・メンズ adidas アディダス
レディス・メンズ American Eagle Outfitters アメリカンイーグルアウトフィッターズ
レディス・メンズ AVIREX アビレックス
レディス・メンズ B shop ビショップ ●
レディス・メンズ BEAMS ビームス
レディス・メンズ Ciaopanic チャオパニック ●
レディス・メンズ COLONY2139 コロニーツーワンスリーナイン
レディス・メンズ COMME CA STYLE コムサスタイル
レディス・メンズ DENHAM デンハム
レディス・メンズ DESCENTE BLANC デサント　ブラン ● ● ●
レディス・メンズ FREAK'S STORE フリークスストア
レディス・メンズ Free's Mart フリーズマート
レディス・メンズ G-STAR RAW ジースターロウ
レディス・メンズ Hollister ホリスター
レディス・メンズ NEW ERA ニューエラ ●
レディス・メンズ niko and… ニコアンド
レディス・メンズ SHARE PARK シェアパーク ●
レディス・メンズ SHIPS シップス
レディス・メンズ STUSSY ステューシー
レディス・メンズ TCG patagonia ティシージー　パタゴニア
レディス・メンズ Theory セオリー
レディス・メンズ UNITED TOKYO ユナイテッド トウキョウ
レディス・メンズ WEGO ウィーゴー
レディス・メンズ アーバンリサーチ アーバンリサーチ ●
レディス・メンズ コルマー コルマー ● ●
レディス・メンズ ゴースローキャラバン ゴースローキャラバン
レディス・メンズ ジャーナルスタンダード　レリューム ジャーナルスタンダード　レリューム
レディス・メンズ ナノ・ユニバース フラメント クオレ　 ナノ・ユニバース フラメント クオレ ●
レディス・メンズ ノーリーズ＆グッドマン ノーリーズアンドグッドマン ●
レディス・メンズ 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
レディス・メンズ ラコステ ラコステ
レディス・メンズ 外資系ファッションブランド(店名未定)
レディス・メンズ ファッションブランド(店名未定)

レディス・メンズ・キッズ B:MING LIFE STORE by BEAMS ビーミング ライフストア バイ ビームス
レディス・メンズ・キッズ coen コーエン
レディス・メンズ・キッズ goa THE STORE ゴアザストア
レディス・メンズ・キッズ OLDNAVY オールドネイビー
レディス・メンズ・キッズ THE NORTH FACE ザ・ノースフェイス
レディス・メンズ・キッズ ZARA ザラ
レディス・メンズ・キッズ アーバンリサーチドアーズ アーバンリサーチドアーズ ●
レディス・メンズ・キッズ アズールバイマウジー アズールバイマウジー
レディス・メンズ・キッズ グラニフ グラニフ
レディス・メンズ・キッズ グローバルワーク グローバルワーク
レディス・メンズ・キッズ ジェラートピケ ジェラートピケ
レディス・メンズ・キッズ ユナイテッドアローズ　グリーンレーベル リラクシング ユナイテッドアローズ　グリーンレーベル リラクシング

レディス・メンズ・キッズ ユニクロ ユニクロ
レディス・メンズ・キッズ ロデオクラウンズワイドボウル ロデオクラウンズワイドボウル

メンズ・レディス・キッズ・ベビー KOE コエ
メンズ・ウィメンズ・チルドレン POLO RALPH LAUREN ポロ ラルフローレン ● ●

レディス a.g.plus エージープラス
レディス AS KNOW AS PINKY アズ ノゥ アズ ピンキー
レディス chersage シェルサージュ
レディス Discoat　Parisien ディスコートパリシアン ●
レディス EPOCHGATE エポックゲート ● ● ● ●
レディス Frames RAY CASSIN フレームスレイカズン
レディス INGNI イング ●
レディス Muller ミューラー

業種

レディス

ユニ

※リストは 2015 年 8 月 31 日時点の情報です。
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◆ベビー・キッズ・ジュニア関連 19 店舗 

 
 

 

 

