2017 年 1 月 10 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 ららぽーと甲子園」大規模リニューアル
飲食ゾーン・共用部の刷新、関西初を含む 44 店舗が 3 月 18 日（土）より順次、新規・改装オープン
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、「三井ショッピングパーク ららぽー
と甲子園」（所在：兵庫県西宮市 運営：三井不動産商業
マネジメント株式会社）において、2011 年以来の大規模リ
ニューアルを実施します。
今回のリニューアルでは、飲食ゾーン（レストランゾー
ン・フードコート）、屋外広場、キッズスペース等の共用
部の改修に加え、関西初出店 2 店舗を含む 44 店舗（新規
31 店舗、改装 13 店舗）が 3 月 18 日（土）より順次オー
プンし、子育てファミリーをはじめとする多世代のお客さ
まにとって、さらに居心地の良い施設へ進化します。

「三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園」外観

リニューアルのポイント
①飲食ゾーンの環境を刷新し、
「ららぽーと甲子園フードスタジアム」がオープン
・レストランゾーン、フードコートを木と緑をテーマにした空間へリニューアルし、飲食ゾーン名称を
「ららぽーと甲子園フードスタジアム」に
・フードコート席数を約 100 席増やし約 640 席に、子育てファミリーに嬉しい小上がり席も新設
・
「ららぽーと甲子園フードスタジアム」には、兵庫県初出店となる人気の「ハワイアングルメバーガ
ー クア・アイナ」をはじめ、
「Chibo’s Kitchen」、
「甲子園応援団 勝男じゅにあ」、「さくら食堂」
など多彩な飲食店舗がオープン
②子育てファミリーをはじめとする多世代のお客さまにやさしい施設へ共用部を刷新
・屋外広場（マウンテンブリーズ）をファミリーが集い憩える広場へ改修
・ららキッズパーク（2Ｆ）のリニューアル、キッズスペースを新設（1F）
③関西初出店を含む新規 31 店舗がオープン
・関西初の常設店舗となる「妖怪ウォッチ オフィシャルショップ ヨロズマート」
、ショッピングモー
ル初出店となる「north object」などの店舗がオープンするほか、
「Franc franc」
、
「久世福商店」、
「Salut!」
、
「ティファールストア」などバラエティに富んだ店舗がオープン
④リニューアルに合わせて様々なキャンペーンを実施
・3 月 18 日（土）より、リニューアルオープンキャンペーンを実施
・キッザニア甲子園、阪神タイガースと連携したイベントをオープンに合わせて実施

※上記の写真・イラストは全てイメージです。
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①飲食ゾーンの環境を刷新し、「ららぽーと甲子園フードスタジアム」がオープン
飲食ゾーン（フードコート、レストランゾーン）を、木と緑をテーマに自然に囲まれながら食事を楽しむ
ことが出来る空間に環境を刷新し、名称を「ららぽーと甲子園フードスタジアム」にします。
フードコートの総座席数は、約 100 席増やし約 640 席にします（小上がり席含む）
。フードコート内には
子育てファミリーのお客さまに嬉しい小上がり席（16 席）を新設します。

3/18（土）
OPEN

二人席を多く配置し、お一人さまから大人数までお食事を
楽しめる環境を整えます。

テラス席は、デッキの上でゆっくり
寛げる落ち着いた空間となるよう、
ファニチャー等を一新します。

レストランゾーン

木目調をベースに天井・柱はグリーンの装飾をあしらい、
自然を感じさせる居心地の良い温かみのある空間デザイ
ンになります。
フードコート

小上がり席(16 席)を新設。
赤ちゃんを寝かせながら安心して食事を楽しめます。
※上記の写真・イラストは全てイメージです。
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■「ららぽーと甲子園フードスタジアム」には、多彩な飲食店舗がオープン
【フードコート】
フードコートは 8 店舗のうち、6 店舗が新しくなり、フードコート初出店となる「Chibo’s Kitchen」
、
「甲子園応援団 勝男じゅにあ」をはじめ、
「デリッシュ ウフ」、
「さくら食堂」、
「リンガーハット」が 3
月 18 日にオープンします。（
「ローストビーフ丼＆ステーキ Block」は 2016 年 12 月にオープン済）

