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2015 年 8 月 5 日 

報道関係各位 

三井不動産株式会社 

「三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷」大規模リニューアル 

9 月 19 日（土）より、66 店舗が新規・改装オープン 

ファッションからグルメ、サービスまで、駅直結の「エンターテインメントモール」が 

多世代で楽しめる施設へ更に進化 

 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、2009 年の開業以来初となる「三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷」

（所在：埼玉県三郷市）の大規模リニューアルに着手します。今回のリニューア

ルは 9 月 19 日（土）、11 月 21 日（土）の 2 段階オープンを予定しており、合

わせて埼玉県初出店１5 店舗を含む 66 店舗（新店 44 店舗、改装 22 店舗）

がオープンします。エンターテインメント性を高め、多世代で更に楽しめるモー

ルへ進化します。 
 

＜「三井ショッピングパーク  ららぽーと新三郷」 リニューアルポイント＞ 

訪れるお客さまの想像を超える、地域 NO.1 の「エンターテインメントモール」としてパワーアップ！ 

 ① FAMILY  ENTERTAINMENT                                          

キッズスペースを新設し、子育てママをきめ細かくサポートする「ママ with ららぽーと」も導入するなど、

ご家族でより楽しめる内容に進化。 

 ② FOOD    ENTERTAINMENT                                          

フードコートは、ミニステージや新設音響設備を整え、心地よく楽しい空間に。 

スイーツから新鮮野菜などの食物販、人気のカフェやレストランまで新店舗も多数出店。 

 ③ FASHION  ENTERTAINMENT                                          

インポートブランドが更に集積。ショッピングがもっと楽しくなる施設へ。ファッション雑貨店も新たに多数出店。 
 

 なお、当施設は、武蔵野操車場跡地約 51ha を活用した大規模複合開発「新三郷ららシティ」の中核となる商業施

設として、2009 年にオープンしました。「新三郷ららシティ」は、スウェーデン生まれの家具・インテリアの「IKEA」、アメリ

カンスタイルの大型卸売り店「コストコホールセール」とともに、国内有数の一大商業エリアを形成しています。また、

2012 年にはららぽーと新三郷アネックス棟、2014 年には駅前集合住宅も完成し、街として発展を続けています。今

回の大規模リニューアルで、街の更なる発展に貢献してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ららぽーと新三郷 
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キッズスペースを新設し、子育てママをきめ細かくサポートする「ママ with ららぽーと」も導入するなど、 

ご家族でより楽しめる内容に進化。 
 
■子育てママをきめ細かくサポートする「ママ with ららぽーと」コンセプト導入 

 

 

 
 
■お子様の遊び場を屋内広場、フードコート内に新設  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ■エンターテインメント専門店（既存店）                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① FAMILY  ENTERTAINMENT 

