本ニュースリリースは 2019 年 10 月 2 日に
店舗数・店舗リストを修正しております

報道関係者各位

2019 年 6 月 20 日
三井不動産株式会社

静岡県東部初のららぽーと・全 217 店の大型商業施設
「三井ショッピングパーク ららぽーと沼津」10 月 4 日（金）グランドオープン
多彩な店舗ラインナップ、充実のコミュニティ・キッズスペースを完備
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、2019 年 10 月 4 日（金）、静岡県沼津市東椎
路地区に大型商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーと沼津」（運営：三井不動産商業マネジメント株式会社）をグ
ランドオープンいたします。
本施設では全国の人気店や地元の名店など、静岡県東部（※）初出店 119 店を含む全 217 店が出店します。
地元沼津で 100 年の歴史を持つ「佐政水産」の運営するマルシェ「 Mercado DE SAMASA（メルカドサマサ）」や、行列
の絶えないラーメン店「らぁ麺屋 飯田商店」が「湯河原 飯田商店」の新業態でショッピングセンター（以下、SC）に初
出店するなど、ショッピングから食まで生活をより豊かで快適にする多彩な店舗が集結いたします。また、充実したコミ
ュニティ・キッズスペースなど、ららぽーとでしか体感出来ない“モノ・コト・ヒト”を提供いたします。
本施設は南側に国道 1 号、北側には金岡浮島線に面しており、車でのアクセスも良好です。施設敷地内交通広場にバス
停の設置も予定し、「JR 沼津」駅から路線バスでアクセスが可能となり、公共交通でも快適に来館いただけます。
※静岡県東部…沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町

施設コンセプト「LIVE

MALL NUMAZU」

豊かな自然に囲まれた沼津を舞台にショッピングやお食事を楽しんでいただくことはもちろん、
いつ・誰と来てもライブやコンサートのような臨場感、高揚感、一体感を味わえる場所でありたい。
そんな思いから、施設コンセプトを「LIVE MALL NUMAZU」としました。
新たなモノ・コト・ヒトとの出会いや交流を通じて感動を提供する場所、
地域の皆さまに寄り添い、日常に欠かすことのできない快適で居心地の良い場所となることを目指します。

※掲載画像はすべてイメージです。
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「ららぽーと沼津」のコンセプト

LIVE MALL NUMAZU
充実した食と多彩なブランドが集結
全ての人が楽しめる全 217 店
◆ライブ（LIVE)感あるマルシェや、バラエティ豊かな食の体験
全ての人が楽しめる全○○店舗
◇巨大水槽がシンボル。「買うだけじゃない。食べるだけでもない。」市場とフードホール、イタリアンレストランが
複合した体験型マルシェ「Mercado DE SAMASA（メルカドサマサ）」
◇約 1,100 席のららぽーと最大級のフードコート「NUMAZU GRAND DINING」

◆地域の方がより活き活き（LIVELY）とした生活を過ごせる魅力的なショップの集積
◇静岡県東部初出店となる全国で人気の店舗「ゴンチャ」「JOURNAL STANDARD relume」「3 コインズ」
◇静岡県に本社を置く実力派店舗「フラグメンツ assemble by CHIKUMA」「Pion Gift & mine」

◆生活（LIVE）をより豊かで快適にするショップが充実
◇シネマコンプレックス、ボウリング・ゲームセンターを備えた 2 つの大型アミューズメント
◇国内外の人気コスメ＆ビューティーショップやスポーツライフに対応するショップが充実
◇エリア最大級のキッズ＆ティーンブランドの集積

ファミリーの時間をもっと楽しくする居心地のいい場所
◇みんなが安心して遊べる無料の屋内キッズスペース「こもりらのもり」
◇赤ちゃんと一緒に過ごす家族の居場所「こにわハウス」

全ての人が楽しめる全○○店舗
◇子どもも大人も楽しめる、遊具・ポップジェット併設の「うみの広場」
モノ・コト・ヒトとの新たな出会い・交流の場所
◇大人数でのイベントに対応した、トップライトやヒカリ壁が印象的な「ひかりの広場」
◇友人同士の貸切パーティーや様々なイベントに対応可能な、フードコート併設の「ららスタジオ」

全ての人が楽しめる全○○店舗
◇ららぽーとでしか体験できない”モノ・コト・ヒト”と出会える街のコミュニティ＆スペース

柔らかな曲線で構成したネイチャーモール

富士山をイメージした南側エントランス

シャープな直線で構成したアーバンモール

街並みをイメージした北側エントランス
※掲載画像はすべてイメージです。
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静岡県東部初出店や新業態店が充実した食のラインナップ
①Mercado DE SAMASA（メルカドサマサ）「買うだけじゃない。食べるだけでもない。」＜1F＞
沼津で 100 年以上水産業を営んできた佐政水産がこだわりの地元企業と連携、地域活性化を
目指した体験型マルシェ「Mercado DE SAMASA」を出店。
スペインの市場のように新鮮な食材が立ち並び、さらにその食材を使用したフードメニュー
も楽しめるフードホールが併設された、食物販とダイニングが融合した新感覚のエリアです。
200 席以上の飲食スペースには地元の沼津港深海水族館とコラボレーションした大水槽を備
え、幅広い世代のお客さまに様々な食のシーンを楽しんでいただけるエリアを創出します。

■駿河湾大水槽
日本で唯一の深海に特化した水族館「沼津港深海水族館」とコラボ
レーションした横幅約 10ｍの駿河湾大水槽を「Mercado DE SAMASA」
のフードホールで食事を楽しみながらご覧いただけます。駿河湾に生
息する世界最大のカニ、タカアシガニ等、様々な生物を展示します。

Mercado DE SAMASA 出店店舗

◆72 veggie
『畑を食べよう。
』
生産者直営、畑の風景を感じる野菜と果物の専門
店。サラダと野菜料理、旬の野菜や果物を皆さまへ
お届けします。

◆茶寮あらいえん
1888 年初代荒井友吉が富士山のふもと御殿場に茶の
実を蒔き創業した荒井園では、味わい豊かなお茶を
提供すべく茶一筋に努めております。上質な抹茶や
ほうじ茶を使用したラテなどをご賞味ください。

◆IL PORTINO
「イタリアンマエストロ」の称号を持つ石崎幸雄
シェフが監修する、沼津港直送の魚介をメインと
したカジュアルイタリアンレストランです。地魚
のアクアパッツァやペスカトーレなどこだわりメ
ニューも楽しめます。

◆くわばらダイニング
地元静岡のお肉専門店、くわばらダイニングで
す。全国選りすぐりのお肉と愛情たっぷり手造り
惣菜、今まで食べたことのない素敵なローストビ
ーフ丼で皆さまをお待ちしています！

◆fish market SAMASA
沼津港で 106 年水産業を営んできた佐政水産の直
営店です。沼津港から直送した新鮮な魚介をスタ
イリッシュな活気のある売り場で販売します。

◆海鮮丼 佐政
沼津港にある佐政水産直営の海鮮丼のお店。自社
で競り落とした新鮮な魚介を使用した海鮮丼やミ
ナミマグロの上マグロ丼が人気です。アツアツの
石焼き海鮮丼や、お寿司もご用意します。