●Chibo’s Kitchen

フードコート初

新感覚お好み焼をはじめ、たこ焼、焼そばな
どが手軽に楽しめる。千房が手がける新業態
が全国初登場します。

●甲子園応援団 勝男じゅにあ

フードコート初

大阪で大人気の「地元応援団 勝男」から、自慢
の大分唐揚げをメインにした「勝男じゅにあ」が
新登場します。

●さくら食堂

●デリッシュ ウフ

海の幸、山の幸の厳選素材やこだわりのお米、
だし汁を使用した丼物、和定食をリーズナブ
ルな価格でお手軽にお楽しみいただけます。

デリッシュ ウフは、オムライスとスパゲッティの
お店です。自慢のオムライスは、ひとつひとつ丁寧
に仕上げ、
「ふわとろ」食感にこだわっています。

●リンガーハット

●ローストビーフ丼＆ステーキ Block

「長崎ちゃんぽんを世界の日常食に」を合言葉
に全国展開する「長崎ちゃんぽん」の専門店で
す。

肉屋が手掛ける本格派のローストビーフ丼。お肉
屋ならではの「ステーキプレート」も必見です。

フードコート初

【レストランゾーン】
レストランゾーン（全 9 店舗）に、新店 6 店舗がオープンします。兵庫県初となる話題の「ハワイア
ングルメバーガー クア・アイナ」をはじめ、
「九龍點心」、
「ぎをん椿庵」
、
「牛しゃぶ牛すき食べ放題 但
馬屋」
、
「新宿さぼてん」
、さらに家族みんなで楽しめるビュッフェレストラン「
（仮称）THE DELIGHT」
、
が 3 月 18 日から 4 月下旬にかけて順次オープンします。
兵庫県初

関西初

●ハワイアングルメバーガー クア・アイナ

●九龍點心

1975 年、ハワイ・オアフ島で誕生したクア・アイナ。
100％ビーフのパティを溶岩石グリルで焼き上げる
本格的ハワイアングルメバーガー店です。

点心の職人、点心師が店内で作る、熱々のこだわり小
籠包をはじめ、本格中華料理や自分で作るタピオカド
リンクなどが楽しめるビュッフェレストランです。

※上記の写真・イラストは全てイメージです。
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●牛しゃぶ牛すき食べ放題

但馬屋

しゃぶしゃぶ・すきやき食べ放題のお店です。牛・
豚等５種類のお肉が楽しめ、常時 20 種類の新鮮野菜
ビュッフェに 15 種類以上の薬味もオススメです。

●新宿さぼてん
創業 50 年のとんかつ専門店。
「野菜と一緒に」をコ
ンセプトに、美味しさを追求し、健康に配慮したメ
ニューを提供します。

●ぎをん椿庵
もちもちの食感の生パスタに、和風にアレンジした、
ピザ・スイーツをとりいれたセット料理も充実。テ
ィータイムにも是非ご利用ください。

②子育てファミリーをはじめとする多世代のお客さまにやさしい施設へ共用部を刷新
3/18（土）
OPEN

■屋外広場（マウンテンブリーズ）をファミリーが集い憩える広場へ改修
甲子園球場側の玄関口である屋外公園（マウンテンブリーズ）をファミリーが集う憩いの場へと
改修します。人工芝を使った広大な芝生広場と遊具を新設し、子育てファミリーにとって居心地の
良い空間に変わります。
併せて既設のポップジェットを音と連動する楽しい仕掛けのあるものに刷新し、お子さまがもっ
と楽しめる空間になります。
また、芝生広場をイベントスペースとしても活用し、施設の新たな賑わいを創出する広場へと進
化させます。
甲子園球場側入口

ら
ら
ぽ
ー
と
館
内

芝生広場・イベントエリアを新設

遊具を新設

ポップジェット改修

■ららキッズパーク（2Ｆ）のリニューアル、キッズスペースを新設（1F）
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」を強化すべく、お子さま連れのお客さまが、
楽しい時間を過ごせるよう、2 階のららキッズパーク
をリニューアルします。遊具は株式会社ボーネルンド
のものへ一新し、さらに乳児から幼児まで幅広いお子
さまが遊べるスペースほか、オムツ替えコーナーや授
乳室の改装も実施します。

3/18（土）
OPEN

※上記の写真・イラストは全てイメージです。
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3/18（土）
OPEN

1 階のイトーヨーカドー前の連絡通路には、小さな
お子さま向けのキッズスペースを新設します。周辺に
は保護者の方が安心して快適にお子さまを見守れるよ
う、ベンチを設置します。

← オーシャンライド
コート

イトーヨーカドー

→

「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。
ららぽーとのお客さまサービス向上の一環として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しています。
2014 年 10 月開業の「ららぽーと和泉」からスタートした当プロジェクトは、ら
らぽーと各施設でのママの声を反映し、ますます進化を遂げています。

