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2018年3月8日 

報道関係各位 

三井不動産株式会社 

東海 3県初進出の大型商業施設 

「三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス」2018年 9月開業へ 

一部店舗を先行発表し、4月から店舗求人の合同説明会開始 

 三井不動産株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長 菰田正信）は、愛知県名古屋市港区で開発を推進

しているリージョナル型ショッピングセンターについて、今般、施設名称を「三井ショッピングパーク ららぽ

ーと名古屋みなとアクルス」に決定いたしました。開業は2018年9月を予定しており、決定済み全217店舗の

うち、先行して160店舗を発表いたします。 

 当施設は、東邦ガスグループが主導する大規模複合再開発事業によって新しく誕生するまち「みなとアクルス」

内に立地し、まちの賑わいを創出する中核機能を担います。また、三井不動産レジデンシャル株式会社（本社：

東京都中央区 代表取締役社長 藤林清隆）が、当施設の北側に隣接する「みなとアクルス」内の敷地において、

分譲マンション開発を行う予定です。 

 当施設では、お客様に豊かな時間を過ごすことのできる空間をご提供することに加え、ご出店者様や従業員の

方々に満足いただけるような各種施策にも積極的に取り組んでまいります。ハード面では機能性とデザイン性

を兼ね備えた従業員休憩室、従業員休憩室併設のコンビニエンスストア、施設内保育園など、より働きやすい

環境を整えてまいります。ソフト面では店舗の従業員採用支援のため、「ららぽーと名古屋みなとアクルス採用

センター」（業務委託先：株式会社ツナグ・ソリューションズ）を立ち上げ、4月14日（土）から各店舗の求人

募集を、合同説明会の形式で順次実施してまいります。 

 計画地は交通アクセスに優れており、市内を南北に結ぶ主要幹線道路の名古屋市道「江川線」に敷地東側で接

するほか、名古屋市営地下鉄名港線「港区役所」駅（約150m）、「東海通」駅（約200m）の2駅が利用できるロ

ケーションに位置しています。その他、名古屋市営バス「港区役所」など利用可能な公共交通機関も充実して

おり、敷地内にはバスやタクシーの発着場となる交通広場を整備してまいります。 

＊本文中表記の東海3県には、愛知県、岐阜県、三重県が含まれます。   

 

以  上 
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＜添付資料 1＞出店店舗一覧（全 217店舗中、先行発表分の 160店舗） 

◆ファッション 40店舗 

 
 
 
 ＊上記リストは 2018年 3月 8日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業種 店舗名 ヨミガナ

レディース Ｃｌｅ’ クレ

レディース Ｍ．ｄｅｕｘ エムドゥ

レディース、服飾雑貨 ａｌｌａｍａｎｄａ アラマンダ

レディース、服飾雑貨 ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＨＯＬＩＣ アメリカンホリック

レディース、服飾雑貨 ｅａｒｔｈ ｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙ ｎａｔｕｒａｌ ｓｔｏｒｅ アース ミュージックアンドエコロジー ナチュラルストア