店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

レディス NATURAL BEAUTY BASIC ナチュラルビューティーベーシック
レディス PAGEBOY ページボーイ
レディス PrincessRoom by LODISPOTTO プリンセスルームバイロディスポット ● ●
レディス rough＆peace ラフアンドピース ●
レディス VIS ビス
レディス w closet ダブルクローゼット
レディス アースミュージック＆エコロジー　プレミアムストア アースミュージックアンドエコロジープレミアムストア

レディス アルアバイル アルアバイル
レディス コルテラルゴ コルテラルゴ
レディス ジェイ・ストゥディオ ジェイ・ストゥディオ ● ● ● ●
レディス スライ スライ
レディス マウジー マウジー
レディス マジェスティックレゴン マジェスティックレゴン ●
レディス ローリーズファーム ローリーズファーム
レディス ワールドワイドリパブリック ワールドワイドリパブリック ●

レディス・キッズ axes femme アクシーズファム
レディス・キッズ COLLAGE GALLARDAGALANTE コラージュガリャルダガランテ ●
レディス・キッズ ロペピクニック ロペピクニック

レディス・キッズ・雑貨 CECIL DAY'S セシルデイズ
レディス・靴・コスメ NERGY ナージー ● ●

メンズ EDITION WORKS エディションワークス
メンズ JACKROSE ジャックローズ
メンズ R.NEW BOLD アールニューボールド
メンズ ダファー ダファー
メンズ ハイストリート ハイストリート
メンズ ハイダウェイ ハイダウェイ
メンズ ユニオンステーション ユニオンステーション
メンズ 印 イン ●

着物 着物 和ごころりんず ワゴコロリンズ
スーツ オリヒカ オリヒカ
スーツ オンリープレミオ オンリープレミオ ●
スーツ スーツカンパニー スーツカンパニー

スーツ

業種

レディス

メンズ

店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

⼤型店 ベビー・キッズ⽤品 アカチャンホンポ アカチャンホンポ ●
ベビー・キッズ birthday party バースデイパーティ ● ● ● ●
ベビー・キッズ MIKIHOUSE MOM＆BABY ミキハウスマムアンドベイビー ●

キッズ BREEZE square ブリーズスクエア ●
キッズ COMECHAT＆CLOSET カムチャットアンドクローゼット ●
キッズ Hysteric mini ヒステリックミニ
キッズ in MY PLACE　by Rag Mart インマイプレイスバイラグマート ●
キッズ JENNI ジェニィ ●
キッズ Lovetoxic ラブトキシック
キッズ アプレレクール アプレレクール ●
キッズ マーキーズ マーキーズ ●

ジュニア・レディス ピンクラテ ピンクラテ
⼦供靴 ゲンキ・キッズ ゲンキキッズ
玩具 レゴ®ストア レゴストア ●
玩具 ボーネルンド ボーネルンド

写真スタジオ StudioAlice HALULU スタジオアリス ハルル ● ●
バラエティ雑貨 サン宝⽯ ファンシーポケット サンホウセキ　ファンシーポケット

輸⼊玩具、雑貨 DADWAY ダッドウェイ
英会話教室 セイハインターナショナルスクール セイハインターナショナルスクール ●

業種

アパレル

雑貨・
サービス

＜添付資料３＞ららぽーと EXPOCITY 出店店舗一覧



26 ＊上記の写真・イラストは全てイメージです 

◆雑貨 96 店舗 

 
 

 

 

 

 

 

店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

⾐服・雑貨/⽣活雑貨/⾷品 無印良品 ムジルシリョウヒン
⽣活雑貨 LoFt ロフト

書店 TSUTAYA BOOK STORE ツタヤブックストア ●
総合スポーツ スーパースポーツゼビオ スーパースポーツゼビオ
家電量販店 EDION エディオン
ペット関連 ひごペットフレンドリー ヒゴペットフレンドリー ●

ファッション/ファッショングッズ マイケル・コース マイケル・コース
服飾雑貨 BAG'n'NOUN バッグンナウン ●

靴 ABC-MART エービーシー・マート
靴 COLE HAAN コールハーン
靴 Crocs クロックス
靴 REGAL リーガル
靴 アルテミス by ダイアナ アルテミス バイ ダイアナ
靴 エスペランサ エスペランサ ●
靴 ジェリービーンズ ジェリービーンズ
靴 ビルケンシュトック ビルケンシュトック
靴 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 ●
靴 リーボックフィットハブ リーボックフィットハブ ●

