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2014年7月3日 

報道関係各位 

三井不動産株式会社 

大阪府初の「ららぽーと」 ママたちの声を取り入れた子育てファミリーに優しい“ママ with ららぽーと” 

「三井ショッピングパーク ららぽーと和泉」 10 月 30 日(木) グランドオープン 

‘ワンストップ・ショッピング’を実現する 218 店舗 

 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、本年10月30日（木）に大阪府和泉

市に、大阪府内初の「ららぽーと」となるリージョナル型ショッピングセンター「三井ショッピングパーク ららぽー

と和泉」を開業いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜‘エリアオアシス’をコンセプトとした「三井ショッピングパーク ららぽーと和泉」の3つの特長＞ 

“ママwithららぽーと”子育て中のママたちの意見を取り入れコンセプト化、ママに優しい多数のメニューを実現 

■ ‘ママ社員’が中心となり、ママたちのショッピングセンターへの期待を反映した新たな取り組み“ママwith 
ららぽーと” 

■ 充実のアメニティゾーンや遊び場、イベントなど、ママの「あったらいいな」を集積した「キッズパーク」、お子

さま連れでも快適に食事が楽しめるようフードコート内に「キッズエリア」を設け、配膳サービスを実施（予定） 

■ 荷物が多いママも安心して快適にショッピングが楽しめる、お荷物預かり・ポーターサービス 

■ 店舗とのコラボレーションによる、ママ・ファミリー向けイベントやサービスを充実 

トレンドのファッションや雑貨、良質な生活必需品など‘ワンストップ・ショッピング’を実現する店舗揃え 

■ 「アメリカンイーグルアウトフィッターズ」「Bershka」「フライングタイガーコペンハーゲン」「GAP」「H&M」「オールド

ネイビー」「ストラディバリウス」「ZARA」「ZARA HOME」など、高感度な海外の人気ブランドが勢揃い 

■ 「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」など国内人気セレクトショップか

ら、「ロフト」「無印良品」「エディオン」「ダイソー」まで、あらゆる商品が揃うワンストップ・ショッピングを実現 

■ 「（仮称）JA 全農ファーマーズららぽーと和泉店」では、「生産者直売コーナー」を併設し地元の採れたて農産物、

全国からの産直品を取り揃えるほか、国産の安全・安心な銘柄牛・銘柄米・加工品、高品質な鮮魚やお惣菜を提供 

暮らしに必要なサービスの提供や、防災対策・環境対応により地域と共生する施設 

■ メディカルモールや和泉市の行政情報発信コーナーなどの暮らしに必要なサービスを提供するほか、警察官立寄所

を設置し、地域と共生する安心・安全な施設 

■ 災害時でも汲み上げられる地下水や、かまどベンチ、非常用発電設備などの防災対策 

■ 環境にも配慮し、太陽光発電設備や電気自動車充電ステーションを設置、LED照明を積極的に採用 
 

外観イメージ 内観イメージ 
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 “ママ with ららぽーと”子育て中のママたちの意見を取り入れコンセプト化、ママに優しい多数のメニューを実現 

  “ママ with ららぽーと”とは 
当社の‘ママ’社員たちがプロジェクトチームを結成し、ママたちのショッピングセンターへの様々な

期待を、「ららぽーと」の施設づくり・サービスに反映させた取り組みです。 

ママたちの声を“ママ with ららぽーと”が実現 

 

 「手荷物が多く、買ったものが持てない」⇒お荷物預かり・ポーターサービス 

購入店舗で商品を預けて、「キッズパーク」内のカウンターで受け取れる一時預かりサービス（有料）

と駐車場フロアまでお買い上げ品を運ぶポーターサービス（有料） 

 「子どもを安心な場所で遊ばせたい」 

⇒年齢に合わせた場所で楽しめるプレイグランドやプレイハウス 

 「育児中でも気軽にリフレッシュしたい」 

⇒ママやパパに憩いのひとときを提供するカフェをプレイグランド・プレイハウスに併設 

 「買い物の合間に、赤ちゃんと一緒に寛げたら良い」 

⇒大きなソファーの上で寛げる「ごろんごろんファミリーリビング」 

 「ママ友と集まれるスペースがほしい」「子どもの誕生日会をしたい」 

⇒キッズパークイベントスペース（予約制） 

 「子育てに役立つ情報が欲しい」「子どもと一緒にイベントに参加したい」 

⇒行政や店舗、企業によるイベント実施 

 「トイレや授乳室、おむつ替え時にベビーカーでの利用が大変」 

⇒ベビーカーで入れる個室トイレと授乳室、スペースや数に配慮したおむつ替えスペース 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

