
水と緑にあふれた港エリアにできる新たなまち「みな

とアクルス」。その中核となる本施設は、新たな地域

交流・発信の場として従来のショッピングモールの枠

を超え、ヒトを繋ぎ、トキを紡ぐ“コネクトモール”

を目指します。

ヒトを繋ぎ、トキを紡ぐ “コネクトモール”
つな つむ

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、2018年9月28日（金）、

愛知県名古屋市港区に大型商業施設『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』

（運営：三井不動産商業マネジメント株式会社）をグランドオープンいたします。

「ららぽーと」はファッションをはじめ、食やエンターテインメント施設などが集結し、全国に展

開するショッピングセンターです。1981年に第1号店「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-

BAY」を開業以来、今年で38年目を迎え、多くのお客さまにご来館いただいております。本施設は

「ららぽーと」の国内14施設目として、子育て中のママやパパに優しい取組みなど、これまで培った

実績や知見を随所に取り入れ、この度東海3県※1に初めて誕生いたします。

施設コンセプトは「ヒトを繋ぎ、トキを紡ぐ“コネクトモール”」。名古屋市の港エリアにできる

新たなまち「みなとアクルス」の中核を担い、新たな地域交流・発信の場を目指します。

テーマが“WITH FAMILY”の「蔦屋書店」、 “ポジティブなエネルギーと笑顔に溢れたお店”をコンセプト

とした「RHC ロンハーマン」など、東京で人気のショップが東海エリア初出店、高感度ファッション

や話題の飲食店等、幅広い世代のニーズに応える多彩なラインナップの全217店が集結します。

本施設は最寄の名古屋市営地下鉄名港線「港区役所駅」から徒歩2分であることに加え、名古屋市

営バス「港区役所」から至近であることなど公共交通機関でのアクセスが良好です。「港区役所駅」

へは名古屋市内の主要駅「名古屋駅」から19分、「栄駅」から14分、「金山駅」から7分と市内中心

部から快適に来館いただけます。

なお、グランドオープンに先立って9月25日（火）に本施設が立地する「みなとアクルス」がまち

びらきとなります。

2018年6月12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 ららぽーと名古屋みなとアクルス』
東海エリア初となる「蔦屋書店」「RHC ロンハーマン」など全217店

2018年9月28日（金）グランドオープン

※1 東海３県：愛知県、岐阜県、三重県

1※掲載画像はすべてイメージです。
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●「みどりの大広場」

家族や友人と様々な楽しみ方ができる広

大な広場には、ピクニック気分が満喫で

きる人気カフェやフードコートも隣接

●コミュニティ＆スペース

・本施設やお客さま主催による

各種プログラムの開催に加え、

お客さま同士の集いの場に

・本施設主催による「ライフス

タイルUP」プログラムを開催

『ららぽーと名古屋みなとアクルス』の特徴

●イベントスペース「デカゴン」

イベントの発信拠点としてスポーツや季

節イベント、マルシェなど様々なイベン

トの開催を通じて地域交流の場に

③上質な生活を紡ぐ
多彩なブランドが充実

●愛知県初

東京で人気の高感度ショップが

県内初出店

●国内外の注目ブランド

最新のトレンドからデイリーま

で、注目ブランドが集結

●親子や3世代で楽しめる

エンターテインメントとキッズ

関連ショップが充実

④3世代を繋ぐ
ファミリーゾーン

●ファミリーゾーン

・親子カフェで人気の「エイトパ

ーク」とコラボレーション

・サーカスがテーマの空間に、バ

ラエティ豊かなショップやプレ

イエリアが充実

②ヒト・コトが出会う
「みどりの大広場」

⑤ヒトとヒトとの交流や
学びの場がテーマの

コミュニティ＆スペース

2

⑥愛知県初出店や新業態店が
集結した食のラインナップ

●3Fフードコート

ららぽーと初の「和」がテーマ

●1Fフードコート

片手で手軽に食べられるメニューが充実

広場へのテイクアウトもOK

●「ガーデンサイドキッチン」

多世代で楽しめるビュッフェレストラ

ンや地元人気グルメ店が集結

ヒトを繋ぎ、トキを紡ぐ “コネクトモール”
つな つむ

①まちとららぽーとを繋ぐ
「ウェルカムアプローチ」

※掲載画像はすべてイメージです。

●「蔦屋書店」

“WITH FAMILY”がテーマの

「蔦屋書店」が東海エリア初出店

●交通広場

バスやタクシーの発着場となる交

通広場を整備



3

■“WITH FAMILY”がテーマの「蔦屋書店」が東海エリア初出店

「ウェルカムアプローチ」には東海エリア初となる「蔦屋書店」が出店。お家のリビングのよう

に居心地の良い空間の“BOOK＆CAFÉ”でコーヒー片手に本を読むなど、ご家族・ご夫婦のお時間を

お過ごしいただけます。

名古屋市の主要幹線道路「江川線」に接する「ウェルカムアプローチ」は、

本施設でのショッピングとエンターテインメントへの期待を高める演出を施し

ています。

東海エリア初出店の「蔦屋書店」や、本施設全体を一枚の写真に収められる

フォトスポットなど、高揚感溢れる空間がお客さまをお迎えします。

また、バスやタクシーの発着の場となる交通広場を整備し、お客さまの様々

な交通アクセスのニーズに対応します。

①まちとららぽーとを繋ぐ「ウェルカムアプローチ」

愛知県初

「ウェルカムアプローチ」

“WITH FAMILY”がテーマ。
家族で一緒に楽しめるコトや時間をご提案します。

ご近所の方は、家族で一緒にお散歩をしながらコーヒーを飲みに。
遠方の方は休日のお出かけスポットとして。
様々な楽しみ方ができるのが「蔦屋書店」です。
お子さまとの時間を充実させる「子育て」提案や、日々の生活を輝
かせる「食」や「暮らし」の提案、さらに名古屋ならではの「カー
ライフ」提案など、ヤングファミリーからシニアのご夫婦までが
「家族と一緒に」楽しめるライフスタイルの提案を通じ、生活をキ
ラリと光らせる何かを発見するお手伝いをします。