靴・服飾雑貨 スケッチャーズ スケッチャーズ
鞄 FLIGHT 001 フライトワン
鞄 LeSportsac レスポートサック
鞄 Sac's BAR サックスバー
鞄 ヴェラ ブラッドリー ヴェラ ブラッドリー

鞄、靴、雑貨 ケイト・スペード ニューヨーク ケイト・スペード ニューヨーク
鞄 サマンサ＆シュエット サマンサ＆シュエット

鞄・服飾雑貨 サマンサタバサプチチョイス サマンサタバサプチチョイス
鞄・服飾雑貨 ピカロ ピカロ ● ● ●
鞄・服飾雑貨 マンハッタン ポーテージ マンハッタン ポーテージ

ジュエリー カナル４℃ カナルヨンドシー
ジュエリー ツツミ ツツミ
ジュエリー スタージュエリー スタージュエリー
ジュエリー THE KISS ザ キス

天然⽯・ジュエリー・フレグランス St.felice セントフェリーチェ ● ● ●
アクセサリー Cinderella Garden シンデレラガーデン ●
アクセサリー クレアーズ クレアーズ
服飾雑貨 ルリア４℃ ルリアヨンドシー
服飾雑貨 ピンクレモンツリー ピンクレモンツリー ●

アクセサリー＆ビーズ パーツクラブ パーツクラブ
メガネ メガネのアイガン メガネノアイガン ●
メガネ JINS ジンズ

眼鏡関連全般 SeeP EYEVAN シープ アイヴァン ● ● ●
オーガニックコスメ コスメキッチン コスメキッチン

化粧品 KIEHL'S SINCE 1851 キールズ
化粧品・健康⾷品 DHC直営店 ディーエイチシーチョクエイテン

コスメ オルビス・ザ・ショップ オルビス・ザ・ショップ
コスメ ALBION DRESSER アルビオンドレッサー ●
コスメ M・A・C マック
コスメ LALINE ラリン

⾃然派化粧品 ロクシタン ロクシタン
⾃然派化粧品 メルヴィータ メルヴィータ

⾃然派化粧品・⽣活雑貨 マークスアンドウェブ マークスアンドウェブ
フレッシュハンドメイドコスメ LUSH　 ラッシュ
⾹⽔ファッション雑貨 chouchouCherie シュシュシェリー ● ● ● ●

⾃然化粧品の輸⼊販売 Neal's Yard Remedies ニールズヤード レメディーズ

業種

⼤型店

バッグ・
シューズ

ジュエリー・
アクセサリー・
服飾雑貨

メガネ

コスメ
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店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

インナー AMO'S STYLE by Triumph アモスタイル　バイ　トリンプ
インナー AMPHI FULFRU アンフィ　フルフル ●
インナー ウンナナクール ウーマン ウンナナクール　ウーマン ●
インナー エメフィール エメフィール ●

ランジェリー、レディースファッション PEACH JOHN THE STORE ピーチ･ジョン･ザ･ストア
靴下・インナー・ライトウェア チュチュアンナ チュチュアンナ ●

靴下 靴下屋 クツシタヤ ●
時計 TiC TAC　 チックタック

時計・雑貨 THE WATCH SHOP. ザウォッチショップ ●
帽⼦ フレイヴァデザイン フレイヴァデザイン ● ●

ドラッグストア マツモトキヨシ マツモトキヨシ
楽器、⾳楽教室 島村楽器 シマムラガッキ
アップル専⾨店 Csmart シースマート

ミュージック・ライフスタイルショップ DZONE ディーゾーン ● ● ● ●
アウトドア ロゴスショップ ロゴスショップ ●
アウトドア モンベル モンベル ●