●『ＫＩＤ’Ｓ ＲＯＯＭ』 新設（2 階フードコート内） （11/21 予定） 

●トーマスタウン RENEWAL

大人気屋内型テーマパーク「トー

マスタウン」がリニューアルいたし

ます。ますます楽しい遊びが充

実します。 

「小さな子どもがいても気兼ねなくショッピングを楽しみたい」。そんなママとパパの想いをカタチにするために、三井不動産の子育て中

のママ社員がチームを結成し、「ママ with ららぽーと」プロジェクトがスタートしました。施設機能やサービスなどのハード・ソフトを整備

し、各ショップと一緒に独自メニューやサービスを開発するなど、子育て中のママとパパに安心してご来館いただける施設を目指しま

す。 

座敷タイプの小上がり席 

●夢空間内プレイスポット   

リニューアル記念で期間限定オ

ープンします。プレイスポット・イ

ベント等開催予定。（12 月特定

日予定） 

人工芝プレイスペース 

小さなお子様が遊べる遊具

があり、子供向けのアニメー

ション等映像をモニターに流

します。囲まれた空間で安

心して遊ぶことができます。 

●『ＫＩＤ’Ｓ ＰＡＲＫ』新設（１階共用部） （11/21 予定） 

未就学のお子様とそのお連れ様を対象に安心して楽しく遊んで頂ける場所です。カメラの前で動きに合わせて遊べるデジタルサイネー

ジや知育のおもちゃであそべるゾーン。2 歳未満の小さなお子様があそべるハイハイゾーン。お子様を安心して見守って頂けるカウンタ

ー席も設置しています。子育てママのコミュニティの場として、お買い物途中に気軽に立ち寄って頂ける遊び場です。 

●ラウンドワンスタジアム 

ボーリング、アミューズメント総合施設。「キッズスポッ

チャ」では、ボールプール等の遊具が満載。子どもを

見守りながら、ママも楽しく体を動かせます。また、キ

ッズパークに「ボーリングピン」遊具も登場。 

子どもたちを見守りなが

ら、赤ちゃんを隣で寝か

せながら安心して食事を

楽しめます。 

※上記の写真・イラストは全てイメージです 
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■楽しみながら子育てを応援する専門店が更に増えて充実。 
■NEW OPEN                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［期間限定］                               ■RENEWAL                        

 

 

 

 

 

■RENEWAL                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

［ベビー・キッズ関連既存店舗集積］  

 

 

 

 

 

 

 

 小学生以下のお子様だけの会員クラブ「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 ららぽーと」をはじめとする、三井不動産商業マネジメント株

式会社が運営する商業施設 14 施設で、会員だけのさまざまな特典やイベントなどに

ご参加いただけます。 

 キッズクラブ特典店舗の POP がある店舗でお買い物をすると、割引サービスを受けることができたり、ノベルティが

もらえます。 

 「キッズクラブメンバーズカード」のご提示で、対象施設にて開催される「キッズクラブイベント」に参加でき、1 回参

加する毎にスタンプを 1 つ押印。10 個集めるとプレゼントがもらえます。 

●こども写真城 スタジオアリス

スタジオアリスは、お子様の笑顔の

写真を通して、ご家族の思い出づく

りのお手伝いをしています。大切な

ご家族の記念撮影に応えます。 

●ふうりん堂 

駄菓子の他に袋菓子・オモチャ・

民芸・雑貨等も取り揃えます。 

●クロックス バイ ファム

最先端の「快適」と「楽しさ」

をご提供します。 

●トイザらス エクスプレス  

人気商品や話題の新商品など、お

誕生日やクリスマスを盛り上げる楽し

いおもちゃを厳選して取り揃えます。

2015 年 11 月下旬～2016 年 1 月

11 日（月・祝）の期間限定ポップア

ップストア。 

●アカチャンホンポ 

マタニティからベビー・キッズまで

家族みんなが笑顔になるような

商品・サービスを提供し、お客様

一人ひとりの幸せな出産・子育て

をサポートします。 

●ヨギボー 

『魔法のビーズソファ Yogibo（ヨギボー）』がアメリカか

ら上陸！人気 No1 の YogiboMAX をはじめ、各種オプ

ションも気軽に体験できるリラックススペースを提案し

ます。 

「みついショッピングパーク キッズクラブ」 

●サイクルスタジオシルバーリング 

「地球にやさしい乗り物」というコンセプト

を掲げ、オシャレな自転車を多数取り

揃えます。確かな技術・心のこもったサ

ービスで、お客様のサイクルライフをサ

ポート。（７月先行リニューアル） 

●ラッドチャップ 

カジュアルスポーツウェア×アウ

トドア感覚のアイテムをMIXした、

デイリーユースなキッズブランド

です。 

※上記の写真・イラストは全てイメージです 

●ＵＮＩＸ （美容室） 

お子様対応で今春先行リニューアル。

おもちゃで遊んだり DVD を見ながらカ

ットできます。早めにお越しいただきキ

ッズスペースで遊ぶこと、カット風景の

撮影もできます。 
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フードコート 

 

 

食と音楽を楽しむフードコートへリニューアル。 
寛げるＢＧＭ、照明環境を整え、ミニステージとキッズルームを新設。 

鉄道と駅をモチーフにした新しいゲートを潜ったフードコート（9 店舗、約 600 席）では、BGM 演奏や照明（光色・明る

さ）が、季節・時間帯により変わる環境演出も体感できます。（11/21 予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

■NEW OPEN                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■RENEWAL                                                        