プレイグランド（有料） 

大きなお家の中に、体を動かせる立体

遊具と、小さなままごとコーナーが配置

された体育・知育を兼ねたプレイランド 

イベントスペース（予約制） 

行政や店舗、企業によるイベ

ントや、ママ友との集まり、お

子さまの誕生日会など個人で

もご利用可能なスペース 

ごろんごろんファミリーリビング 

お子様と一緒に大きなお座りソファーの

上でくつろげるスペース 

「ショッピングセンターの中で、子どもと一緒に快適で楽しい時間を過ごしたい」という声に応えました

 

“ママ with ららぽーと”を集積した親子の憩いスペース「キッズパーク」 

プレイハウス 

ミニハウスの中で、ごっこ遊びをしな

がら、触れて、おしゃべりして、楽しく

遊んで頂ける空間 

アメニティゾーン 

おむつ替え台や授乳室、

お子様と一緒に使えるト

イレなど、デザイン性あ

るインテリアのアメニティ

ゾーン 
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 「子どもと楽しく、安心して食事したい」 

⇒フードコート内に「キッズエリア」を用意 

 「フードコートの食事、荷物が多くて運べない」「動き回る子どもから目が離せない」 

⇒フードコート内「キッズエリア」での配膳サービス（予定） 

 

 

 

 フードコートの一角に、お子さまのための「キッズエリア」を用意 

 乳幼児を連れたママやパパに嬉しい座敷タイプの小上がり席（16 席） 

 お子さまの年齢に合わせて高さが選べるベンチやイス（約 40 席） 

 お子さまが遊べる「キッズプレイスペース」 

 フードコート配膳サービス（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「車からベビーカーを出す時、隣の車が気になる」⇒ワイド駐車スペース 

 「子ども向け商品情報や、施設内のママ・ファミリー向けサービスを知りたい」 

⇒「ママ・プレママ用リーフレット」を用意 

 店舗とのコラボレーションによる、ママ・ファミリーに向けたイベントやサービスを充実 

 

当施設は、これまで「ららぽーと」が目指してきたファミリー対応の集大成として、ママ
をはじめ、お子さま連れのお客さまが使いやすく過ごしやすい、このエリアの‘オアシス’
を目指します。 

 

 
  

「子どもと一緒に、もっと気軽に安心して食事を楽しみたい」という声に応えました 

お子さまの年齢に配慮した座席や、配膳サービス（予定）のあるフードコート内「キッズエリア」 

 

