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2015 年 6 月 11 日 

報道関係各位 

三井不動産株式会社 

3 路線が乗り入れるターミナル駅「海老名」駅に直結した全 263 店舗 

「三井ショッピングパーク ららぽーと海老名」10 月 29 日（木）グランドオープン 

人々の“交流”の中心となる都市型「ららぽーと」が誕生 

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 29 日（木）、神奈川県

海老名市に駅直結型の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 ららぽーと海老名」を開業いたし

ます。 

「三井ショッピングパーク ららぽーと海老名」は、小田急小田原線、相模鉄道本線、ＪＲ相模線の 3 路線が乗り入れ

る「海老名」駅と新たな連絡デッキで直結した、神奈川県央の新しいランドマークとなる商業施設です。 

当施設は、先進的なデザインの空間に、選りすぐりのショップが 263 店舗出店。空間デザイン・ショップ・イベントの複

合的な組み合わせによって新しい海老名のコミュニティの場となる施設のセントラルゾーン「EBICEN（エビセン）」、昼と

夜で異なる雰囲気を演出し、ディナータイムも楽しめるフードコート「EVVIVA!（エヴィーバ！）」、人気のスーパーマーケ

ットをはじめ、多彩なラインナップで新しい食のスタイルを提案する食物販ゾーン「EBINA Food Selection（エビナ フード 

セレクション）」に加え、ハイセンスなファッションや雑貨で上質なライフスタイルを発信する話題のショップを集結させま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊上記の写真・イラストは全てイメージです 

都市型ショッピングスタイル 

高感度ショップからデイリーユースまで 

ワンストップショッピングを実現する 

駅直結型ららぽーと 

 「三井ショッピングパーク ららぽーと海老名」 コンセプト  

ターミナル駅直結の立地にふさわしい、洗練された空間。 

「ひと」と「ひと」が交流しあい、発信しあう拠点。 

都市の利便性を活かした、新しい交流の場所を目指し 

施設コンセプトを 『 Feel Urban , Feel Community 』 としました。 

コミュニティ 

人が交流する場となり 

活気あるまちづくりに貢献 

※2015/6/11 時点では 262 店舗でしたが、263 店舗になりました。（本リリース修正済み） 
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「ららぽーと海老名」の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
＊上記の写真・イラストは全てイメージです 

 

都市型ショッピングスタイルとコミュニティを兼ね備えた駅直結型のららぽーと 

①「ひと」「もの」「こと」が集まり、新しい交流が生まれる、「ららぽーと海老名」のセントラル

ゾーン「EBICEN（エビセン）」を 3・4 階に配置 

 

②昼間はもちろん、アルコールとおつまみメニューの提供や空間演出などにより夜の時

間帯も楽しめる、新しいスタイルのフードコート「EVVIVA!（エヴィーバ！）」 

 

③商品力に定評のあるスーパーマーケット「ロピア」を核に、バラエティ豊かなショップで構

成された食物販ゾーン「EBINA Food Selection（エビナ フード セレクション）」 

 

④さまざまな世代の生活スタイルに対応した、満足度の高い商品やサービスを提供する

多彩な「高感度ショップ」 

 

⑤三井不動産（保有林の間伐材）×東京おもちゃ美術館（玩具監修）×大建工業（空

間づくり）×パワープレイス（デザイン監修）が共同で手がけた、環境との共生を学べる

キッズプレイエリア「Wood Cube（ウッドキューブ）」を設置 

 

⑥海老名駅西口エリアのまちづくりを推進する「一般社団法人海老名扇町エリアマネジメ

ント」に参画 

 

Feel Urban 

Feel Urban 

Feel Urban 

Feel Community 

Feel Community 

Feel Community 

Feel Urban 
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「EBICEN（エビセン）」とは、3 階・4 階フロアの中心に位置する、空間デザインとショップ、

イベントを複合的に組み合わせたゾーンです。新しいコミュニティを創造する「ららぽーと

海老名」の“セントラルゾーン”として、ひとが出会い、発見し、新しい交流が生まれる場

所を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ショップや施設主催の、気軽に参加できるワークショ

ップなどを開催。知的好奇心を刺激する出会いや

交流によりコミュニティを創出します。 

イベント  
 

SC 初出店や、 いま話題の魅力あるショップが多数

集結。驚きや発見のある商品やサービスを展開し

ます。 

ショップ 

＊上記の写真・イラストは全てイメージです 

都市型ショッピングスタイルとコミュニティ ～Feel Urban , Feel Community～ 

 
 

開放的でスタイリッシュな内装で、3 階は子どもが楽しめる明るい空間、4 階は大人がくつろげる 

ミッドセンチュリー調の洗練された空間をデザイン。訪れる全てのひとにとって気持ちの良い空間を実現します。 

空間デザイン 

4Ｆ 3Ｆ 

「ひと」「もの」「こと」が集まり、新しい交流が生まれる 

「ららぽーと海老名」のセントラルゾーン 

「EBICEN（エビセン）」 



4 
 

 

 

 

 

 

親と子のコミュニティのコアであり、子どものオアシスになりたいという想いから生まれた 「ＥＢＩＣＥＮ coasis（エビセン  

コアシス）」ゾーン。子どもにも親にもうれしい空間です。 

 

 空間デザイン  

子どもの遊び場を中央に配置し、その周りに子ども服やお

もちゃのショップ、カフェなどをレイアウト。ショッピングだけ

でなく、ここで過ごす時間そのものが楽しくなる、木を基調

にした居心地の良い空間です。 

 

 イベント  

子育て世代に嬉しいワークショップやイベントを充実させ、

子育てコミュニティを醸成します。 

 

 ショップ  

子ども服やおもちゃ、カフェなど、親子の交流が生まれる空間を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊上記の写真・イラストは全てイメージです 