◆BUENA COSTA
生ハムやタパス、アヒージョなどの手軽な一品か
ら魚介の旨みがたっぷり詰まったパエリアまで本
格的スペイン料理を楽しめます。スペインの市場
のように生ハムや深海魚のフリットなどのテイク
アウトも販売します。
※掲載画像はすべてイメージです。
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静岡県東部初出店や新業態店が充実した食のラインナップ
②NUMAZU GRAND DINING（フードコート）＜3F＞
静岡県東部初出店や SC 初出店を含むバラエティ豊かな人気店 17 店が出店するフードコート「NUMAZU GRAND DINING」。
ららぽーと最大級の客席数約1,100席の大空間に多世代ファミリーやおひとりさまなど様々なニーズに対応する客席や、
貸切・イベント開催が可能なスペースをご用意しました。
■広々とした小上がり席
大きな窓から差し込む光が心地よい小上がり
席は、ららぽーと最多の 152 席。

デザインコンセプトは「ノスタルジック＆モダン」

■ららスタジオ（貸切・イベント開催）
システムキッチン完備、防音仕様でご家族
ご友人同士の貸切パーティーや様々なイベン
トに対応可能。
※詳細は P.17 に記載しております。

■ファミリーゾーン
お子さまから大人まで多世代で楽しめる店舗が集積。

■話題店集積ゾーン
グルメ雑誌の常連受賞店や行列の絶えない
人気店が並ぶ話題店集積ゾーン。

■ポップアップショップゾーン

■グルメゾーン

ソフトクリームやクラフトビール、駄菓子など
フードコート中央部に賑わいを創出する店舗が出店。

東京や地元の人気店、SC 初出店や新業態まで、バラ
エティ豊かな食のラインナップ。

※掲載画像はすべてイメージです。
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静岡県東部初出店や新業態店が充実した食のラインナップ
4

◆<話題店集積ゾーン> 全国で人気の行列ラーメン店が初出店
◆湯河原 飯田商店
神奈川県湯河原町の大行列店。本店は毎朝 7 時から配布する整理券を求めて全国各地から
お客さまが押し寄せ、開店の 11 時を待たずに売り切れ終了することも。化学調味料は絶
対に使わないと店主が自らに課した決まりのもと、農家、醤油職人、畜産関係者、塩生産
者、らぁ麺に関わる全ての人たちの想いをお借りして、食材のうまみだけで完成させます。
◆麺や庄の

◆RAMEN EXPRESS 博多一風堂

様々なグルメ雑誌の常連。数々の賞を受賞している

今やラーメンのグローバルブランドとなった一風堂。

MENSHO グループが沼津の地に初上陸！市ヶ谷本店の

博多一風堂が、本物の味をカジュアル＆スタイリッシ

2 日間かけてじっくり煮込んだ熟成スープをご堪能

ュにフードコート向け業態でラーメンをご提供。
ぜひ、

ください。さらに地元の食材を使用したご当地限定

気軽に本物の博多ラーメンをご賞味ください。

麺も提供予定。ご期待ください。

◆<グルメゾーン> 地元の人気店をはじめ、人気グルメが勢ぞろい
◆パスタ屋一丁目イタリアン
◆魚河岸丸天

令和元年、パスタ屋一丁目に新業態が登

「丸天」＝“海鮮”のイメージのまま、

場。新しいラインナップが加わり、製法か

おいしい魚料理をお手軽にご賞味くだ

らこだわった特製生パスタ、
定番のアイス

さい。この度満を持して新業態でフー

ミルクティもお楽しみいただけます。

ドコートに初出店！

◆石松餃子
昭和 28 年創業の「浜松餃子」の元祖。
たっぷりのキャベツの甘味と豚肉の旨味をモチ
モチの薄皮に包み込んだ、あっさりジューシー
餃子。ニンニク少なめの優しい味わいが大人気。

◆ひな鶏伊勢ゐ
たまり醤油ダレでふわっと香
ばしく旨味広がる焼鳥が自慢。
親子丼は4種類の削り節出汁で
さっと煮立った焼鳥をトロト
ロの玉子で仕上げます。

◆<ファミリーゾーン> 多世代で楽しめる親しみやすい店舗の集合
◆いきなりステーキ

◆伝説のすた丼屋

厚切りの高級ステーキをリーズナブルに提

看板商品の “すた丼”は、“秘伝のニンニク醤

供。お客さまの目の前で量り売りいたしま

油ダレ”と豚バラ肉を絡めて炒めあげ、茶碗約

す。炭火で調理した厚切りステーキに特製

3 杯分もの大盛りご飯の上に盛ったスタミナと

オリジナルステーキソースをかけてお召し

ボリューム満点の丼ぶりです。

上がりください。

※掲載画像はすべてイメージです。
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静岡県東部初出店や新業態店が充実した食のラインナップ
③NUMAZU KITCHEN STREET （レストラン）＜1F＞
体験型マルシェ「Mercado DE SAMASA」から続くレストラン。多世代で楽しめる人気ビュッフェ「ファミリービュ
ッフェ 太陽のごちそう」「串家物語」をはじめ、「焼肉飯店 京昌園」「伊豆高原ケニーズハウスカフェ」などの地
元の人気店などが並び、様々な食のニーズにお応えします。

◆大人から子どもまで多世代で楽しめる魅力的なビュッフェ

◆ファミリービュッフェ 太陽のごちそう

◆串家物語

静岡県産の野菜やお肉、卵や牛乳、駿河湾で

自分で選んで自分で揚げる串揚げビュッフェ

獲れた魚介など、地元の食材を使った料理や

のお店です。串揚げ、サラダ、お惣菜、ケー

デザートが楽しめるビュッフェレストラン。

キ、フルーツ等すべてビュッフェスタイルで
お召し上がりください。

◆伊豆高原ケニーズハウスカフェ
◆しゃぶ菜
牛肉や豚肉、野菜バーから選べる新鮮野菜を
2 種類の出汁で楽しめる「しゃぶしゃぶ」や
「握り寿司」が食べ放題のレストラン。

伊豆高原を拠点に東京・静岡で展開中のリ
ゾートカフェレストラン。今回、ららぽー
と沼津店ではカフェメニューに加え、初め
ての試みとなるパンケーキビュッフェを導
入します。

◆全国や地元の人気レストランでバラエティ豊かな食の体験を

◆焼肉飯店 京昌園
京昌園の旨さの秘訣は厳選された食
材と秘伝のタレの組み合わせ。ラン
チ、キッズ、セットメニューなど豊富
にご用意。創業 60 年、守り続けてい
る「伝統の旨さ」をご堪能ください。

◆子育て世代にも嬉しいファミリー向け店舗

※掲載画像はすべてイメージです。
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静岡県東部初出店や新業態店が充実した食のラインナップ
④各フロアには人気のカフェが充実
<1F>