「蔦屋書店」 内観「蔦屋書店」 外観

ウェルカム
アプローチ

※掲載画像はすべてイメージです。

拡大図



●イベントスペース「デカゴン」
広場のシンボルとなる大型の屋
根付のイベントスペース。
季節ごとにさまざまなイベント
を開催していきます。
※P5参照

4

■家族や友人と様々なシーンで楽しめる「みどりの大広場」

本施設西側には、約8,000㎡からなる広大な屋外広場「みどりの大広場」が

広がります。

「みどりの大広場」は、“ふれあい”、“くつろぎ”、“にぎわい”と３つの

特徴あるエリアで構成されます。ヒトを繋ぎ、トキを紡ぐ“コネクトモール”

にふさわしい、本施設を訪れるお客さまや地域の方々にとっての交流や豊かな

ライフスタイルを生み出す場を目指します。

●ビオトープ
庄内川の流域を目標景観に据え
たビオトープを中心に、自然散
策を楽しめる空間が広がります。
また、東邦ガス株式会社の主催
するエコツアーも行われます。

●芝生ゾーン
広々と開放感があり、ゆったり
とピクニックなどが楽しめます。

●遊具ゾーン
お子さまの成長に併せて楽しめ
る遊具でお子さまの笑顔と家族
のつながりを感じていただけます。

◆BBQ PIT
準備は食材を屋内に併設した特設
キッチンに持ち込むだけ。スマート
でカジュアルなバーベキューを楽し
むことができる「BBQ PIT」が愛知
県初出店します。

◆RHC ロンハーマン
テラスでくつろぎながらゆったりと
したお食事やショッピングの時間を
過ごせます。
＊Ｐ6参照

片手で手軽に食べられるメニュー
を豊富に用意。テイクアウトした
お食事を広場でもお楽しみいただ
けます。
＊Ｐ11参照

1Fフードコート

“にぎわい”エリア“くつろぎ”エリア“ふれあい”エリア

愛知県初愛知県初

②ヒト・コトが出会う「みどりの大広場」

「みどりの大広場」

みどりの
大広場

※掲載画像はすべてイメージです。



グランドオープンイベント

ハロウィンイベント

広場の中心に位置し、ららぽーと史上最大の屋根付きイベントスペース「デカゴン」。全体で900㎡

あるスペースの中で、ライブイベントや展示会、マルシェ等様々な用途のイベント利用が可能です。

■ヒトとヒト、ヒトとコトを繋げる様々なイベントを開催

＜現在計画中のイベント＞

イベントスペースのシンボルと
なる10角形の大型ルーフにより、
天候に左右されずイベントが開
催可能。

音響、照明設備が常設されたステー
ジは、様々なライブパフォーマンス
に対応。

約600㎡のフラットな空間を活用
し、スポーツ･マルシェ･展示会な
ど様々なイベント開催が可能。

※イベントスペースの詳細な利用方法・申込受付については、本施設ＨＰなどで後日ご案内予定です。

■多目的屋外イベントスペース「デカゴン」３つのポイント

①シンボリックな
10角形の大型ルーフ

②屋外イベントに対応した
音響、照明設備

③約600㎡のフラットな空間

■2018年9月28日～10月上旬（実施予定）

■2018年10月上旬～10月下旬（実施予定）

コンセプトである「ヒトを繋ぎ、トキを紡ぐ “コネクトモール”」の実現を目指し、「憩い・くつ

ろぎ」×「出会い・発見」×「学び・交流」をテーマとした本施設主催イベントを年間を通じて開催

します。

心地よい空間をいろどる展示や、音楽/スポーツ/アート等様々なコンテ
ンツでグランドオープンを盛り上げます。

定番のハロウィンイベントとは趣を変えた大人から子供まで楽しめる
ハロウィンパーティーを開催します。

5

「デカゴン」全景

■「デカゴン」

クリスマスイベント
■2018年12月上旬～12月下旬（実施予定）

クリスマスイルミネーションなどで「みなとアクルス」のクリスマス
を盛り上げます。

＜「デカゴン」平面図＞

※屋根の直径
34ｍ※

※掲載画像はすべてイメージです。

※イベントタイトル、内容は計画段階の情報です。実際のイベントの内容は変更となる場合があります。予めご了承ください。

上記以外にも、地域コミュニティと連携した食育・ハンドメイド等をテーマとした「マルシェ」や、
地元媒体社との共催イベントなど様々なイベントを計画中です。

②ヒト・コトが出会う「みどりの大広場」 みどりの
大広場
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■バラエティ豊かな大型店が勢ぞろい

■アクティブライフを充実させるスポーツ、アウトドアブランド

③上質な生活を紡ぐ多彩なブランドが充実

愛知県初

■東京で人気の高感度ショップが県内初出店

愛知県初

カフェも併設する「RHC ロンハーマン」をはじめ、愛知県に初出店となるブランドが多数出店します。

また、「H.L.N.A STORE」や「PORT of CALL」、「B:MING LIFE STORE by BEAMS」といった東京でも

人気のブランドが揃います。

ホームセンターのカインズが提案する新たなくらし提案型ショップ「Style Factory」に加え、

「無印良品」や「LoFt」など、欲しいものが揃う大型店が集まりました。

スポーツやアウトドアを気軽に楽しむ方から、本格的に取り組む方まで対応できる数多くのブラン

ドが集積しました。

「アディダス オリジナルスショップ」や「モンベル」に加え、新業態である「GapFit」も出店します。

◆スタイルファクトリー

◆RHC  ロンハーマン
“ポジティブなエネルギーと笑顔に溢れたお店”をコンセプトに、
FASHION・SPORTS・ARTにまつわるアメリカの様々な“今”が詰

まったわくわくする空間で、訪れる全てのお客様に笑顔になっ
ていただきたい。
RHC ロンハーマンはそんな想いを大切にしています。

愛知県初

愛知県初

新業態

SC初

※掲載画像はすべてイメージです。

Style Factoryは「毎日のくらしを自分らしくしたい」そんな思いを応援。
ここには、ＤＩＹやインテリア・キッチン用品など、思いを形に出来るアイテムと、それをアレンジできるワーク
スペース（工房）があります。 慣れない方には「つくること大好き」なメンバーがサポート。
Style Factoryから新しいライフスタイルをはじめてみませんか。



