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2015 年 7 月 15 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 ららぽーと磐田」大規模リニューアル 

9 月 19 日（土）より 49 店舗が新規・改装オープン 

“体感・体験”の要素を重視した「PRECIOUS MALL（＝とっておきモール）」が更に進化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 「三井ショッピングパーク ららぽーと磐田」 リニューアルポイント  

多世代で一日中楽しめる“体感・体験”を重視し、コンセプト「PRECIOUS MALL（＝とっておきモール）」を更に進化。 

① PRECIOUS SPACE & MUSIC 
●屋外デッキに、人工芝の「グリーンステージ(第二イベントステージ)」を新設。 
●フードコートは音響設備を整え、より心地良い環境に。 

② PRECIOUS SERVICE 
●旅行プランからトラベルグッズまで提案する「トラベルラウンジ」を新設。 
●レストランゾーンはヨーロッパの石畳の街並みのような雰囲気に。 
●キッズスペース等、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」のコンセプトを導入。 
●休憩だけでなく交流の場となる「タタミラウンジ」やイートインとしても利用可
能な「パークラウンジ」を新設。 

③ PRECIOUS SHOPS 
エリア初のインポートブランドやセレクトショップ、ライフスタイル雑貨、コスメ・宝
飾店等、話題の店舗が多数出店。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 6 月の開業以来初となる「三井ショッピングパーク ら

らぽーと磐田」（所在：静岡県磐田市）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）、10 月 24 日（土）の 2 段階

オープンを予定しており、合わせて静岡県初出店 9 店舗を含む 49 店舗

（新店 27 店舗、改装 22 店舗）がオープンします。 

 変化を続ける浜松/磐田エリアの商業マーケットの中で、多世代のお客

さまから選ばれ続ける施設づくりを目指し、体感・体験の要素を重視した

大規模なリニューアルを実施します。 
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話題のグルメとともに、心地よい音楽も味わえる 

美味しい時間を楽しむフードコート（約 720 席）へリニューアル！

 

 

 
 

フードコートと連続する屋外デッキに、第二の屋外イベントステ

ージを新設。観覧スペースが人工芝のフラットスペースになり、

開催イベントの幅が広がります。小さなお子さまから大人まで

楽に座って観覧できるなど、参加者にやさしいスペースとなり

ます。イベント非開催時は屋外の気持ちの良いフリースペース

としてご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その日の気分に合わせて席を選べるような、おもてなし感の高い空間を提案。また、音響設備を整え、季節・時間帯

により変化する BGM をご用意いたします。音楽も楽しみながら食事ができる居心地の良い空間です。 

■ ガーデンエントランス：奥に広がるテラスの賑わいとリンクするように、グリーンの装飾や可愛らしいペンダント照明を施し、

明るく爽やかなエントランスを演出します。 

■ ワンランク上のひと時を味わえるテラスゾーン：白タイル・木・グリーンの装飾をあしらい、エントランスと同様な明るく爽や

かなスペースを演出。ミニライブが行えるステージも新設し、自動演奏機能付きピアノも設置します。 

■ お子さま連れでも安心なキッズゾーン：小上がり席を新設し、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。

「ママ with ららぽーと」のコンセプトをカタチにしています。 

 

 

■NEW OPEN   ※各店舗のオープンは 10 月 24 日（土）予定。                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

① PRECIOUS SPACE & MUSIC 

グリーンステージ（第二イベントステージ）（新設） 第一イベントステージ（既設） 

●コールド・ストーン・クリーマリー / クロワッサンたい焼き ●しおや 

静岡県内に 6 店舗展開する牛タン専門

店。3 日間熟成させた牛タンを香り豊かに

焼きあげます。牛タンと共に、ヘルシーで

栄養たっぷりの麦めしやとろろもお楽しみく

ださい。 

※上記の写真・イラストは全てイメージです。 

ガーデンエントランス テラスゾーン フロントエリア 

人工芝の「グリーンステージ（第二イベントステージ）」が 

新設され、屋外デッキがよりアクティブなスペースへ。 

コールド・ストーン・クリーマリー 

オーダー後に、歌いながら、-9℃の

石の上でアイスクリームとフルーツな

どを混ぜ合わせて提供します。 

クロワッサンたい焼き 

小豆から炊いた餡をクロワッサン

生地に包み焼き上げた、独特の

サクッとした食感が特徴のクロワッ

サンたい焼きです。 
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体感・体験を通して、多世代で楽しく過ごせる新しいサービスを提案します。 

