＜添付資料２＞ららぽーと EXPOCITY

９ ららぽーと EXPOCITY
“ショッピング”もエンターテインメント！
三井不動産の「フラッグシップモール」

当社の商業施設事業は、1981 年に千葉県で開業した「ららぽーと船橋（現ららぽーと TOKYO-BAY）」からスタートし、
その「ららぽーと TOKYO-BAY」は今年で 35 年目を迎えた今でも、平日・休日にかかわらず多くのお客様にご来館いた
だいています。この 35 年の商業施設事業の経験を活かし、これまでの「ららぽーと」をさらに進化させた「フラッグシップ
モール」が、ここ「EXPOCITY」に誕生します。
「ららぽーと EXPOCITY」は、エンターテインメント性のあるショップやレストランを集め、各ショップ、各ゾーンにおいて、
「一大集積」「体験型」「情報発信」をテーマにしています。EXPO’70 の想いを受け継ぎ、世界へとトレンドを発信するグ
ローバルブランドや、高感度・アクセシブルラグジュアリーブランド、有力セレクトショップ、スポーツ・アウトドア、ヘルス＆
ビューティ、ベビー・キッズ・ジュニア、デイリー、サービスまで、ここに来ればショッピングも遊びも一日中楽しめます。そ
して、国内外からお客様が集う、ここ「ららぽーと EXPOCITY」は、素晴らしい立地にふさわしい「フラッグシップモール」に
なります。

１.
ファッションから
レストラン
ヘルス＆ビューティー、
サービス機能まで

あらゆる分野の
旗艦店の一大集積

「ららぽーと EXPOCITY」東側モール

＊上記の写真・イラストは全てイメージです

2.

3.

体験型
エンターテインメント
×
ショッピング

幅広い層へ向けた
トレンド＆情報発信

のコラボレーション

「ららぽーと EXPOCITY」西側モール
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有名グローバルブランドをはじめ、“関西初出店”店舗が全 47 店舗！
日本初となるメンズ、ウィメンズ、チルドレンを取り揃えた日本最大級のフラッグシップストアとなる「POLO RALPH
LAUREN」、国内2号店目としてRon Hermanのコンセプトストア「RHC」が関西初出店。
また、「Abercrombie & Fitch」が日本のモール＆関西初登場！姉妹ブランド「Hollister」も大阪エリア初出店となります。
「ららぽーとEXPOCITY」で関西初出店の店舗は全47店舗となります。

ショッピングモールの新しいカタチ！インポートブランド、高感度ファッションブランドの一大集積！
ららぽーと EXPOCITY ならではの、上質な空間とライフスタイルを提供する“ちょっとだけ“贅沢なブランド。
ファッションでは、ジョルジオ・アルマーニ監修のもと、新たなコンセプトで生まれ変わる「A|X アルマーニ エクスチェン
ジ」、日本初出店の「コルマー」、人気ブランド「ジェラートピケ」、関西初の直営店となる「Theory」、バッグ・シューズでは
「COLE HAAN」、「ケイト・スペード ニューヨーク」、「マイケル・コース」、「ヴェラ ブラッドリー」など、高感度かつアクセシ
ブルラグジュアリーなブランドが集積。
他にも、生活雑貨からインテリア雑貨まで高感度なアイテムが揃う「CRASH GATE」、アクセシブルラクジュアリーブラン
ドも集めた新感覚時計専門店「THE WATCH SHOP.」も登場。

＊上記の写真・イラストは全てイメージです
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国内有力セレクトショップが勢揃い
ららぽーと EXPOCITY には、人気セレクトショップが一大集積！「BEAMS」、「ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ」、
「FREAK'S STORE」、「ノーリーズ＆グッドマン」、「SHIPS」、「アーバンリサーチ」をはじめ、「417 by É DIFICE」、「 IÉ NA
SLÖBE」、「B:MING LIFE STORE by BEAMS」、「ジャーナルスタンダード レリューム」、「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」、地元関西・神戸発祥のセレクトショップ「Bshop」、今秋登場の新業
態「ナノ・ユニバース フラメント クオレ」が登場。

高感度コスメやジュエリーも充実
ファッションだけでなく、身の回りの高感度なアイテムも多数。記念すべき日本 100 店舗目となる「ロクシタン」をはじめ、
「コスメキッチン」、「M・A・C」、「KIEHL’S SINCE 1851 (キールズ)」、「メルヴィータ」、「マークスアンドウェブ」、「ニール
ズヤードレメディーズ」、「LALINE」、「ALBION DRESSER」等のコスメ・ボディケアショップや、「スタージュエリー」、「カナ
ル４℃」等のジュエリーショップが充実。