インテリア・雑貨 ZARA HOME ザラホーム
インテリア・雑貨 CRASH GATE クラッシュゲート ●
インテリア・雑貨 Franc franc フランフラン
インテリア・雑貨 B-COMPANY ビーカンパニー
インテリア・雑貨 ACTUS アクタス
エスニック雑貨 チャイハネ チャイハネ
キッチン雑貨 212 KITCHEN STORE トゥーワントゥー キッチンストア

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
キャラクター雑貨 KIDDY LAND キデイランド
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
バラエティ雑貨 三⽇⽉百⼦ ミカヅキモモコ ●
バラエティ雑貨 ピーチクラブ プリンセス ピーチクラブ　プリンセス ●

鉄道模型 ポポンデッタ ポポンデッタ
メンズ雑貨 コレクターズ コレクターズ

ライフスタイル雑貨 アフタヌーンティー・ホーム＆リビング アフタヌーンティー・ホーム＆リビング
輸⼊⽣活雑貨 PLAZA プラザ

⽣活雑貨 T-fal Store ティファールストア ●
⽣活雑貨 3COINS スリーコインズ ●
⽣活雑貨 salut! サリュ ●
⽣活雑貨 アンジェ ラヴィサント アンジェ  ラヴィサント ●
⽣活雑貨 ザ・ダイソー ザ・ダイソー
⽣活雑貨 QsQs+ クスクスプラス
⽣活雑貨 ママイクコ ママイクコ ●

雑貨 La Palette ラパレット ● ● ● ●
ベッド、枕、寝具 テンピュール テンピュール

寝具・雑貨 B-DESIGN ビーデザイン

業種

インナー
・靴下
・時計
・帽⼦

雑貨
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◆サービス・その他 27 店舗 

 
 

 

  

店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

アミューズメント ENTERTAINMENT FIELD
/ひつじのショーンファミリーファーム

エンターテイメントフィールド/ヒツジノ
ショーンファミリーファーム

● ● ●

観光センター Inforest すいた インフォレスト スイタ ●
旅⾏代理店 JTB ジェイティービー ●
旅⾏代理店 阪急交通社 ハンキュウコウツウシャ ●
携帯キャリア ドコモショップ ドコモショップ
携帯キャリア auショップ エーユーショップ
携帯キャリア ソフトバンク ソフトバンク

リラクゼーション フットセラピー フットセラピー
美容室 Terrace AVEDA テラスアヴェダ
美容室 With.11CUT ウィズイレブンカット ●
美容室 QBハウス キュービーハウス

ネイルサロン ネイルズユニーク ネイルズユニーク
眉＆まつ⽑専⾨サロン BEAUTY GENE professional ビューティジーンプロフェッショナル

クリーニング プレミアムカーニバル プレミアムカーニバル ●
シューズリペア・家事代⾏ 靴専科 クツセンカ
アップル修理専⾨店 カメラのキタムラ カメラノキタムラ

洋服お直し フォルムアイ フォルムアイ ●
保険代理店 ほけん百花 ホケンヒャッカ

宝くじ ⼤⿊天宝くじ ダイコクテンタカラクジ
ATM 池⽥泉州銀⾏ATM イケダセンシュウギンコウエーティーエム ●
ATM 北おおさか信⽤⾦庫ATM キタオオサカシンヨウキンコエーティーエム ●
ATM 京都銀⾏ATM キョウトギンコウエーティーエム ●
ATM セブン銀⾏ATM セブンギンコウエーティーエム
ATM みずほ銀⾏ATM ミズホギンコウエーティーエム
ATM 三井住友銀⾏ATM ミツイスミトモギンコウエーティーエム
ATM ゆうちょ銀⾏ATM ユウチョギンコウエーティーエム
ATM りそな銀⾏ATM リソナギンコウエーティーエム

サービス
・その他

業種

＜添付資料３＞ららぽーと EXPOCITY 出店店舗一覧
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◆飲食 

○レストラン・カフェ 25 店舗 

 
 

 

○フードコート 17 店舗 

 
  