 

 

 

② FOOD  ENTERTAINMENT 

「 INSENSE MUSIC WORKS INC 」 

「耳と心」、時代を超えて人々の「記憶」とし
て残る、良質な音楽を企画・制作するレー
ベル。大手カフェチェーンへの CD 提供か
ら、雑誌とのコラボレーションなど展開 

■ミニステージ新設 

中央部には演奏ライブなどのイベントを開

催できるミニステージを新設します。 

ミニステージ 

●鶏 三和 

創業 115 年目を迎える老舗

が手掛ける親子丼専門店。

「三和の純鶏名古屋コーチン」

と、諸国名産鶏を秘伝のかえ

しと新鮮たまごで、ふわふわと

ろとろの食感を提供。 

●麺処 景虎  

  produced by ほん田 

都内屈指の行列店「麺処ほん

田」。多くのラーメンファンを虜に

してきた本田裕樹の新たな挑戦

「景虎」。定番に加え景虎独自

のラーメンも提供していきます

●つけめん TETSU 

行列請負人とまで呼ばれたつけ

めんで話題のショップ。2 日間か

けて極限まで旨味を引き出し

た、動物系と魚介系を合わせた

濃厚スープが最大の魅力。 

●石松餃子 

1953年の創業以来、3代に渡り

伝えられている浜松餃子の元

祖。2012 年には日本テレビ「月

曜から夜ふかし」番組内にて全

国餃子グランプリを受賞。静岡

県外初出店。 

●丸亀製麺 

本物のおいしさを提供する讃岐うどん専門店。厳選した小麦粉を使用し、

店内の製麺機で「打ちたて」「茹でたて」を実現しています。 

フードコート（昼） 

フードコート（夜） エントランス 

「 音映システム 」 

BGM セレクト、楽曲制作のプロ集団。近
年では、音楽の域を越え、総合的な空間
環境演出を提供。笑顔を創るを合言葉
に、多くの子供に感動を与えています。

■レコード会社、音響専門会社と充実したＢＧＭ環境を創出  

 季節、時間帯に合わせた選曲を専門会社（ＩNSENSE MUSIC WORKSINC 社、音映シス

テム社）がコーディネート。フードコートが気持ちよく寛げる空間となるようにＢＧＭ環境を提

案します。 

※上記の写真・イラストは全てイメージです 
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SWEETS 

FOODS・TEA 

カフェ 

飲食 

上質な味わいのチョコレートから素材にこだわったケーキまで、 
美味しいスイーツが集積。 

■NEW OPEN                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

新鮮な食品からアツアツのたこ焼き、世界各国の紅茶まで 
楽しみ広がる新店舗がオープン。 

■NEW OPEN                                                        

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ショッピングの途中の休憩などに 
便利にご利用いただけるカフェが充実。 

■NEW OPEN                                          ■RENEWAL        

 

 

 

 
 
 
 

本格的な味が楽しめるレストランがオープン。 

■NEW OPEN                                                         

 

 

 

 

 

 

 

●わくわく広場 

地元産直野菜・果実と、全国各地の風土・気候とこだわりによって育

まれた国内産調味料・食品の逸品。『新鮮・安心・低価格』を実現し

た、農産物直売所です。 

●コメダ珈琲 

名古屋最大の喫茶店チェーン。温かいデニッシュの上に冷たいソ

フトクリームが乗った名物「シロノワール」。モーニングサービスは

11:00 まで。 

 