■Wood Egg 木育ひろば 
東京おもちゃ美術館が監修した親子

の広場。木とふれあい、木に親しみ

を持つことで、子どもたちの感性豊か

な心を育む『木育』をコンセプトにした

安心・安全な遊びスペースです。国

産の木材を中心に作られた卵のよう

な空間が子どもたちをやさしく包み込

みます。 
 

■MY GYM 
英語ネイティブの環境で身体を動かしなが

ら、様々なスキルを養う、子ども向けフィット

ネスクラブ。アメリカで No.1 の評価を受け

た、多彩なプログラムを展開。運動に加え、

アートやシーズンごとのイベントなど、バラエ

ティに富んだアクティビティを体感できる点

でも、大きな注目を浴びています。 

■ホリーホック 
家族揃って写真体験を楽し

むベビー＆キッズ「遊び撮り」

など、新しいスタイルを提案

する写真スタジオ。その他ス

タジオの外でもゾーン内で遊

ぶ子どもたちの撮影するフォト

イベントなど、さまざまな写真

を提供します。 

■AROUND TABLE 
新しいタイプの親子カフェ。

cafe よりも home に近い場所を

コンセプトに展開。お座敷スペ

ースを充実させ、親子で楽しめ

るイベントやワークショップなど

も開催します。 

■DADWAY LIFE DISCOVERY  新業態  
「生活に新たな発見を」をテーマに、

世界各国のベビーグッズを取り揃え

たベビー・キッズセレクトショップ。カラ

フルで多様なアイテムを展開し、毎

週ワークショップを開催します。 

■fäfä 
「子どもたちが自ら選んで着る服」

をコンセプトに、流行やルールにと

らわれない自由な発想から生み出

されるブランド。まるで絵本の中か

ら飛び出したようなデザインの、大

人も子どもも楽しめる雑貨やウエア

をラインアップしています。 

都市型ショッピングスタイルとコミュニティ ～Feel Urban , Feel Community～ 

子どもも親も笑顔になれる 

「EBICEN coasis (エビセン コアシス)」 
3F 
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新たな発見、出会い、くつろぎ、交流が生まれる開かれた空間 「ＥＢＩＣＥＮ flatto（エビセン フラット）」ゾーン。ショップ

やイベントを通して大人のための学びや体験を提供し、新しいライフスタイルを発信します。 

 

 空間デザイン  

ミッドセンチュリー調のレンガや木材、アイアンで装飾され

た大人に心地よい空間。開放的なショップレイアウトでゾ

ーンとしての一体感を演出します。 

 

 イベント  

気軽に参加できるカルチャーイベントや大人のためのワ

ークショップなどを開催予定です。 

 

 ショップ  

話題性のあるショップやカフェを展開。一人でゆっくり本を読んだり、旅のプランを考えたり、自分磨きや新しいことにチャ

レンジしたくなるショップ構成です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊上記の写真・イラストは全てイメージです 

■CRASH GATE PLUS 
単なるインテリアショップでは

な い 、 新 し い “ 交 流 型 店

舗”。BOWL と H.I.S.の区画内

には「CRASH GATE PLUS」

の商品が什器としておかれ、

区画を飛び越えた連携が生

まれます。そしてお客さまが

テーブル・椅子等の什器が

気に入れば「CRASH GATE 

PLUS」でその商品が購入で

きます。シーズンに合わせブ

ランドや商品を変え、行き交

う人を飽きさせません。 

 

■BOWL 
本・雑貨・イベント・ワークショップなど、多機能にわたる新しい

提案をお客さまへ提供。4 階 EBICEN flatto の核となる空間で

す。店内にある本を読みながら食事ができるのはもちろんのこ

と、ここから他のテナントへの本の貸し出しや、著名人のトークシ

ョー、お客さまが交流できるワークショップを定期的に開催。ど

なたでもくつろぎ楽しめる、新しい空間です。 

■ACE 
普段使いからトラベル・ビジネスまで様々なシーンに対応したバッグを取り揃えるメーカー

直営店。日本製スーツケースを中心とした「プロテカ」、旅の達人・竹内海南江さんとの共

同開発バッグ「カナナプロジェクト」や高機能性ビジネスバッグ「エースジーン」などを展開し

ています。 

■H.I.S. 
開放感にあふれた、“ふらっ

と”立ち寄れる旅行代理店を

テーマに展開。広々とした空

間に設置されるコラボレーショ

ンスペースやディスプレイス

ペースには、本、鞄、アウトド

ア、家具など、旅行に関連し

た雑貨や商品を展示。長期

の旅行だけでなく、今週末に

ちょっとしたお出かけをした

い！というニーズにも応えら

れる、どこよりも身近な店舗で

す。 

 

都市型ショッピングスタイルとコミュニティ ～Feel Urban , Feel Community～ 

“ふらっと”立ち寄りたくなる 

「EBICEN flatto （エビセン フラット）」 
4F 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 空間  

■自然光が差し込むテラス席や吹き抜けスペースを設け、明るく開放的な空間を実現します。 

■ファニチャや床は温かみのあるウッド調で、くつろぎの時間を提供します。 

■ソファ席やチェア席など、シチュエーションによって選べるバラエティ豊かな座席をゾーンごとにレイアウト。屋内約 650 席、 

テラス席約 30 席と、利用シーンに合わせてゆったりとご利用いただける座席数を確保しています。 

■BGM、デジタルサイネージ、照明などを変化させ、ランチタイムとディナータイムで異なる空間を演出します。 

 

 食  

■牛たん発祥の地仙台を代表する「仙臺たんや 利久」、熟成明太子を味わえる定食屋「博多めんたい やまや食堂」、小籠

包が看板メニューの「京鼎樓小館」、小田原漁港直送の魚料理専門店「小田原港 わらべ」など、こだわりの逸品料理を

提供する人気店 10 店が集結します。 

■フードコート内で唯一アルコールを扱うカフェ&バー 「È PRONTO」では、高品質かつ豊富なアルコールメニューを提供しま

す。 

■各ブースでは得意の食材を活かした豊富なおつまみメニ

ューを用意することで、ディナータイムも充実させます。 

 

 イベント  

■夏のビアホールなどのシーズン性の高いイベント、ジャズ

の生演奏などのエンターテインメント性の高いイベント等を

実施予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊上記の写真・イラストは全てイメージです 

都市型ショッピングスタイル ～Feel Urban～ 

客席（ディナータイム） 

カフェ＆バー（ディナータイム） 

客席（ランチタイム） 

客席（ランチタイム） 

テラス席 

昼間はもちろん、アルコールメニューの提供や空間演出などにより夜の時間帯も楽しめる 

新しいスタイルのフードコート「EVVIVA!（エヴィーバ！）」 
3F 
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⑧PASTA&PIZZA Salvatore 
Cuomo 【パスタ&ピッツァ】 

世界大会で No.1 を受賞し、日本にナ

ポリピッツァを広めたことで知られるサ

ルヴァトーレ・クオモのピッツァはもちろ

んのこと、本格パスタが気軽に楽しめ

るイタリアンです。 

 

 

 

 

⑨野菜を食べるカレー  
camp express 【カレー】 

看板商品である 350g のたっぷり野

菜が入った「一日分の野菜カレー」を

はじめ、新鮮野菜をふんだんに使っ

たカレー専門店です。 

 

 

 

 

 

 

⑩小田原港 わらべ 【海鮮】 

 SC 初出店  
海鮮丼や天丼、地魚フライといった、

小田原漁港直送の新鮮なお魚料理

を楽しめる専門店です。 

 

 

 

 

 

⑪久臨 【つけ麺・ラーメン】 
東京を代表するつけ麺専門店六厘

舎が展開するつけ麺専門店。併せ

て、ららぽーと海老名限定メニューも

提供します。 

 

 

 

  