<1F>

<2F>

◆スターバックスコーヒー

◆珈琲所 コメダ珈琲店

◆ゴディバ

アメリカ、シアトル生まれのスペシャルティ

名古屋発祥のフルサービス型喫茶店。サクサ

ベルギーを代表するチョコレートブラン

コーヒーストア。高品質のアラビカ種コーヒ

クに焼いたデニッシュパンの上に冷たいソ

ド。上質なチョコレートはもちろん、贅沢な

ー豆から抽出したエスプレッソがベースの

フトクリームをのせた「シロノワール」が名

チョコレートドリンクを座席でゆっくり味

バラエティ豊かなドリンクやペストリー、サ

物。シロップをかけてお召し上がりくださ

わえるのは、沼津ではららぽーとだけです。

ンドイッチをお楽しみいただけます。

い。

<2F>

<3F>

⑤スーパー・食物販・グロサリー店舗の集結
◆日々の食材を提供するスーパーマーケット
◆SANWA
東京都西南部と神奈川県を中心に店舗を構えるスーパーマーケット「sanwa」が静岡県に初
出店。日々の生活を「より豊かに・より楽しく」する為に、鮮度・品揃えにこだわり、地域
の皆さまに喜ばれるお店を目指します。静岡県東部の食卓へ「新風を吹き込む」sanwa は、
商品を通じて「毎日が楽しくなる食生活の提案」の実現を目指しメニューサポートコーナー
などを売場に取り入れフレンドリーなスーパーマーケットを展開します！

◆全国で人気のブランドで生活に彩りを
◆ゴンチャ

◆ドンク／ミニワン

上質なお茶をカジュアルなスタイルで楽

明治 38 年神戸生まれのドンクは、フラン

しめるカフェ。トッピングや甘さ、氷の量

スパンをはじめとしたバラエティ豊かな

まで、その時の気分に合わせて多様なカス

パンを職人が焼き上げます。ほんのり甘

タマイズができ、自分だけの一杯を味わえ

い、焼き立てミニクロワッサンの量り売り

ます。

はミニワンで。

◆バラエティ豊かな食物販・グロサリー店舗が勢ぞろい
生活に彩りを添え、豊かな日常を演出
する和、洋のグロサリー。様々な調味
料やこだわりの食材に地方物産を加
え、地域のお客さまのニーズにお応え
します。更に和菓子、洋菓子、デリカ
テッセンも充実。ご自宅用からお持た
せまで様々なシーンにご利用いただ
けます。
※掲載画像はすべてイメージです。
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生活を豊かで快適にする多彩なブランドが集結
①静岡県東部初出店店舗
背伸びをしない大人のファッションを提案する「JOURNAL STANDARD relume」が待望の静岡県初出店。さらに全 217
店のうち、「H&M」や「URBAN RESEACH DOORS」をはじめとする 119 店（飲食店含む）が静岡県東部初出店となります。
人気のセレクトショップやトレンドファッション＆グッズのショップが充実します。

静岡県東部初

②ららぽーと初出店、地域発の実力派店舗が出店
SC 初出店となるセレクトショップ「フラグメンツ assemble by CHIKUMA」や、ギフトショップ「Pion Gift & mine」、
上質な大人のブランドからセレクトした「Beignets Fourrés」など、静岡県に本社を置く地元で人気のお店が並びます。

◆Beignets Fourrés（ベニエフレェ）
生活の中で、特別な 1 着を手にする喜びを感じていただける空間でありた
いと思います。evam eva、Maison de soil、ENCHAINEMENT、STAMP AND DIARY
など、上質な大人のブランドからセレクトしています。

◆フラグメンツ assemble by CHIKUMA
伊豆地域に 7 店、創業 43 年目のローカルセレクトショップ「チクマ」の中から
“沿岸部でのライフスタイル”に特化し再構築した新業態、それが「フラグメンツ」です。

◆Pion Gift & mine
静岡で生まれた雑貨屋ピオンがららぽーと初出店！
人と人を繋ぐ「ギフト」に特化した品揃えで、気持ちを贈るお手伝いを。
「贈る喜び、もらう喜び、選ぶ楽しさ」を感じられる他にはないギフトショップです。

◆FACTORY&STORE MANUALgraph
静岡県裾野市の家具工房直営のソファ専門ブランド。
“FUN SOFA,FUN LIFE”をモットーにオリジナルソファの他、多彩なイン
テリアアイテムをお届けします。
※掲載画像はすべてイメージです。
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生活を豊かで快適にする多彩なブランドが集結
③静岡県東部最大級のエンターテインメント空間を創出
シネマコンプレックス、ボウリング・ゲームセンターを備えたアミューズメントショップが 2 つの核店舗として出店。
ショッピングや食だけでなく、豊富なエンターテインメントもお楽しみいただけます。

◆シネマサンシャイン
IMAX®など最新鋭設備を導入したシネマコンプレックス。全国に 14
館を運営しているシネマサンシャインが、ららぽーとに初出店しま
す。
世界で最も臨場感のある映画体験が出来る IMAX®。その他最新鋭の
映像・音響システムを導入する 10 スクリーン、約 1,800 席のシネ
マコンプレックスです。様々な映画の楽しみ方をご提案します。

IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation.

◆コロナワールド
コロナワールドは、ボウリングやアミューズメントなど、「遊び」
の情報発信基地となるエンターテインメント空間。
身近でありながらも非日常的な感動をお届けする、キッズからシニ
アまで幅広い層の方が遊べるインドアパークです。

④多種多様なスポーツ・アウトドアライフに対応
沼津の豊かな自然に恵まれた立地環境を背景に、本格的なスポーツ・アウトドア用品からタウンユースとしての
ファッションスタイルまで幅広いニーズに対応します。

◆WORKMAN Plus

◆アルペンアウトドアーズ

◆スーパースポーツゼビオ

「高機能×低価格のサプライズをすべての人

アウトドア用品から雑貨・アパレルまで充実

本格的競技用品からカジュアル用品まで幅広

へ」アウトドア・スポーツ・レインウェアを

した品揃え。お客さまに「わくわく」を届け

く取り揃える大型スポーツ専門店。多様なス

中心とした機能性ウエアの新業態店です。

る体験型アウトドアショップをご体感くだ

ポーツライフスタイルをご提案いたします。

さい。

※掲載画像はすべてイメージです。
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生活を豊かで快適にする多彩なブランドが集結
⑤国内外の人気コスメブランドとビューティーショップが一堂に集積
自分磨き、癒しのひと時、大切な人へのギフト。「ALBION DRESSER」、「マークスアンドウェブ」をはじめ、心も
身体も健康的で美しくなれる魅力的なショップが数多く出店します。

◆ALBION DRESSER

◆cosmeteria

◆NARCIS（ナルシス）

アルビオンの化粧品とこだわりの雑貨を心

コーセーの多彩なブランドを一同に集めた

NARCIS は、気軽に自由に、あなたのスタイル

地よい空間で自由に見て試せる、夢のような

「コスメテリア」。静岡初出店の新コンセプ

でお買い物が楽しめるラグジュアリーコス

ドレッサー。

トコスメショップ。

メショップです。

⑥ワンストップの利便性を最大限に活かした暮らしをサポートするショップの充実
こだわりのライフスタイルショップ、雑貨併設の大型書籍、ファッションの大型店に加え、「あると便利」な大型雑
貨、各種サービス店舗が多数出店します。
◆無印良品
着心地の良いウエアや、素材にこだわった食品。そして使い勝手を考
えた、シンプルで機能的なステーショナリーや家具まで、くらしまわ
りのすべてが揃います。