レディース、服飾雑貨 Ｌｕｄｉｃ Ｐａｒｋ ルディックパーク

レディース、服飾雑貨 ＩＮＧＮＩ イング

レディース、服飾雑貨 ｒ・ｐ・ｓ アールピーエス

レディース、服飾雑貨 ＲｅｗｄｅＲｅｗ ルゥデルゥ

レディース、服飾雑貨 ＳＭ２ ｋｅｉｔｔｉｏ サマンサモスモスケイッティオ

レディース、雑貨 ローリーズファーム ローリーズファーム

レディース、雑貨 ＮＡＴＵＲＡＬ ＢＥＡＵＴＹ ＢＡＳＩＣ ナチュラルビューティーベーシック

メンズ、服飾雑貨 ｉｍｐｒｏｖｅｓ インプローブス

レディース、メンズ ＡＺＵＬ ｂｙ ｍｏｕｓｓｙ アズールバイマウジー

レディース、メンズ Ｂａｎａｎａ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ バナナリパブリック

レディース、メンズ ＧＵＥＳＳ ゲス

レディース、メンズ Ｇ－Ｓｔａｒ ＲＡＷ ジースター ロゥ

レディース、メンズ Ｐｅｒｆｅｃｔ　Ｓｕｉｔ　ＦＡｃｔｏｒｙ パーフェクト　スーツ　ファクトリー

レディース、メンズ ＰＬＳＴ プラステ

レディース、メンズ、服飾雑貨 ＤＩＥＳＥＬ ディーゼル

レディース、メンズ、服飾雑貨 Ｍｅｌａｎ　Ｃｌｅｕｇｅ メランクルージュ

レディース、メンズ、キッズ ＧａｐＦｉｔ ギャップフィット

レディース、メンズ、キッズ ＲＯＤＥＯ ＣＲＯＷＮＳ ＷＩＤＥ ＢＯＷＬ ロデオクラウンズワイドボウル

レディース、メンズ、キッズ ライトオン ライトオン

レディース、メンズ、キッズ、ベビー Ｇａｐ／ＧａｐＫｉｄｓ／ｂａｂｙＧａｐ ギャップ／ギャップキッズ／ベビ－ギャップ

レディース、メンズ、キッズ、服飾雑貨 ＡＶＩＲＥＸ アヴィレックス

レディース、メンズ、キッズ、服飾雑貨 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

レディース、メンズ、キッズ、服飾雑貨 グローバルワーク グローバルワーク

レディース、メンズ、キッズ、雑貨 ＣＯＭＭＥ ＣＡ ＳＴＹＬＥ コムサスタイル

レディース、メンズ、キッズ、雑貨 アウトドアプロダクツ アウトドアプロダクツ

レディース、メンズ、キッズ、シューズ リーボック クラシックストア リーボック クラシックストア

アパレル、雑貨 ｎｉｋｏ ａｎｄ．．． ニコアンド

アパレル、靴、雑貨 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ ＳＰＯＲＴＳ エービーシーマートスポーツ

振袖レンタル ふりそでＭＯＤＥ ｗｅｄｄｉｎｇＢＯＸ フリソデモードウェディングボックス

ジュニア、雑貨 ジェニイ ジェニイ

キッズ ラブトキシック ラブトキシック

キッズ ＷＥＬＬＷＨＯＬＥ ウェルホール

キッズ、雑貨 ＭＡＲＫＥＹ’Ｓ マーキーズ

キッズ、雑貨 ｐｅｔｉｔ ｍａｉｎ プティマイン

キッズ、服飾雑貨、雑貨 ｂｉｒｔｈｄａｙ ｐａｒｔｙ バースデイ パーティー
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◆ファッション雑貨・雑貨・その他 55店舗 

 
 
 
 ＊上記リストは 2018年 3月 8日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。 
 
 
 