① È PRONTO 【カフェ＆バー】 
 新業態  

心と生活にフィットするカフェ＆バー。

フードコート内でアルコールを提供する

唯一の店舗です。ビール、ハイボー

ル、カクテルなど豊富なアルコールメ

ニューをお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

② 博多めんたい やまや食堂 
【和定食】 

創業 40 周年「やまや」の熟成明太子

にあつあつのごはん、お野菜たっぷり

具だくさんの豚汁と、厳選したおかず

を味わえる定食屋です。 

 

 

 

 

 

③ 仙臺たんや 利久 【牛たん】 
スライスから味付け・熟成まで手造り

にこだわった本場の「牛たん焼」が楽し

める、牛たん発祥の地、仙台を代表

する専門店です。 

 

 

 
④ 京鼎樓小館 【中華】 
看板メニューの小籠包は、溢れ出る

スープと旨みタップリの肉餡、独自の

配合でコシのある生地とのバランスが

抜群の小籠包専門店です。 

 

 

 

 

 

吹き抜け 

都市型ショッピングスタイル ～Feel Urban～ 

イベント開催スペース 

テラス席 

＊上記の写真・イラストは全てイメージです 

⑤大阪グルメ てっぱん屋台 
【粉物】 新業態  

全国各地のご当地焼そばやご当地メニュ

ー、鉄板焼が楽しめ、大阪の地元グルメも

楽しめる鉄板料理専門店です。 

 

 

 

⑥鶏 三和 【親子丼】 
創業 115 年目を迎える老舗が手掛ける親

子丼専門店が海老名エリアフードコートに

初出店します。 

 

 

 

 

⑦うまげな 【うどん】 新業態  
生麺を使用した本格的な讃岐うどんの他

に、おでんや天ぷら等のサイドメニューも充

実したうどん店です。 

 

 

 

フードコート「EVVIVA!」 レイアウト＆ショップリスト 

景観が楽しめる 

憩いのゾーン 

入口 

入口 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県を中心に高品質・低価格な商品提供で人気の高いスーパーマーケット「ロピア」をはじめ、ショッピングセン 

ター（SC）初出店の注目店、県内の人気店などを集積したバラエティ豊かな食物販ゾーン「EBINA Food Selection」。

日々の食材の販売から、イートインコーナーでのお食事、ギフトやお土産など、さまざまな食のニーズに対応します。 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 注目ショップ  

■惣菜暖簾山正 【和惣菜】 SC 初出店 

国内 No.1 採卵鶏処理加

工の老舗ヤマショウフー

ズが、本格総菜店を全

国初出店します。 

 

■ASIAN CUISINE CHOPSPOON 
DELI&KITCHEN 【アジア惣菜】 

 SC 初出店  

中華の王道料理はもちろ

ん、アジア各国のテイストも

織り交ぜた新ブランド業態

が SC 初出店します。 

 

■おにぎり 結び菜 【おにぎり】 

 SC 初出店  

5 ツ星マイスター厳選米のおにぎり屋が SC 

初出店します。 

■ロピア 
お客様との交流を大切にしな

がら成長を続けてきた地域密

着型スーパーマーケット。四半

世紀以上愛されている国産豚

肉 100％の手造りハム＆ソー

セージをはじめ、新鮮で高品質

な食材を良心的な価格で提供

します。 

■食物販ゾーン 
こだわりの惣菜や話題のスイー

ツなど、日々の食卓に彩りを添

える豊富な食材・食品をご用

意。都心の注目店や地元の人

気店など、安心・信頼がおける

食の専門店を集めました。イー

トインコーナーやレストスペース

も設けています。 

 

■ターブルオギノ 【洋惣菜】 

世田谷池尻のフレンチオギノが手掛ける、手間隙か

けたスロウフードをファーストフード感覚で手軽にテイク

アウトしていただけるお店です。 

 

 

 

■BAKE CHEESE TART 【洋菓子】 

こだわりのチーズタルト・洋菓子専門店。北海道札幌

市で 30 年以上にわたって地域の皆様に愛され続け

てきた老舗洋菓子店「きのとや」がプロデュースする

工房一体型店舗です。 

 

 

■ベビーモンシェールカフェ 
【ソフトクリーム・洋菓子】 新業態  

堂島ロールのモンシェールがセ

ルフカスタム型のアイス屋として

OPEN。もちろん堂島ロールをはじ

め、ケーキの販売も行います。 

 神奈川人気店  

■鈴木水産・三崎豊魚 
【寿司、水産加工品】 

 SC 初出店  

三浦三崎港から直送のマグロ・新

鮮な魚介類、海鮮丼・各種寿司

が食べられる鈴木水産・三崎豊

魚が SC 初出店します。 

 

 

 

 

■湘南 BIGGY 【ベーカリー】

国産の小麦を主

に、自然素材を

活かしたパンを提

供する人気ベー

カリー店が海老

名エリアに初出

店します。 

＊上記の写真・イラストは全てイメージです 

商品力に定評のあるスーパーマーケット「ロピア」を核に、 

バラエティ豊かな食品ショップで構成された 

食物販ゾーン「EBINA Food Selection（エビナ フード セレクション）」 

都市型ショッピングスタイル ～Feel Urban～ 

1F 

32 店舗
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 サテライト百貨店やセレクトショップを含む高感度ショップ  

◆TAKASHIMAYA Style Maison（タカシマヤスタイルメゾン）  新業態  

「日常のハレカジュアルストア」をコンセプトに、百貨店人気コスメ、ファッション雑貨、

ライフスタイル雑貨などを編集した髙島屋のサテライトショップが初出店。ベーカリ

ーカフェも併設した SC 世代のニューファミリー層の女性に向けたライフスタイル提

案型ショップです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 居心地の良い空間と話題のメニューが楽しめるカフェ＆レストラン  

◆Ivorish  SC 初出店  

福岡発。行列のできるアメリカンテイストなフレンチトースト専門店『Ivorish』が SC 初出

店。独自開発のパンをはじめ、素材や製法にこだわった専門店ならではの味をぜひお

楽しみください。 

 

◆J.S. BURGERS CAFE 

JOURNAL STANDARD が提案するハンバーガーカフェ。アメリカンな空間でボリュームあるハン

バーガーやスイーツなどをお楽しみいただけます。 

 

 

◆LOBROS × YOCCO'S RICO TABLE  新業態  

都内を中心に店舗展開している LOBROS が神奈川に初出店。今回のコンセプトは和の食材

を使ったスペイン料理を LOBROS 風にアレンジしました。 

 

◆Kailua Weekend 

オアフのローカルリゾートタウン、カイルアをテーマにしたハワイアン・カフェ・ダイニング。開放

的なテラスや、ゆったりソファなどくつろぎの空間をご用意しています。 

  

都市型ショッピングスタイル ～Feel Urban～ 

高感度ショップからデイリーユースまでワンストップショッピングを実現。 

さまざまな世代の生活スタイルに 

満足度の高い商品やサービスを提供する多彩なショップの集積 

＊上記の写真・イラストは全てイメージです 
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 美しさと健康を応援するコスメ、雑貨、サービス  