◆Books The Libretto/ The Libretto MARKET
お客さまのライフスタイルを彩る、書籍、雑誌、文房具、おやつを
揃えた書店です。
地域のお客さまに長く愛される町の本屋を目指して
います。雑貨や食品を集めたザ・リブレットマーケットも初めて併設
いたします。

◆人気の大型店も勢揃い

◆旅行代理店や通信キャリアなども

※掲載画像はすべてイメージです。
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生活を豊かで快適にする多彩なブランドが集結
⑦エリア最大級のベビー・キッズ＆ティーンブランドの集積
遊びや学びの体験を通じて家族一緒に楽しめるコンテンツが満載。日常的なショッピングはもちろん、特別な日の
想い出作りにもご利用いただけます。

◆アカチャンホンポ

◆トイザらス

◆リトルプラネット

「アカチャンホンポ」はスマイルな育児を応

おもちゃを中心に話題の商品から定番商品

「遊びが学びに変わる」をコンセプトに、テク

援するマタニティ・ベビー・キッズ用品の専

まで、トイザらスがおすすめするアイテムを

ノロジーを駆使した遊びを通して子どもたち

門店です。

厳選して取り揃えています。

の興味・関心を引きだすきっかけを提供する、
全く新しいテーマパーク。

◆ベビー・キッズ専門店
アパレル、雑貨、サービス等、幅広い業種のベビー・キッズ向けショップが出店します。

◆その他キッズ取り扱い店
3 世代対応からギフト需要まで、欲しいものが必ず見つかるショップラインナップです。

◆ティーン向けブランド
流行に敏感なティーンのためのトレンドショップも充実しています。

※掲載画像はすべてイメージです。
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生活を豊かで快適にする多彩なブランドが集結
⑧ららぽーと公式通販サイト
「Mitsui Shopping Park &mall（アンドモール）
」とも連携
「&mall」（アンドモール）とは
・「&mall」は、2017 年 11 月に誕生したららぽーと公式通販サイトです。高感度ファッションを中心にライフスタイル
商品まで幅広く取り揃えたファッション EC モールとなっております。
・サイトオープンから 1 年半でのご利用登録者数は約 150 万人、ショップ数は約 350 店です。
・2018 年 10 月にはリアル店舗と EC モールのさらなる連携拠点となる「&mall DESK（アンドモールデスク）」を各らら
ぽーとに設置いたしました。「&mall DESK」では、「&mall」で購入した商品を施設内で受取り、その場で試着ができる
ワンストップサービスをご提案し、ららぽーと内で受取りいただくと送料無料、その場での返品の受付も可能なサービ
スとなっております。

「Mitsui Shopping Park &mall」

「&mall DESK」

ららぽーと沼津と&mall の連携施策について
・「ららぽーと沼津」では初めて「&mall DESK」を開業時から設置しており、ご来館前にリアル店舗での取扱商品を事
前にお調べいただいたり、ご来館時に買いそびれた商品を後日ご購入いただくなど、リアルと EC 相互を活用したお買
い物をご体験いただけます。
・「&mall DESK」で新たに「&mall」にご登録いただいた方にはお得な特典をご提供いたします。
・「&mall DESK」を拠点にリアル施設と EC を融合させるオムニチャネル型のイベントを開催します。
【「ららぽーと沼津」「&mall」双方出店店舗一例】

※出店店舗名称はロゴ表記と一部異なります。
※掲載画像はすべてイメージです。
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子育てファミリーのための空間の拡充
「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「ママ with ららぽーと」プロジェクトの一環として、
・みんなが安心して遊べるの無料の屋内キッズスペース「こもりらのもり」
・赤ちゃんと一緒に過ごす家族の居場所「こにわハウス」
・子どもも大人も楽しめる、充実の屋外広場
をご用意しました。

■無料のキッズスペース「こもりらのもり」

■赤ちゃんと一緒に過ごす「こにわハウス」

■「うみの広場」（ポップジェット）

■「うみの広場」（遊具）

※掲載画像はすべてイメージです。
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子育てファミリーのための空間の拡充
①無料の屋内キッズスペース「こもりらのもり」＜2F＞
お子さま連れのお客さまに、より一層ショッピングをお楽しみいただけるよう、無料の
キッズスペース「こもりらのもり」をご用意しました。
子どもと大人のための空間づくりを専門とする乃村工藝社の「TeamM」と三井不動産の「ママ with チーム」が協働し、
自身の子育て経験を活かし、コンセプトの開発から空間・遊びのデザインまで共に取り組みました。
「こもりらのもり」はみんなが安心して思い思いに過ごせ
るベビー・キッズ＆ファミリーのための遊べる広場です。
約 300 ㎡という広々としたスペースを年齢ごとに 3 つのエ
リアに分け、空間の中心にはそれぞれのエリアを見渡しなが
ら大人も子どももゆったり過ごせる「ベースキャンプ」コー
ナーを用意しています。
■「ベースキャンプ」
ママ・パパの見守りエリア。お子さまの休憩場所にもご
利用いただけます。

■「こもりらのおうち」（対象年齢：0 歳）
0 歳のお子さまと家族が安心してゆったり過ごせるエリア。

■「こもりらのおか」（対象年齢：3～5 歳）

■「こもりらのおがわ」（対象年齢：1～2 歳）

自分の影が虹色になる光の遊びや、動物の鳴き声が聞こえ
るほら穴など、わくわくしながら体を使って遊べる仕掛け
を用意しています。

光で動く魚を追いかけたり、水滴の中をのぞいたりもぐ
ったりする遊びが散りばめられています。

※掲載画像はすべてイメージです。
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子育てファミリーのための空間の拡充
②赤ちゃんと一緒に過ごすサードプレイス「こにわハウス」＜2F＞
「こにわハウス」は、だれもが過ごしやすく使いやすい空間で、赤ちゃんと一緒の家族や
友人とゆったりとした時間を過ごせる居場所です。
「こもりらのもり」同様に、乃村工藝社の「TeamM」と三井不動産の「ママ with チーム」が
協働し、都会的なデザインイメージで大人の満足度を満たしつつ、子どもにも洗練された
デザインに触れる機会を創出する空間演出を行いました。
室内には絵本の中に入り込んだような壁画が施され、おむつ交換スペース、授乳室、ミルクや離乳食が
食べられるエリアを分かりやすく区画し、デザインと機能の両方が備わった空間を目指しています。
■キッチン・リビング

■おむつ交換スペース

ミルクを作ったり離乳食を温めたりできるミニキッチン
と、ミルクを飲んだり離乳食が食べられるリビング空間で
す。お買い物の合間に赤ちゃんと一緒にくつろげる、明る
く開放的なファミリーのためのレストスペースです。

エントランスに隣接するおむつ交換スペースは、「こに
わハウス」の中庭に見立てた空間です。中庭の中心には
大きな木をイメージしたオブジェ、木漏れ日のような照
明演出を施しています。おむつ交換を待つお子さまが座
れるスツールも設置しています。