③関西初出店を含む新規店舗 31 店舗がオープン
関西初の常設店舗となる「妖怪ウォッチ オフィシャルショップ ヨロズマート」、ショッピングモー
ル初出店の「north object」や、そのほか「Franc franc」
、
「Federico Ⅱ」
、
「ACE Shose」、
「久世福商店」
、
「Salut!」
、
「ティファール」、
「ゲンキ・キッズ」
、
「マザウェイズ」などバラエティに富んだ店舗が合わせ
てオープンします。
関西初

●妖怪ウォッチ オフィシャルショップ ヨロズマート
ゲームやアニメで大人気の「妖怪ウォッチ」の常設オフィシャ
ルショップの関西第一号店がオープンします。店内はイナホと
USA ピョンが探偵事務所を開く街が再現され、ヨロズマートで
しか買えない豊富なオリジナル商品を取りそろえるキャラクター
ショップです。

ショッピングモール初

●north object
子育て世代の家族へ豊かな暮らしを提案する
ライフスタイルショップがショッピングモール初出店。
焼きたてのパン、心も体も温まるスープ、ディテールや素材、
着心地にもこだわった服と雑貨を提案します。
また店内には暮らしを豊かにするきっかけが見つかるような体験が
できる、ワークショップスペースを併設しています。
※上記の写真・イラストは全てイメージです。
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新規店舗・移転リニューアル店舗

●久世福商店

●salut!

日本全国のうまいものセレクトショップ。だしや
調味料、甘味、酒等、和の食材の逸品を取りそろ
えております。

salut!は「まいにちインテリア」をコンセプトに
プチプライスなアイテムで「あなたのお部屋ライフ」
をお手伝いします。

●ティファールストア

●Federico Ⅱ

●Franc franc

「毎日の家事が少しでも楽に、
そして楽しく」をモットーに、
直営店ならではの、オリジナル商品や
限定商品をご用意します。

「何気ない毎日を楽しい生活に」
様々な空間を豊かでポジティブに
彩る家具や雑貨で心地よいライフ
スタイルを提案します。

ソファから始まるインテリア
コーディネートをお手伝いします。
ソファ専門店ならではの品揃えと、
多様な家具のバラエティの中から、
家族の為、自分の為、お客さまが
求めるコーディネートを提案します。

●ACE Shoes

●コロンビアスポーツウェア

●モンベル

世界基準の最新トレンドを
ACE SHOES 目線で厳選し
シューズにのめりこんだ
ファッショニスタの五感を刺激し
心を躍らせるようなシューズショップ。

革新的で機能が優れた
アイテムからタウンを
快適に過ごすアイテムまで、
幅広いアイテムを揃えております。

「Function is Beauty」
「Light&Fast」
をコンセプトに商品開発を行う
アウトドアブランド。
メーカー「モンベル」の直営店です。

移店リニューアル
オープン

●AMERICAN HOLIC

●earth music&ecology natural store

大人女性の毎日を軽やかで豊かにするブランド。
スタイリッシュかつ自然体を楽しめるカジュアル
スタイルを提案します。

オシャレ着から通勤、カジュアルまで女性の様々な
シーンで楽しんでいただけるナチュラルガーリッシ
ュなアイテムを展開します。

移店リニューアル
オープン

●CECIL McBEE

●PLST
「PLST」はオリジナルラインを展開しながら、各国
でセレクトしたスタイリッシュな旬のインポート
アイテムをプラスしたセレクトショップ。
移店リニューアル
オープン

ヘルシーな色気にプレイフルなおしゃれ心をプラスした、
女
性も男性も憧れる新しいセクシーの形を提案しています。
be sexy, be myself それがこれからの CECIL McBEE。
移店リニューアル
オープン

※上記の写真・イラストは全てイメージです。
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●ゲンキ・キッズ