◆フルーツギャザリング 

ラグジュアリーメイクブランドから旬なボディケアまで取り揃うコスメセレクトショップです。

パーソナルケアやギフトまで各シーンでビューティライフをお楽しみいただけます。 

 

◆ネスプレッソブティック  SC 初出店  

プレミアムポーションコーヒーのパイオニア「ネスプレッソ」。コーヒーメーカー、カプセルコー

ヒー、アクセサリー等多数取り揃えております。 

 

◆アルメダールス  日本初  

1846 年創業のスウェーデン有数の歴史を誇るテキスタイルメーカーです。50～70 年代

の優れた北欧デザインを日本にご紹介いたします。 

 

◆AVEDA  

1978 年米国ミネアポリスで創立して以来、ピュアな花と植物エッセンスの美と科学を追求

している”アヴェダ”。その世界観を体感できるヘアーサロンです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市型ショッピングスタイル ～Feel Urban～ 
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※Ｐ9～11 でご紹介しているのは一部店舗です。他にも魅力的なショップがたくさんございます。  

都市型ショッピングスタイル ～Feel Urban～ 

こだわりのインポートブランドショップ 

アクティブライフをスタイリッシュに彩るスポーツ＆アウトドアショップ 

家族みんなで楽しめるバラエティ豊かなショップ 

ママと子どもに笑顔を届けるベビー・キッズ対象ショップ 
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木のぬくもりを感じながら、木のおもちゃで自由に遊べる無料のキッズプレイエリア「Wood Cube（ウッドキ

ューブ）」を設置します。『遊びながら 会話しながら 触れ合いながら 学ぶ』をコンセプトに、遊びながら

自然の大切さや森の再生について学べます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜三井不動産グループ＞北海道に約 5,000ha の森林を保

有し、天然林は 低限の管理のみで、人工林は下刈りや間

伐林などを適宜実施して健全な森林を育てています。これら

の間伐材を建築資材などで活用、使用拡大を図ることで、

「森～そだてる・つくる・いかす」サイクルを構築しています。 

＜東京おもちゃ美術館＞東京・四谷にある国産材の木をふ

んだんに使って作られた体験型ミュージアム。木のおもちゃを

通して、自然とのつながりを考える『木育』に取り組み、世界

中から集めた木のおもちゃで実際に遊ぶことができます。 

＜大建工業＞国産材の活用推進に取り組む住宅用建材の

大手メーカー。森のサイクルに沿って持続的に国産材を使い、

CO₂を削減する「木づかい」に参画しています。 

三井不動産グループでは、グループのロゴである「  （アンド）」マークに象徴される「共生・共存」、「多様な価値観の連繋」の理念

のもと、グループビジョンに「         （アンド・アース）」を掲げ、社会・経済の発展と、地球環境の保全に貢献しています。

「         （アンド・アース）」は、三井不動産グループの街づくりが常に地球とともにあることを認識し、人と地球がともに豊かに

なる社会を目指していることを表しています。 

 

Wood Cube 「森の恵みの壁面遊び」 

三井不動産（保有林の間伐材）×東京おもちゃ美術館（玩具監修）×大建工業（空間づくり）×パワープレイス（デザイン監修） 

環境との共生を学べるキッズプレイエリア 

「Wood Cube（ウッドキューブ）」 

森の物語ボード 

三井不動産（保有林の間伐材）×東京おもちゃ美術館（玩具監修）×大建工業（空間づくり）×パワープレイス（デザイン監修）

「森～そだてる・つくる・いかす」の物

語を表現。手に触れて動きや発見

を楽しめるボードです。 

森の草花ボード 

樹木の幹を転がり落ちる、こどもに

人気のおもちゃです。 

森の虫ボード 

木肌に触れながら意外な感触を

“遊”べます。 

森の積み木 

ボード 

子どもたちの創作力

と表現力を高めま

す。 

森の音色 

ボード 

木琴での音遊びや

森の音が楽しめるス

テージです。 

 

「森～そだてる・つくる・いかす」 

＊上記の写真・イラストは全てイメージです 

コミュニティ ～Feel Community～ 

木育ひろば

3F 
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海老名駅西口エリアのまちづくりを推進する「一般社団法人海老名

扇町エリアマネジメント」に参画します。 

「一般社団法人海老名扇町エリアマネジメント」の一員として、地域

でのイベントの開催等を検討・実施してまいります。 

これにより、コミュニティの拠点となる魅力あふれる商業環境を創出

し、活気ある街づくりに貢献します。 

 

 

 

 

 

 「一般社団法人海老名扇町エリアマネジメント」とは  

海老名市扇町の価値をより高めるため、地権者・住民・行政・企業・団体等から構成するエ

リアマネジメント組織として、2014 年 9 月 26 日に設立されました。 

「海老名らしさ」のある新しいまちを創るため、①にぎわい ②交流 ③快適 ④安全・安心 

⑤持続性 ⑥育てる の 6 つをテーマに、様々なまちづくりの活動を行っています。 

 

 

 

地域に密着したメディアである J:COM と連携し、災害時等に地域の 新情報を館内の TV モニターで放送します。また、

井戸水ろ過システムを導入し、井戸水を飲料水等に使用することにより、災害時の飲料水としても利用します。加えて、施

設内において緊急地震速報設備を導入、衛星携帯や MCA 無線など災害に強い通信システムも構築し、有事の際の防災

体制を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティ ～Feel Community～ 

地域まちづくりへの参画 

＊上記の写真・イラストは全てイメージです 

プロムナード 

「一般社団法人海老名扇町エリアマネジメント」への参画 

地域防災の取り組み 

J:COM から提供される防災情報 井戸水の活用 
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JR 相模線の「海老名」駅に直結。小田急小田原線、相模鉄道

本線の「海老名」駅とも“動く歩道”が整備された屋根付きの連絡

デッキ（幅員 12ｍ）で結ばれ、鉄道 3 路線からのアクセスが便利で

す。また、国道 246 号、東名高速道路、さがみ縦貫道路などの主

要幹線道路を利用した広域からの車でのアクセスも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

出店各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。 

 

●ユメックス株式会社  

ＴＥＬ．03-6705-1940（6 月 30 日まで） 0422-70-2977（7 月 1 日より） 受付時間 9：30～18：00 ※土日祝を除く 

●株式会社アイデム  

ＴＥＬ．03-6856-2947 受付時間 10：00～17：00 ※土日祝を除く 

※詳細は各社ＨＰをご覧ください。 

日　時 会 場 主 催

第1回 6/30（火） 　　　　10:00～16:00 （株）アイデム

第2回 7/26（日） 　　　　10:00～16:00 （株）アイデム

第3回 8/3（月）   　　　　11:00～18:00 ユメックス（株）

第4回 8/23（日） 　　　　10:00～16:00 （株）アイデム

第5回 9/6（日）   　　　　11:00～17:00 ユメックス（株）

第6回 9/14（月） 　　　　10:00～16:00 （株）アイデム

第7回 10/3（土） 　　　　10:00～16:00 （株）アイデム

第8回 10/12（月・祝）   11:00～17:00 ユメックス（株）

オークラフロンティアホテル海老名

その他 

電車でも車でも。利便性に優れたアクセス環境 

出店店舗のスタッフ募集 

＊上記の写真・イラストは全てイメージです 
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「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。ららぽーとの