●ゴディバ 

ベルギーを代表する高級チョコレートブランド。季節限定のコレクシ

ョンや焼き菓子など、上質で味わい深いチョコレート製品を展開し

ます。 

●銀座コージーコーナー 

フレッシュケーキや焼菓子はもちろん、特別な

記念日やクリスマスの華やかなデコレーション

ケーキなども心を込めてお作りします。 

●マザー牧場 

牧場から直送された搾りたての牛乳や、新鮮

な生乳を使ったソフトクリームなど、本物のおい

しさに出会えるショップです。 

●タピオカスイーツチュチュ 

多彩なバリエーションのタピオカドリンクから、厳

選した小麦粉にバニラビーンズを混ぜた生地

を焼くクレープ等、タピオカスイーツの専門店。 

●築地 銀だこ 

皮はパリっと、中はトロっと、た

こはプリっと焼き上げたこだわ

りのたこ焼き。活気に満ちあ

ふれた雰囲気の中で、アツア

ツのたこ焼きを提供します。

●ルピシア  

世界各地の紅茶や緑茶、

烏龍茶、フレーバードティ、

ハーブティなど、年間 400

種類以上のお茶をご紹介し

ます。 

●サンマルクカフェ 

こだわり抜いたモッチモチ生

麺を使用したパスタメニュー

も加え、カフェの新たな魅力

をお届けします。 

●プラチナ ビュッフェ 

常時 20 種類のスイーツと、ピ

ザ＆パスタなどのイタリアンを

中心とした料理、約 50 種のビ

ュッフェを提供します。 

●家カフェ おたま 

炊きたてごはんとお味噌汁、手

づくりのおかずが楽しめる「和の

ごはん屋さん」。こだわりの食材

を使った種類豊富な料理、和

のスイーツをご用意。 

●グーパスタ 

パスタとピッツァとフレンチト

ーストのお店。自慢のフレン

チトーストは、外はカリッと中

はとろ～りとした食感を大切

に、丁寧に焼きあげます。

※上記の写真・イラストは全てイメージです 
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インポートブランドが集まり、ショッピングがもっと楽しくなる施設へ。 

都市型ファッション・雑貨、エリア初のブランドも出店。 

既存店舗「H&M」、「FOREVER21」、「ZARA」、「ホリスター」などとともに、インポートブランドが充実します。 

■NEW OPEN                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■RENEWAL                             

 

 

 

 

 

 

   ［既存インポートブランド店舗］  

 

 

 

 

 

③ FASHION  ENTERTAINMENT 

●デシグアル 

カラフルで個性的、バルセロナ発ファッションブランド「デシグア

ル」。ファッションにアートをミックスし、ショッピングだけではない体

験ができるストア空間です。 

●ザラホーム 

ベッドリネンやバス、テーブルウェア、カトラリーをはじめルームウェ

アやギフトアイテムなど、週 2 回新作を投入しながらインテリアの最

新トレンドを発信。室内空間を演出する様々な商品を提供します。

●スケッチャーズ 

スケッチャーズはマンハッタ

ンビーチでライフスタイルフ

ットウェアブランドとして誕

生。あらゆるシーンに適した

シューズを展開し、直営店

限定モデルをはじめとした

最新モデルを数多く展開。 

●JS トランク＆コー 

トラベルバッグ世界市場を

リードするサムソナイト社の

セレクトバッグショップ（グレ

ゴリーやデュモンクスなど

同社展開の海外ブランドも

提案）。 

●ビルケンシュトック 

240 年以上の歴史、ドイ

ツのフットウェアブランド直

営店。独自のフットベット

（中敷）の機能性とファッ

ション性を兼ね備えた商

品を豊富に展開。 

●コロンビアスポーツウエア

扉を開けた先に広がる無限の

アウトドアフィールドを楽しめる

アイテムを多数ご用意。 

●アウトドアプロダクツ 

LA 発ブランドで「リラックス＆ス

マイル」がコンセプト。 ブランド

アイコンのデイバック、小物や

アパレルまで豊富にラインナッ

プのオフィシャルストア。 

※上記の写真・イラストは全てイメージです 
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ライフスタイル・トレンド 

レディス・ファッション雑貨 

最新のトレンドやライフスタイルを発信するショップの数々。 

■NEW OPEN                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハイセンスなファッションブランドから 
かわいい雑貨まで幅広い品揃えのショップが続々オープン。 

■NEW OPEN                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●カリフォルニアデプト 