●マザウェイズ

最新足型計測器による無料サイズ計測、
11.0cm～24.5cm までの幅広い品揃えで、専門
スタッフがお子さまに最適な 1 足をご提案します。

コドモだって選びたい！なにかあるあるマザウェイズ。
「思わず手にとりたくなるお手頃価格」
。
全身トータルで揃う、見て歩くだけで楽しいお店です。

その他店舗

●Y!mobile

●DOCTOR AIR

ふてニャンでおなじみのワイモバイル。低価格で
スマホが持てる、通信の質も文句なし！
アフターサービスも万全でどなたでも満足いた
だけます。

お客様に安心・安全に使って頂ける「健康と美」を
テーマとした本格的なエクササイズマシンやスタイリ
ッシュなマッサージ機の専門店です。是非体感下さい。

業態変更・改装
●A・J・D ACCESSORIES

●アディダス オリジナルスショップ

●ヴィレッジヴァンガード

●LIVING HOUSE

●Argan AYA Morocco LUXE STYLE

●オルビス・ザ・ショップ

●Gap/Gap Kids

●a.v.v

●B-DESIGN

●petit main

移店リニューアル
オープン

●ソニックタウン

●HulaLani
移店リニューアル
オープン

●AMO'S STYLE by Triumph

Hawaii

移店リニューアル
オープン

※上記の写真・イラストは全てイメージです。
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■リニューアルオープンキャンペーン
④施設リニューアルに合わせて様々なキャンペーンを実施
3 月 18 日（土）のオープンにあわせて、リニューアルオープンキャンペーンを開催いたします。期間中
は、お得な割引商品やノベルティプレゼントなどの店舗特典やキッザニア甲子園、阪神タイガースなどと連
携した、ららぽーと甲子園ならではのイベントも予定しております。
≪キャンペーン概要≫
①リニューアルオープンキャンペーン
期間：3 月 18 日（土）～5 月 7 日（日）
（予定）
各店舗からリニューアルを記念した特別施策やプレゼントを提供します。
②キッザニア甲子園コラボ企画「とびだせ！キッザニア in ららぽーと甲子園」
期間：5 月中旬頃（予定）
ららぽーと甲子園内の店舗でさまざまな仕事が体験できるイベントを開催します。
「キッザニア」はエンターテインメント(楽しさ)
とエデュケーション(学び)を融合させたコンセプ
トである「エデュテインメント」をテーマとし、
こども達が職業体験を通じて、楽しみながら社会
のしくみを学ぶことを目指した施設です。関西で
は、ららぽーと甲子園のみの施設となります。
③ららぽーと甲子園×阪神タイガース キッズ＆ファミリーキャンペーン（仮称）
期間：3 月 18 日（土）～5 月 7 日（日）
（予定）
『もっと楽しく、めっちゃキュートに可愛くタイガースを応援する女の子、TORACO』とのコラボ企
画や、マスコットの来訪イベントなど、阪神タイガースとの様々なコラボが実現。
TORACO コラボ企画では、
「TORACO KIDS DANCER」の募集や、TORACO グッズなどが当たるプレ
ゼントキャンペーンなど、キッズ＆ファミリー向けた企画を実施します。
[TORACO KIDS DANCER とは]
2016 年に阪神タイガース女性ファン向けイベント「TORACO DAY」にて甲子園球場外周イベント広
場でパフォーマンスを披露！今年も第 2 期メンバーを募集します（予定）
。

■三井不動産の取り組み
三井ショッピングパーク「キッズクラブ」の運用
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、当社グループが運営する商業施設 17 施設で、会員限定のさまざ
まな特典やイベントなどにご参加いただけます。
≪ららぽーと甲子園 キッズクラブ会員様特典（一例）
（※2016 年 12 月末現在）≫
①店舗特典
割引や飲食店でのドリンクサービスなど 22 店舗での会員様限定特典
②お誕生日特典
お誕生日月にご来館いただいたお子さま限定お誕生日サービス

※上記の写真・イラストは全てイメージです。
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③キッズクラブイベント
館内で開催される「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。
④遠足キッズクラブ
関西所在の工場や新聞社などでの見学ツアー等の開催。
⑤キッザニア甲子園優待サービス
特別優待価格でご利用いただける優待サービスを期間限定で実施。
三井ショッピングパークポイント
三井ショッピングパーク（ららぽーと甲子園、EXPOCITY、ららぽーと和泉など）や三井アウトレット
パーク、コレド室町、ラゾーナ川崎プラザなど、三井不動産グループが運営する全国 55 の商業施設で「三
井ショッピングパークポイント」が貯まる・使える便利でお得なポイントサービスとなります。利用スタイ
ルに合わせて 2 種類のポイントカード、年会費永久無料でご利用特典多数の「三井ショッピングパークカ
ード《セゾン》
（クレジット機能付きポイントカード）」と「三井ショッピングパークポイントカード（クレ
ジット機能なし）
」があります。
※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。