デジタルからふれあいまで親子で楽しいアミューズメントパーク

玩具や生活雑貨までキッズ・ベビーのすべてが揃うラインナップ

■親子で、三世代で楽しめるエンターテインメントとキッズショップが充実

愛知県初新業態

「トイザらス」や「アカチャンホンポ」をはじめとした、キッズ・ベビー向けのブランドが大集合。

愛知県初となる「birthday party」などのキッズ雑貨も充実し家族みんなでお買い物をお楽しみいただけます。

◆ナムコ

全国で展開する人気VRアクティビティを導入した「VR ZONE Portal」や、
ご家族で遊べるインドアプレイグラウンド「あそびパークPLUS（プラ
ス）」を併設し、多世代で楽しめるエンターテインメントを提供します。

■国内外の注目ブランド

■洗練されたライフスタイルを提案するブランド

上品かつ洗練されたアーバンライフを実現できるブランドが集結。

「ALBION DRESSER/パルファン」や「PLST」、「MARKS&WEB」など、女性に嬉しいお店が揃っています。

「A|X ARMANI EXCHANGE」、「マイケル・コース」、「DIESEL」といった外資系ブランドに加え、大型

のファストファッションブランドも集積。本施設には、最新のトレンドからデイリーまで、毎日の暮ら

しをいろどるファッションや生活雑貨のブランドが集結しました。

7

愛知県初

新業態愛知県初

SC初

③上質な生活を紡ぐ多彩なブランドが充実



■3Fファミリーゾーン
親子カフェで人気の「エイトパーク」とコラボレーション

④ 3世代を繋ぐファミリーゾーン

8

◆エイトパークカフェ
テイクアウトとビュッフェを親子
で楽しむエイトパークカフェ！

◆スタジオキャラット
家族みんなの楽しい思い出と感動体験をカタチにする
“テーマパーク型写真スタジオ”です。

愛知県初

◆ニポポ
“いつもお気に入りに
出会えるショップ”を
コンセプトにぬいぐる
みからステーショナリ
ー、バック他、可愛ら
しい商品を多数販売し
ています。

愛知県初

ファミリーゾーン レイアウト

★

◆ナナコプラス
京都発！日本初！本物の飴をコー
ティングしたキラキラしたアクセ
サリーやグッズに心ときめかせて
ください。

◆アンパンマンキッズコレクション
“着ているだけで笑顔になる”
アンパンマン公式ブランドです。

◆ダッドウェイ
世界各国からセレクトしたベビー・
キッズアイテムは、ギフトにも最適
です。

◆ミナトプラス
お客様が、来るたび
に何かを“発見”で
きることをテーマに
、催事スペースをご
用意しています。

親子カフェで人気の「エイトパーク」がデザインをプロデュースしたファミリ

ーゾーンは「サーカス」をテーマにした空間です。お子さまだけでなく家族みん

ながサーカス団の一員になったような楽しい写真を撮ることができるフォトスポ

※レイアウト内 ■ の場所に楽しいフォトスポットをご用意。

愛知県初

3F

※掲載画像はすべてイメージです。

SC初

3F ファミリーゾーン

ットを各所に配置しました。

ゾーン内にはサーカス屋根

がかかったプレイエリアを中

心に、キッズ関連ショップが

並び、お子さまが遊んでいる

周りで、ママやパパがカフェ

やショッピングを楽しめます。



■コミュニティ＆スペース
学び・交流をテーマとしたコミュニティ＆スペースが3Fフードコート内に登場

3Fのフードコート内に、“コネクトモール”を象徴する新たな

コミュニティ＆スペースが誕生します。

本施設やお客さまの主催によるプログラムが開催されることに加え、お客さ

ま同士の集いの場としてもご利用いただけます。

ここで開催される多彩なプログラムによって生み出される新しいヒトやコト

との出会いが、明日を素敵にする活力やヒントにつながることを目指してまい

ります。

コミュニティ＆スペースでは、本施設主催による学びのイベントとして「ライフスタイルUPイベ

ント」を開催します。単なる教養講座ではなく、暮らしに直結した切り口から素敵なライフスタイ

ルを実践するためのヒントやアイデアを学ぶことができるプログラムです。

※プログラムの内容は変更となる場合があります。予めご了承ください。
※事前会員登録制のメンバーシッププログラムも提供予定。

9

⑤ヒトとヒトとの交流や学びの場がテーマのコミュニティ＆スペース

※掲載画像はすべてイメージです。

3F

■「ライフスタイルUPイベント」プログラム

ハンドメイドライフ ビューティー＆ヘルシー マイフードスタイル

クラフトワークや手芸など、自
分のアイデアとセンスで世界に
ひとつの作品を作り出す楽しみ
を学びます。

心と体の両面から元気でキレイ
になるためのライフスタイル、
健康的な暮らしそのものを学び
ます。

毎日の暮らしに欠かせない食に
ついて楽しく、美味しく見直す
ことで豊かな食卓づくりについ
て学びます。

★

3Fフードコート

コミュニティ
＆スペース

空間イメージ

・ガラスパーテーションで区切られた開放的な3つの部屋。

・全ての部屋をつなげて利用することも可能（約130㎡）。

・東邦ガス株式会社が協賛するオープンキッチン。

・音響設備や、ホワイトボード、プロジェクターWi-Fi環

境等、様々なニーズに対応する設備を常設。

利用イメージ

・本施設が主催する定期的なイベント開催。

・お客さまご自身で主催する講座や発表会、展示会。

・ご家族やご友人の記念日のお祝いや友人同士のパー

ティーでの貸切利用。

・フードコートスペースの一部として利用。

※貸切・イベントでのご利用には事前申し込みが必要となります。



⑥ 愛知県初出店や新業態店が充実した食のラインナップ
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3Fフードコートには全国各地の有名店や素材にこだわりのあるグルメ店が集結。