業種 店舗名 ヨミガナ

ベビー服、ベビー用品 アカチャンホンポ アカチャンホンポ

化粧品 ＡＬＢＩＯＮ ＤＲＥＳＳＥＲ／パルファン　 アルビオンドレッサー パルファン

インナー ａｉｍｅｒｆｅｅｌ エメフィール

インナー ＡＭＯ’Ｓ ＳＴＹＬＥ ｂｙ Ｔｒｉｕｍｐｈ アモスタイルバイトリンプ

ジュエリー アガタ パリ アガタ パリ

ジュエリー、時計、その他 ＳＯＰＨＹ Ｆｅｒｉｅ ｗｉｔｈ ｆｅｓｔａｒｉａ ＥＬＥＭＥＮＴＳ ソフィ フェリエ ウィズ フェスタリア エレメンツ

アクセサリー、雑貨 ｆｉｅｒｔｅ フィエルテ

アクセサリー、雑貨 カレット カレット

帽子 ｐｏｌｃａｄｏｔ ポルカドット

帽子、バッグ ＢＲＯＮＸ ブロンクス

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

シューズ、バッグ ＡＴ ＥＡＳＹ アットイージー

シューズ、雑貨 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ エービーシーマート

シューズ、雑貨 Ｃｈａｒｌｏｔｔｅ シャルロット

シューズ、雑貨 ＮＥＸＴ ＦＯＣＵＳ ネクストフォーカス

シューズ、雑貨 ＷＡ ＯＲｉｅｎｔａｌ ＴＲａｆｆｉｃ ダブルエー オリエンタルトラフィック

子供靴 ゲンキ・キッズ ゲンキキッズ

バッグ ａｃｅ． エース

バッグ サックスバー サックスバー

バッグ、ベビー雑貨 Ｃａｔｈ Ｋｉｄｓｔｏｎ キャスキッドソン

時計 ウオッチタウン ウオッチタウン

眼鏡 JINS ジンズ

眼鏡、サングラス ゾフ ゾフ

眼鏡、補聴器 眼鏡市場 メガネイチバ

服飾雑貨、生活雑貨 アフタヌーンティー・リビング アフタヌーンティーリビング

服飾雑貨、生活雑貨 ブルーブルーエ ブルーブルーエ

雑貨 ＡＷＥＳＯＭＥ ＳＴＯＲＥ オーサムストアー

雑貨 ＧＯＯＤ ＧＩＦＴ ＧＯ グッド ギフト ゴー

雑貨、アパレル Ｂｅｔｔｅｒ Ｌｉｖｉｎｇ ｅｃｌｅ ベターリビングエクレ

雑貨、生活雑貨、文具、食品 ＬＩＢＲＥＴＴＯ ＢＡＹ リブレットベイ

生活雑貨 ３ＣＯＩＮＳ＋ｐｌｕｓ スリーコインズプラス

生活雑貨 ＳＩＸＰＡＤ ＳＴＯＲＥ　 シックスパッドストア　

生活雑貨 Ｓｔｙｌｅ／Ｋｉｒａｌａ　 スタイル／キララ　

生活雑貨 Ｔｈｒｅｅ ｌｉｔｔｌｅ ｓｏｎｇ ｂｉｒｄｓ スリーリトルソングバーズ

生活雑貨 ルームパステル ルームパステル

生活雑貨、インテリア ｍａ ｆａｖｅｕｒ マファウ゛ール

家具、インテリア雑貨 Ａｒｍｏｎｉａ アルモニア

家具、インテリア、雑貨 Ｆｒａｎｃｆｒａｎｃ フランフラン

寝具、雑貨 Ｂ－ＤＥＳＩＧＮ ビーデザイン

バラエティ雑貨、生活雑貨 ＬｏＦｔ ロフト

バラエティ雑貨、古物 ウ゛ィレッジウ゛ァンガード ウ゛ィレッジウ゛ァンガード

キャラクター雑貨 SWANKY MARKET スワンキーマーケット

キッズ・ベビー雑貨、玩具 DADWAY ダッドウェイ

キッチン用品・家電用品 ティファールストア ティファールストア

ぬいぐるみ、雑貨 ｎｉｐｏｐｏ ニポポ

健康グッズ、サロン ファイテンショップ ファイテンショップ

玩具 トイザらス　 トイザラス

携帯アクセサリー ＡＢｓｔｏｒｅ エービーストア

キャンプ用品 ＬＯＧＯＳ ＳＨＯＰ ロゴスショップ

ウィッグ フォンテーヌ フォンテーヌ

ペット関連用品 ひごペットフレンドリー ヒゴペットフレンドリー

ハワイアン雑貨 Ｋａｈｉｋｏ カヒコ

楽器、音楽教室 島村楽器 シマムラガッキ

100円ショップ ダイソー ダイソー

ドラッグストア ＳＵＧＩ ＤＲＵＧ スギ ドラッグ
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◆サービス 19店舗 

 
 
 

◆スーパー・食物販 17店舗 

 
 
 

◆レストラン・カフェ他 16店舗 

 
 