その他の“ママ with ららぽーと”の取り組み 

① 小上がり席 

0～1 歳、16 席 

②切株席 

3 歳程度、12 席 ③キッズプレイスペース 

④ベンチ席 

1～3 歳程度、8 席 

⑤ベンチ席 

3 歳以上、24 席 

⑥給水ステーション/キッズ洗面台 

※年齢は想定です。 
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※完成イメージ 

◆お子さまとの時間がより楽しくなるメニュー◆ 

＜乳児向けメニュー実施予定店舗例＞ 

店舗名 イベントやサービス概要 

アカチャンホンポ 
 

マタニティ・ベビー・キッズの豊富な商品の品揃えはもちろん、プレママ向け

「マタニティスクール」やプレパパ向け「プレパパナイトツアー」、栄養士に

よる「栄養相談会」などのイベントを通じて、スマイルな育児を応援します。

コンビミニ 
 

コンビミニコンシェルジュによる出産準備のお手

伝いやプレママスクールの開催、コンビミニオリジ

ナル 新モデルベビーカーの試乗貸し出しやおむ

つ替え時の携帯除菌シートプレゼント(マタニティ

〜おむつの必要な月齢の赤ちゃん)など充実したイ

ベント・サービスを実施します。                     

ル・クルーゼ 
 

ル・クルーゼのショップでは、店内キッチンで 大

6 名様まで参加できる料理教室を開催します。ベー

シックからアドバンスコースまで、季節に応じたレ

シピを楽しく学んで頂けます。また、人気のル・ク

ルーゼ ベビー商品を使った離乳食レシピの教室も

予定しています。 

かつ喜 
 

「ららぽーと和泉」オリジナルメニューとして、離乳食完了後でお肉が噛み切

れないお子さまには、豚のひき肉を使ったとんかつを提供。ひき肉には、野菜

等をミックスし、お肉以外の栄養素が取れるよう配慮しています。また、お子

さまが食材ができるまでの仕組みを学べる食育を取り入れたメニューも提供予

定です。 

 
＜幼児以上向けメニュー実施予定店舗例＞ 

店舗名 イベントやサービス概要 

田村書店 
 

店内にイベントコーナーを設置し、田村書店主催の

催しはもちろん、地元住民の皆さまによる趣味の集

いの場としても活用いただけます。子ども向けのお

はなし会や塗り絵・お絵かき・折り紙の大会から、

大人向けの読書会やペン字・占い・編み物・手作り

雑貨の教室など、幅広い世代の方が楽しめるイベン

トを実施します。 

ABC クッキングスタジオ 
 

ナチュラルで居心地のよい教室には、ゆっくりと食事を楽しめるスペースやド

リンクサービスも。また満 4 歳から小学 3 年生までのお子さまを対象とした

「食」のスクール abc kids も併設。大人から子どもまで、生きる基本である”
食べること”の大切さを豊かに学びます。 

Zoff Marche 
 

「Zoff Marche」のコンセプトは、家族でメガネ選び

が楽しめる空間の提供です。「Zoff Marche」限定販

売の子ども向けカスタムサングラス「Zoff UV 
FIGHTER（ゾフ・ユーブイ・ファイター）」は、フ

ロント・レンズ・テンプル（つる）3 パーツを自分

で組み合わせるサングラス作りをお店で楽しめま

す。 

ポポンデッタ 

 
巨大鉄道模型ジオラマを設置した鉄道模型専門店

です。鉄道模型はもちろん、日本中から集めた 新

の鉄道グッズや鉄道書籍、ジオラマ作成用品、プラ

レールなど、鉄道に関するものなら何でもそろうお

店。巨大ジオラマではお子さまも鉄道模型の体験運

転が可能（有料）です。 
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◆雑貨・サービス・アミューズ 他◆ 
上質なライフスタイルやレジャーを提供 

◆ママ・子育て◆ 

妊娠・出産・子育てを応援 
 

◆ファッション◆ 

海外の人気ブランドをはじめとした高感度なファッションを多数集積 

 

トレンドのファッションや雑貨、良質な生活必需品など‘ワンストップ・ショッピング’を実現する店舗揃え 

■ 主な出店店舗 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

◆食◆

「（仮称）JA 全農ファーマーズららぽーと和泉店」 

「生産者直売所」を併設し地元の採れたて農産物、全国からの産直品を取り揃えるほか、

国産の安全・安心な銘柄牛・銘柄米、国産ブランド品、専門店のこだわりの鮮魚や惣菜バイ

キングなどバラエティに富んだ商品を提供。 

「京都蕎麦処天風」 

毎朝店内にて自家製麺する蕎麦は新鮮でコシがあり、さらりとしたのど越しが特徴。また、

子供たちを対象に蕎麦打ち体験教室を定期開催する予定。製麺の工程、出汁の取り方な

ど細部にわたり体験。 

「うちの食堂」 

店内で毎日精米し羽釜で炊き上げるご飯が自慢の「まいどおおきに食堂」を展開するフジ

オフードシステムの新業態。心地よい空間で、出来立ての家庭料理を提供。 

「Hawaiian Pancake Factory」 

特製のホイップクリームは軽くてふんわりしていて、新鮮なフルーツ、焼きたてパンケーキとの相性が抜群。 



6 

暮らしに必要なサービスの提供や、防災対策・環境対応により地域と共生する施設 

 メディカルモールを設置 

 和泉市の情報発信コーナーを設置 

 災害時でも汲み上げられる地下水や、かまどベンチ、非常用発電設備、備蓄倉庫などの防災対策 

 環境にも配慮し、電気自動車充電ステーションや太陽光発電設備の設置、共用部に LED 照明を積極

的に採用 

太陽光発電設備（イメージ） 

電気自動車充電ステーション 

（イメージ） 

かまどベンチ（イメージ） 

平常時はベンチとして、非常時には炊き出し用のかまどとして使用 

防災備蓄倉庫（イメージ） 



7 

＜添付資料 1＞ 出店店舗一覧 
◆ファッション 

レディス 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 E hyphen world gallary PD イーハイフン ワールドギャラリー ピーディ