全10店舗中、SC初出店や愛知県初出店が計8店舗並び、丼ものを中心とした和

食や和スイーツのメニューを揃えています。

茶屋の趣を演出した客席や、和の雰囲気を感じさせる店構えなど和食を空間か

ら楽しめるデザインになっています。
★

愛知県初出店を含む食の人気店が多数出店します。

1Fと3Fのそれぞれに趣の異なったフードコートや、「みどりの大広場」に面してテラス席が併設さ

れたレストランなど、多彩な空間をご用意しました。

デイリーユースに最適な生鮮食品が充実したスーパーマーケットや、全国各地の食文化の魅力を提

供する地方物産店など、多世代が様々な楽しみ方ができるバラエティ豊かな食のラインナップが揃い

ます。

■ららぽーと初の「和」がテーマのフードコートに人気グルメが集結
SC初出店の「甘味とぱすた柴ふく」、新業態で愛知県初出店「肉問屋 あさひ屋」など

3F

※掲載画像はすべてイメージです。

お子さま連れ、お一人さまなど様々なニーズに対応

お子さま連れに便利なキッズ席

「みどりの大広場」を見下ろすラウンジ席

楽しく遊べるキッズプレイエリア

エントランスを彩る、茶屋風の演出

お一人さまでも気軽に利用できる
カウンター席

お子さま連れでも安心な小あがり席

3F フードコート

2

4

1

3

5

6

2
4

1

3

5
6

3F フードコート レイアウト



柴犬が目印の、名古屋市東別院の行
列店かき氷の柴ふくがSC初出店です。
素材にこだわったかき氷やぱすたを
ご堪能ください。

三重県津市の老舗松阪牛専門店「朝
日屋」がフードコート業態で初出店
します。本格ステーキや松阪牛を用
いたミンチかつをご堪能ください。

11

ミシュランガイドブック東京2年連
続掲載店が愛知県、そしてららぽー
と初上陸です。

愛知県初新業態

東京秋葉原の人気店。喜多方ラーメ
ンがベースの“気軽に食べられる旨
いラーメン”をご提供します。

新業態

行列の絶えない天丼専門店。愛知
県初上陸の“粋で豪快”な江戸前
天丼をお楽しみください。

愛知県初

日本初となる博多一風堂によるWネー
ムのラーメン店。ベジラーメンで有
名なソラノイロとのコラボレーショ
ンです。

愛知県初

新業態愛知県初新業態

愛知県初

Ｂ

Ｆ

Ｈ

Ａ Ｃ

様々な海老料理を楽しめる海老専門店
が全国初出店。自慢の特大海老ふりゃ
～は30cm程あります。

Ｉ Ｊ

創業明治三十三年。純鶏名古屋コ
ーチン親子丼専門店が名古屋市港
区初出店です。

SC初

愛知県初

◆中華そば専門 田中そば店 ◆えび吉 ◆香川一福

愛知県初

愛知県初進出の海鮮丼専門店。
新鮮な魚介をふんだんに使った
「ぜいたく丼」が大人気です。

Ｇ

◆日本橋海鮮丼 つじ半

◆鶏三和

◆日本橋 天丼 金子半之助◆肉問屋 あさひ屋◆甘味とぱすた 柴ふく

Ｄ

“牛カツを新たな日本食のスタンダ
ードに”がテーマの人気店が名古屋
市港区初上陸です。

◆京都勝牛

◆RAMEN EXPRESS博多一風堂
×ソラノイロ

■人気グルメが楽しめるバラエティ豊かな3Fフードコート

SC初 SC初

SC初

3F

SC初

3F フードコート 店舗位置図

※掲載画像はすべてイメージです。

港北運河を望む1Fのフードコートは、港をテーマ

にしたデザインが特徴です。

「みどりの大広場」で食べやすいテイクアウトメ

ニューをお楽しみいただけます。

■1Fフードコートは、広場でも食べられるメニューを提供

★

1F フードコート

1F

名古屋市初

SC初

Ｅ

⑥ 愛知県初出店や新業態店が充実した食のラインナップ
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■「みどりの大広場」を望むレストランゾーン「ガーデンサイドキッチン」