■エントランス
親しい友人宅の玄関に見立てたエントラン
ス空間。ここで靴を脱いで中へ入ります。ち
ょっと腰を下ろすベンチや飲み物の自動販
売機も設置しています。

■授乳スペース
「こにわハウス」の一番奥、ベッドルームの
ように落ち着いた場所が、ママと赤ちゃん
の部屋、授乳スペースです。お子さまと一緒
に入れる個室の授乳室と、ママ友と一緒に
過ごせるソファコーナーをご用意していま
す。

※掲載画像はすべてイメージです。
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子育てファミリーのための空間の拡充
③子どもも大人も楽しめる、充実の共用スペース
敷地南北にそれぞれ大きく広がる屋外広場は、昼夜・世代を問わず楽しめる工夫が満載です。
南側の「うみの広場」にはポップジェットを配置した子どもの水遊び場や遊具、屋外イベントステージを設置し、
子どもだけでなく大人も楽しめる空間となっています。

◆「うみの広場」
30 箇所設置したポップジェットは、ららぽーと史上最大級。日中は子どもたちが水と戯れる憩いの空間に、夜は音楽に合わ
せてポップジェットの水とダウンライトの色が連動し、見る人を魅了する空間を創出しています。

また、ポップジェットに併設した遊具をご用意しました。
5 基の滑り台が連結された大型遊具は、様々な仕掛けによ
る遊びの連続で、お子さまのワクワク感を刺激します。

モノ・コト・ヒトとの新たな出会い・交流の場所

①センターコート「ひかりの広場」
トップライトが印象的なセンターコート「ひかりの広場」は、大人数でのイベントに対応しています。
エスカレーター脇に設置されたヒカリ壁が、吹き抜けの開放感と高揚感を演出するほか、イベントや季節に応じて色彩
を変えることで、センターコート内に新しい賑やかさをもたらします。

※掲載画像はすべてイメージです。
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モノ・コト・ヒトとの新たな出会い・交流の場所
働きやすい環境作りに向けた取り組み

②フードコート併設の「ららスタジオ」
3F フードコート

3F のフードコート内には、友人同士の貸切パーティーや
様々なイベントに対応可能なコミュニティスペース

3F

「ららスタジオ」を併設しました。
フードコートスペースの一部として利用することに加え、
お客さま同士の集いの場としてもご利用いただけます。
ららスタジオ

空間イメージ

利用イメージ

・ガラスパーテーションで区切られた開放的な 2 つの部屋。

・お客さまご自身で主催する講座や発表会、展示会。

・全ての部屋をつなげて利用することも可能（約 220 ㎡）。

・ご家族やご友人の記念日のお祝いや友人同士のパーティーでの貸切利用。

・システムキッチン、プロジェクター、Wi-Fi 環境等、

・フードコートスペースの一部として利用。

様々なニーズに対応する設備を完備。

※貸切・イベントでのご利用には事前申し込みが必要となります。

③ららぽーとでしか体験できない“モノ・コト・ヒト”と出会える
街の「コミュニティ＆スペース」
ららぽーとでしか体験できない“モノ・コト・ヒト”と出
会える街のコミュニティ＆スペースを、1F「ひかりの広場」
前にご用意しました。感度の高い展示やイベント、職人の技
や若い才能・感性などを編集し発信していくことで、ららぽ
ーととお客さまをつないでいきます。また、沼津における新
たな情報発信拠点として、お客さまとつながるコミュニティ

1F

スペースとなることを目指します。
◆「コミュニティ＆スペース」の機能
ギャラリー

イベント

ららぽーとでしか体験でき

ゲストスピーカーを招いて

ない感度の高い展示や、ワ

のトークショーやワークシ

ークショップで出来上がっ

ョップを開催していく。

た作品展示などを行う。

店舗様主催、お客さま主催
のイベントも開催予定。

情報発信

ショップ

コミュニケーターを中心

生活雑貨、衣類など感度の

に、ギャラリー・イベント

高い良いモノが購入でき、

の情報をはじめ、様々な情

日常に取り入れることがで

報を再編集して発信してい

きるショップ。

く。
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緑地広場、交通広場の整備
本施設は、2017 年 3 月 31 日の都市計画変更により市街化編入された土地（約 30ha）の中核に立地し、沼津市におけ
るまちづくりの新たな拠点としての役割を担います。また施設計画に合わせて、周辺道路の拡幅整備や当敷地内に
3ヵ
働きやすい環境作りに向けた取り組み
所、合計約 5,000 ㎡の緑地広場と路線バスが発着する交通広場などの整備を行います。

緑地広場１（うみの広場）

交通広場

働きやすい環境作りに向けた取り組み
従業員の皆さまの働きやすい環境の実現と ES（従業員満足）向上を目指しています。

①ゆっくりと休憩がとれる従業員休憩室
館内の 2F と 3F の各階 2 ヵ所の計 4 ヵ所に従業員休憩室を設置します。機能面の充実とデザインにこだわり、働く皆
さまがゆっくり休憩をとれる空間となっています。
間仕切りのあるカウンター席／ゆったりくつろげるソファエリア／仮眠スペース／携帯電話充電用コンセント
フリーWi-Fi／歯磨き用洗面台／パウダーコーナー／喫煙室／コンビニエンスストア（併設）

カウンター席エリア

ソファエリア

②従業員休憩室に併設、手軽に利用できるコンビニエンスストア ＜2F＞
従業員専用コンビニエンスストアとしてローソンが出店します。短い休憩時間も
無駄にせず、手軽に必要なものが揃います。
糖質を抑えた“ブランパン”をはじめとする健康関連食品の品揃えやウチカフェ
シリーズ（デザート）などを豊富にご用意して、働く従業員の皆さまをサポートし
ます。

※参考写真：ららぽーと名古屋みなとアクルス
※掲載画像はすべてイメージです。
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働きやすい環境作りに向けた取り組み
出店店舗の従業員採用支援
本施設出店店舗の従業員採用支援のため、
「ららぽーと沼津採用センター」
（業務委託先：株式会社アイデム）を立ち上
げ合同求人説明会を順次実施しています。合同求人説明会では多数の出店企業により、勤務内容や勤務時間、賃金などを
来場者に向けて説明しています。
プラサ ヴェルデで開催された第 1 弾、第 2 弾の合同求人説明会では沼津市を中心に周辺市町や静岡市などから多

くの方にご来場いただきました。
6 月以降も引き続き、下記のスケジュールのとおり計 6 回、合同求人説明会を実施します。
※主催は「ららぽーと沼津採用センター」です。
※最新情報はウェブサイトをご確認ください。 https://job-gear.net/lpnumazu

第３弾

第４弾

第５弾

第６弾

第７弾

第８弾

開催日

6/25(火)

7/10(水)

7/21(日)

8/5(月)

8/28(水)

9/8(日)