 

 

 

旅行に関する情報をゆっくり休憩しながら収集できるトラベルラウンジ。旅行パンフレットや 

旅行関連書籍を閲覧でき、おすすめの旅行雑貨・用品やファッションを展示・紹介。 

イベントも開催し、新たなトラベルライフスタイルを提案します。 

 

■NEW OPEN                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ブリックタイルによりヨーロッパのオシャレな路地裏を連想させる空間演出が施されたレストランゾーン。 

「FOOD ALLEY（食の小路）」をテーマに、お店選びが楽しくなる雰囲気を創出しています。 

■NEW OPEN                                

 

 

 

■RENEWAL                   

 

 

 

 

ヨーロッパの石畳の街並のような「FOOD ALLEY（食の小路）」へ、 

レストランゾーンの雰囲気を大幅にリニューアル。 

●さち福や  静岡県初出店  

厳選したお米、健康卵、焼き魚など昔ながらの味を楽しめる定食が盛

りだくさん。安心、安全をモットーに出来立てでバランスのよい食事を

提供しています。 

●スターバックス コーヒー 

アメリカ・シアトル生まれのコーヒーストア

“スターバックス コーヒー”。ハイセンス

な都会の香りとともに、ショッピングの合

間にほっとひと息ついていただけます。 

※上記の写真・イラストは全てイメージです。 

旅行プランからトラベルグッズまで揃う、提案型情報発信スペース。 

トラベルラウンジを新設。 

●ABC-MART RUN&WALK 

 静岡県初出店  

ＡＢＣマートが展開する新業態。健康×フ

ァッションをテーマにした、ランニング・ウォ

ーキングシューズのセレクトショップです。 

●JS トランク＆コー  

 静岡県初出店  

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クショップ（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）。 

●サックスバージーン 

カジュアルからトラベル用のスーツケース

まで多彩なアイテムを取り揃えています。

② PRECIOUS SERVICE TRAVEL 

② PRECIOUS SERVICE GOURMET 
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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するために、三井不動産の子育

て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検討。子育て

中のママとパパに安心してご来店いただける施設を目指す取り組

みです。 

 

フードコートのキッズゾーンに、人工芝のマウンドや「そうぞうのおか」を新設。 

小上がり席もあり、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。 

●小さなお子さまが遊べるように、2 階のエレベーターホ

ールにキッズスペースを新設します。（0～2 才児用） 

●授乳室/おむつ替え室(お手洗い)を心地よく感じられ

る環境になるように、壁紙、備品などを模様替えいたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小さなお子さまと、ティーンズ女子のために 

株式会社ナムコが独自開発した 2 つのプレイ施設を新設します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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」を 