SC初出店の地元人気ビュッフェ「32orchard」や愛知県初のコラ

ボレーションビュッフェ「Buffet the Forest」など多世代で楽し

めるビュッフェレストランや地元の人気グルメ店など充実の13店

舗が集いました。

★

◆フルーツ＋ビュッフェ 32orchard◆Buffet the Forest

愛知県初

◆KFC

新業態

愛知県初

◆江戸前すし 金の魚魚丸

◆メゾンカイザー

新業態

愛知県初

◆牛しゃぶ牛すき食べ放題 但馬屋

愛知県初

◆千房

愛知県初

◆うちの食堂

愛知県初

◆GRILL&CAFÉ The GOLDEN HAMBURG

新業態

SC初

名古屋駅のハンバーグ銘店が新業態で
初出店。名物のとろけるWチーズハンバ
ーグやアメリカ最高峰プライムビーフの
炭火焼きステーキをお楽しみください。

※掲載画像はすべてイメージです。

行列の絶えないフルーツ食べ放題の
人気店32orchardがSC初出店します。
いろとりどりの果実とお食事を心ゆく
まで楽しんでください。

関東人気ブッフェ店が愛知県初出店
します。様々な料理をお楽しみいた
だけ、料理雑誌監修の旬メニューも
登場する新感覚のブッフェです。

定番「オリジナルチキン」をはじめ
バラエティ豊かなお料理をビュッフ
ェスタイルで楽しめるKFCのレストラ
ンが愛知県初出店します。

三河湾、伊勢湾の地魚と全国の旬の
魚を毎日市場より直送する、新業態
の回転寿司です。

上質な牛肉を食べ放題で楽しめる、
関西・関東を中心とした人気店「但
馬屋」が愛知県に初出店します。と
ろけるほどの柔らかな赤身は絶品で
す。

メゾンカイザーのパンが食べ放題の
人気カフェが愛知県初出店です。

本場大阪のお好み焼の名門「千房」
の直営店が愛知県初出店します。

新鮮で身体にいいものを大切な家族
と食べてほしい。そんな思いの詰ま
ったお店です。

1F

⑥ 愛知県初出店や新業態店が充実した食のラインナップ



■デイリーユースに最適なスーパーマーケットなど
バラエティ豊かな食物販ゾーン

新業態

◆しなまつり

■全国各地の食文化の魅力を提供する地方物産店

◆北海道うまいもの館

新業態

◆名古屋コーチン 一鳳

13

新業態

愛知県初

愛知県初

新業態

愛知県初

名古屋市初

1F

1F

SC初

◆アオキスーパー

■各フロアには全国で人気のカフェが充実

※掲載画像はすべてイメージです。

全国各地の“おいしい”が体験できるお店がSC初出
店します。全国の地域を紹介する期間限定の催事＆
カフェや沖縄・高知・高山地域の常設アンテナショ

ップが一つになった全国初のスタイルです。

“もっと毎日北海道”“もっと身近に北海道”をコン
セプトに北海道の魅力が詰まった商品をお届けします。

創業昭和28年の「名古屋コーチン 一鳳」
が新業態で初出店。精肉から串焼、揚げ物
まで名古屋コーチンを心ゆくまでご堪能く
ださい。

生鮮食品の“鮮度・品質・品揃え・価格”に徹底的にこだわり、
地域一番店を目指します。チラシだけではない“お値打ち商品”
を、毎日豊富に取り揃えておりますので、日常使いのお店として、
お気軽にお買い物をお楽しみいただけます。

愛知県初

◆ゴンチャ
台湾発・アジアを中心に世界1,400
店舗超を展開する世界有数のティー
カフェが愛知県初出店です。

⑥ 愛知県初出店や新業態店が充実した食のラインナップ
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もっとやさしいららぽーとへ

「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した当プロジェクトは、三井不動産の

子育てママ社員の社内提案から始まりました。

「もっとママにやさしいららぽーとへ。」をモットーに社内外のアド

バイスやお客さまの声をもとに授乳室やキッズスペース等の施設機能を

充実させるだけでなく、親子で楽しんでいただけるイベントを開催する

など、子育て中のママとパパに優しい商業施設を目指しています。

■ママの声をカタチにする「ママwithららぽーと」

■みついショッピングパーク「キッズクラブ」

小学生以下のお子さまだけの会員クラブ「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 19 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たりと、さまざ

まな特典を受けられます。

ママに優しい４つのポイント

お子さまとゆっくり食事できる

フードコート内のキッズエリアなどで、気
兼ねなくお食事をお楽しみいただけます。

おむつ替えや授乳も安心

ベビーカーのまま入れる広いトイレや、授乳
室、おむつ替え台などをご用意しています。

お子さまが遊べるスペースが充実

お買い物中にも、お子さまが遊ぶことので
きるキッズプレイスペースをご用意してい
ます。

ファミリーで楽しめるイベントを開催

ママやパパがお子さまと一緒に楽しめる
イベントを各種開催していきます。
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■地域貢献

防災やお客さまの利便性向上を目的に地域貢献となる様々な施策に取り組みます。

・名古屋市図書館との連携

名古屋市図書館で貸し出しされた書籍であれば返却可能な名古屋市図書館返却ポストを設置します。

また、名古屋市港図書館のおはなし会を施設内で開催する予定です。

・津波避難ビル

敷地南東に位置する立体駐車場は津波避難ビルの指定を受ける予定です。

津波が押し寄せたとき、地域住民の方々やお客さまが一時的に避難するための緊急避難場所となり

ます。

■「みなとアクルス」概要

「人と環境と地域のつながりを育むまち」を具現化した「みなとアクルス」は４つのゾーンで構成

されています。

第Ⅰ期開発として、｢にぎわい・交流ゾーン｣には本施設、エネルギーセンターが整備され、｢住宅

ゾーン｣には三井不動産レジデンシャル株式会社による全265戸のマンション「パークホームズLaLa名

古屋みなとアクルス」が建設されます。

また、｢スポーツ・レクリエーションゾーン｣にはゴルフ練習場「邦和みなとゴルフ」やbake & coffee

「チェリー Cherry」など、｢複合ゾーン｣にはエコステーションがそれぞれ開業済みです。

・街区全体図

まちづくりや地域貢献に向けた取り組み
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働きやすい環境作りに向けた取り組み