店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

飲⾷・物販 (仮称)ガンダムスクエア ガンダムスクエア ●

スイーツビュッフェ スイーツパラダイスファクトリー スイーツパラダイスファクトリー ● ●
飲⾷・⾷物販・物販 バンダイベーカリー バンダイベーカリー ●

フライドチキン KFC ららぽーとEXPOCITY ケンタッキー・フライド・チキン ララポートエキスポシティ ●
串揚ビュッフェ (仮称)串家物語 クシヤモノガタリ ● ●

洋⾷他 万博⾷堂 バンパクショクドウ ● ●
うどん ⽵清 チクセイ ●

鉄板・お好み焼き 五郎っぺ⾷堂 ゴロウッペショクドウ ●
回転寿司 ⼤起⽔産 回転寿司 ダイキスイサン カイテンズシ ●

焼⾁ 平城苑 ヘイジョウエン ●
とんかつ かつ⼯房和幸 カツコウボウワコウ ●
中華 浪曼路 ローマンルゥ ●

ワールドビュッフェ BUFFET RESTAURANT Atlantic ビュッフェレストランアトランティック ●
カジュアルレストラン Eggsʼｎ Things エッグスンシングス

洋⾷ ミツケキッチン/MITSUKE KITCHEN ミツケキッチン ● ●
そば SOBA DINING 結⽉庵 そじ坊 ソバダイニング ユウゲツアン ソジボウ ●
定⾷ ちょうどいいを、好きなだけ「わたしとごはん」 チョウドイイヲ、スキナダケ「ワタシトゴハン」 ●

イタリアン他 バルバラ エキスポ レストラン バルバラ エキスポ レストラン ● ●
カフェ J.S.FOODIES ジェイエスフーディーズ
カフェ TABLES KITCHEN タブレスキッチン ● ●

ハンバーガー モスバーガー モスバーガー
フローズンヨーグルト pinkberry ピンクベリー ●

カフェ タリーズコーヒー タリーズコーヒー
和カフェ nana's green tea ナナズグリーンティ

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

業種

レストラン

カフェ

店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

ハワイアン ハワイアングルメバーガー クア・アイナ ハワイアングルメバーガー クア・アイナ
中華 チャーハンスタジアム 追⽴ チャーハンスタジアムオイタテ ● ●

韓国料理 Korean Kitchen まだん コリアンキッチン マダン ●
タイ料理 ティーヌーン ティーヌーン ●
イタリアン TANA FORNO FRESCA ターナフォルノ　フレスカ ● ●

全国ご当地どんぶり ご当地丼ぶり屋台 ゴトウチドンブリヤタイ ● ●
ラーメン RAMEN EXPRESS Produced by博多⼀⾵堂 ラーメン エクスプレス プロデュースド バイハカタイップウドウ

セルフうどん 本場⾹川讃岐うどん まごころ ホンバカガワサヌキウドン マゴコロ ●
粉物 たこ焼き発祥のお店　会津屋 タコヤキハッショウノオミセ  アイヅヤ ● ●

オムライス 元祖オムライス　北極星 ガンソオムライス　ホッキョクセイ ●
親⼦丼 鶏三和 トリサンワ
天丼 ⾦⼦半之助 カネコハンノスケ ●
つけ麺 つじ⽥ ツジタ ●
⽜たん 仙臺たんや 利久 センダイタンヤリキュウ ●

ソフトクリーム 町村農場 マチムラノウジョウ
ジュースバー Frutis Bar AOKI フルーツバーアオキ

駄菓⼦ 静屋 シズヤ ●

業種

フードコート

＜添付資料３＞ららぽーと EXPOCITY 出店店舗一覧
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◆スーパーマーケット・食物販 18 店舗 

 
 

 

◆別棟 RHC 1 店舗 

 
 

 

◆別棟 H.L.N.A ZONE 11 店舗 

 
  

店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

SM ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ イズミヤ イズミヤ ●
輸⼊⾷品 カルディコーヒーファーム カルディコーヒーファーム
グロッサリー KITANOACE ONE キタノエースワン ● ●

リカー エノテカ エノテカ
グロッサリーストア ikari HOMEMADE イカリホームメイド ● ●

スイーツ 8DAYS A SWEET+plus エイトデイズアスイートプラス ● ●
ポップコーン ギャレットポップコーンショップス ギャレットポップコーンショップス