レディス ＩＮＧＮＩ イング

レディス WILL SELECTION ウィルセレクション

レディス a.g.plus エージープラス

レディス any SiS エニィスィス

レディス EMODA エモダ

レディス ＥＬＬＥ エル

レディス ＯＺＯＣ オゾック

レディス cactus..cepo. カクタス セポ

レディス coote Gready Brilliant クート グレディ ブリリアン　 ●

レディス Ｇreen Ｐarks topic グリーンパークス　トピック

レディス goa THE STORE ゴアザストア

レディス シャルディ ペギーラナ シャルディ ペギーラナ ● ●

レディス ストラディバリウス ストラディバリウス

レディス dazzlin　 ダズリン

レディス ディスコート ディスコート

レディス douce Harmonie ドゥスハルモニ

レディス HEART MARKET ハートマーケット

レディス Bou Jeloud ブージュルード

レディス FREE'S MART フリーズマート

レディス Bershka ベルシュカ

レディス Lime.inc ライムインク

レディス LUREDY．　BY　LIP SERVICE ルアディー　バイ　リップサービス

レディス レプシィムローリーズファーム レプシィムローリーズファーム

レディスシューズ ESPERANZA エスペランサ

レディスシューズ ＲＡＮＤＡ ランダ

レディス・キッズ・雑貨 Studio clip スタディオクリップ

レディス・キッズ・雑貨 CECIL DAY'S セシルデイズ ●

メンズ・レディス アーバンリサーチドアーズ アーバンリサーチドアーズ

メンズ・レディス Azul　ｂｙ　moussy アズールバイマウジー

メンズ・レディス WEGO ウィゴー

メンズ・レディス グラニフ グラニフ

メンズ・レディス g.u. ジーユー

メンズ・レディス DC STORE ディーシーストアー

メンズ・レディス TRANS CONTINENTS トランスコンチネンツ ● ●

メンズ・レディス ネクストブルー ネクストブルー

メンズ・レディス PLST プラステ

メンズ・レディス フラッシュリポート フラッシュリポート

メンズ・レディス UNIQLO ユニクロ

メンズ・レディス Relation リレーション

メンズ・レディス ロックポート ロックポート

メンズ・レディス ＷＯＲＫＳ. ワークス

メンズ・レディス・キッズ アーノルドパーマータイムレス アーノルドパーマータイムレス

メンズ・レディス・キッズ American Eagle Outfitters アメリカンイーグルアウトフィッターズ

メンズ・レディス・キッズ H&M エイチアンドエム

メンズ・レディス・キッズ OLD　ＮAVY オールドネイビー

メンズ・レディス・キッズ ＧＡＰ ギャップ

メンズ・レディス・キッズ Gapkids ギャップキッズ

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

メンズ・レディス・キッズ ｃｏｅｎ コーエン

メンズ・レディス・キッズ THE SHOP TK ザショップティーケィ

メンズ・レディス・キッズ ＺＡＲＡ ザラ

メンズ・レディス・キッズ チャオパニックティピー チャオパニックティピー

メンズ・レディス・キッズ UNITED ARROWS green label relaxing　 ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング

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

メンズ・レディス・雑貨 niko and ニコアンド

メンズ・レディス・雑貨 フララニハワイ フララニハワイ ●

メンズ・レディス・雑貨 ＢＡＹＦＬＯＷ ベイフロー ●

メンズ・レディス・服飾雑貨 アウトドアプロダクツ アウトドアプロダクツ

メンズ アドニスグリーン アドニスグリーン

メンズ semantic design セマンティックデザイン

メンズ HIDEAWAYS 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

バッグ キプリング キプリング

バッグ サマンサベガ サマンサベガ

バッグ・靴・雑貨 サマンサ＆シュエット サマンサアンドシュエット

バッグ・雑貨 サックスバーアナザーラウンジ サックスバーアナザーラウンジ

着物 和ごころりんず ワゴコロリンズ

業種 新業態店舗名 カタカナ
日本

初出店
近畿

初出店
大阪府
初出店
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◆ママ・子育て 

◆雑貨・サービス・アミューズ 他 

アクセサリー A・J・D ACCESSORIES アジェデアクセサリーズ

アクセサリー ＢＬＥＳＳ ブレス

アクセサリー pink lemontree レモンツリー

ジュエリー canal 4℃ カナルヨンドシー

ジュエリー THE KISS ザ・キッス

ジュエリー Douxmiere bijou SOPHIA ドゥミエールビジュソフィア ●

ジュエリー マハラジャ・ダイヤモンド マハラジャ・ダイヤモンド

時計 ＴiＣＴＡＣ チックタック

服飾・生活雑貨 &Giving アンドギヴィング

服飾雑貨 ALZUNI アルズニ

服飾雑貨 ノーティアム ノーティアム

服飾雑貨 PARTS　CLUB パーツクラブ

服飾雑貨 ハッピーキャンドル ハッピーキャンドル ● ●

服飾雑貨 ピーチクラブ ピーチクラブ

服飾雑貨 mâRe mâRe DAILY MARKET マーレマーレデイリーマケット

シャツ・ネクタイ・小物 BRICK HOUSE by Tokyo Shirts ブリックハウス　バイ　トウキョウシャツ

靴 ABC-mart エービーシー・マート

靴 REGAL SHOES a.k.a リーガルシューズ エーケーエー ●

シューズ CROCS ｂｙ fam クロックス　バイ　ファム

帽子 フレイヴァプレミアム フレイヴァプレミアム

メガネ ゾフマルシェ ゾフマルシェ ●

メガネ メガネのアイガン メガネのアイガン

コンタクト 中央コンタクト チュウオウコンタクト

ランジェリー AMO'S STYLE by Triumph アモスタイルバイトリンプ

ランジェリー AMPHI　FULFRU アンフィフルフル

ランジェリー （仮称）ウンナナクール新業態 カショウウンナナクールシンギョウタイ ● ●

ランジェリー、靴下 tutuanna チュチュアンナ

レッグウエア 靴下屋 クツシタヤ

化粧品 ABC Cosme Store エービーシーコスメストア

自然派化粧品 ＬＵＳＨ ラッシュ

エスニック雑貨 チチカカ チチカカ

家庭用品 C smart シー スマート

キッチン雑貨 ル・クルーゼ ル・クルーゼ

生活雑貨 Afternoon Tea HOME & LIVING アフタヌーンティー・ホームアンドリビング

生活雑貨 KEYUCA ケユカ

生活雑貨 ZARA　HOME ザラホーム

生活雑貨 Flying Tiger Copenhagen フライング タイガー コペンハーゲン

生活雑貨 ロフト ロフト

生活雑貨 one's terrace ワンズテラス

生活雑貨・雑貨 ダイソー ダイソー

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

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 3コインズ　プラス スリーコインズプラス

和雑貨 織部 オリベ

衣服・雑貨・生活雑貨・食品 無印良品 ムジルシリョウヒン

寝具・雑貨 じぶんまくら ジブンマクラ ●

新業態店舗名 カタカナ
日本

初出店
近畿

初出店
大阪府
初出店

業種

ファミリーエンターテインメント＆カフェ Mama with Park/Zoo Adventure ママウィズ パーク/ズー アドベンチャー ● ●

キッズ・雑貨 apres les cours アプレ・レ・クール

キッズ・雑貨 ＡＬＧＹ アルジー

キッズ・雑貨 ジェニイ ジェニイ

キッズ・雑貨 petit main プティマイン

キッズ・雑貨 マーキーズ マーキーズ

キッズ・雑貨 マザウェイズ マザウェイズ

ベビー・キッズ・雑貨 コンビミニ コンビミニ ●

キャラクター雑貨 サンリオギフトゲート サンリオギフゲート

キャラクターテーマショップ キッズプラザきゃらんど キッズプラザキャランド ●

キャラクターテーマショップ トーマスステーション トーマスステーション ●

子供靴 ゲンキ・キッズプラス ゲンキ・キッズプラス

ベビー・子供用品 アカチャンホンポ アカチャンホンポ

幼児教室 講談社こども教室 コウダンシャコドモキョウシツ

幼児教室・子ども英語教室 小学館の幼児教室ドラキッズ/英語教室イーコラボ ショウガッカンノヨウジキョウシツドラキッズ/エイゴキョウシツイーコラボ

英会話スクール メガブルーバード英会話スクール メガブルーバードエイカイワスクール ●

業種 新業態店舗名 カタカナ
日本

初出店
近畿

初出店
大阪府
初出店
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◆食 
レストランゾーン 

 

  