アメリカ西海岸の自然とスタイ

ルが育くんだ、ユニークなブラン

ドや、リアルなカリフォルニアカ

ルチャーを感じるファッションア

イテムを発信。 

●ボールドイーグル 

大人から若者まで人気のアメ

カジスタイルを中心に、時代に

合ったこだわりのライフスタイル

とトレンドアイテムを取り揃える

セレクトショップ。 

●チャオパニック ティピー 

自然体で自分達らしいライフスタ

イルを大切にしたいファミリーへ。

少しのこだわりとリラックス感を併

せ持ったスタイルを提案。 

●ブルースタンダード 

スタンダードながら程よくトレンド

をミックスした都会的で爽やか

なニューベーシックスタイル。ワ

ンランク上の大人のカジュアル

ショップ。 

●ジールマーケット 

カジュアル・モード・ドレス・ビジ

ネスまで、トレンドで使いやすい

ラインナップとカラーバリエー

ション。月に二度、新商品を提

案する新しいスタイルのシュー

ズショップ。 

●アップバンクストア 

AppBank.net でご紹介した

iPhoneのケースや液晶保護フィ

ルムなどを中心に、スマホ関連

グッズを取り扱うアクセサリーシ

ョップ。 

●アンフィフルフル 

その日の気分で洋服を選ぶ様な

感覚でコーディネート。今までの

ブラジャー&ショーツのペアとは

違う、下着の選び方や楽しみ方

を提案。 

 

「生活＋デザイン＝HAPPY」をコ

ンセプトに 20〜30 代の女性に向

けた「ピクニック」がテーマの、ワ

ンランク上のアウトドア新業態ショ

ップ。 

●ギンザハピネス 

贈る人の「ときめき」を伝えます。世界の一流ブランド品を取り

揃え、大切な記念日のためのプレゼント選びのお手伝いをいた

します。 

●アクア ジュエルス 

全国展開する AQUA SILVER

の新業態店舗。メンズ・ペアア

イテムに含め、新しいレディー

スブランドも提案。 

※上記の写真・イラストは全てイメージです 

●サニーノマドピクニックルーム 
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デイリーサポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日々の暮らしを華やかに、楽しく、安心サポートする多彩な店舗。 

 

■NEW OPEN                                                         

 

 
 
 
 

 

■RENEWAL                       (既存店) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●スリーコインズ 

キッチン・バス・インテリア・靴

下・アクセサリーなど、ベーシッ

クなデザインのものから POP な

色使いのものまで、300 円を中

心価格帯とした雑貨を幅広く取

り揃えています。 

●ファンケル 

「専門性」の高いスタッフが、

お客様一人ひとりの「美」と

「健康」をサポートし、ファンケ

ルの技術力を体感できる専

門店。 

●ネイルズユニーク 

やさしい空間、心地いい空間。ココロもカ

ラダもリラックスできる時間と、美しい指

先のために。お客様一人ひとりを大切

に、心のこもったサービスを提供。 

●ルームジャーニー 

旅はいつも、私の部屋からはじま

る。ルームジャーニーは、旅する

日常をテーマに、シーズン毎に

異なる旅先テーマファッションを

提案。 

●ゴージビー 

学生からヤングミセスまで幅広

く、トレンドを取り入れたカジュア

ルウェア、小物、シューズを「バ

ラエティ」と「ボリューム」感タッ

プリに展開。 

●グリーンパークストピック

20 以上の人気ブランドを取り

扱うセレクトショップ。シューズ

やアクセサリー、バッグなどの

小物も充実し、トータルコーデ

ィネートを楽しめます。 

●テチチ/ルノンキュール 

フェミニン・ナチュラルに、トラッ

ド・ミリタリー・デニムなどのカジ

ュアルエッセンスを MIX。遊び

心溢れるスタイリングを提案。 

●グランビュフル 

「すべての女性に最高の輝き

を・・・」をコンセプトに、ドレス､ア

クセサリー､雑貨を豊富にセレク

トしています。 

●日本旅行 

きっぷ一枚から海外旅行まで幅広く

「旅」に関するご要望に応えます。 

●保険相談サロン F.L.P 

約 20 社の保険会社の保険を比べて選べ

る保険ショップです。キッズスペース完備

で、お子様連れでも安心。ご相談は何度で

も無料です。 

●京王百貨店 

「百貨店品質とサービスをお手軽に」機能

やデザインにこだわったお手頃価格ファッシ

ョンや雑貨から季節のギフト、京王厳選の

銘店菓子まで幅広く取り揃えます。 

●和ごころ りんず 

洗えるおしゃれ着物から特別
な装い着物まで揃え、和装生
活をもっと楽しく。振袖のレンタ
ルもしています。 

※上記の写真・イラストは全てイメージです 

●ベルメゾン 

センスの良い普段着を提供。レ

ディスアウターやファッション雑

貨を中心に、お客様目線で生

活密着型の商品を多数取り揃

えるライフスタイルショップ。 



9 

 

