テーマは“湘南”と“ギャザリング（集い・つながり）” 全ての人が楽しめる全２４７店舗

湘南平塚ならではのコラボレーション①

湘南ベルマーレ × ららぽーと湘南平塚
平塚市をホームタウンの１つとし、日本プロサッカーリーグ（J1リーグ）に加盟しているプロサッカークラブ湘南ベルマ
ーレと当施設がコラボレーションし、集いをテーマに様々なサービスを展開していきます。スポーツや健康に関心のあ
る地元の皆さまが集う場所を提供するだけでなく、湘南ベルマーレのファン同士が集う機会も創出し、チームの更なる
活性化に貢献することで、地元の顔である湘南ベルマーレを盛り上げていきます。

●屋上に湘南ベルマーレ監修のフットサルコートがオープン！
フットサルやサッカーのプログラムだけで
なく、ストレッチやコーディネーション、ラン
ニングなど様々な運動プログラムを提供
し、広く健康スポーツ施設として地域の皆
さま誰もが気軽にスポーツを楽しめる施
設です。プログラムの空き時間はコートの
時間貸しもおこなう予定です。

●サポーターの“集い”を創るダイニング

×

1Fのレストラン「石窯焼きハンバーグ MEAT
COMPANY with Bellmare」は、湘南ベルマ
ーレサポーターを中心としたスポーツファンが
集うダイニング。
店内モニターでの湘南ベルマーレの試合の
TV観戦だけでなく、スタジアムでの試合観戦
後にベルマーレサポーターの集う場としてもお
使いいただけます。

●湘南ベルマーレの直営店舗が出店
Jリーグ選手などトップアスリートをサポートしてきた湘南ベ
ルマーレの経験と技を、一般のお客さまからアスリートまで
皆さまに提供する「湘南ベルマーレ平塚コンディショニング
センター」（整骨・フィットネス）が市内から場所を移し、ららぽ
ーと湘南平塚1Fに出店します。
“コンディショニング”とは、その人にとって最も輝ける活動状態にし、最
も力を発揮できるよう身体を整えることだと考えています。アスリートの
みならず、当施設を訪れる方々のケガ、不調、痛みから、回復、復帰、
活躍、笑顔のために全力サポートいたします。
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湘南平塚ならではのコラボレーション②

日産自動車 × ららぽーと湘南平塚
平塚に縁のある日産が、初めて商業施設へ出店し、お客さまのライ
フスタイルに合ったクルマとの出会いの場を提供します。店内は、お
子さまに喜んでいただける日産オリジナルのキッズスペースとくつろ
ぎスペースを充実させ、女性やお子さまにも、気軽にお立ち寄りいた
だける空間にいたしました。
館内の他のショップとコラボレーションするなど、当施設ならではの
新しいスタイルで、素敵なカーライフをご提案して参ります。
出店店舗：(仮称)日産サティオ湘南 ららぽーと湘南平塚店

◆ ファミリーで楽しめるイベント多数！
日産だからこそ提供でき
る、クルマにかかわる楽し
いイベントを多数実施して
いきます。ご家族皆さまで
ご参加いただけるイベント
を多数予定しています。

 館内ショップとのコラボレーション
●チームラボ×日産

●Ｆｒｕｉｔｓ Ｂａｒ ＡＯＫＩ×日産

日産がチームラボとコラボレー
ションし、自動車販売店として
初めて 「小人が住まう黒板」
を常設します。小人のほかにも
日産のクルマが登場する、世
界でここにしかないオリジナル
バージョンです。店舗内のキッ
ズスペースでお楽しみいただ
けます。

隣接する Fruits Bar AOKI と日産
がコラボレーションします。日産オ
リジナルメニューをご用意していま
すので、店舗の中でゆったりと寛ぎ
ながら、お楽しみいただけます。