⾷物販 カルビープラス カルビープラス
ドーナツ ミスタードーナツ ミスタードーナツ ●

和グロッサリー 久世福商店 クゼフクショウテン
茶葉 ルピシア ルピシア

ベーカリー ドンク ドンク ●
和菓⼦ 菓匠 千⿃宗家 カショウ チドリソウケ ● ●
洋菓⼦ モロゾフ モロゾフ ● ●
洋菓⼦ プチプランス クグロフ プチプランス クグロフ ● ●
洋菓⼦ ゴディバ ゴディバ

グロッサリー Grand Passage グラン パサージュ ● ● ● ●
洋菓⼦ カントリーマアムファクトリー カントリーマアムファクトリー ●

業種

⾷品
・

⾷物販

店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

RHC ロンハーマン アールエイチシー ロンハーマン ●

業種

飲⾷・物販

店舗名 店舗名読み⽅ 国内初 関⻄初 新業態 関⻄企業

カフェ BROOKLYN ROASTING COMPANY ブルックリンロースティングカンパニー ●
スケートボード、アパレル E.S.P イーエスピー ●

シューズ、アパレル VOLCOM ボルコム
シューズ SUPRA スープラ ●

シューズ、アパレル California Dept. カリフォルニア デプト ● ●
アパレル、雑貨 MIDTIDE ミッドタイド ●

シューズ TOMS トムス ●
アパレル、雑貨、シューズ QUIKSILVER クイックシルバー

アパレル、雑貨 XLARGE/XGIRL エクストララージ/エックスガール
アパレル、雑貨 NIXON by H.L.N.A ニクソン バイ　エイチエルエヌエー ●
アパレル、雑貨 GREENROOM グリーンルーム ●

ボードスポーツ
＆カルチャー

業種
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「EXPOCITY」では、より魅力ある施設づくりのために、下記の取り組みを行なっています。 

 

①吹田市情報発信プラザ「Inforest すいた」の設置 

②当施設専用テレビ放送局やタッチ式の大型ディスプレイを活用した、施設内の回遊を促進する情報発信シス  

テムの導入 

③「EXPO'70」のパビリオン｢三井グループ館｣の案内スタッフが着用していたユニフォームを思い出すような、イン 

フォメーションスタッフのユニフォーム 

④インバウンド対応 

⑤その他の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹田市のすべてが分かる！ 

 

吹田市の情報（Information）が森（Forest）のようにたくさん集まり、 

お客様が吹田市の魅力に触れながらゆっくり過ごすことができる場所(Rest)という想いが込められた、「Inforest すい

た」。吹田市の産業や観光などの旬な情報を発信する「情報発信プラザ」です。 

吹田市には、ビールと操車場のまち、千里ニュータウンと万博のまち、ガンバ大阪のあるまち、大学のあるまち、鉄道の

まちといった様々な地域資源があります。「Inforest すいた」では、そのような地域の魅力に関するパンフレットの配布や

オリジナルグッズの販売をいたします。 

 

また、「EXPOCITY」が万博記念公園に隣接するという立地条件を 大限に活かしながら、全国的に知名度の高い太

陽の塔をシンボルとする「EXPO’70」を回顧できるような、趣向を凝らした展示エリアもあります。 

お近くにお住まいの方も、初めて吹田市に来られた方も、新たな発見に出会うことができる場所です。吹田市の情報発

信の拠点「Inforest すいた」にぜひお気軽にお立ち寄りください！ 

  

「EXPOCITY」の取り組み 

①吹田市との連携「Inforest すいた」 

＜添付資料４＞EXPOCITY の取り組み 

空の広場 

直径 60m を超える大型の屋外広場 

光の広場 

「ららぽーと EXPOCITY」の中央に

ある、イベントステージを備えた巨

大な吹抜け空間 
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当施設専用テレビ放送局「（仮称）EXPOTV」開局！ 

タッチ式の大型ディスプレイ 1 台と約 100 台のモニターを設置し、施設情報や周辺エリア情報を放送予定！ 

 