 ＊上記リストは 2018年 3月 8日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

業種 店舗名 ヨミガナ

携帯電話 ａｕショップ エーユーショップ

携帯電話 ＵＱスポット ユーキュースポット

携帯電話 ソフトバンク ソフトバンク

携帯電話 ドコモショップ ドコモショップ

保険代理店 ほけん百花 ホケンヒャッカ

保険代理店 保険ほっとライン ホケンホットライン

旅行代理店 ＴＡＢｉＡＬＬ タビオール

写真スタジオ スタジオキャラット スタジオキャラット

住宅関連の講座・相談サービス スーモカウンター スーモカウンター

クリーニング ポニークリーニング ポニークリーニング

リラクゼーション ラフィネ ラフィネ

洋服、カバンのお直し ミシン工房 ミシンコウボウ

コンタクト エースコンタクト エースコンタクト

歯科 マリンはーと歯科 マリンハートシカ

美容室 美容室イレブンカット ビヨウシツイレブンカット

美容室・理容室 ＱＢハウス キュービーハウス

プログラミング教室 プログラミング教室　ぴこラボくん プログラミングキョウシツ ピコラボクン

英語教室 ベネッセの英語教室 ＢＥ ｓｔｕｄｉｏ ベネッセノエイゴキョウシツ ビースタジオ

保育所 ららら保育園♪ ラララホイクエン　

業種 店舗名 ヨミガナ

スーパーマーケット アオキスーパー アオキスーパー

食品 北海道うまいもの館 ホッカイドウウマイモノカン

加工食品、日用雑貨、カフェ、酒、特産品 しなまつり シナマツリ

ベーカリー ドンク／ミニワン ドンクミニワン

ベーカリー ５１３ベーカリー コイサンベーカリー

とんかつ、惣菜 とんかつ新宿さぼてん トンカツシンジュクサボテン

精肉、加工品、イートイン 名古屋コーチン　一鳳 ナゴヤコーチン イチオウ

米飯（おにぎり）、惣菜 ＯＳＯＺＡｉ ＫｉＴＣＨＥＮ ｍｉｎｏ ｍｉｓｈｏ オソウザイキッチンミノミショウ

和菓子 柿安口福堂 カキヤスコウフクドウ

鯛焼き、和菓子、カフェ 十勝あんこのサザエ トカチアンコノサザエ

バウムクーヘン、洋菓子 治一郎 ジイチロウ

洋菓子 モロゾフ モロゾフ

コーヒー豆、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

和グロサリー 久世福商店 クゼフクショウテン

菓子 おかしのまちおか オカシノマチオカ

台湾ティーカフェ ゴンチャ ゴンチャ

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 店舗名 ヨミガナ

ピザバイキングレストラン シェーキーズ シェーキーズ

総合ブッフェ Ｂｕｆｆｅｔ ｔｈｅ Ｆｏｒｅｓｔ ブッフェザフォレスト

フルーツビュッフェ、フルーツサンド フルーツ＋ビュッフェ ３２ｏｒｃｈａｒｄ フルーツビュッフェ サニーオーチャード

回転すしレストラン （仮称）廻鮮江戸前すし魚魚丸 カイセンエドマエスシトトマル

和食 うちの食堂 ウチノショクドウ

しゃぶしゃぶ、すきやき 牛しゃぶ牛すき食べ放題 但馬屋 ギュウシャブギュウスキタベホウダイ タジマヤ

ハンバーグ、デザート、ドリンク、サラダ ＧＲＩＬＬ＆ＣＡＦＥ ＴＨＥ ＧＯＬＤＥＮ ＨＡＭＢＵＲＧ グリルアンドカフェザゴールデンハンバーグ

ベーカリーレストラン メゾンカイザー メゾンカイザー

オムライス、パスタ、洋食各種、デザート 洋食のことこと屋 ヨウショクノコトコトヤ

中華料理 ロンフーダイニング ロンフーダイニング

定食、カフェ おぼんｄｅごはん オボンデゴハン

お好み焼、焼そば、鉄板焼 千房 チボウ

ＢＢＱ ＢＢＱ ＰＩＴ バーベキューピット

カフェ 星乃珈琲店 ホシノコーヒーテン

スペシャルティ コーヒーストア スターバックス コーヒー スターバックス コーヒー

チョコレート、飲料 ゴディバ ゴディバ
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◆1F・3Fフードコート 13店舗 

 
 
 
 
 ＊上記リストは 2018年 3月 8日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業種 店舗名 ヨミガナ

スペシャルティコーヒーショップ タリーズコーヒー タリーズコーヒー

ハンバーガー マクドナルド マクドナルド

ドーナツ ＪＡＣＫ ＩＮ ＴＨＥ　ＤＯＮＵＴＳ ジャックインザドーナッツ

さぬきうどん、丼、てんぷら 香川一福 カガワイップク

海老フライ、海老天、海老炒 えび吉 エビキチ

ラーメン 中華そば専門 田中そば店 チュウカソバセンモン タナカソバテン

海鮮丼 日本橋海鮮丼 つじ半 ニホンバシカイセンドン ツジハン

ラーメン ＲＡＭＥＮ ＥＸＰＲＥＳＳ博多一風堂×ソラノイロ ラーメンエクスプレスハカタイップウドウＸソラノイロ

親子丼、鶏料理、鶏惣菜 鶏三和 トリサンワ

牛カツ、肉定食 京都勝牛 キョウトカツギュウ

天丼 日本橋 天丼 金子半之助 ニホンバシ テンドン カネコハンノスケ

牛肉丼、肉料理 肉問屋 あさひ屋 ニクドンヤ アサヒヤ

甘味（かき氷） （仮称）柴ふく シバフク
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＜添付資料 2＞働きやすい環境づくりを目指した取り組み 