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）向上を目指しています。

館内の1Fと4Fの2か所に従業員休憩室を設置します。

北欧デザインをベースに、デザインと利便性を兼ね備

えた空間となっています。

・間仕切りのあるカウンター席

・仮眠も取りやすいソファーエリア

・充電コンセントの設置

・歯磨きスペースやパウダーコーナーを併設

従業員専用コンビニエンスストアとしてローソンが

出店します。 短い休憩時間も無駄にせず、手軽に

必要なものが揃います。

ブランパンをはじめとする健康食品の品揃えやウチ

カフェシリーズ（デザート）などを豊富にご用意して、

働く従業員の皆さまをサポートします。

0歳～5歳児までの児童を預かる企業主導型

保育園です。

おむつ交換やお子さまの衣類洗い替えなど、

本施設で働くママ、パパを経験豊富なスタッフ

がサポートします。

・定員：30名
・保育所運営時間：7：00～22：00
（児童受け入れ最終時間 21：30まで予定）
・保育士：16名程度
（100％保育士資格を保有）

■育児をサポートする施設内保育園（ららら♪保育園）

■ゆっくりと休憩がとれる従業員休憩室

■4F休憩室に併設、手軽に利用できるコンビニエンスストア

※掲載画像はすべてイメージです。



開催回 日時 場所

第１回 4月14日（土） 安保ホール（開催終了）

第２回 5月26日（土） 名古屋コンベンションホール（開催終了）

第３回 6月24日（日） TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口

第４回 7月2日（月） ウインクあいち

第５回 7月16日（月・祝） ウインクあいち

第６回 7月22日（日） TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口

第７回 8月9日（木） TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口

第８回 8月20日（月） ウインクあいち

第９回 9月１日（土） JRゲートタワー カンファレンス

※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。

ららぽーと名古屋みなとアクルス求人合同説明会のスケジュールは下記のとおりです。

「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：338名（グループ合計/2018年3月末日現在）

17

本施設出店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、求人合同説明会を順次実施します。

■出店店舗の従業員採用支援

働きやすい環境作りに向けた取り組み
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■ららぽーとについて

ファッションをはじめ、食やエンターテインメント施設などが集結し、

全国に展開するリージョナル型ショッピングセンター。

ショッピング以外の楽しみも充実し、地域コミュニティの核としてま

ちづくりの中心となる施設づくりを進めています。

ららぽーとのご紹介や取り組み

■ユニバーサルデザインへの取り組み

言語・国籍に関わらず利用しやすいよう、案内サイン・フロアマップ・ディレクトリにおいて、

わかりやすいピクトグラムに加え、日本語・英語・中国語（簡体字）・韓国語の4カ国語表記に対応。

また、お子さまとご一緒の方やご高齢の方、車椅子をご使用の方、オストメイトの方などが利用し

やすいよう、多目的トイレを各フロアに設置。

さらに、介助が必要な方のため、メインエントランス近くにお客さま用インターフォンを設置し、

駐車場のエントランス付近には車椅子用駐車場を約60台分配置します。

■三井ショッピングパークポイントサービス

お買い上げ100円（税抜）の場合

三井ショッピングパークカード《セゾン》

クレジット払いで

（クレジット機能付き）

２ポイント

三井ショッピングパークポイントカード

（クレジット機能なし）

1ポイント

※一部対象外店舗、ポイント付与が異なる場合がございます。
※詳細はウェブサイトにてご確認ください https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/