和食 うちの食堂 ウチノショクドウ ●

お好み焼き 鶴橋風月 ツルハシフウゲツ

イタリアン カプリチョーザ カプリチョーザ

とんかつ とんかつ　かつ喜 トンカツ　カツキ

ビュッフェレストラン PRECIOUS BUFFET プレシャスビュッフェ ●

蕎麦、うどん 京都蕎麦処天風 キョウトソバドコロテンプウ

中華 ロンフーダイニング ロンフーダイニング

しゃぶしゃぶ食べ放題 しゃぶ菜 シャブサイ

洋食 ポムの樹 ポムノキ

シアトルカフェ タリーズコーヒー タリーズコーヒー

洋食 ビストロ309 ビストロサンマルク

串揚ビュッフェ 串家物語 クシヤモノガタリ

近畿
初出店

新業態業種
日本

初出店
店舗名

大阪府
初出店

カタカナ

CD・DVD HMV エイチエムヴィ

楽器 島村楽器 シマムラガッキ

カーアクセサリー・アパレル Ｄ.Ａ.Ｄ ディー・エー・ディー 　

家電 エディオン エディオン ●

携帯電話 auショップ エーユーショップ

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

携帯電話販売、保守 Ｙ！モバイル ワイ！モバイル

スマホケース THINGIESPLAYLAND シンギーズプレイランド

手芸 ユザワヤ ユザワヤ

書店 田村書店 タムラショテン

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

スポーツ＆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＆アウトドア モンベル モンベル

鉄道模型 ポポンデッタ ポポンデッタ

ドラッグストア マツモトキヨシ マツモトキヨシ

宝くじ 泉鉄産業　宝くじ売場 センテツサンギョ　タカラクジウリバ

ペット ペットパラダイス　デラックス ペットパラダイス　デラックス ●

ウィッグ ジュリアオージェ ジュリアオージェ

写真スタジオ 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
貴金属ジュエリー・ブランド品の販売（リサイクル品）・買取 R SHOP アールショップ

ジュエリーリフォーム・貴金属買取 アイデクト アイデクト

靴修理　他 ミスターミニット ミスターミニット

クリーニング ノムラクリーニング ノムラクリーニング

洋服のお直し マジックミシン マジックミシン

ブライダルカウンター ワールドウェディング ワールドウェディング

保険代理店 ほけん百花 ホケンヒャッカ

保険代理店 保険見直し本舗 ホケンミナオシホンポ

旅行業 エイチ・アイ・エス エイチ・アイ・エス

旅行業 日本旅行 ニホンリョコウ

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 紀陽銀行ATM キヨウ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

整体 カラダファクトリー カラダファクトリー

ネイル NAILS UNIQUE ネイルズユニーク

ヘアカット ＱＢハウス キュービーハウス

メディカルモール アイセイ薬局　　他 アイセイヤッキョク　ホカ

まつげサロン ＬＡＳＨ　ＤＯＬＬ ラッシュドール

リラクゼーション ラフィネ ラフィネ

アミューズメント ラウンドワン ラウンドワン

総合カルチャー教室 JEUGIAカルチャーセンター ジュージヤカルチャーセンター

料理教室 ABC Cooking Studio エービーシークッキングスタジオ

業種 店舗名 カタカナ
日本

初出店
近畿

初出店
大阪府
初出店

新業態
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フードコート 

 

 