三井ショッピングパークアプリ
三井ショッピングパーク（ららぽーと甲子園、EXPOCITY、
ららぽーと和泉など）や三井アウトレットパークなどでご利用
いただけるスマートフォン用アプリ（無料）
。クーポンの配信や
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
ーポンや三井ショッピングパークポイント、景品が当たるゲー
ムなどもご用意しています。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。アプリには、
「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、アプリで三井シ
ョッピングパークポイントの残高確認ができたり、QR コードを
表示することで、アプリでポイントを使ったり貯めたりすることができます。
※施設により一部の店舗では QR コードリーダー対象外店舗がございます。

※上記の写真・イラストは全てイメージです。
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＜添付資料 1＞ 新規/改装店舗一覧
【新規店舗・業態変更店舗】
業種
アクセサリー

店舗名

店舗名（カナ）

オープン日(予定)

A・J・D ACCESSORIES

アジェデアクセサリーズ

3/18

レディス

AMERICAN HOLIC

アメリカンホリック

3/1

生活雑貨

ティファールストア

ティファールストア

3/18

グロッサリー

久世福商店

クゼフクショウテン

4/21

寝具

B-DESIGN

ビーデザイン

3/18

シューズ

ACE Shoes

エースシューズ

3/18

salut!

サリュ

3/18

インテリア

Franc franc

フランフラン

3/18

レディス・飲食

north object

ノースオブジェクト

4/21

モンベル

3/18
3/18

雑貨

スポーツ＆アウトドア モンベル
サービス、その他

Argan AYA Morocco LUXE STYLE

アルガンアーヤモロッコリュクススタイル

キャラクターショップ

妖怪ウォッチ オフィシャルショップ ヨロズマート

ヨウカイウォッチ オフィシャルショップ ヨロズマート

インテリア

LIVING HOUSE

リビングハウス

2/25

呉服

和ごころりんず

ワゴコロリンズ

オープン済

マザウェイズ

マザウェイズ

ベビー・キッズ

ビュッフェレストラン (仮称)THE DELIGHT
ハワイアン
生パスタ
中華ビュッフェ
とんかつ

ハワイアングルメバーガー

ザ
クア・アイナ

FC
FC
FC

粉物

ｵﾑﾗｲｽ･ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ

FC

4/21
3/18

九龍點心

クーロンテンシン

4/中旬

新宿さぼてん

シンジュクサボテン
但馬屋

ギュウシャブギュウスキタベホウダイ

4/21
タジマヤ

4/21

Chibo's Kitchen

チボーズ キッチン

3/18

デリッシュ ウフ

デリッシュ ウフ

3/18

コウシエンオウエンダンカツオジュニア

3/18

勝男じゅにあ

ローストビーフ・ステーキ ローストビーフ丼＆ステーキ

和定食

クア・アイナ

ギオンツバキアン

大分中津からあげ 甲子園応援団

FC

4/中旬

ぎをん椿庵

しゃぶしゃぶ・すき焼き 牛しゃぶ牛すき食べ放題

FC

3/18

ディライト

ハワイアングルメバーガー

3/9

Block ローストビーフドン＆ステーキブロック

オープン済

さくら食堂

サクラショクドウ

3/18

ちゃんぽん

リンガーハット

リンガーハット

3/18

子供靴

ゲンキ・キッズ

ゲンキ・キッズ

3/18

Federico Ⅱ

フェデリコセコンド

3/18

DOCTOR AIR

ドクターエア

2/1

Y!mobile

ワイモバイル

3/18

インテリア
マッサージチェア
携帯

※上記の写真・イラストは全てイメージです。
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【改装店舗（移転も含む）
】
業種

店舗名

店舗名（カナ）

オープン日(予定)

ギャップ/ギャップキッズ

3/18

a.v.v

アー・ヴェ・ヴェ

3/18

レディス

CECIL McBEE

セシルマクビー

3/18

スポーツ

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

3/18

レディス

PLST

プラステ

3/10

レディス

earth music&ecology natural store

アース ミュージック＆エコロジーナチュラルストア

3/1

インナー

AMO'S STYLE by Triumph

アモズスタイルバイトリンプ

3/18

身の回り品

オルビス・ザ・ショップ

オルビス・ザ・ショップ

3/10

ソニックタウン

ソニックタウン

メンズ・レディス・キッズ Gap/Gap Kids

メンズ・レディス

アミューズメント

スポーツ＆アウトドア コロンビアスポーツウェア

3/上旬

コロンビアスポーツウェア

3/18

ヴィレッジヴァンガード

ヴィレッジヴァンガード

2/3

キッズ

petit main

プティマイン

3/18

服飾雑貨

HulaLani

フララニ

3/18

文化用品・雑貨

Hawaii

ハワイ

※上記リストは 2017 年 1 月 10 日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

＜添付資料 2＞「三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園」概要
所在地
事業者
運営
売上
敷地面積
延床面積
店舗面積
店舗数
営業時間