「ららぽーと EXPOCITY」の中央「光の広場」に、タッチ式の大型ディスプレイとしては国内 大級となる「EX-Wall（EX＝

EXPO、Exciting、Experience、Extreme）」を設置します。 

「EX-Wall」では様々な映像配信やリアルタイムな館内情報、来館者が近づくと自動的に現れるナビゲーションをはじめ

AR（拡張現実）技術を活用したエンターテイメントコンテンツなど、これまでの集客施設にはない新しい試みを導入しま

す。 

さらに、「（仮称）EXPOTV」*を放送する施設内約 100 台のモニターを活用し、エンターテインメントとショッピングを融合

する、情報発信の仕組みを具現化します。 

（企画・開発：凸版印刷株式会社） 

 
*「（仮称）EXPOTV」とは 

「EXPOCITY」内に開局する、施設専用エリア放送です。 

放送内容は、来場者の方々の回遊を促進する施設情報のほか、施設を含めた周辺エリアの魅力を発信していく番

組や施設イベント中継、ゲームコミュニケーションツールとしての活用等を予定しております。 

これらは、「EXPOCITY」内のスタジオ内で制作され、施設オリジナルの番組として放送いたします。 

 

*「エリア放送」とは 

限られた範囲（エリア）でサービスを行うテレビ放送。サービスエリア（電波が届く範囲）内では、地デジ用テレビ（フル

セグ）もしくは、携帯・スマートフォン等のワンセグ受信機を使って、どなたでも放送を視聴することができます。 

（企画・開発：関西テレビ放送株式会社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②施設内の回遊を促進する情報発信システムの導入 

＜添付資料４＞EXPOCITY の取り組み 

光の広場 

国内 大級のタッチ式の大

型ディスプレイと「（仮称）

EXPOTV」スタジオ 
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EXPO'70 のパビリオン「三井グループ館」でお客様をご案内していたスタッフを思い出すような、1970 年代のデザイン

に現代のエッセンスを加えたデザインのユニフォーム。通常の「ららぽーと」のインフォーメーションスタッフとは異なる、

「EXPOCITY」ならではのエンターテインメント性を重視したユニフォームです。 

「EXPOCITY」へお越しいただくお客様を、このユニフォームを着用したスタッフが笑顔でご案内いたします。 

 

  

 

EXPO’70「三井グループ館」のユニフォーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「EXPOCITY」インフォメーションスタッフのユニフォーム  

春・夏 秋・冬 

③インフォメーションスタッフのユニフォーム 

＜添付資料４＞EXPOCITY の取り組み 
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日本で激増するインバウンド需要に応え、海外からのお客様にもお越しいただきたく、以下のサービスを実施します。 
■多言語対応 

日本語に加え、英語、韓国語、中国語（簡体）の 4 カ国語に対応した館内サインを実施します。 

■無料 Wi-Fi 

イベント広場、フードコート「FOOD PAVILION」に無料 Wi-Fi を設置します。 

■プレイヤールーム（祈祷室） 

お祈りが必要なお客様のためのプレイヤールーム（祈祷室）を2階に設置します。 

■ノンポーク、ノンアルコールのメニューの提供 

豚肉やアルコールを使用しないメニューを、外部飲食棟「EXPO KITCHEN」の「SOBA DINING結月庵 そじ坊」にて提

供します。 

■免税店対応 

  一部店舗で免税店対応をします。 

 

 

 

下記の取り組みにつきましては、開業時に詳細を発表させていただきます。 

 

■ママの声をカタチにする「ママ with ららぽーと」 

■「三井ショッピングパークポイント」サービス拡充 

■みついショッピングパーク「キッズクラブ」 

■三井ショッピングパークアプリの導入 

■環境・防災への取り組み 

 

 

  

 

 

出店店舗のスタッフを募集する合同求人面接会を実施します。 

 日程 会場 主催 

第 1 回 7/3(金) 