 人型ロボット「Pepper」がお客さまを元気にお迎えします！
お客さまに日産のクルマに興味をもっていただいたり、お店にいる時間を楽しく
過ごしていただくために、日産オリジナルのアプリケーションを搭載した人型ロボ
ット「Pepper」がお客さまをお迎えします。Pepper による愛くるしい商品説明や
接遇を体験いただくことができます。
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1F

さまざまな“集い”に対応したレストランゾーン「湘南 Kitchen Street」

1Fのレストランゾーンには神奈川県初出店 6 店舗、商業施
設初出店 3 店舗を含む、12 店舗が出店。お食事をお楽しみ
いただくだけでなく、“集い”をテーマにお客さま同士や生産者、
ペットとの交流を深める場として、さまざまな「食」のシーンに対
応します。

 生産者との集い
神奈川県初

商業施設初

●湘南の恵みビュッフェ ごちそうさま（ビュッフェレストラン）
生産者と消費者が集う地産地消ビュッフェ。定期開催のマルシェを通じて、お互いの
顔が見え、また声が聞こえることで、様々な交流が生まれます。

 ママ友との集い
神奈川県初

●Shonan Dining Mart（グリルダイニング）
ママ世代の人気雑誌「Mart」の世界が味わえるレストラン。情報発信型、読者参加型、
双方向型をキーワードに、雑誌企画と連動した様々なメニューを提供。ママ友の情報
交換と集いの場を作ります。

 湘南ベルマーレサポーターとの集い
●石窯焼きハンバーグ MEAT COMPANY with Bellmare（ハンバーグ＆ステーキ）
湘南ベルマーレのファンは勿論、幅広い世代がスポーツをテーマに集えるダイニング。
湘南ベルマーレの選手がアスリート目線で監修したコラボメニュー等、スポーツ好き注
目のメニューを提供します。

 ペットとの集い
神奈川県初

●TANTO TANTO（イタリアン）
家族の一員であるペットと共に過ごせるテラス席を備えたイタリアンレストラン。ペットや
ペット友達とゆっくり“集える場”となります。

神奈川県初

神奈川県初

商業施設初

商業施設初

神奈川県初
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地元・神奈川県の銘店×全国のグルメが“集う”
フードコート「湘南Food Hall」

3F

「湘南Food Hall」には地元・神奈川県の銘店や全国のグルメを集めました。商業施設初出店の3店舗を含む合計
11店舗が出店。本格的な料理を気軽に、居心地のよい空間でお楽しみいただけます。（P.5～6参照）

地元・神奈川県の銘店
商業施設初

商業施設初

フードコート初

ハワイで人気のもちもちなパンケーキや
ガーリックシュリンプなど本場の味をお楽
しみいただけます。ライオンコーヒーと揚
（ホノルル食堂 Da Cafe げたてマラサダドーナッツも大人気。
／ハワイアン）

商業施設初

（G 麺 7 01
／ラーメン）

（日本料理 樹勢
/和食）

フードコート初
5 年連続ミシュランで星を獲得している平
塚の和食の名店がフードコート初出店。
厳選した素材を使った琥珀色の出汁に
よって、変化していく味を楽しめる仕掛け
を生み出しました。美味しい驚きのどんぶ
りを提供します。

フードコート初

フードコート初
創業から７年。４店舗目にして初となる
本家の名を冠した G 麺 7-01。魚介を使
わず仕上げるスープはこだわりの醤油が
香りコク深く、艶やかな丸麺が踊ります。

（三崎豊魚
／海鮮丼）

ネタの良さが自慢です。本場三浦三崎
港直送の高品質な天然マグロや、市場
から届いたばかりの活きの良い魚介類を
ふんだんに使ったお寿司、海鮮丼をご賞
味下さい。

全国のグルメ

（自由が丘 蔭山樓
／中華）

伝統の技法を駆使し、新しいセンスを吹
き込んだ、枠にとらわれない自在な創作
中華料理。洗練された旬の素材の持ち
味を最大限に引き出した料理を。

（仙臺たんや 利久
／牛たん）

神奈川県初

（つじ田／つけ麺）

新鮮野菜を、お客様の目の前でライブ調
理するカレー専門店。アウトドアテイストた
っぷりの楽しい店内で、camp こだわりの
（野菜を食べるカレーcamp カレーをお召し上がりください。
express／カレー）
（うまげな／うどん）