＊上記の写真・イラストは全てイメージです
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EXPOCITY“発”注目の新業態店舗が続々
フラッグシップモールにふさわしい新しい取り組みや、「EXPOCITY」から世の中に発信する新業態も続々登場。
全国から問い合わせ殺到、関西で大人気の“香水王子”こと坂本信介プロデュースの香水ファッション雑貨店
「chouchouChérie（シュシュシェリー）」第1号店がオープン。
また、今年で190周年を迎える関西の老舗楽器店である三木楽器が「EXPOCITY」の為に新規プロデュースしたミュー
ジックライフスタイルショップ「DZONE（ディーゾーン）」は、ファッション・トレンドも取り入れた音楽雑貨やギフト、各種ヘッ
ドホンから最新のDJアイテムまで幅広くセレクト！感性を刺激する新感覚の音楽雑貨専門店として誕生。
「La Palette」では、ライフスタイル雑貨やギフト、コト発信イベントなど、彩りのある暮らしを新たに発信。
他にも話題の新業態が多数登場します。

H.L.N.A ZONE『ボードスポーツ＆カルチャーに付随するライフスタイルの提案』
次世代のボードスポーツをサポートしている H.L.N.A が大阪へ進出。
H.L.N.A ZONE とは、ボードスポーツをルーツとする複数のブランドが集まったフロアを H.L.N.A が独自の世界観をもって
プロデュースしたゾーンのこと。ファッション、ミュージック、アート、カルチャーのクロスオーバーを通じて、より広くボード
スポーツの魅力を伝える事をコンセプトとしています。
H.L.N.A ZONE にはコンセプトに共鳴した 11 のショップが集結。カフェや家具など、よりライフスタイルに特化したいっそう
新しい H.L.N.A の世界観が表現されます。

＊上記の写真・イラストは全てイメージです
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スポーツファンが集う地に相応しい幅広いスポーツブランドの集積！
（仮称）吹田市立スタジアムが隣接し、スポーツファンも多く集まるこの地に、ファッションスポーツや本格アウトドアのシ
ョップを充実。
JUN が NIKE と組み、スポーツとファッションの融合をコンセプトに、NIKE のスポーツウエアやスニーカー、オリジナルのカ
ジュアルウエア、コスメブランドの THREE などを揃えた、全く新しいアクティブライフスタイルストア「NERGY」が登場。また、
「THE NORTH FACE」 や、SC 初の専門店展開となる「TCG patagonia」、大阪初となるブランドコアストア「adidas」や、タ
ウンアイテムも取りそろえたリーボック専門店「リーボックフィットハブ」や「DESCENTE BLANC」、他にも実際にアウトドアに
行ける用品を取り揃えたアウトドア専門店「mont・bell」、イベントも開催予定のアウトドアブランド「LOGOS」の体験型直営
店も。

マタニティからジュニアまで！関西最大級のベビー・キッズ・ジュニアソリューション！
子育て世代のお客さまが車で来やすい好立地を生かし、ベビー・キッズ・ジュニアゾーンを強化。マタニティからジュニ
アまで、どの子育て世代にも嬉しい、お子さまの成長に合わせて楽しめるショップを配置しました。「アカチャンホンポ」の
他、人気の「BREEZE Square」、「マーキーズ」、「アプレレクール」など、洋服もおもちゃも雑貨もアクセサリーも、ここに来
れば何でも揃う関西最大級の集積を実現。また、フードコートの横には、輸入玩具の「DADWAY」とコラボした可愛らし
いおむつ替え・キッズトイレスペースもご用意。「Hysteric mini」、「JeNNI」、「Lovetoxic」「ピンクラテ」等、ジュニアにも人
気のブランドも大集合。「birthday party」では、無料のマタニティフォトサービスや各種ワークショップ、海外ブランドのベ
ビーカー貸出も行ないます。写真館のスタジオアリスによる新業態「StudioAlice HALULU」や、幼児教室「セイハインタ
ーナショナルスクール」も出店します。