■三井ショッピングパークアプリ

https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/app/

三井不動産グループが運営する、「三井アウトレットパークジャズドリーム長島」をはじめとする全国58の

商業施設で利用可能な「三井ショッピングパークポイント」が貯まる･使える便利でお得なポイント

サービスとなります。

利用スタイルに合わせて２種類のポイントカード、年会費永久無料でご利用特典多数の「三井ショ

ッピングパークカード《セゾン》（クレジット機能付きポイントカード）」と「三井ショッピングパ

ークポイントカード（クレジット機能なし）」があります。

ららぽーとや三井アウトレットパークなど三井不動産グループの商業施設

でご利用いただけるお得で便利なアプリです。

アプリをダウンロードいただき、お気に入りの施設を登録するとセール･

イベントなどの最新情報やアプリ会員限定の割引･サービスなどが受けられ

るお得なクーポンをお届けします。

さらに、アプリとポイントカードを連携するとポイント会員情報の確認や

アプリ内のQRコードで三井ショッピングパークポイントを貯める･使える機

能もご利用いただけて便利にお買い物いただけます。

※一部対象外施設･店舗がございます。

※詳細はウェブサイトをご確認ください。

※掲載画像はすべてイメージです。



ららぽーとのご紹介や取り組み

当社グループで運営する、ららぽーとをはじめとした商業施設と連動し、新たなショッピング体

験を創出する公式通販サイト「Mitsui Shopping Park &mall（アンドモール）」を、2017年11⽉にグ

ランドオープンいたしました。

当社グループは、1981年の「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」を開業して以来、

常に時代の流れやお客さまのニーズの変化に対応した商業施設を打ち出し、常に新しい消費⽉動を創

造してまいりました。

「ららぽーと名古屋みなとアクルス」においてもご来館前に、店舗取扱商品を事前に「Mitsui

Shopping Park &mall」でお調べいただいたり、ご来館時に買いそびれた商品を、後日「Mitsui 

Shopping Park &mall」でご購入いただくなど、リアルとECを相互に活用した、便利で新たなお買い

物体験をご体験いただけます。

今後も、当社グループの商業施設事業コンセプト「Growing Together」の精神のもと、お客さま・

ご出店者様と共に新たなショッピング価値の創造に取り組んでまいります。

■ららぽーとをはじめとした商業施設と連携する新しいコンセプトの公式通販サイト
「Mitsui Shopping Park &mall（アンドモール）」

※出店店舗名称は一部異なります。

19※掲載画像はすべてイメージです。

https://mitsui-shopping-park.com/ec/

【「ららぽーと名古屋みなとアクルス」「&mall」双方出店店舗一例】



＜添付資料 1＞出店店舗一覧

◆ファッション 60 店舗

20※上記リストは 2018年 6 月 12 日時点の情報です。

業種 店舗名 ヨミガナ
愛知県

初

名古屋市

初

ＳＣ

初
新業態

レディス Ｃｌｅ’ クレ 〇

レディス Ｍ．ｄｅｕｘ エムドゥ

レディス、服飾雑貨 ａｌｌａｍａｎｄａ アラマンダ

レディス、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

レディス、服飾雑貨 Ｌｕｄｉｃ Ｐａｒｋ ルディックパーク 〇 〇 〇

レディス、服飾雑貨 ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＨＯＬＩＣ アメリカンホリック

レディス、服飾雑貨 ＩＮＧＮＩ イング

レディス、服飾雑貨 ｒ・ｐ・ｓ アールピーエス

レディス、服飾雑貨 ＲｅｗｄｅＲｅｗ ルゥデルゥ

レディス、服飾雑貨 ＳＭ２ ｋｅｉｔｔｉｏ サマンサモスモスケイッティオ

レディス、雑貨 ローリーズファーム ローリーズファーム

レディス、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 〇 〇

レディス、メンズ Ａ｜Ｘ ＡＲＭＡＮＩ ＥＸＣＨＡＮＧＥ アルマーニエクスチェンジ

レディス、メンズ ＡＺＵＬ ｂｙ ｍｏｕｓｓｙ アズール バイ マウジー

レディス、メンズ Ｂａｎａｎａ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ バナナリパブリック

レディス、メンズ ＧＵＥＳＳ ゲス 〇 〇

レディス、メンズ Ｇ－Ｓｔａｒ ＲＡＷ ジースター ロゥ

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

レディス、メンズ ＰＬＳＴ プラステ

レディス、メンズ ＷＥＧＯ ウィゴー

レディス、メンズ、関連雑貨 ｃｏｅｎ コーエン

レディス、メンズ、服飾雑貨 Ｂｅｒｓｈｋａ ベルシュカ

レディス、メンズ、服飾雑貨 ＤＩＥＳＥＬ ディーゼル

レディス、メンズ、服飾雑貨 ＬＡＣＯＳＴＥ ラコステ

レディス、メンズ、服飾雑貨 Ｍｅｌａｎ Ｃｌｅｕｇｅ メランクルージュ 〇 〇 〇

レディス、メンズ、服飾雑貨 ビーンズ ビーンズ

レディス、メンズ、キッズ ＧＵ ジーユー

レディス、メンズ、キッズ Ｈ＆Ｍ エイチ・アンド・エム

レディス、メンズ、キッズ Ｈ．Ｌ．Ｎ．Ａ ＳＴＯＲＥ エイチ・エル・エヌ・エー 〇 〇

レディス、メンズ、キッズ Ｌ－Ｂｒｅａｔｈ エルブレス

レディス、メンズ、キッズ ＧａｐＦｉｔ ギャップフィット 〇 〇 〇 〇

レディス、メンズ、キッズ ＲＯＤＥＯ ＣＲＯＷＮＳ ＷＩＤＥ ＢＯＷＬ ロデオ クラウンズ ワイド ボウル

レディス、メンズ、キッズ ＴＯＭＭＹ ＪＥＡＮＳ トミージーンズ

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 ライトオン ライトオン

レディス、メンズ、キッズ リーバイス®ストア リーバイスストア

レディス、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

レディス、メンズ、キッズ、生活雑貨 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、服飾雑貨 ＡＶＩＲＥＸ アヴィレックス

レディス、メンズ、キッズ、服飾雑貨 Ｌ．Ｌ．Ｂｅａｎ エルエルビーン

レディス、メンズ、キッズ、服飾雑貨 ＰＯＲＴ ｏｆ ＣＡＬＬ ポートオブコール 〇 〇

レディス、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

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

レディス、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 〇 〇

レディス、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 〇 〇

レディス、メンズ、キッズ、雑貨、飲食 ＲＨＣ ロンハーマン アールエイチシーロンハーマン 〇 〇

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 〇 〇

アパレル、カー用品、インテリア・アウトドア ＪＡＣＫ ＆ ＭＡＲＩＥ ジャックアンドマリー 〇 〇 〇

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 〇 〇 〇 〇

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

子供服、雑貨 アンパンマンキッズコレクション アンパンマンキッズコレクション

キッズ、服飾雑貨、雑貨 ｂｉｒｔｈｄａｙ ｐａｒｔｙ バースデイ パーティー 〇 〇



◆ファッション雑貨・雑貨・その他 78 店舗

21※上記リストは 2018年 6 月 12 日時点の情報です。

業種 店舗名 ヨミガナ
愛知県

初
名古屋市

初
ＳＣ
初

新業態

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 〇 〇 〇

化粧品 MARKS&WEB マークスアンドウェブ
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 ｃａｎａｌ４℃ カナルヨンドシー
ジュエリー アガタ パリ アガタ パリ

ジュエリー ミルフローラ ミルフローラ
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 〇
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 〇
アクセサリー、雑貨、菓子 ｎａｎａｃｏ ｐｌｕｓ＋ ナナコプラス 〇 〇
帽子 ｐｏｌｃａｄｏｔ ポルカドット

帽子、バッグ ＢＲＯＮＸ ブロンクス 〇
シューズ ＲＥＧＡＬ ＳＨＯＥＳ リーガルシューズ

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 ｂｙ ＡＢＣ－ＭＡＲＴ シャルロット　バイ　エービーシーマート
シューズ、雑貨 ＮＥＸＴ ＦＯＣＵＳ ネクストフォーカス 〇
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 〇 〇

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
バッグ、服飾雑貨、その他 マイケル・コース マイケルコース

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 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 〇 〇

雑貨、生活雑貨、文具、食品 ＬＩＢＲＥＴＴＯ ＢＡＹ リブレットベイ 〇 〇 〇 〇
衣料品、服飾雑貨、生活雑貨、食品 無印良品 ムジルシリョウヒン
生活雑貨 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 Ｓｔｙｌｅ Ｆａｃｔｏｒｙ スタイルファクトリー 〇

生活雑貨 Ｔｈｒｅｅ ｌｉｔｔｌｅ ｓｏｎｇ ｂｉｒｄｓ スリーリトルソングバーズ 〇 〇
生活雑貨 ＺＡＲＡ ＨＯＭＥ ザラホーム

生活雑貨 ルームパステル ルームパステル 〇
生活雑貨、服飾雑貨 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
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 〇 〇
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