ＣＳ向上の一環として、社内外のアドバイスやお客様のご意見をもとに施設機能やサービスなどの

ハード・ソフトを整備し、また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

ママとパパに優しい商業施設を目指す新しい取り組みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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。 

 

  

ハード対応として、ママが便利なおむつ替
えスペースや落ち着いた雰囲気の授乳室
などを用意しています。 

ママの声をカタチにする「ママ with ららぽーと」 

ららぽーとの取り組み 

ショップと一緒にららぽーと独自のメニュー
やサービスなどを開発し、提供します。 

ソフト対応として、フードコートの配膳サポー
トなど、お客様の目線でサービスします。

みついショッピングパーク「キッズクラブ」 

●三井不動産は、家族の幸せな tomorrow を応援する、「ママ tomo パパ tomo」に参画しています● 

「ママ tomo パパ tomo」とは、「たまひよ」が「家族の幸せな tomorrow を応援する」というコンセプトに協賛する企

業と一緒に、ママとパパの子育てを応援する活動です。三井不動産も、笑顔で溢れる家族を増やすために、たく

さんの幸せのタネを伝えていきます。 

＊上記の写真・イラストは全てイメージです 

ハードでの対応 

ショップ 
ソフトでの対応 
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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 月からは三井アウトレットパークで取り扱いを開始し、対象施設が現在の 25

施設から 45 施設（本年 12 月末予定）へと大幅に拡大。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。 

※新デザインのカードは本年 7 月以降順次発行開始予定です。 

※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。 

 

 

首都圏のららぽーとを中心に全 12 施設（本年 6 月 11 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やお買物券が当たるゲームなども

ご用意しています。 

開業日の 10 月 29 日には、「ららぽーと海老名」が対象施設に追加。お気に入り施設に登録すれば、さらに簡単にお

得な情報にアクセスできます。 

本年 9 月からは、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。 

 

 

電気と熱を同時に発生させ、エネルギーを有効に活用する「コージェネレーションシステム」を導入。電気自動車充

電ステーションを設置し、共用部の照明は LED を採用するなど、環境に配慮しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、車いすをご使用の方、オストメイトの方などが利用しや

すいよう、車椅子用トイレを 10 カ所設置。さらに、介助が必要な方のため、メインエントランスであ

る JR 相模線「海老名」駅側エントランス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 23 台分配置します。 

コージェネレーションシステム 

エネルギーを有効活用するため、ガス

から電気と熱を同時に発生。排熱を有

効利用し、省エネに貢献。 

370kW×2 台（計 740kW） 

電気自動車充電ステーション 

屋上駐車場に 2 台分を用意。 

環境推進・社会貢献活動 

“&EARTH” 

ご家庭で不用になった衣料品の回収、

盲導犬への理解を深めるイベントなどを

施設内で実施。 

「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 

環境への取り組み 

ユニバーサルデザインへの取り組み 

ららぽーとの取り組み 

＊上記の写真・イラストは全てイメージです                                   案内サイン 
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＜添付資料 1＞ 出店店舗一覧                                 

◆ファッション 100 店舗 

 

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店

商業施設

初出店

神奈川県

初出店
新業態

レディス アースミュージック＆エコロジー　リビングストア アースミュージック＆エコロジー　リビングストア ●

レディス アーモワール　カプリス アーモワール　カプリス

レディス アヴァンリリィ アヴァンリリィ

レディス ａｓ　ｋｎｏｗ　ａｓ　ｄｅ　ｂａｓｅ アズ　ノゥ　アズ　ドゥ　バズ

レディス ＹＥＣＣＡ　ＶＥＣＣＡ イェッカヴェッカ

レディス ＩＮＧＮＩ イング

レディス ｅｒｉｎ　ｒｏｂｅ エリンローブ

レディス ＯＺＯＣ オゾック

レディス ＣＡＢＡＮＡ　ｉｎ　Ｂｏｕ　Ｊｅｌｏｕｄ カバナ　イン　ブージュルード ●

レディス Ｃｏｕｔｕｒｅ　ｂｒｏｏｃｈ クチュールブローチ

レディス ＳＭ２　ｋｅｉｔｔｏ サマンサモスモスケイッティオ

レディス ＳＴＵＤＩＯ　ＣＬＩＰ スタディオクリップ

レディス ＣＥＣＩＬ　ＭｃＢＥＥ セシルマクビー

レディス ｃｅｐｏ．．ＳＴＡＴＩＣＥ セポスターチス

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 パターンフィオナ パターンフィオナ

レディス Ｂ－Ｔｈｒｅｅ ビースリー

レディス ファッションヴィレッヂ ファッションヴィレッヂ ●

レディス Ｆｒａｍｅｓ　ＲＡＹ　ＣＡＳＳＩＮ フレームスレイカズン

レディス ＰＡＧＥＢＯＹ ページボーイ

レディス Ｍｅｗ’ｓ ミューズ ●

レディス Ｍｕｌｌｅｒ ミューラー

レディス ＬＩＭＥ．ＩＮＣ ライムインク ●

レディス ＲＥＴＲＯ　ＧＩＲＬ レトロガール

レディス ロペピクニック ロペピクニック

レディス・キッズ ａｘｅｓ　ｆｅｍｍｅ アクシーズファム

メンズ・レディス・キッズ Ｇａｐ／ＧａｐＫｉｄｓ ギャップ／ギャップキッズ

メンズ・レディス・キッズ ＫＯＥ コエ ●

メンズ・レディス・キッズ ｇｏａ　ＴＨＥ　ＳＴＯＲＥ ゴアザストア

メンズ・レディス・キッズ ＧＵ ジーユー

メンズ・レディス・キッズ ランドリー ランドリー

レディス・服飾雑貨 レプシィムローリーズファーム レプシィムローリズファーム

生活雑貨・レディス Ｌｂｃ　ｗｉｔｈ　Ｌｉｆｅ エルビーシーウィズライフ ● ●

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 ａｄｏｎｉｓ　ｇｒｅｅｎ アドニスグリーン ●

メンズ・レディス 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 アルマーニエクスチェンジ アルマーニエクスチェンジ ●