（てっぱん屋台
／たこ焼き・鉄板焼き）

全国で認知を取得した鉄板ご当地料理
や大阪伝統の粉もん料理をリーズナブル
な価格で提供する専門店です。
（鶏三和
／親子丼・鶏料理）
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スライスから味付け・熟成まで手造りの
本場牛たん焼はもちろん、専門店ならで
はのオリジナル丼メニュー・シチュー・カ
レーが楽しめます。

ご提供しているつけ麺のスープは国内厳
選の豚骨、比内地鶏の鶏がら、魚介、
野菜、他合計十数種類の食材を元に十
数時間をかけて作らせて頂いておりま
す。

セルフで味わう本場の讃岐うどん！
大・並と大きさが選べ、温かい・冷たいも
選べます。讃岐うどんならではのコシの
強い生麺を秘伝のだしでご賞味くださ
い。

創業 115 年目を迎える老舗が手掛ける
親子丼専門店。「三和の純鶏名古屋コ
ーチン」と、諸国名産鶏を秘伝のかえし
と新鮮たまごで、ふわふわとろとろの食
感を提供します。

テーマは“湘南”と“ギャザリング（集い・つながり）” 全ての人が楽しめる全２４７店舗

いつでも気軽に利用できるカフェがたくさん

商業施設初

神奈川県初

（カールスジュニア
／ハンバーガーレストラン）

カリフォルニア生まれの本格バーガーレストラン。肉の品質にもこだわったパティは一般的なハ
ンバーガーの約 3 倍。注文を受けてから調理し、出来たてをお席までお運びします。アメリカを
感じさせる本格バーガーをお楽しみください。また、店内にはキッズスペースをご用意しました。

買い物途中の休憩などに、お子さま連れのママも立ち寄りやすい心地よい空間をご提供します。
一杯一杯手作りで提供する本格的なエスプレッソをベースにしたドリンクと、コーヒーに良く合う
フードメニューをお楽しみいただけます。

ベルギーを代表する高級チョコレートブランド。上質で味わい深いチョコレート製品を展開し
ています。

商業施設初

バラエティ豊かな食物販
日々の食材を安心価格で提供するスーパーマーケット「イトーヨーカドー食品館」をはじめ、県内の人気店など
バラエティ豊かなショップがさまざまな食のニーズに対応します。

●スーパーマーケット
1 階「イト―ヨーカドー食品館」は、鮮度にこだわった野菜や果物、肉や魚、
味と作り立てにこだわったお惣菜等を豊富に取り揃え、お客様の毎日の食
生活をサポートしてまいります。また、セブン＆アイのプライベートブランド
「セブンプレミアム」や食品館オリジナル商品も多数取り揃え、新たな食シ
ーンをご提案します。
商業施設初

●専門店
「品質」「価格」「安全」に
こだわり、「お客様第一」
の心で美味しい 鮪と市
場直送の魚介類を取り
揃えています。

季節を感じる旬の野菜
と果物、全国各地のこだ
わった食品・食材などが
盛り沢山！

●ベーカリー

●グロッサリー

※上記は一部店舗です。他にも魅力的な店舗を揃えています。
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神奈川県初
厳選した銘柄肉を、精
肉、惣菜、イートイン、３
つのスタイルで提供。
お値ごろ価格で味わっ
て頂ける、肉の複合ショ
ップです。
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商業施設初出店の“地元の人気店”や神奈川県初出店の“高感度ファッション”
充実したブランドラインナップ
ららぽーとならではの高感度ファッションはもちろんのこと、地元の人気店を集積。