関西・首都圏に続きららぽーと磐田にも導入。 

子どもたちの笑顔が生まれるナムコが先行リニューアル。 

タレント気分で盛り上がる、ティーンズ女子向けゾーン新設。 

シールプリントコーナー「eggnam」。 

eggnam 

あそびパーク 

※上記の写真・イラストは全てイメージです。 

あそびパーク 

親と子のコミュニケーションが自然に生まれ、 

遊びが学びにつながる「あそびパーク」。 

タレント気分でメイクやコスプレをして盛り上がれる 

シールプリントコーナー。コスプレ・小物を有料でレンタルできます。 

お子さまの想像力と創造力を喚起するだけでなく、親と子がコミ

ュニケーションを深める場としてもご利用いただけるインドアパー

ク。”さらさら”の抗菌処理をした「ホワイトサンド」すなばや、水に

湿らさなくても自由な形に固まる砂「ホワイトサンドＰＬＵＳ」のコー

ナーも用意してます。 

1 階フードコート内 キッズゾーン 

② PRECIOUS SERVICE KIDS 

キッズスペース（2 階） 

そうぞうのおか

小上がり席

ハードでの対応 
ショップ 

ソフトでの対応 
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公園でゆっくり寛いでいるような気分を感じる休憩スペース「パークラウンジ」（約 30 席）。 

靴を脱ぎ、ゆっくりと家族で寛ぐことができる「タタミラウンジ」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ●イートイン利用も可能な休憩スペース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■NEW OPEN                                                         

既存店を含めて食物販専門店の多彩な集積で、おいしい魅力がアップ。手土産・プレゼント選びも楽しくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●口福堂 

食べること「口腹」と幸せな時「福」をな

ぞらえ、「柿安 口福堂」と名づけまし

た。母から娘へと受け継がれてきた昔

ながらの製法と自然のおいしさをそのま

まに、ひとつひとつ手作りしています。 

●アンドリューのエッグタルト 

マカオにあるロードストーズベーカリーの
英国人、アンドリュー・W・ストウ氏によっ
て開発されたお菓子。たまごと生クリー
ムを贅沢に使用した定番のエッグタルト
をはじめ、日本限定販売のストロベリー、
アップルシナモンティー、抹茶あずき、キ
ャラメルナッツもご用意しております。 

 

●休憩・コミュニティスペース 

靴を脱いでリラックスして休憩できる寛ぎスペース。

畳敷きの空間にはミニ図書館や将棋・囲碁台、 

テーブルゲームをご用意。多世代で楽しむことが 

できます。 

 

② PRECIOUS SERVICE COMMUNITY 

※上記の写真・イラストは全てイメージです。 
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ライフスタイル雑貨、ファッション専門店などがオープン。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ブルースタンダード  静岡県初出店  

スタンダードながら、程よくトレンドをミックス

したメンズブランド。都会的で爽やかなニュ

ーベーシックスタイルを提案します。 

●ルーデミクス  静岡県初出店  

トレンド＆ベーシックをコンセプトに国内

外から厳選したアイテムを展開する、レ

ディス＆メンズのセレクトショップです。 

 

●アンシャンテルル 

高感度なアーバンカジュアルの MIX ス

タイルチョイスが楽しめるトレンドショップ

です。 

 

●スケッチャーズ  静岡県初出店 

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 新モデルを数多くラインナップ

しています。 

●デシグアル 

スペイン・バルセロナ発のファッションブラン

ド。カラフルな柄や個性的でインパクトのある

デザインを得意とする。アートをミックスした

空間を体験できるストアです。 

 

③ PRECIOUS SHOPS 

都市型ファッションのセレクトショップ、静岡県初となるインポートブランドが出店。 

●マリークワント 

「ノン・ルール」をコンセフト゚にコスメ・
ファッション・雑貨すへでのアイテム
を自由に組み合わせることて自゙分ら
しさを表現。女性の美を彩ります。 

●スタディオクリップ 

「今日の日を忘れない
一日に。」 ナチュラル
雑貨＆ファッションのシ
ョップです。 

 

●アンフィ 

洋服のセレクトショップのような感
覚で、いろいろなテイスト＆アイテ
ムを探せるワコール発のインナー
ウェアのセレクトショップです。い
つでも“新しい、かわいい”が見つ
かります。 

●ナッティーズ 

「Have a nice day !」あなたの毎日に
ステキなモノと大切なコトが溢れます
ように。そんなコンセプトのもと、タン
ダードなものからクスッと笑えるもの
まで、毎日を彩る雑貨を取り揃えて
います。 