メンズ・レディス ＷＥＧＯ ウィゴー

メンズ・レディス ＯＬＤ　ＮＡＶＹ オールドネイビー

メンズ・レディス Ｃａｌｉｌｆｏｒｎｉａ　Ｄｅｐｔ． カリフォルニアデプト ●

メンズ・レディス クイックシルバーストア クイックシルバーストア

メンズ・レディス ＧＯＯＤ　ＤＥＡＬ グッドディール ●

メンズ・レディス ｃｏｅｎ コーエン

メンズ・レディス ＴＨＥ　ＳＵＩＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ ザ　スーツカンパニー

メンズ・レディス ザラ ザラ

メンズ・レディス ＳＨＡＲＥ　ＰＡＲＫ シェアパーク

メンズ・レディス ＪＯＵＲＮＡＬ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ｒｅｌｕｍｅ ジャーナルスタンダード　レリューム

メンズ・レディス ＳＴＵＳＳＹ ステューシー

メンズ・レディス センスオブプレイス センスオブプレイス

メンズ・レディス Ｃｉａｏｐａｎｉｃ チャオパニック

メンズ・レディス チャンピオン チャンピオン ●

メンズ・レディス Ｄｉｓｃｏａｔ　Ｐａｒｉｓｉｅｎ ディスコート　パリシアン ●

メンズ・レディス 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 ● ●

メンズ・レディス ｎｉｋｏ　ａｎｄ ニコアンド

メンズ・レディス ＦＲＥＡＫ’Ｓ　ＳＴＯＲＥ フリークスストア

メンズ・レディス ＢＲＩＣＫ　ＨＯＵＳＥ　ｂｙ　ＴＯＫＹＯ　ＳＨＩＲＴＳ ブリックハウスバイトウキョウシャツ

メンズ・レディース マーノ・ガーメント　コンプレックス マーノ・ガーメント　コンプレックス

メンズ・レディス ユナイテッドアローズグリーンレーベル ユナイテッドアローズグリーンレーベル

メンズ・レディス ＬＥ　ＪＵＮ　 ル・ジュン

メンズ・レディス 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・生活雑貨 ｉｋｋａ　ＬＯＵＮＧＥ イッカラウンジ ●

メンズ ＥＤＩＴＩＯＮ　ＷＯＲＫＳ エディション　ワークス

※上記リストは 2015 年 6月 11 日時点の情報です。 
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◆ママ・子育て 12 店舗 

 

  

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店

商業施設

初出店

神奈川県

初出店
新業態

メンズ （仮称）ＯＳＡＤＡ　ＰＬＵＳ オサダプラス ●

メンズ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅ　 コレクティブ

メンズ ジャックローズ ジャックローズ

メンズ トルネードマート トルネードマート

メンズ ＨＩＤＥＡＷＡＹＳ ハイダウェイ

メンズ マーノ・ガーメント　コンプレックス マーノ・ガーメント　コンプレックス

メガネ ＪＩＮＳ ジンズ

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＆レッグス チュチュアンナ チュチュアンナ

靴下 靴下屋 クツシタヤ

靴 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ エービーシー・マート

靴 ｅｎｃｈａｎｔｅｄ エンチャンテッド

靴 ゲンキ・キッズ ゲンキ・キッズ

靴 ビルケンシュトック ビルケンシュトック

靴 Ｙｏｕ－Ｈｏｌａ！ ユーホラ ●

靴 ＲＥＧＡＬ　ＳＨＯＥＳ リーガルシューズ

鞄・服飾雑貨 アート・バーグ アート・バーグ

鞄 ＡＣＥ エース

鞄 サックスバー サックスバー

鞄 サマンサ＆シュエット サマンサアンドシュエット

鞄 サマンサベガ サマンサベガ

服飾雑貨・カフェ他 ＴＡＫＡＳＨＩＭＡＹＡ Ｓｔｙｌｅ　Ｍａｉｓｏｎ タカシマヤスタイルメゾン ● ● ●

衣服・雑貨/生活雑貨/食品 無印良品 ムジルシリョウヒン

服飾雑貨 アルテミスｂｙダイアナ アルテミスバイダイアナ

服飾雑貨 アルメダールス アルメダールス ● ● ●

服飾雑貨 エスペランサ＋Ｋｉｄｓ エスペランサプラスキッズ ●

服飾雑貨 ｃｒｏｃｓ クロックス

服飾雑貨 コレクターズ コレクターズ

服飾雑貨 ＳＨＯＥ　ＢＡＲ シューバー

服飾雑貨 ＷＡ　ＯＲｉｅｎｔａｌ　ＴＲａｆｆｉｃ ダブルエーオリエンタルトラフィック

服飾雑貨 ピンクレモンツリー ピンクレモンツリー

服飾雑貨 フララニハワイ フララニハワイ

服飾雑貨 ＦＬＡＶＡ　ＤＥＳＩＧＮ フレイヴァデザイン ●

服飾雑貨 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

服飾雑貨 マリ―クワント マリークワント

呉服 さが美 サガミ

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店

商業施設

初出店

神奈川県

初出店
新業態

キッズ ＡＬＧＹ アルジー

キッズ クレアーズ クレアーズ

キッズ ジェニイ ジェニイ

キッズ ｐｅｔｉｔ　ｍａｉｎ プティマイン

キッズ ＢＲＥＥＺＥ ブリーズ

キッズ マーキーズ マーキーズ

キッズ・メンズ・レディス グラニフキッズ グラニフキッズ

マタニティ・ベビー・キッズ アカチャンホンポ アカチャンホンポ

ベビー・キッズ・レディス ｆäｆä フェフェ

ベビー・キッズ雑貨 ＤＡＤＷＡＹ　ＬＩＦＥ　ＤＩＳＣＯＶＥＲＹ ダッドウェイ　ライフ　ディスカバリー ●

幼児教室 めばえ教室 メバエキョウシツ

幼児教室/フィットネス ＭＹ　ＧＹＭ マイジム

※上記リストは 2015 年 6月 11 日時点の情報です。 
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◆雑貨・サービス他 88 店舗 

 

  

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店

商業施設

初出店

神奈川県

初出店
新業態

雑貨 Ｎａｔｔｙ’ｓ ナッティーズ ●

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

生活雑貨 オーサムストア オーサムストア ●

生活雑貨 Ｃａｎ★Ｄｏ キャンドゥ

生活雑貨 ３ＣＯＩＮＳ スリーコインズ

生活雑貨 ２１２　ＫＩＴＣＨＥＮ　ＳＴＯＲＥ トゥーワントゥー　キッチンストア

生活雑貨 季日和 トキビヨリ

生活雑貨 ハンプティーダンプティ― ハンプティーダンプティー

生活雑貨 ライフボックス ライフボックス ●

生活雑貨 ル・クルーゼ ル・クルーゼ

生活雑貨 ＬｏＦｔ ロフト

生活雑貨 ローラアシュレイホーム ローラアシュレイホーム

生活雑貨 ｏｎｅ’ｓ　ｔｅｒｒａｃｅ ワンズテラス

ライフスタイル雑貨 チチカカ チチカカ

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

バラエティ雑貨 ＯＬＹＭＰＩＡ　Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ　Ｌａｂｅｌ オリンピア　チョコレートレーベル