13:00～19:00

13:00～19:00

11:00～17:00

13:00～19:00

13:00～19:00

11:00～17:00

時間

※10分前より受付開始

※10分前より受付開始

※10分前より受付開始

※10分前より受付開始

※10分前より受付開始

※10分前より受付開始

※最終受付時間18:45

※最終受付時間18:45

※最終受付時間16:45

※最終受付時間18:45

※最終受付時間18:45

※最終受付時間16:45

会場

プラサ ヴェルデ

プラサ ヴェルデ

プラサ ヴェルデ

プラサ ヴェルデ

プラサ ヴェルデ

プラサ ヴェルデ

キラメッセぬまづ

コンベンションぬまづ

コンベンションぬまづ

コンベンションぬまづ

コンベンションぬまづ

キラメッセぬまづ

多目的ホール

コンベンションホールA

コンベンションホールB

コンベンションホールA

コンベンションホールA

多目的ホール

「ららぽーと沼津採用センター」業務委託先
株式会社アイデム 会社概要
・本社所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-4-10 アイデム本社ビル
・代表取締役社長：椛山 亮
・設立：1971 年 2 月 10 日
・資本金：2,250 万円
・従業員数：1,275 名（2018 年 11 月 30 日現在）※全雇用形態含む

■合同求人説明会 第 1 弾実績
・日時：2019 年 4 月 14 日（日）11：00～17：00
・場所：プラサ ヴェルデ コンベンションぬまづ コンベンションホール A
・参加企業数：35 社（39 店舗）
・来場者数：827 名

■合同求人説明会 第 2 弾実績
・日時：2019 年 5 月 29 日（水）13：00～19：00
・場所：プラサ ヴェルデ コンベンションぬまづ コンベンションホール A
・参加企業数：46 社（52 店舗）
・来場者数：795 名
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もっとやさしいららぽーとへ
①ママの声をカタチにする「ママ with ららぽーと」
「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。
「もっとママに優しいららぽーとへ。」をモットーに社内外のアドバイスやお客さまの声をも
とに授乳室やキッズスペース等の施設機能を充実させるだけでなく、親子で楽しんでいただける
イベントを開催するなど、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。

ママに優しい４つのポイント
おむつ替えや授乳も安心

お子さまとゆっくり食事できる

ベビーカーのまま入れる広いトイレや、授乳室、
おむつ替え台などをご用意しています。

フードコート内のキッズエリアなどで、気兼ねな
くお食事をお楽しみいただけます。

お子さまが遊べるスペースが充実

ファミリーで楽しめるイベントを開催

お買い物中にも、お子さまが遊ぶことのできる
キッズプレイスペースをご用意しています。

ママやパパがお子さまと一緒に楽しめるイベント
を各種開催していきます。

②みついショッピングパーク「キッズクラブ」
小学生以下のお子さまや、ママのお腹にいる出生前のお子さまを対象とした会
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 19 施設で、会員だけの様々な特典やイ
ベントなどにご参加いただけます。
キッズクラブ特典対象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たりと、様々な特典を受けられます。
※詳細はウェブサイトをご確認ください。

https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/kidsclub/
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ららぽーとのご紹介や取り組み
①ららぽーとについて
ファッションをはじめ、食やエンターテインメント施設などが集結し、三井不動産
が全国に展開するリージョナル型ショッピングセンター。
ショッピング以外の楽しみも充実し、地域コミュニティの核としてまちづくりの中
心となる施設づくりを進めています。

②ユニバーサルデザインへの取り組み
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、車椅子をご使用の方、オストメイトの方などが利用しやすいよう、多目
的トイレを各フロアに設置。
さらに、介助が必要な方のため、メインエントランス近く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約 60 台分配置します。

③三井ショッピングパークポイントサービス
三井不動産グループが運営する、全国 60（※）の商業施設で利用可能な「三井ショッピングパークポイント」がたま
る･つか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。
※2019 年 6 月 20 日時点
お買い上げ 100 円（税抜）の場合
三井ショッピングパークカード《セゾン》

三井ショッピングパークポイントカード

クレジット払いで

1

２

ポイント

ポイント

（クレジット機能なし）

（クレジット機能付き）
※一部対象外店舗、ポイント付与が異なる場合がございます。
※詳細はウェブサイトをご確認ください。

https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/

④三井ショッピングパークアプリ
ららぽーとや三井アウトレットパークなど三井不動産グループの商業施設でご利用い
ただけるお得で便利なアプリです。
アプリをダウンロードいただき、お気に入りの施設を登録するとセール･イベントなど
の最新情報やアプリ会員限定の割引･サービスなどが受けられるお得なクーポンをお届け
します。
さらに、アプリとポイントカードを連携するとポイント会員情報の確認やアプリ内の
QR コードで三井ショッピングパークポイントをためる･つかえる機能、クレジット支払い
ができる「アプリ de 支払い」もご利用いただけて便利にお買い物いただけます。
※一部対象外施設･店舗がございます。
※詳細はウェブサイトをご確認ください。