●ブランシェス 

カジュアルスポーツウェアとアウトドア

感覚のアイテムを MIX したキッズブラ

ンド。ライトなスポーツシーンから、アウ

トドアシーンに合ったスタイリングを提

案しています。 

●ギンザハピネス 

ジュエリー・時計・バッグ・ウォレット
などのアニバーサリーショップ。誕
生日、結婚記念日、クリスマス、バ
レンタインデー、入学、卒業、就職
などのプレゼントにふさわしい、多彩
なアイテムを取り揃えています。 

 

※上記の写真・イラストは全てイメージです。 
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●ビーデザイン 

お客様にぴったりの枕をご提案するオー
ダーメイド枕専門店。美睡眠をテーマとし
た「寝ながら」美容アイテムも充実してい
ます。 

●グランビュフル 

「全ての女性に 高の輝きを…。」コン
セプトに、ドレス、アクセサリー、雑貨を
豊富にセレクトしたショップです。 

 

●タカキュー 

スーツ・カジュアル・ファッションの専門
店。ビジネススーツからカジュアルウェ
アまで、メンズ・レディースを取り揃えて
います。バッグやベルト、ネクタイなどの
服飾小物も豊富です。 

●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。 

 

●エービーストア 

アメリカ製の人気スマホ向けなら、デコ
ケースやキャラクターケース、デコ手帳
ケース、本革手帳ケースなど多彩なア
イテムを取り揃え、各社スマホ向けのタ
ッチペンや充電器などのアクセサリーも
豊富です。 

●3 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。 

●クイックカット BB 

ヘアーカット 15 分で 1,050 円（税込）。
全国にチェーン展開している、ファミリー
向けのカットハウスです。 
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三井不動産の取り組み 

 

 

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。 

※新デザインのカードは本年 7 月以降順次発行開始です。 

※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 13 施設（本年 7 月時点）でご利用いただけるスマートフォン用 

アプリ（無料）を配信中。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。お気に入り施設に登録すれば、簡単にお得な情報が入手できます。 

さらに、本年 9 月から順次、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に連携させることにより、アプリで三井ショッピングパークポイントの残高確

認ができるようになります。 

また、来春（予定）には、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”機能も追加になります。 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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を配信 

みついショッピングパーク 「キッズクラブ」の運用 
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＜添付資料 1＞出店店舗一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新店　27店舗＞
【ファッション】9店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