 

三井不動産グループが運営する、全国の商業施設で利用可能な「三井ショッピングパーク

カード」。本年 7 月から順次、三井アウトレットパークでも取り扱いを開始し、対象施設は本年

12 月末（予定）には 45 施設へと大幅に拡大します。これまで以上に“貯まる・使える”便

利でお得なポイントサービスとなります。 

今回のサービス対象施設の拡大に合わせて、「三井ショッピングパークポイント」の『ロゴ』が

デビュー。これに伴い「三井ショッピングパークポイントカード」のデザインを一新いたします。 

※一部ご利用いただけない施設や店舗、ポイント付与数が異なる店舗がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設カードカウンターパース 

 

 

 

 

 

首都圏のららぽーとを中心に全 13 施設（本年 8 月 5 日時点）でご利用いただけるスマートフォン

用アプリ（無料）。クーポンの発行や開催中のイベント、セール情報などをプッシュ通知でお知らせし

ます。アプリをご利用の方への特典として、アプリ限定のクーポン等が当たるゲームなどもご用意し

ています。 

2016 年 3 月(予定)からは、アプリに「三井ショッピングパークポイントカード」の機能を搭載。ポイントカードの情報をア

プリと連携することにより、アプリでポイントの残高確認ができるようになります。また、スマホ画面に QR コードを表示する

ことで、ポイントが“貯まる・使える”ようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「三井ショッピングパークポイント」サービスを拡充 

三井ショッピングパークアプリとは 

※上記の写真・イラストは全てイメージです 
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出店店舗一覧 

＜新店　44店舗＞

【ファッション】　13店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 新業態 埼玉初 オープン予定日