DADWAY コラボ
オムツ替え・キッズトイレスペース

＊上記の写真・イラストは全てイメージです
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日常使いにも！サービス＆デイリー機能も充実
お客さまに癒しを提供する、リラクゼーションサロン「フットセラピー」、眉＆まつ毛専門サロン「ビューティジーンプロフェッ
ショナル」、ネイルサロン「ネイルズユニーク」等ビューティ系サービスも充実。美容室の「Terrace AVEDA」をはじめ、子
育てママには嬉しい親子で入りやすく、親子でカットが楽しめる機能をご用意し、デジタルサイネージによりモニターで様
々な髪形を親子で遊ぶことができる「With.11CUT」や「QB ハウス」等、美容室も 3 店舗ご用意。
また、近隣のお客さまにとっても、身近な存在として日常使いをしていただけるよう、デイリーに必要なサービス機能も
勢揃い。クリーニングの「プレミアムカーニバル」では京町風の店舗でプレミアムなサービスをご提供、洋服お直しは「フ
ォルムアイ」、「靴専科」ではシューズ、バッグの修理とクリーニングの提供に加え、家事代行サービスも提供。旅行代
理店は「JTB」「阪急交通社」の 2 店舗が出店。また、和を意識し小判をあしらったオリジナルデザインの ATM コーナー
には 8 行（池田泉州銀行、北おおさか信用金庫、京都銀行、セブン銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行
、りそな銀行）の ATM を設置。

国内外の有名キャラクターが続々！キャラクターゾーンを展開
お子さまだけでなく大人にも、また外国人観光客の方にも喜んでいただけるようなキャラクターショップが多数！
おなじみの「KIDDY LAND」「サンリオギフトゲート」「どんぐり共和国」「ピーチクラブ プリンセス」で各種キャラクターグッズ
を取り扱います。

ℂ'76,'15 SANRIO E6071404

＊上記の写真・イラストは全てイメージです
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ショッピングにもエンターテインメントを！大型ショップ内で体験型コンテンツが充実
■ロフト
“暮らしの雑貨館”をコンセプトに、20～30 代の女性を中心に、幅広い世代のお客様が、
暮らしを自分らしく快適にすごすための商品や情報を発信します。
店内では、さまざまな体験やアイデアが詰まっている「ロフトラボ」を展開。家族で参加し、
「集う・学ぶ・楽しむ」を体感できるワークショップ等を展開します。
■無印良品
“感じ良いくらし”の実現をコンセプトに、着心地の良いウェアや素材にこだわった食品、
使い勝手を考えたステーショナリーや家具までが揃います。
木のぬくもりのある遊び場「木育広場」や、食品の試食コーナーも大きく展開いたします。
■TSUTAYA BOOK STORE
“新しい楽しみを見つける空間”をテーマに、ライフスタイルに合わせてオススメの本を展
開。雑誌を中心としたマガジンストリート、本を選べるカテゴリーごとの部屋では、本だけで
なく雑貨、文具、ＣＤなどと一緒にライフスタイルをご提案。
スターバックスコーヒーも併設し、店内のいたるところで本を読みながら、コーヒーを飲め
るスペースをご用意。広々とした Kids スペースでは子どもたちに新しい体験と発見をテ
ーマにイベントも随時開催。
■スーパースポーツゼビオ
スポーツ用品はもちろん、健康志向のお客様に人気の大型健康器具やサプリメント、体
験型試打室をご用意したゴルフ売り場、「ガンバ大阪」コーナーのあるサッカー売り場、オ
リジナルインソールの作成と足型の立体的な計測に基づいた最適なシューズの提案が
できるシューズ売り場などを展開。
スポーツを楽しむエントリー層からトップ層やご家族で楽しめる商品を取り扱います。
■ひごペットフレンドリー
仔犬や仔猫だけでなく、ハムスターなどの小動物や爬虫類、昆虫、アクアリウムまで様々
なゾーンで構成。
ペットホテルやペットクリニック等の充実した設備もご用意し、大人から子どもまで楽しめる
新しいペットショップが誕生。
■エディオン
コンセプトはテーマパーク型店舗。最新家電をはじめ、スマートフォン・タブレットや美容・健康
家電など、売場全体を体験・体感をコンセプトにした総合家電専門店。
映像家電、情報家電、生活家電から、スマートフォン、ゲーム・おもちゃ、リフォーム・オール
電化などまで、世代の枠を超えた楽しく快適な暮らしのシーンを提案。スポーツ選手やタレン
トとのコラボイベントも実施。なんと家電をモチーフにした無料で遊べる遊具も設置。