バラエティ雑貨 包むファクトリー ツツムファクトリー

家具・雑貨 ＣＲＡＳＨ　ＧＡＴＥ　ＰＬＵＳ クラッシュゲートプラス ●

家具・雑貨 ＫＥＹＵＣＡ ケユカ

ガーデニング・生活雑貨衣料 インナチュラル インナチュラル

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

タオル タオル美術館 タオルビジュツカン

ｺｰﾋｰﾒｰｶｰ・ｺｰﾋｰｶﾌﾟｾﾙ・ｺｰﾋｰ関連ｱｸｾｻﾘｰ ネスプレッソブティック ネスプレッソブティック ●

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 ミルフローラ・ドゥ ミルフローラ・ドゥ

アクセサリー＆ビーズ パーツクラブ パーツクラブ

天然石アクセサリー アナヒータストーンズ アナヒータストーンズ

シルバー ＢＬＥＳＳ ブレス ●

ジュエリー ＴＨＥ　ＫＩＳＳ ザ・キッス

ジュエリー Ｌｕｎａ ルナ ●

ジュエリー・服飾雑貨 ｃａｎａｌ４℃・Ｌｕｒｉａ４℃ カナルヨンドシー・ルリアヨンドシー

眼鏡 眼鏡市場 メガネイチバ

時計・眼鏡 ＴｉＣＴＡＣ チック・タック

時計・眼鏡 ＰＯＫＥＲ　ＦＡＣＥ ポーカーフェイス

アウトドア Ａ＆Ｆ　ＣＯＵＮＴＲＹ エイアンドエフ　カントリー

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 モンベル モンベル

スポーツギア エルブレス エルブレス

スポーツギア ｓｎｏｗ　ｐｅａｋ スノーピーク

スポーツ＆アウトドア 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

スポーツ＆アウトドア ＴＨＥ　ＮＯＲＴＨ　ＦＡＣＥ＋ ザ・ノース・フェイス　プラス

コスメ ＫＩＥＨＬ’Ｓ　ＳＩＮＣＥ　１８５１ キールズ

コスメ フルーツギャザリング フルーツギャザリング ●

フレッシュハンドメイドコスメ ＬＵＳＨ ラッシュ

軽飲料／化粧雑貨 ＲＥＣＥＴＴＥ　　ＡＵＸ　ＰＡＲＡＤＩＳ ルセット　オゥパラディ ●

ハーブ・アロマ関連 生活の木 セイカツノキ

ドラッグストア トモズ トモズ

寝具 Ｂ－ＤＥＳＩＧＮ ビーデザイン ●

書店・雑貨 ＢＯＷＬ ボウル ●

書店 有隣堂 ユウリンドウ

ＣＤ・ＤＶＤ・チケット バンダレコード バンダレコード ●

楽器・音楽教室 島村楽器 シマムラガッキ

家電 ｎｏｊｉｍａ ノジマ

携帯キャリアショップ ａｕショップ エーユーショップ

携帯キャリアショップ ソフトバンク ソフトバンク

携帯キャリアショップ Ｙ！ｍｏｂｉｌｅ ワイモバイル

ペット ＰＥＴ　ＰＡＲＡＤＡＩＳＥ　ＤＸ ペットパラダイスデラックス

宝くじ 大黒天宝くじ ダイコクテンタカラクジ

写真スタジオ ｈｏｌｌｙｈｏｃｋ ホリーホック

保険 ほけん百花 ホケンヒャッカ

保険 保険見直し本舗 ホケンミナオシホンポ

料理教室 ＡＢＣ　Ｃｏｏｋｉｎｇ　Ｓｔｕｄｉｏ ＡＢＣ　クッキングスタジオ

ホットヨガ ホットヨガスタジオＬＡＶＡ ホットヨガスタジオラバ

※上記リストは 2015 年 6月 11 日時点の情報です。 
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◆レストラン・カフェ 18 店舗 

 

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店

商業施設

初出店

神奈川県

初出店
新業態

フィットネス ボディーズ ボディーズ

旅行代理店 エイチ・アイ・エス エイチアイエス

旅行代理店 ＪＴＢ ジェイティービー

美容室 ＡＶＥＤＡ　ｇｒｉｔ アヴェダ　グリット ●

美容室 ＱＢハウス キュービーハウス

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 ビューティーテラス ビューティーテラス

美容 ネイルズユニーク ネイルズユニーク

エステ ルナカーザプラス海老名 ルナカーザプラスエビナ ●

リラクゼーションサロン ラフィネプリュス／ナチュラルボディ ラフィネプリュス／ナチュラルボディ

整骨院 げんき堂整骨院・げんき堂鍼灸院 ゲンキドウセイコツイン・ゲンキドウシンキュウイン

外国語教室 ＥＣＣ外語学院 イーシーシーガイゴガクイン

パソコン教室 ハロー！パソコン教室 ハローパソコンキョウシツ

クリーニング ポニークリーニング ポニークリーニング

サービス ＬＯＯＫＳＭＡＲＴ ルックスマート

コンタクトレンズ エースコンタクト エースコンタクト

眼科 （仮称）なえ眼科クリニック ナエガンカクリニック

アミューズメントパーク （仮称）ＡｓｏＭＩＸ アソミックス ●

銀行 静岡中央銀行 シズオカチュウオウギンコウ

ＡＴＭ スルガ銀行ＡＴＭ スルガ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 横浜銀行ＡＴＭ ヨコハマ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

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店

商業施設

初出店

神奈川県

初出店
新業態

カフェ・フレンチトースト Ｉｖｏｒｉｓｈ アイボリッシュ ● ●

親子カフェ ＡＲＯＵＮＤ　ＴＡＢＬＥ アラウンドテーブル ●

ハワイアン Ｋａｉｌｕａ　Ｗｅｅｋｅｎｄ カイルア　ウィークエンド ●

和カフェ カフェ会 カフェカイ ●

串揚ビュッフェ 串屋物語 クシヤモノガタリ

総合ビュッフェ ＴＨＥ　ＢＵＦＦＥＴ　ＤＩＮＥＲ ザ　ビュッフェ　ダイナー ● ● ●

サンドウィッチ サブウェイ サブウェイ

飲食 Ｊ．Ｓ．ＢＵＲＧＥＲＳ　ＣＡＦＥ ＪＳバーガーズカフェ

とんかつ 熟成豚かつ　だいち ジュクセイトンカツ　ダイチ ● ●

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

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

中華 大連餃子基地　ＤＡＬＩＡＮ ダイレンギョウザキチ　ダリアン

居酒屋・焼肉 月あかり、輪火 ツキアカリ、リンカ ●

鉄板ダイニング 鉄板焼　寿々の助 テッパンヤキ　ジュジュノスケ ●

カフェ デリス　タルトアンドカフェ デリス　タルト　アンド　カフェ

イタリアン ＢＡＬ　ＰＩＮＯＬＯ バルピノーロ ●

グリル・ハンバーグ ハングリータイガー ハングリータイガー

スパニッシュ ＬＯＢＲＯＳ　×　ＹＯＣＣＯ’Ｓ　ＲＩＣＯ　ＴＡＢＬＥ ロブロス　バイ　ヨッコーズ　リコ　テーブル ● ● ●

※上記リストは 2015 年 6月 11 日時点の情報です。 
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◆フードコート 11 店舗 