ホテル阪急エキスポパーク 

（株）アイデム 

第 2 回 8/4(火) （株）アイデム 

第 3 回 8/30(日) （株）アイデム 

第 4 回 9/12(土) (株)インテリジェンス 

第 5 回 9/28(月) （株）アイデム 

第 6 回 10/9(金) 千里ライフサイエンスセンター (株)インテリジェンス 

第 7 回 10/21(水) ホテル阪急エキスポパーク （株）アイデム 

 

株式会社アイデム 

  TEL   ：06-6537-5805 

  受付時間：9：00-17：00※土日祝除く  

株式会社インテリジェンス 

  TEL   ：0120-345-222 

  受付時間：9：00-18：30※土日祝除く  

 

 

 

 

 

 

 

④インバウンド対応 

⑤その他の取り組み 

お知らせ ～出店店舗のスタッフ募集～ 

＜添付資料４＞EXPOCITY の取り組み 
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千葉県船橋市浜町2-1-1 広島県広島市西区草津新町2-26-1
1981年4月開業 1990年4月開業
店舗面積：約102,000㎡ 店舗面積：約90,200㎡
店舗数：約460店舗 店舗数：約160店舗

埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1 兵庫県西宮市甲子園八番町1-100
2004年4月開業 2004年11月開業
店舗面積：約19,700㎡ 店舗面積：約59,000㎡
店舗数：約110店舗 店舗数：約150店舗

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 東京都江東区豊洲2-4-9
2006年9月開業 2006年10月開業
店舗面積：約79,000㎡ 店舗面積：約62,000㎡
店舗数：約330店舗 店舗数：約180店舗

千葉県柏市若柴175 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1
2006年11月開業 2007年3月開業
店舗面積：約50,000㎡ 店舗面積：約93,000㎡
店舗数：約180店舗 店舗数：約280店舗

静岡県磐田市高見丘1200 埼玉県三郷市新三郷ららシティ3-1-1
2009年6月開業 2009年9月開業
店舗面積：約50,000㎡ 店舗面積：約59,400㎡
店舗数：約180店舗 店舗数：約180店舗

東京都江東区青海1-1-10 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7
2012年4月開業 2014年10月開業
店舗面積：約47,000㎡ 店舗面積：約55,000㎡
店舗数：約150店舗 店舗数：218店舗

埼玉県富士見市山室一丁目1313番 神奈川県海老名市扇町13番1号
2015年4月開業 2015年10月開業予定
店舗面積：約80,000㎡ 店舗面積：約54,000㎡
店舗数：293店舗 店舗数：264店舗

大阪府吹田市千里万博公園2-1 東京都立川市泉町935-1他
2015年11月開業予定 2015年秋開業予定
店舗面積：約71,000㎡ 店舗面積：約60,000㎡
店舗数：305店舗 店舗数：約240店舗
※EXPOCITY
　施設・店舗数：312

中華人民共和国上海市浦東新区金橋出口加工区
2016年秋開業予定 2018年開業予定
店舗面積：約61,000㎡ 店舗面積：約74,000㎡
店舗数：約240店舗 店舗数：約200店舗

ダイバーシティ東京 プラザ 三井ショッピングパーク ららぽーと和泉

三井ショッピングパーク ららぽーと富士見 三井ショッピングパーク ららぽーと海老名

（仮称）ららぽーと上海金橋
神奈川県平塚市天沼700-17外6筆（地番）

ステラタウン 三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園

三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY 三井ショッピングパーク アルパーク

三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ 三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲

三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉 三井ショッピングパーク ららぽーと横浜

（仮称）ららぽーと平塚

三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY （仮称）ららぽーと立川立飛

三井ショッピングパーク ららぽーと磐田 三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷

＜添付資料５＞三井不動産のリージョナル型ショッピングセンター（2015 年 8 月現在）
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参考 「（仮称）吹田市立スタジアム」 

隣接地では、延床面積約 66,355 ㎡、約 40,000 人収容可能な大規模スタジアムの建設も進んでおり、 

2015 年秋に竣工予定。 

 

【参照】（仮称）吹田市立スタジアム HP  http://www.field-of-smile.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）吹田市立スタジアム イメージ（外観） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜添付資料６＞参考（仮称）吹田市立スタジアム 