スーパーマーケット、食物販 他 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

中華 大阪王将 オオサカオウショウ

セルフうどん 杵屋麦丸 キネヤムギマル

ハンバーグ びっくりドンキー ビックリドンキー

パスタ パルメナーラ パルメナーラ

長崎ちゃんぽん リンガーハット リンガーハット

たこ焼、お好み焼、焼きそば たこ八 タコハチ

パンケーキ Hawaiian Pancake Factory ハワイアンパンケーキファクトリー

韓国家庭料理 ビビム ビビム

親子丼 鶏三和 トリサンワ

ラーメン どうとんぼり神座 ドウトンボリカムクラ

新業態カタカナ業種 店舗名
日本

初出店
近畿

初出店
大阪府
初出店

スーパーマーケット （仮称）JA全農ファーマーズららぽーと和泉店 （カショウ）ジェイエーゼンノウファーマーズララポートイズミテン ●

チョコーレート ゴディバ ゴディバ

総合茶葉 ルピシア ルピシア

ベーカリカフェ ドンク　エディテ ドンク　エディテ ●

菓子 おかしのまちおか オカシノマチオカ ●

和菓子 口福堂 コウフクドウ

たいやき 銀のあん ギンノアン

鶏惣菜 一鳥一炭 イッチョウイッタン ●

とんかつ惣菜 （仮称）とんかつデリカ　かつ喜 （カショウ）トンカツデリカ　カツキ ●

ケーキ 銀座コージーコーナー ギンザコージーコーナー

ジュースバー 果汁工房　果琳 カジュウコウボウ　カリン

プレッツェル アンティアンズ アンティアンズ

コーヒー・輸入食材 カルディコーヒーファーム カルディコーヒーファーム

キャンディー スウィートファクトリー・プラス スウィートファクトリー・プラス

ドーナツ ミスタードーナツ ミスタードーナツ

ハンバーガーレストラン マクドナルド マクドナルド

アイス 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

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

フルサービスカフェ 倉式珈琲店 クラシキコーヒーテン

業種 店舗名
日本

初出店
近畿

初出店
大阪府
初出店

新業態カタカナ
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＜添付資料 2＞ 「三井ショッピングパーク ららぽーと和泉」概要 

所在地 大阪府和泉市あゆみ野 4-4-7 

構造規模 鉄骨造 5 階建（1 階：駐車場、2～4 階：店舗、5 階：屋上） 

敷地面積 約 114,000 ㎡ 

延床面積 約 165,000 ㎡ 

店舗面積 約 55,000 ㎡  

店舗数 218 店舗 

駐車台数 約 3,400 台 

交通 
阪和自動車道「岸和田和泉」IC より約 300ｍ 

泉北高速鉄道「和泉中央」駅より約 3km 

スケジュール 

着工：2013 年 7 月 19 日 

竣工：2014 年 9 月 30 日 

開業：2014 年 10 月 30 日 

環境デザイン 株式会社スタジオタクシミズ 

基本設計・監修 株式会社東急設計コンサルタント 

実施設計・施工 株式会社熊谷組 

運営管理 三井不動産商業マネジメント株式会社 

 
＜添付資料 3＞ 施設図 
【敷地配置図】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【断面イメージ図】 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

至「和泉中央」駅 

至 岸和田和泉 IC 

RF 
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＜添付資料 4＞ 位置図 

【広域図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【詳細図】 
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＜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(2014 年 7 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

兵庫県西宮市甲子園八番町1-100 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1
2004年11月開業 2006年9月開業
店舗面積：約59,000㎡ 店舗面積：約79,000㎡
店舗数：約150店舗 店舗数：約310店舗

東京都江東区豊洲2-4-9 千葉県柏市若柴175
2006年10月開業 2006年11月開業
店舗面積：約62,000㎡ 店舗面積：約50,000㎡
店舗数：約180店舗 店舗数：約180店舗

※店舗面積・店舗数は、

2014年7月北館開業時点

神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 静岡県磐田市高見丘1200
2007年3月開業 2009年6月開業
店舗面積：約93,000㎡ 店舗面積：約50,000㎡
店舗数：約280店舗 店舗数：約180店舗

埼玉県三郷市新三郷ららシティ3-1-1 東京都江東区青海1-1-10
2009年9月開業 2012年4月開業
店舗面積：約59,400㎡ 店舗面積：約45,300㎡
店舗数：約180店舗 店舗数：約150店舗

埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7
2004年4月開業 2014年10月開業予定
店舗面積：約19,700㎡ 店舗面積：約55,000㎡
店舗数：約110店舗 店舗数：218店舗

埼玉県富士見市山室一丁目1259番1他 神奈川県海老名市上郷字扇田622番1他
2015年春開業予定 2015年秋開業予定
店舗面積：約80,000㎡ 店舗面積：約54,000㎡
店舗数：約300店舗 店舗数：約250店舗

東京都立川市泉町935番1他 中華人民共和国上海市浦東新区金橋出口加工区
2015年開業予定 2017年開業予定
店舗面積：約60,000㎡ 店舗面積：約74,000㎡

店舗数：約200店舗

（仮称）立川立飛商業施設計画 （仮称）ららぽーと上海金橋

三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷 ダイバーシティ東京 プラザ

ステラタウン 三井ショッピングパーク ららぽーと和泉

（仮称）ららぽーと富士見 （仮称）ららぽーと海老名

三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園 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 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 三井ショッピングパーク ららぽーと磐田