https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/app/
※掲載画像はすべてイメージです。

21

＜添付資料 1＞出店店舗一覧
◆ファッション 57 店舗
業種

店舗名

ヨミガナ

静岡県東部初

レディス

ＰＬＳＴ

プラステ

〇

レディス

Ｖｉｎ

ヴァン

〇

レディス

ベルーナ

ベルーナ

〇

レディス、服飾雑貨

ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＨＯＬＩＣ

アメリカンホリック

〇

レディス、服飾雑貨

ＡＮＡＰ

アナップ

〇

レディス、服飾雑貨

Ｂｅｉｇｎｅｔｓ Ｆｏｕｒｒéｓ

ベニエフレェ

レディス、服飾雑貨

アース ミュージック＆エコロジー ナチュラルストア

アースミュージックアンドエコロジーナチュラルストア

レディス、服飾雑貨

ＩＮＧＮＩ

イング

レディス、服飾雑貨

メイリールー

メイリールー

レディス、服飾雑貨

ＳＭ２ ｋｅｉｔｔｉｏ

サマンサモスモスケイッティオ

レディス、服飾雑貨

Ｔｅ ｃｈｉｃｈｉ／Ｌｕｇｎｏｎｃｕｒｅ

テチチ／ルノンキュール

〇

レディス、服飾雑貨

ＴＯＫＹＯ ＩＧＩＮ ＳＴＡＲＳＩＡ

トウキョウイギンスターシャ

〇

レディス、服飾雑貨

ロペピクニック

ロペピクニック

〇

レディス、服飾雑貨

ａｎｙＳｉＳ

エニィスィス

〇

レディス、雑貨

ＮＡＴＵＲＡＬ ＢＥＡＵＴＹ ＢＡＳＩＣ

ナチュラルビューティーベーシック

〇

レディス、雑貨

ハミルトンエッセンス

ハミルトンエッセンス

〇

メンズ、服飾雑貨

ＨＩＤＥＡＷＡＹＳ

ハイダウェイ

〇

レディス、メンズ、服飾雑貨

トルネードマートワールド

トルネードマートワールド

〇

メンズ、キッズ、ゴルフウェア

Ｇ－ＬＡＮＤ ＥＸＴＲＥＭＥ

ジーランドエクストリーム

〇

レディス、メンズ

ＡＺＵＬ ｂｙ ｍｏｕｓｓｙ

アズールバイマウジー

〇

レディス、メンズ

コーエン

コーエン

〇

レディス、メンズ

ＦＲＥＡＫ’Ｓ ＳＴＯＲＥ

フリークス ストア

〇

レディス、メンズ

ｎａｎｏ・ｕｎｉｖｅｒｓｅ

ナノ・ユニバース

〇

レディス、メンズ

ＯＲＩＨＩＣＡ

オリヒカ

〇

レディス、メンズ

ＴＯＭＭＹ ＨＩＬＦＩＧＥＲ

トミー ヒルフィガー

〇

レディス、メンズ、雑貨

URBAN RESEARCH DOORS

アーバンリサーチドアーズ

〇

レディス、メンズ

クロコダイル

クロコダイル

レディス、メンズ

SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH

センスオブプレイスバイアーバンリサーチ

レディス、メンズ

フラグメンツ ａｓｓｅｍｂｌｅ ｂｙ ＣＨＩＫＵＭＡ

フラグメンツアセンブルバイチクマ

レディス、メンズ、関連雑貨

ＣＯＬＯＮＹ ２１３９

コロニートゥーワンスリーナイン

〇

レディス、メンズ、関連雑貨

ＪＯＵＲＮＡＬ ＳＴＡＮＤＡＲＤ ｒｅｌｕｍｅ

ジャーナルスタンダードレリューム

〇

レディス、メンズ、関連雑貨

ＷＯＲＫＭＡＮ Ｐｌｕｓ

ワークマンプラス

〇

レディス、メンズ、服飾雑貨

ゲス

ゲス

〇

レディス、メンズ、服飾雑貨

ｉｋｋａ ＬＯＵＮＧＥ

イッカラウンジ

〇

レディス、メンズ、服飾雑貨

ラコステ

ラコステ

〇

レディス、メンズ、雑貨

Ｈｕｓｈ Ｐｕｐｐｉｅｓ

ハッシュパピー

レディス、メンズ、雑貨

ｎｉｋｏ ａｎｄ．．．

ニコアンド

〇

レディス、メンズ、雑貨

ＷＥＧＯ

ウィゴー

〇

レディス、メンズ、雑貨

リーバイス（Ｒ）ストア

リーバイスストア

〇

レディス、メンズ、キッズ

ｃｏｃａ

コカ

〇

レディス、メンズ、キッズ

ジーユー

ジーユー

レディス、メンズ、キッズ

Ｈ＆Ｍ

エイチ・アンド・エム

〇

レディス、メンズ、キッズ

ＲＯＤＥＯ ＣＲＯＷＮＳ ＷＩＤＥ ＢＯＷＬ

ロデオ クラウンズ ワイド ボウル

〇

レディス、メンズ、キッズ

グローバルワーク

グローバルワーク

レディス、メンズ、キッズ

ユニクロ

ユニクロ

レディス、メンズ、キッズ

Right-on

ライトオン

レディス、メンズ、キッズ、ベビー

Ｇａｐ Ｆａｃｔｏｒｙ Ｓｔｏｒｅ

ギャップファクトリーストア

〇

レディス、メンズ、キッズ、雑貨

ＣＯＭＭＥ ＣＡ ＳＴＹＬＥ

コムサスタイル

〇

ジュニア

ＡＬＧＹ

アルジー

〇

キッズ

ＥＲＡＢＵ ＳＴＯＲＥ

エラブストア

〇

キッズ、雑貨

ｐｅｔｉｔ ｍａｉｎ

プティマイン

キッズ、雑貨

ブランシェス

ブランシェス

〇

ジュニア、雑貨

ジェニィ

ジェ二ィ

〇

ティーンズ

ＰＩＮＫ－ｌａｔｔｅ

ピンク ラテ

〇

ティーンズ

レピピアルマリオ

レピピアルマリオ

〇

シャツ、服飾雑貨

ＴＯＫＹＯ ＳＨＩＲＴＳ

トウキョウシャツ

〇

着物

きものやまと

キモノヤマト

ＳＣ初

新業態

〇

〇
〇

〇

※上記リストは 2019 年10 月2 日時点の情報です。
※「静岡県東部初」についてはアウトレット店舗での出店は除きます。

〇
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◆ファッション雑貨・雑貨・その他 72 店舗
業種

店舗名

ヨミガナ

静岡県東部初

ベビー用品

アカチャンホンポ

アカチャンホンポ

アウトドア用品・生活雑貨

アルペンアウトドアーズ

アルペンアウトドアーズ

〇

アウトドア用品

コロンビア

コロンビア

〇

アウトドア用品、雑貨

ＬＯＧＯＳ ＳＨＯＰ

ロゴスショップ

〇

スポーツ用品

ＢＯＤＹＭＡＫＥＲ

ボディメーカー

〇

スポーツ用品

スーパースポーツゼビオ

スーパースポーツゼビオ

〇

スポーツ用品

ムラサキスポーツ

ムラサキスポーツ

〇

アクセサリー

ＭＵＫ ＭＯＣＡＢＲＯＷＮ

エムユーケーモカブラウン

アクセサリー、ビーズ

パーツクラブ

パーツクラブ

〇

アクセサリー、雑貨

Ｉｆｔｏ

イフト

〇

ジュエリー

ｂｉｊｏｕ ＳＯＰＨＩＡ

ビジュソフィア

〇

ジュエリー

ＶÉＲＩＴÉ

ベリテ

ジュエリー

銀座ダイヤモンドシライシ

ギンザダイヤモンドシライシ

ジュエリー

エクセルコダイヤモンド

エクセルコダイヤモンド

ジュエリー

ミルフローラ

ミルフローラ

シルバーアクセサリー、革製品、時計

ＳＡＡＤ

サード

〇

化粧品

ＡＬＢＩＯＮ ＤＲＥＳＳＥＲ

アルビオンドレッサー

〇

化粧品

ｃｏｓｍｅｔｅｒｉａ

コスメテリア

〇

化粧品

ＮＡＲＣＩＳ

ナルシス

〇

化粧品

ＰＯＬＡ ＴＨＥ ＢＥＡＵＴＹ

ポーラザビューティー

化粧品

ザ・ボディショップ

ザ・ボディショップ

〇

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

〇

化粧品、健康食品

ＤＨＣ直営店

ディーエイチシーチョクエイテン

鞄

サックスバー

サックスバー

〇

靴

ネクストフォーカス

ネクストフォーカス

〇

靴

ＷＡ ＯＲｉｅｎｔａｌ ＴＲａｆｆｉｃ

ダブルエー オリエンタルトラフィック

〇

靴、雑貨

ＡＢＣ－ＭＡＲＴ

エービーシーマート

靴、雑貨

Ｃｈａｒｌｏｔｔｅ ｂｙ ＡＢＣ－ＭＡＲＴ

シャルロットバイエービーシーマート