 地元神奈川県で愛されるショップが商業施設初出店！
商業施設初

“鎌倉”の人気店

“横浜元町”の人気店

（フォーカップスアンドデザート
／レディス・雑貨・カフェ）

商業施設初

（ツヴィリングジェイエイ.ヘンケルス・
ツヴィリングクッキングスタジオ
／キッチン雑貨・料理教室）

鎌倉にある本店の世界観をそのままに、「いつもの生活
をちょっとおしゃれに、ちょっと楽しく、my basic を見つけ
る」をコンセプトにした、洋服や生活雑貨を揃えたライフ
スタイルショップ。カフェも併設しています。

『ZWILLING』『STAUB』などの限定品・最新アイテムを揃
えたショップでは、専門知識を持つスタッフが、キッチンの
「欲しい！」をワンストップでご提案。商業施設初となるクッ
キングスペースを併設し、シェフの特別クラスや親子お料
理ワークショップなど多彩なイベントを開催します。

 神奈川県初出店の店舗も。高感度ショップが続々！
神奈川県初

神奈川県初

（オールセインツ／レディス・メンズ）

（カルツェドニア
／レッグウェア・ビーチウ
ェア・ランジェリー）

レザーを核としたバイカージ
ャケットを主力とし、独特の
シルエットを持つドレス、ニッ
トやカットソー、デニムなどを
提案するイギリスのプレミア
ムファッションブランド。
日本 2 号店となります。

カルツェドニアはイタリア発のレディス、メンズ、キッズ用レッ
グウェア&ビーチウェアブランド。オリジナリティ溢れるデザイ
ンのアイテムをリーズナブルな価格で展開しています。

 他にも高感度ファッションブランドが多数出店
ファッション

ファッショングッズ

エリア最大級*

（バッグ・アクセサリー）

（シューズ・バッグ）

（時計）
*エリア・・・藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市
※上記は一部店舗です。他にも魅力的な店舗を揃えています。
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地域特性を活かし「海」「スポーツ・アウトドア」をテーマにしたゾーン
 海やサーフを切り口としたライフスタイルの提案「SHONAN SEASIDE STREET」
「海の家」をイメージしたデザイン空間に Surf、Skate、Snow をキーワードとした 7 ブランドを集積したゾーン
「SHONAN SEASIDE STREET」。

日本初
（フレックスフィット/雑貨・アパレル）
日本初出店。世界の CAP メーカーFLEXFIT。
特許技術を活かしフィット感ある素材から生み
出される心地よさと快適なかぶりやすさをぜひ
体験して下さい。

（グリーンルーム/雑貨・アパレル）
２０１０年にワイキキにオープンした GREENROOM が手掛ける
”ビーチカルチャー＆サーフカルチャー”をルーツに持つアート
を軸としたビーチスタイルを提案するセレクトショップ。

（エルビーエス/雑貨・アパレル）
ラグジュアリーブランドを幅広く取り揃えた大人
の為のサーフ系セレクトショップ。サーフテイスト
と、都会的な爽やかなイメージ を Mix した、大
人のアイテムを提案していきます。
（ポートオブコールショウナン/メンズ・レディス）
「よく行く場所」を意味する店名“PORT of
CALL”。オーストラリアなど、海外の人気アパレ
ルサーフブランドを中心に展開し、日本に居な
がら異国のライフスタイルを感じられるショップ
です。

神奈川県初
（ボルコムストア/アパレル・シューズ）

（カリフォルニアコースト/レディス・メンズ・シューズ）
グローバルなサーフブランド Hurley を中心とし、NIKE SB も多数
展開。カリフォルニアをテーマにしたサーフカルチャーとストリー
トファッションの融合店舗。

（クイックシルバーストア/レディス・メンズ・キッズ）
世界各国で横乗り系スポーツ、サーフィン、スノーボード、スケ
ートボードを主体に展開するブランド。ライフスタイルに合わせ
たアパレル、Bag、ACC までトータルコーディネート出来る商品
をラインナップ。

世界で初めてサーフィン・スケートボード・スノーボードといったボー
ドスポーツをカバーするアパレルブランドとして 1991 年南カリフォ
ルニアでスタートした。神奈川県初の VOLCOM の直営店。