ビーズソファ、生活雑貨 Ｙｏｇｉｂｏ Ｓｔｏｒｅ ヨギボーストア
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
キャラクター雑貨、バラエティ雑貨、ファンシー雑貨 Ｌｉ’ａ Ｌｅ’ａ リアレーア 〇 〇 〇 〇

キッズ・ベビー雑貨、玩具 ＤＡＤＷＡＹ ダッドウェイ
ぬいぐるみ、雑貨 ｎｉｐｏｐｏ ニポポ 〇 〇
玩具 トイザらス　 トイザラス

玩具、雑貨 レゴストア レゴストア 〇 〇
キッチン用品 ル・クルーゼ ルクルーゼ

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 〇 〇
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
携帯アクセサリー ＡＢｓｔｏｒｅ エービーストア 〇

Apple製品・関連商品 ・Apple製品修理 Ｃ ｓｍａｒｔ シースマート 〇 〇
スピーカー、イヤホン ボーズ・ダイレクトストア ボーズダイレクトストア
アウトドア モンベル モンベル

アウトドア コロンビアスポーツウェア コロンビアスポーツウェア
アウトドア、アパレル、食物販 ｓｎｏｗｐｅａｋ スノーピーク

スポーツ用品 ＳＵＰＥＲ ＳＰＯＲＴＳ ＸＥＢＩＯ スーパースポーツゼビオ
スポーツ用品、その他 ボディメーカー ボディメーカー
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 〇
ハワイアン雑貨 Ｋａｈｉｋｏ カヒコ 〇 〇

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
アミューズメント ｎａｍｃｏ ※秋オープン予定 ナムコ
書店、カフェ 蔦屋書店 ツタヤショテン 〇 〇

催事スペース ｍｉｎａｔｏ ＋ ミナトプラス



◆サービス 29 店舗

◆スーパー・食物販 15 店舗

22

業種 店舗名 ヨミガナ
愛知県

初
名古屋市

初
ＳＣ
初

新業態

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 〇
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 〇 〇
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 〇 〇
コンタクト エースコンタクト エースコンタクト 〇 〇
歯科 マリンはーと歯科 マリンハートシカ
眼科 互仁会 ゴニンカイ
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
カット、カラー、パーマ ＴＥＮ ＡＶＥＤＡ テンアヴェダ
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 〇 〇
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
ＡＴＭ 大垣共立銀行ＡＴＭ オオガキキョウリツ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 東海労働金庫ＡＴＭ トウカイロウドウキンコエーティーエム
ＡＴＭ セゾンＡＴＭ セゾンエーティーエム
ＡＴＭ 十六銀行ＡＴＭ ジュウロクギンコウエーティーエム
ＡＴＭ 百五銀行ＡＴＭ ヒャクゴギンコウエーティーエム
宝くじ チャンスセンター チャンスセンター
住宅ローン、証券、保険 ＭＯＮＥＱＵＥ マニーク

業種 店舗名 ヨミガナ
愛知県

初
名古屋市

初
ＳＣ
初

新業態

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 〇 〇 〇 〇

ベーカリー ドンク／ミニワン ドンクミニワン

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 〇

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 〇

和菓子 柿安口福堂 カキヤスコウフクドウ

鯛焼き、和菓子、イートイン 十勝あんこのサザエ トカチアンコノサザエ 〇 〇 〇
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 〇 〇 〇

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
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

※上記リストは 2018年 6 月 12 日時点の情報です。
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◆レストラン・カフェ他 20 店舗

◆1Ｆ、3Ｆフードコート 15 店舗

業種 店舗名 ヨミガナ
愛知県

初
名古屋市

初
ＳＣ
初

新業態

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 〇 〇
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 〇

オリジナルチキンと洋食ビュッフェ ＫＦＣ ケンタッキーフライドチキン 〇 〇 〇
回転すしレストラン 江戸前すし　金の魚魚丸 エドマエスシ キンノトトマル 〇
和食 うちの食堂 ウチノショクドウ 〇 〇

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 〇 〇
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 〇

ベーカリーレストラン メゾンカイザー メゾンカイザー 〇 〇
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 〇 〇
ＢＢＱ ＢＢＱ ＰＩＴ バーベキューピット 〇 〇

(ハワイ発)カジュアルレストラン Ｅｇｇｓ’ｎ Ｔｈｉｎｇｓ エッグスンシングス
台湾ティーカフェ ゴンチャ ゴンチャ 〇 〇

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

テイクアウト、ビュッフェ形式のカフェ エイトパーク　カフェ エイトパークカフェ 〇

業種 店舗名 ヨミガナ
愛知県

初
名古屋市

初
ＳＣ
初

新業態

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

たこ焼 築地銀だこ ツキジギンダコ

ベーカリー ５１３BAKERY コイサンベーカリー 〇 〇
さぬきうどん、丼、てんぷら 香川一福 カガワイップク 〇 〇

海老フライ、海老天、海老炒 えび吉 エビキチ 〇 〇 〇 〇

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 〇 〇 〇

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 〇 〇
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 〇 〇 〇 〇

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 〇 〇

牛肉丼、肉料理 肉問屋 あさひ屋 ニクドンヤ アサヒヤ 〇 〇 〇 〇
甘味（かき氷） 甘味とぱすた 柴ふく カンミトパスタ シバフク 〇 〇

※上記リストは 2018年 6 月 12 日時点の情報です。



＜添付資料 3＞航空写真（2018年5月時点）
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＜添付資料 2＞「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3番2号

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

営業時間
物販・サービス・フードコート　10：00～21：00
レストラン　　　　　　　　　　11：00～22：00

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

ホームページ https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/minatoaquls/



＜添付資料 5＞フロア配置図
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＜添付資料 4＞敷地配置図



位置図【広域図】

位置図【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
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■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
2018年９月28日（金）
グランドオープン

■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

＜添付資料 7＞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6月時点）