当施設では、従業員の皆さまの働きやすい環境の実現と ES（従業員満足）向上を目指し、機能面の充実と

デザインにこだわり、働く皆さまがゆっくり休憩をとれる従業員休憩室や、休憩室に併設し手軽に利用でき

るコンビニエンスストア、育児をサポートする施設内保育園などを設置します。 

  

 

 

 

 

 

＜添付資料 3＞出店店舗求人募集  合同説明会 スケジュール 

 

 

 

 

 

※第 3回以降の開催日程につきましては決定後順次ホームページにて公開いたします。 

※主催は「ららぽーと名古屋みなとアクルス採用センター」です。                                                     

詳細は施設ホームページ https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/minatoaquls/ でご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日程 会場 

第 1回 4 月 14 日（土） 安保ホール 

第 2回 5 月 26 日（土） 名古屋コンベンションホール 

 

「ららぽーと名古屋みなとアクルス採用センター」業務委託先 

株式会社ツナグ・ソリューションズ 会社概要 

 

■本社所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-1-3 東京宝塚ビル 7F 

■代表取締役社長：米田 光宏 

■開業年月日：2007年 3月 26日 

■資本金：515,231千円（2017年 12月 31日現在） 

■従業員数：305名（グループ合計/2017年 10月 1日現在） 

従業員休憩室 
（例：三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島） 

施設内保育園（イメージ） 

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/minatoaquls/
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＜添付資料 4＞「三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス」計画概要 

所在地 愛知県名古屋市港区港明二丁目 501番 2他 

敷地面積 約 83,200㎡（約 25,150坪） 

構造規模 

店舗棟 鉄骨造地上 4階建一部 2階建 

（店舗：1～3階、駐車場：4階、屋上） 

立体駐車場棟 鉄骨造地上 6階建 2棟 

延床面積 
店舗棟 約 124,700㎡ （約 37,700坪） 

立体駐車場棟 約 45,500㎡ （約 13,700坪） 

店舗面積 約 59,500㎡ （約 18,000坪） 

店舗数 217 店舗 

駐車台数 約 3,000台 

交通 名古屋市営地下鉄名港線「港区役所駅」 徒歩 2分「東海通駅」徒歩 3分 

スケジュール 
着工：2017年 4月 1日 

竣工・開業：2018年 9月 

環境デザイン 

株式会社竹中工務店 

＜監修＞外装・内装：The BUCHAN GROUP、株式会社石本建築事務所 

 ＜監修＞外構：有限会社アースケイプ   

設計・施工 株式会社竹中工務店 

運営・管理 三井不動産商業マネジメント株式会社 
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＜添付資料 5＞位置図 

【広域図】 
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【詳細図】
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＜添付資料 6＞三井不動産のリージョナル型ショッピングセンター（2018年 3月時点） 
 
 

 
 

■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 
■ダイバーシティ東京 プラザ 
■三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛 

■三井ショッピングパーク ららぽーと磐田 

■（仮称）三井ショッピングパーク 

 ららぽーと沼津（2019年秋開業予定） 

■三井ショッピングパーク  

 ららぽーと名古屋みなとアクルス 

■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 ららぽーと甲子園 

■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 EXPOCITY ■（仮称）三井ショッピングパーク ららぽーと上海金橋 

■（仮称）三井ショッピングパーク ららぽーと台湾南港 
■（仮称）三井ショッピングパーク ららぽーとクアラルンプール 

■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 ららぽーと柏の葉 

■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 ららぽーと横浜 
■三井ショッピングパーク ららぽーと海老名 
■三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚 

■三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷 
■三井ショッピングパーク ららぽーと富士見 