 充実したスポーツ・アウトドアブランドの集積
海もあり、山もあり、大きな公園もある湘南平塚。晴れた日には、思いきり体を動かせる自然環境に恵まれ、スポー
ツが盛んなこの地だからこそ、スポーツ・アウトドアブランドを充実させました。
ファッション・スポーツ

アウトドア

神奈川県初

※上記は一部店舗です。他にも魅力的な店舗を揃えています。

16

テーマは“湘南”と“ギャザリング（集い・つながり）” 全ての人が楽しめる全２４７店舗

2 世代・3 世代でも楽しめる多彩なショップ
子育て世代の暮らしをサポートするショップやサービスのほか、各世代がそれぞれに自分の時間を楽しむための、
趣味などのショップやサービスも充実させています。

 子育て世代の暮らしをさらに快適に。キッズ向け店舗も充実
一時託児機能「あんふぁにぃ」

ベビー・キッズ・ティーン専門店

インターナショナル保育園を運営している株式
会社ジョイサポの一時託児機能「あんふぁにぃ」が
当施設にも登場します。外国人講師と一緒に英
語を交えて遊ぶことができるこのお預かりサービス
は、お買物やお食事、ヘアサロンやネイルの施術
中など、少しの時間だけお子さまが預けられる、安
心・安全な空間を提供します。
お子さま連れのお買物体験がもっと気軽で、もっ
と快適になる新サービスにご期待ください。
※保育園ではありません。

キッズ向け教室

この他にも、館内にキッズアイテム取扱い店舗多数！

 全天候型のアミューズメント
雨の日でもお友達やファミリーで集える空間を提供するため、当施設では屋内アミューズメント施設を充実させます。
神奈川県初出店となる、「チームラボアイランド -学ぶ！未来の遊園地- 」はお子さま向けの体験型知育空間です。
また、地元住民の方からご要望の高かった「ROUND１（ラウンドワン）」はエリア初出店。お子さまから大人、シニアま
で楽しめる複合エンターテインメント施設です。
エリア初*

神奈川県初

チームラボアイランド -学ぶ！未来の遊園地-

ラウンドワン

世界で 200 万人を動員した創造力・共感力など生きる為
に必要な能力を育む、最新デジタルアートがつくり出す体
験型知育空間。

ボウリングにカラオケ、最新のゲームが体験できるアミュー
ズメントなど、ファミリー、友人同士でも楽しめる複合エン
ターテインメント空間。

*エリア・・・藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市
※上記は一部店舗です。他にも魅力的な店舗を揃えています。

17

テーマは“湘南”と“ギャザリング（集い・つながり）” 全ての人が楽しめる全２４７店舗

バラエティ豊かなショップ

 趣味・コト消費対応も。自分の時間を楽しむための店舗やサービスも多数

●書店＆カフェ

●旅行代理店

コーヒーを飲みながら、自
由に書籍の試し読みがで
きます。

2 店舗比較による最適なト
ラベルプランをご検討いた
だけます。

●CD・DVD・チケット

●スポーツ

チケットぴあカウンターでの
相談ができます。音楽イベ
ントやミニ LIVE も開催しま
す。

スポーツを楽しむエントリ―
層からトップ層までご家族
で楽しめる商品を取り扱い
ます。

●楽器・音楽教室

●ペット

ショッピングからレッスンま
で、音楽と暮らす楽しさを
提案する総合楽器店で
す。

トリミングサロンやペットホテ
ルも併設。屋外には広々と
したドッグランもご用意。

●カルチャー教室

●自転車

様々なご興味にあわせて、
幅広いコースの中から習い
事を選べます。

スポーツタイプからデイリー
タイプまで、幅広く取り揃え
ています。

 旬のアイテムが揃うカジュアルファッション・生活雑貨・サービス

※上記は一部店舗です。他にも魅力的な店舗を揃えています。
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