 

 

 ◆スーパーマーケット・食物販 33 店舗 

  

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店

商業施設

初出店

神奈川県

初出店
新業態

うどん うまげな ウマゲナ ●

カフェ＆バー È　ＰＲＯＮＴＯ エプロント ●

粉物 大阪グルメ　てっぱん屋台 オオサカグルメテッパンヤタイ ●

海鮮 小田原港　わらべ オダワラコウ　ワラベ ● ●

つけ麺・ラーメン 久臨 キュウリン ●

中華 京鼎樓小館 ジンディンロウショウカン

牛たん 仙臺たんや　利久 センダイタンヤ　リキュウ ●

親子丼 鶏　三和 トリサンワ

和定食 博多めんたい　やまや食堂 ハカタメンタイ　ヤマヤショクドウ

パスタ＆ピッツァ ＰＡＳＴＡ　＆　ＰＩＺＺＡ　Ｓａｌｖａｔｏｒｅ　Ｃｕｏｍｏ パスタ　アンド　ピッツァ　サルヴァトーレ　クオモ ●

カレー 野菜を食べるカレーｃａｍｐ　ｅｘｐｒｅｓｓ ヤサイヲタベルカレー　キャンプエクスプレス

業種 店舗名 店舗名ヨミカタ
日本

初出店

商業施設

初出店

神奈川県

初出店
新業態

スーパーマーケット ロピア ロピア

和菓子 浅草　梅園 アサクサウメゾノ

アジア惣菜 ＡＳＩＡＮ　ＣＵＩＳＩＮＥ　ＣＨＯＰＳＰＯＯＮ　ＤＥＬＩ＆ＫＩＴＣＨＥＮ アジアン　キュイジーヌ　チョップスプーン　デリ　アンド　キッチン ● ●

おにぎり おにぎり　結び菜 オニギリ　ムスビサイ ● ●

コーヒー・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 北野エース キタノエース

中華惣菜 桂林常菜房 ケイリンジョウサイボウ

和菓子 口福堂 コウフクドウ

チョコーレート ゴディバ ゴディバ

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

ベーカリー 湘南Ｂｉｇｇｙ ショウナンビギー

寿司、水産加工品 鈴木水産・三崎豊魚 スズキスイサン・ミサキホウギョ ●

和惣菜 惣菜暖簾山正 ソウザイノレンヤマショウ ● ● ●

洋惣菜 ターブルオギノ ターブルオギノ ●

中華惣菜 ＤＡＬＩＡＮ　點心舗 ダリアンテンシンホ ●

たこ焼き 築地銀だこ ツキジギンダコ

デニッシュ ｄａｎｉｓｈ　Ｂａｒ デニッシュバー

グロッサリー 富澤商店 トミザワショウテン

とんかつ とんかつ新宿さぼてん トンカツシンジュクサボテン

ベーカリー ドンク ドンク

鶏惣菜 日本一 ニホンイチ

駄菓子 ふうりん堂 フウリンドウ

グロッサリー ＦＥＴＥ　ｌｅ　Ｍａｒｃｈｅ フェテルマルシェ

ジュースバー Ｆｒｕｔｉｓ　Ｂａｒ　ＡＯＫＩ フルーツバーアオキ

洋惣菜 ＦＬＯ　ＰＲＥＳＴＩＧＥ　ＰＡＲＩＳ フロ　プロステージュ　パリ

洋菓子 ＢＡＫＥ　ＣＨＥＥＳＥ　ＴＡＲＴ ベイク　チーズ　タルト

ソフトクリーム・洋菓子 ベビーモンシェールカフェ ベビーモンシェールカフェ ●

ファストフード ミスタードーナツ ミスタードーナツ

洋菓子 モロゾフグランＴＯＫＹＯ モロゾフグラントーキョー

洋惣菜 山のホテル　Ａｕ　ｂｏｎ　Ｒｏｓａｇｅ ヤマノホテル　オーボンロサージュ

鯛焼き 横浜くりこ庵 ヨコハマクリコアン

洋菓子 鹿鳴館 ロクメイカン

ワッフル・ケーキ ワッフル・ケーキの店　Ｒ．Ｌ ワッフル・ケーキノミセ　エール・エル

※上記リストは 2015 年 6月 11 日時点の情報です。 



22 
 

 

＜添付資料 2＞ 「三井ショッピングパーク ららぽーと海老名」概要 

所在地 神奈川県海老名市扇町 13 番 1 号 

敷地面積 約 33,000 ㎡ 

構造規模 店舗棟 鉄骨造 4 階建、駐車場棟 鉄骨造 6 階建 

延床面積 約 121,000 ㎡（約 36,660 坪） 

店舗面積 約 54,000 ㎡（約 16,300 坪） 

店舗数 263 店舗 

駐車台数 約 1,800 台 

交通 
JR 相模線「海老名」駅 徒歩 1 分（駅直結） 
小田急小田原線「海老名」駅 徒歩 3 分 
相模鉄道本線「海老名」駅 徒歩 4 分 

営業時間 
物販・サービス 10:00〜21:00 
フードコート・レストラン 11:00〜23:00 
※一部店舗では営業時間が異なる場合がございます。 

設計・施工 大成建設株式会社 

環境デザイン ゲンスラー アンド アソシエイツ インターナショナル リミテッド 

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-ebina.com 

＜添付資料 3＞ 航空写真（2015 年 5 月時点）株式会社 三輪晃久写真研究所撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜添付資料 4＞ 敷地配置図 
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【狭域図】 

  

＜添付資料 5＞ 位置図 

【広域図】 
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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45,300㎡ 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：262店舗

東京都立川市泉町935-1他
2015年秋開業予定 2016年秋開業予定
店舗面積：約60,000㎡ 店舗面積：約61,000㎡
店舗数：約240店舗 店舗数：約240店舗

中華人民共和国上海市浦東新区金橋出口加工区
2017年開業予定
店舗面積：約74,000㎡
店舗数：約200店舗

（仮称）ららぽーと上海金橋

（仮称）ららぽーと立川立飛 （仮称）ららぽーと平塚

三井ショッピングパーク ららぽーと磐田 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 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

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

＜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（2015 年 6 月現在） 