駐車台数
開業
交通

ホームページ

兵庫県西宮市甲子園八番町1-100
三井不動産株式会社
三井不動産商業マネジメント株式会社
約 217 億円（2015 年度）
約 86,000 ㎡（駐車場用地含む合計面積約 125,000 ㎡）
約 100,500 ㎡（イトーヨーカドー、キッザニアを含む）
約 60,000 ㎡（イトーヨーカドー、キッザニアを含む）
約150店舗
物販・サービス店舗：10：00～21：00
飲食店舗：11：00～23：00（ラストオーダー22：15）
フードコート：11：00～22：00（ラストオーダー21：30）
※店舗により一部異なります
約 3,000 台
2004 年 11 月
阪神電車「甲子園」駅から徒歩5分、同「鳴尾」駅から徒歩7分
甲子園筋・臨港線に接道、国道43号線・国道2号線近傍
阪神高速3号線「武庫川」インターから約1.5km
http://www.lalaport-koshien.com/

※上記は 2017 年 1 月 10 日時点のものです。

※上記の写真・イラストは全てイメージです。
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＜添付資料 3＞位置図
【広域図】

【狭域図】

※上記の写真・イラストは全てイメージです。
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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（2017 年 1 月現在）
三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY
大阪府吹田市千里万博公園2-1
2015年11月開業
店舗面積：約71,000㎡
店舗数：約300店舗
※EXPOCITY
施設・店舗数：約310

三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園
兵庫県西宮市甲子園八番町1-100
2004年11月開業
店舗面積：約60,000㎡
店舗数：約150店舗

三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1
2006年9月開業
店舗面積：約79,000㎡
店舗数：約330店舗

三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉
千葉県柏市若柴175
2006年11月開業
店舗面積：約50,000㎡
店舗数：約180店舗

三井ショッピングパーク ららぽーと磐田
静岡県磐田市高見丘1200
2009年6月開業
店舗面積：約50,000㎡
店舗数：約180店舗

ダイバーシティ東京 プラザ
東京都江東区青海1-1-10
2012年4月開業
店舗面積：約47,000㎡
店舗数：約150店舗

三井ショッピングパーク ららぽーと海老名
神奈川県海老名市扇町13番1号
2015年10月開業
店舗面積：約54,000㎡
店舗数：約260店舗

三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚
神奈川県平塚市天沼10-1
2016年10月開業
店舗面積：約60,000㎡
店舗数：約250店舗

三井ショッピングパーク アルパーク
広島県広島市西区草津新町2-26-1
1990年4月開業
店舗面積：約90,200㎡
店舗数：約160店舗

三井ショッピングパーク ららぽーと和泉
大阪府和泉市あゆみ野4-4-7
2014年10月開業
店舗面積：約55,000㎡
店舗数：約220店舗

三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY
千葉県船橋市浜町2-1-1
1981年4月開業
店舗面積：約102,000㎡
店舗数：約440店舗

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

東京都江東区豊洲2-4-9
2006年10月開業
店舗面積：約62,000㎡
店舗数：約180店舗

三井ショッピングパーク ららぽーと横浜
神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1
2007年3月開業
店舗面積：約93,000㎡
店舗数：約270店舗

三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷
埼玉県三郷市新三郷ららシティ3-1-1
2009年9月開業
店舗面積：約59,400㎡
店舗数：約180店舗

三井ショッピングパーク ららぽーと富士見
埼玉県富士見市山室一丁目1313番
2015年4月開業
店舗面積：約80,000㎡
店舗数：約290店舗

三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛
東京都立川市泉町935番地の1
2015年12月開業
店舗面積：約60,000㎡
店舗数：約250店舗

ステラタウン
埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1
2004年4月開業
店舗面積：約19,700㎡
店舗数：約110店舗

（ 仮称） ららぽーと上海金橋
中華人民共和国上海市浦東新区金橋出口加工区
2020年開業予定
店舗面積：約60,000㎡
店舗数：約200店舗

（ 仮称） 三井シ ョ ッピ ン グパー ク ら らぽー とク ア ラ ルン プ ー ル

No.2,Jalan Hang Tuah,55100 Kuala Lumpur, Malaysia
2021年開業予定
店舗面積：約80,000㎡
店舗数：約300店舗
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