＊上記の写真・イラストは全てイメージです
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食にもエンターテインメント！ 外部レストラン棟「EXPO KITCHEN（エキスポ キッチン）」
エンターテインメントが食にも！ 18 店舗！
「大起水産回転寿司」が実施するお寿司教室や、
「スイーツパラダイスファクトリー」が実施するケーキ教室等、体
験型レストランが登場します。
また、「EXPO’70」で提供された世界各国の料理を再現する「万博食堂」や、「EXPO’70」で日本初出店となった「KFC
ららぽーと EXPOCITY」が、新業態にて出店します。
各エンターテインメント施設の来場者をはじめ、
お子さまから大人まで楽しめること間違いなしです。
■（仮称）ガンダムスクエア
【カフェ・専門ストア】
「STORE（ストア＝物販）」「Café（カフェ＝飲食）」「FORUM
（フォーラム＝集い）」を三大柱にしたガンダム関連グッズ
が購入できる、西日本初の専門ストアを併設しているカフ
ェ。ガンダムを愛する人のための、そしてより多くの人々に
ガンダムを好きになってもらうための、新たな“拠点”を目
指します。ここでしか購入できない限定品も発売予定！
■スイーツパラダイスファクトリー
【スイーツビュッフェ】
スイーツパラダイスが初めて手
掛ける、パティシエが作るスイ
ーツ工場併設のビュッフェレスト
ランの新業態。
ケーキ教室も開催する予定。

外部レストラン棟「EXPO KITCHEN」

■KFC ららぽーと EXPOCITY
【フライドチキン】
EXPO'70 のこの地に 45 年ぶりに再
登場。フライドチキン含むバラエティ
ー豊かな料理を一定料金でお好み
に応じて召し上がっていただく新業
態のレストラン。

■（仮称）串家物語
【串揚ビュッフェ】
串家物語が「EXPOCITY」限定で初めて世界の食材をビ
ュッフェメニューに導入。

■万博食堂
【洋食他】
EXPO’70 で絶大な人気があった国
内料理や世界各国の料理を再現。
Ｔボーンステーキ・ボルシチ＆ピロシキ・万博カレー等。

■バンダイベーカリー
【飲食・食物販・物販】
バンダイキャラクターとコラボレーションする、国内初出店
の焼き立てベーカリーカフェ。第一回目のキャラクターは
「カピバラさん」を予定しています。お楽しみに！

■大起水産 回転寿司
【回転寿司】
関西で大人気の回転寿司。マグロの
解体ショーをはじめ、お子さまや外国
人のお客様向けのお寿司教室を実施。

■バルバラ エキスポ レストラン
【イタリアン他】
東京発バルバラブランドが関西初
出店。焼きたてコッペパンと相性抜
群のグルマンパスタや素材にこだわ
ったお料理をご用意。

■「ＴＡＢＬＥＳ ＫＩＴＣＨＥＮ」
【カフェ】
大阪心斎橋・南堀江の人気店がら
らぽーとに初出店。人気のパスタ・サ
ラダ・パンケーキ等を提供するオー
ルデイカフェ＆ダイニング。

■ミツケキッチン/MITSUKE KITCHEN
【洋食】
大阪の老舗喫茶ミツヤの新業態洋
食店。ハンバーグ・エビフライ・コロッ
ケ等定番のメニューから、喫茶ミツ
ヤのあんみつも、メニューに登場します。

■SOBA DINING 結月庵 そじ坊
【そば】
豚肉やアルコールを使用しないメニ
ューを提供します。

＊上記の写真・イラストは全てイメージです
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世界各国のグルメが勢揃い！ 3 階フードコート「FOOD PAVILION（フードパビリオン）」
全 17 店舗の人気グルメが一堂に会したフードコート「FOOD PAVILION」！
約 1,200 席の大空間には、外部の眺望を見渡せるカウンター席や EXPO’70 を想起させるエリアのほか、
様々な仕掛けをご用意しております。
「食事をする」だけではない、見どころ満載の「食のエンターテインメント」をお楽しみください。

■たこ焼き発祥のお店 会津屋
【粉物・大阪】
たこ焼き発祥の老舗。伝統を守るた
こ焼きと、新たに牛すじ焼（ねぎ焼）
や焼きそばも販売する新業態。

■元祖オムライス 北極星
【オムライス・大阪】
大正 11 年創業の大阪の老舗洋食
店がフードコート初出店。元祖オム
ライスを手軽に味わえます。

■本場香川讃岐うどん まごころ
【セルフうどん・香川】
日本初の大衆セルフうどん店「まごこ
ろ」が初出店。香川県丸亀市昭和２３
年創業の宮武讃岐製麺所の直営店
です。