レディス・雑貨 Enchante Lou Lou アンシャンテルル 10/下旬

レディス・雑貨 GRAN BUFULL グランビュフル 9/19

レディス・雑貨 studio CLIP スタディオクリップ 10/24

メンズ・レディス TAKA Q タカキュー 9/5

レディス Desigual デシグアル 10/24

キッズ ブランシェス ブランシェス 9/19

メンズ・レディス Blue　Standard ブルースタンダード ● 10/24

メンズ・レディス・雑貨 RUE DE MIX ルーデミックス ● 10/下旬

着物・服飾雑貨 和ごころりんず ワゴコロリンズ 10/16

【服飾雑貨】10店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

インナー(レディス） AMPHI アンフィ 10/24

シューズ・服飾雑貨 ABC-MART RUN&WALK エービーシーマート　ラン＆ウォーク ● 10/24

スマホケース・雑貨 ABstore エービーストア ● 11/上旬

ブランド品・雑貨 GINZA　Happiness ギンザ　ハピネス 9/19

バッグ・服飾雑貨 ＳＡＣ’Ｓ　ＢＡＲ　Jean サックスバージーン 9/19

バッグ JS　TRUNK＆Co ジェイエストランクアンドコー ● 10/24

シューズ・服飾雑貨 SKECHERS スケッチャーズ ● 9/19

ジュエリー Douxmiere bijou SOPHIA ドゥミエールビジュソフィア 11/上旬

雑貨 Ｎａｔｔｙ’ｓ ナッティーズ 9/19

コスメ・服飾雑貨 MARY　QUANT マリークヮント 10/24

【その他雑貨】2店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

生活雑貨・服飾雑貨 3COINS スリーコインズ 9/19

寝具雑貨 B-design ビーデザイン 10/24

【食物販】2店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

洋菓子 アンドリューエッグタルト アンドリューエッグタルト ● 8/1

和菓子 柿安口福堂 カキヤスコウフクドウ 10/24

【飲食】1店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

和定食 さち福や サチフクヤ ● 11/7

【フードコート】2店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

アイスクリーム
コールド・ストーン・クリーマリー
/　クロワッサンたい焼き

コールド・ストーン・クリーマ
リー/クロワッサンタイヤキ

10/24

牛タン・グリル しおや シオヤ 10/24

【サービス】1店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

ヘアサロン クイックカットBB クイックカットBB 9/19

＜改装　22店舗＞
【ファッション】9店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

メンズ・レディス ikka LOUNGE イッカ　ラウンジ 9/19

レディス INGNI イング 9/18

メンズ・レディス VENCE share style ヴァンス　シェアスタイル ● 10/24

メンズ・レディス OSADA PLUS オサダ　プラス 9/19

レディス Garden by oneway ガーデン　バイ　ワンウェイ 9/上旬

メンズ・レディス COEN コーエン 9/16

レディス・服飾雑貨 D-HEARTS Four Seasons Store ディーハーツ　フォーシーズンズストア 9/19

メンズ・レディス・服飾雑貨 Billabong ビラボン 9/5

レディス PAGEBOY ページボーイ 10/3

【服飾雑貨】6店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

ファッション雑貨 MUK MOCA BROWN エムユーケー　モカ　ブラウン 9/19

シューズ crocs by fam クロックス　バイ　ファム 9/2

ジュエリー ジュエリーツツミ ジュエリーツツミ 10/24

自然派化粧品 LUSH ラッシュ 9/19

インテリア雑貨 LOVER'S　ROOM ラバーズ　ルーム 9/18

インナー(レディス） AMO'S STYLE by Triumph アモスタイル　バイトリンプ 10/24

【その他雑貨】2店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

シューズ エスペランサ+Kids エスペランサ　プラス　キッズ 9/1

コンタクト 中央ｺﾝﾀｸﾄ チュウオウコンタクト 10/24

【食物販】1店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

バウムクーヘン・ラスク 治一郎 ジイチロウ 9/19

【飲食】1店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

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 10/下旬

【サービス】3店舗

業種 店舗名 カタカナ(読み方） 静岡県初 オープン日

眼科 高見丘眼科 タカミガオカガンカ 10/24

アミューズメント namco ナムコ 7/16

貴金属・ブランド品・リサイクル リサイクルキング リサイクルキング 9/18

※上記リストは2015年7月15日時点の情報です。
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＜添付資料 2＞「三井ショッピングパーク ららぽーと磐田」概要 

所在地 静岡県磐田市高見丘 1200 番地 

開業年月 2009 年 6 月 

敷地面積 約 70,000 ㎡ 

延床面積 約 136,000 ㎡ 

店舗面積 約 50,000 ㎡ 

専門店数 約 180 店舗 

駐車場 約 3,400 台 

交 通 

＜電車をご利用の場合＞ 

JR 東海道本線「磐田駅」よりバス約 20 分 

＜お車をご利用の場合＞ 

東名高速道路「遠州豊田パーキングエリア」 

ETC 専用スマートインターチェンジより約 0.3km 

営業時間 

物販・フードコート・カフェ／10:00～21:00 

レストラン／11:00～22:00 

パレマルシェ／10:00～22:00 

※一部店舗では営業時間が異なる場合がございます。 

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-iwata.com/ 

 

＜添付資料 3＞位置図 
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＜添付資料 4＞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 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

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年秋開業予定 2015年秋開業予定
施設・店舗数：約300 店舗面積：約60,000㎡

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
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

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