メンズ・レディス CALIFORNIA DEPT カリフォルニアデプト ● 11/21

レディス GRAN BUFULL グランビュフル 11/21

レディス green parks topic グリーンパークストピック 10/2

レディス GORGE BE ゴージビー 11/21

メンズ・レディス・キッズ CIAOPANIC TYPY チャオパニックティピー 11/21

レディス Desigual デシグアル ● 10/30

レディス Te chichi/Lugnoncure テチチ/ルノンキュール ● 9/19

レディス・キッズ ベルメゾン ベルメゾン ● ● 8/21

メンズ BLUE STANDARD ブルースタンダード ● 9/19

メンズ BALD EAGLE ボールドイーグル 11/21

キッズ RAD CHAP ラッドチャップ 9/19

レディス Room Journey ルームジャーニー 11/21

呉服 和ごころ　りんず ワゴコロリンズ 11/21

【服飾雑貨】  8店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

シルバーアクセサリー AQUA JEWELS アクア ジュエルス ● ● 11/21

インナー AMPHI FUL FRU アンフィフルフル 9/19

インポート雑貨 GINZA Happiness ギンザハピネス 11/21

服飾雑貨、小物 SUNNY NOMADO PICNIC ROOM サニーノマドピクニックルーム ● ● 9/19

靴 ZEAL MARKET ジールマーケット 11/21

鞄 JS TRUNK&Co ジェイエス　トランクアンドコー ● 11/21

靴、衣料品 SKECHERS スケッチャーズ 9/19

靴 BIRKENSTOCK ビルケンシュトック 11/21

【その他雑貨】  5店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

生活雑貨 ZARAHOME ザラホーム 11/21

生活雑貨 ３COINS スリーコインズ 11/21

化粧品 FANCL ファンケル 11/21

携帯ケース、関連雑貨 AppBank Store アップバンクストア ● 12/中旬

生活雑貨 Yogibo ヨギボー ● 12/中旬

【食物販】　6店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

洋菓子 銀座コージーコーナー ギンザコージーコーナー 11/21

洋菓子、チョコレート GODIVA ゴディバ 11/21

たこ焼き 築地　銀だこ ツキジ　ギンダコ 11/21

ソフトクリーム マザー牧場 マザーボクジョウ 11/21

茶葉 ルピシア ルピシア 11/21

産直 わくわく広場 ワクワクヒロバ 2016年春

【フードコート】　4店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

餃子・中華 石松餃子 イシマツギョウザ ● 11/21

ラーメン つけめんTETSU ツケメンテツ 11/21

親子丼 鶏三和 トリサンワ 11/21

ラーメン 麺処 景虎　produced by ほん田 メンドコロカゲトラ　プロデュースバイホンダ ● 11/21

【飲食】　5店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

定食 家カフェ　おたま イエカフェ　オタマ ● 11/下旬

パスタ＆フレンチトースト グーパスタ グーパスタ ● 10/27

カフェ コメダ珈琲 コメダコーヒー 2016年春

タピオカ タピオカスイーツtutu タピオカスイーツチュチュ 11/21

スイーツ・洋ビュッフェ PLATINUM BUFFET プラチナ　ビュッフェ ● 12/中旬

【サービス】　3店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

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 11/21

旅行 日本旅行 ニホンリョコウ 10/下旬

ネイル ネイルズユニーク ネイルズユニーク 7/6

※上記リストは2015年8月5日時点の情報です。
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＜改装　22店舗＞

【ファッション】　5店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

レディス・キッズ axes femme アクシーズファム 11/21

レディス INGNI イング 9/17

レディス CUBE SUGAR キューブシュガー 11/21

メンズ・レディス・キッズ コロンビアスポーツウェア コロンビアスポーツウェア 9/19

メンズ・レディス パーフェクトスーツファクトリー パーフェクトスーツファクトリー 11/21

【服飾雑貨】　10店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

バッグ・雑貨 アウトドアプロダクツ アウトドアプロダクツ 9/19

靴 エスペランサ+Kids エスペランサプラスキッズ 9/19

インナー aimerfee l エメフィール 10/17

眼鏡 OPTIQUE PARIS MIKI オプティックパリミキ 11/21

靴 crocs by fam クロックス バイ　ファム 9/18

シルバー・レザー・アクセサリー SAAD サード 10/10

宝飾・ｱｸｾｻﾘｰ ジュエリーツツミ ジュエリーツツミ 11/21

時計・眼鏡 Zoff ゾフ 9/18

インナー Triumph トリンプ 11/21

シューズ REGAL SHOES リーガルシューズ 11/21

【その他雑貨】　2店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

自転車 サイクルスタジオシルバーリング サイクルスタジオシルバーリング 7/16

駄菓子 ふうりん堂 フウリンドウ 9/19

【飲食】　2店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

カフェ サンマルクカフェ サンマルクカフェ 9/18

カフェ 丸福珈琲店 マルフクコーヒーテン 9/19

【フードコート】　1店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

うどん 丸亀製麺 マルガメセイメン 10/下旬

【サービス】　2店舗

業種 店舗名 カタカナ 新業態 埼玉初 オープン予定日

アミューズメント トーマスタウン/キッズプラザ きゃらんど トーマスタウン/キッズプラザキャランド 11/21

保険 保険相談サロンF.L.P ホケンソウダンサロンエフエルピー 11/12

※上記リストは2015年8月5日時点の情報です。
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「三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷」概要 

所在地 埼玉県三郷市新三郷ららシティ 3-1-1 

開業年月 2009 年 9 月 

敷地面積 約 85,200 ㎡ 

延床面積 約 142,500 ㎡ 

店舗面積 約 59,400 ㎡ 

専門店数 約 180 店舗 

駐車場 約 2,800 台 

交 通 
JR 武蔵野線「新三郷」駅西口直結 

外環三郷西 IC から約 3km 

営業時間 

ショッピング・サービス／10:00～21:00 

レストラン＆カフェ／11:00～22:00 

フードコート／11:00～21:00 

※店舗により一部異なります。 

運営・管理 三井不動産商業マネジメント株式会社 

ホームページ http://www.lalaport-shinmisato.com/ 

 

 

  《位置図》 
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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） 
　

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