■ご当地丼ぶり屋台
【ご当地丼ぶり・全国】
すべて認定を取得した本物の
ご当地丼ぶり。
日本全国の本物の美味しい丼ぶりの食べ比べをお楽しみ
ください。

■つじ田
【つけ麺・東京】
東京で人気の行列ラーメン店つじ田が
関西初出店。自慢のつけ麺は絶品で
す。

■金子半之助
【天丼・東京】
行列が絶えない東京を代表する
人気店『日本橋 天丼 金子半之
助』が関西初出店！

■TANA FORNO FRESCA
【イタリアン・兵庫】
神戸の三宮に本店に持つ、イタリア
ンの名店。ピザやパスタをカジュアル
に楽しめる新業態。

■Korean Kｉｔｃｈｅｎ まだん
【韓国料理・大阪】
漫画「美味しんぼ」にも登場した鶴橋の
人気店がフードコート初登場。本格的な
韓国料理が楽しめます。

■RAMEN EXPRESS PRODUCEDｂｙ博多一風堂
【ラーメン・福岡】
1985 年の創業から積み重ねてきた確
かな技術と知識をベースに開発した、
斬新なメニューを、気軽にスピーディー
にお届けします。

■仙臺たんや 利久
【牛たん・宮城】
スライスから味付け・熟成まで手造り
の本場牛たん焼が楽しめます。牛た
ん発祥の仙台を代表する専門店。

■ハワイアングルメバーガー クア・アイナ
【ハワイアン・東京】
1975 年、ハワイ・オアフ島で誕生。
100％プレミアムビーフを溶岩石グリ
ルで焼く本格的グルメバーガーショップ。

■鶏三和
【親子丼・愛知】
明治三十三年創業。とろ～り半熟で
黄金色に輝く卵が絡み旨みとコクを凝
縮した究極の「名古屋コーチン親子丼」。

＊上記の写真・イラストは全てイメージです
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■チャーハンスタジアム追立
【中華料理・大阪】
「料理の鉄人」にも出演した有名シ
ェフ追立氏が、自慢のチャーハン
中心とした新業態で初出店。

■町村農場
【ソフトクリーム・北海道】
北海道、町村農場が関西初の直営
店！100 年続く牧場が直送するアイス
メニューをお楽しみください。

■Fｒｕｉｔｓ Bａｒ ＡＯＫＩ
【ジュースバー・福島】
福島県のフルーツショップが手掛ける
フルーツバーです。ぜひその場で搾っ
た完熟フルーツを。

■ティーヌーン
【タイ料理・東京】
タイ人シェフが腕を振るう本
格的タイ料理専門店。
名物トムヤムラーメンなどの自慢料理をタイの屋台を思わ
せる店装の店舗でお召し上がりください。

■静屋
【駄菓子・兵庫】
全国各地の駄菓子がいっぺんに味わ
えるお店。なつかしい！めずらしい！が
いっぱいです。

体験型ショップも！日常づかいからお土産まで！スーパーマーケット・食物販も充実
人気グローサリーや新業態の食物販店を集積しました。
洋菓子作りの体験型ショップの「カントリーマアムファクトリー」も登場！
■イズミヤ
【スーパーマーケット】
生鮮・惣菜・ベーカリーを中心に「鮮
度・美味しさにこだわった商品」を「お
客様に満足していただける価格」で“え
えもん安い”の実現を目指します。

■ikari HOMEMADE
【グロッサリー】
丹誠込めてこしらえるいかりホームメイ
ドショップ。世界中のおいしいに出会え
ます。

■KITANOACE ONE
【グロッサリー】
北野エースが世界、日本中から選りす
ぐり商品をバリュープライスでお届けする
グロッサリー専門店を新業態で展開しま
す。

■プチプランス クグロフ
【洋菓子】
北摂で愛されている有名洋菓子店プチ
プランスが、アルザスの香りがするカフ
ェやクグロフを携えて、ショッピングセン
ターに初出店いたします。

■ミスタードーナツ
【ドーナツ】
関西の地元ミスタードーナツが
ONLY ONE の内装店舗で出店。ミス
タードーナツの最新商品を取り揃え
ています。

■カントリーマアムファクトリー
【洋菓子】
不二家新業態。
オリジナルのカントリーマアムを作ることができる、体験型
ショップ。

■カルビープラス
【食物販】
カルビーが店舗で作った出来たて
ポテトチップスや限定商品等を販
売するアンテナショップ。

■Grand Passage
【グロッサリー】
WEDGWOOD のティーバーや具材をセレクト出来るサンド
ウィッチステーション等、日本初の企画が目玉の輸入食
品総合ショップです。

＊上記の写真・イラストは全てイメージです
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