〇

靴下

靴下屋

クツシタヤ

〇

ランジェリー

ａｉｍｅｒｆｅｅｌ

エメフィール

〇

眼鏡、サングラス

ＪＩＮＳ

ジンズ

眼鏡、サングラス

Zoff

ゾフ

〇

眼鏡、補聴器

眼鏡市場ＴＥＲＲＡＣＥ

メガネイチバテラス

〇

生活雑貨

Ｆｌｙｉｎｇ Ｔｉｇｅｒ Ｃｏｐｅｎｈａｇｅｎ

フライングタイガーコペンハーゲン

〇

生活雑貨

ロフト

ロフト

生活雑貨

ワンズテラス

ワンズテラス

〇

生活雑貨

ＳＩＸＰＡＤ ＳＴＯＲＥ

シックスパッドストア

〇

生活雑貨

ｓｔｙｌｅ

スタイル

〇

生活雑貨

ダイソー

ダイソー

生活雑貨、服飾雑貨

Ｐｉｏｎ Ｇｉｆｔ ＆ ｍｉｎｅ

ピオン ギフトアンドマイン

生活雑貨、服飾雑貨

３コインズ

スリーコインズ

生活雑貨、アクセサリー

ｉｌｌｕｓｉｅ３００

イルーシーサンマルマル

服飾雑貨

サンキューマート

サンキューマート

服飾雑貨、生活雑貨

ブルーブルーエ

ブルーブルーエ

衣料品、服飾雑貨、生活雑貨、食品

無印良品

ムジルシリョウヒン

雑貨

オーサムストア

オーサムストア

〇

雑貨、レディス

Ｈａｒｅ ｎｏ ｈｉ

ハレノヒ

〇

和雑貨

waQras

ワクラス

〇

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

〇

バラエティ雑貨

ピーチクラブ

ピーチクラブ

〇

バラエティ雑貨、書籍、ＣＤ

ヴィレッジヴァンガード

ヴィレッジヴァンガード

文房具、生活雑貨、食品

Ｔｈｅ Ｌｉｂｒｅｔｔｏ ＭＡＲＫＥＴ

ザ・リブレットマーケット

〇

書籍

Ｂｏｏｋｓ Ｔｈｅ Ｌｉｂｒｅｔｔｏ

ブックス・ザ・リブレット

〇

キッチン雑貨、食品

２１２ ＫＩＴＣＨＥＮ ＳＴＯＲＥ

トゥーワントゥーキッチンストア

〇

エスニック雑貨

チャイハネ

チャイハネ

ハワイアン雑貨

Hula lani Hawaii

フララニハワイ

〇

バッグ、革小物、服飾雑貨

ｃａｒｃｒｕ

カルクル

〇

家具、雑貨

ＦＡＣＴＯＲＹ＆ＳＴＯＲＥ ＭＡＮＵＡＬｇｒａｐｈ

ファクトリーアンドストア マニュアルグラフ

ビーズソファ

Ｙｏｇｉｂｏ Ｓｔｏｒｅ

ヨギボーストア

〇

腕時計

ＴｉＣＴＡＣ

チックタック

〇

生花、フラワー雑貨、観葉植物

KARENDO

カレンド

〇

Ａｐｐｌｅ製品、Ａｐｐｌｅ製品修理

Ｃ ｓｍａｒｔ

シースマート

〇

携帯アクセサリー

ＡＢｓｔｏｒｅ

エービーストア

家電

ｎｏｊｉｍａ

ノジマ

ドラッグストア、医薬品

ウエルシア

ウエルシア

ペット、ペットグッズ、理容、預かり

ワンラブ

ワンラブ

自転車

ＣＹＣＬＥ ＳＰＯＴ

サイクルスポット

玩具

トイザらス

トイザラス

手芸

ユザワヤ

ユザワヤ

〇

寝具

Ｂ－ＤＥＳＩＧＮ

ビーデザイン

〇

印章、表札

はん・印刷 大谷

ハン・インサツ オオタニ

スポーツ・健康グッズ、サロン

ファイテンショップ

ファイテンショップ

ＳＣ初

新業態

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

※上記リストは 2019 年10 月2 日時点の情報です。
※「静岡県東部初」についてはアウトレット店舗での出店は除きます。
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◆サービス 34 店舗
業種

店舗名

ヨミガナ

静岡県東部初

アミューズメント、ボウリング、キッズ

コロナワールド

コロナワールド

〇

アミューズメント

リトルプラネット

リトルプラネット

〇

シネマコンプレックス

シネマサンシャイン

シネマサンシャイン

携帯電話

ａｕショップ

エーユーショップ

携帯電話

ＵＱスポット

ユーキュースポット

携帯電話

ソフトバンク・ワイモバイル

ソフトバンク・ワイモバイル

携帯電話

ドコモショップ

ドコモショップ

携帯電話

楽天モバイル

ラクテンモバイル

保険代理店

保険クリニック

ホケンクリニック

保険代理店

ほけんの窓口

ホケンノマドグチ

トラベル

エイチ・アイ・エス

エイチ・アイ・エス

トラベル

ＪＴＢ

ジェイティービー

クリーニング

ピュアクリーニング

ピュアクリーニング

ヘアカット

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

美容室、ネイル、まつ毛エクステ

Ｓｏｉｌ ＡＶＥＤＡ

ソイルアヴェダ

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

整体、骨盤調整

整体×骨盤 カラダファクトリー

セイタイ×コツバン カラダファクトリー

コンタクト

中央コンタクト

チュウオウコンタクト

カラーコンタクト、コンタクト

メアシス

メアシス

眼科

沼津ひまわり眼科

ヌマヅヒマワリガンカ

靴・鞄のケア・修理、合鍵

リアット！

リアット

洋服のお直し

洋服直し専門店 アプローズ

ヨウフクナオシセンモンテン アプローズ

写真スタジオ

スタジオアリス

スタジオアリス

住宅関連の講座、相談サービス

スーモカウンター

スーモカウンター

〇

英会話・そろばん

森のキッズｅクラブ

モリノキッズイークラブ

〇

ＡＴＭ

イーネットＡＴＭ

イーネットエーティーエム

ＡＴＭ

静岡銀行ＡＴＭ

シズオカギンコウエーティーエム

ＡＴＭ

静岡中央銀行ＡＴＭ

シズオカチュウオウギンコウエーティーエム

ＡＴＭ

スルガ銀行ＡＴＭ

スルガギンコウエーティーエム

ＡＴＭ

セゾンＡＴＭ

セゾンエーティーエム

ＡＴＭ

沼津信用金庫ＡＴＭ

ヌマヅシンヨウキンコエーティーエム

ＡＴＭ

ローソン銀行ＡＴＭ

ローソンギンコウエーティーエム

宝くじ

チャンスセンター

チャンスセンター

ＳＣ初

新業態

〇

〇

◆スーパー・食物販 11 店舗
業種

店舗名

ヨミガナ

静岡県東部初

スーパーマーケット

SANWA

サンワ

○

ティーカフェ

ゴンチャ

ゴンチャ

○

和グロサリー

久世福商店

クゼフクショウテン

ベーカリー

ドンク/ミニワン

ドンク／ミニワン

コーヒー豆・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

食品

北海道うまいもの館

ホッカイドウウマイモノカン

和菓子

柿安口福堂

カキヤスコウフクドウ

洋菓子

窯だしチーズケーキ モロゾフ

カマダシチーズケーキ モロゾフ

○

洋菓子、洋惣菜

フロプレステージュ

フロプレステージュ

○

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

フルーツジュース

Fruits Bar AOKI

フルーツバーアオキ

SC初

新業態

○

○

※上記リストは 2019 年10 月2 日時点の情報です。
※「静岡県東部初」についてはアウトレット店舗での出店は除きます。
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◆マルシェ（Mercado DE SAMASA） 7 店舗
業種

店舗名

ヨミガナ

静岡県東部初

SC初

新業態

鮮魚、水産加工品、持ち帰り寿司

fish market SAMASA

フィッシュマーケットサマサ

○

○

海鮮丼、寿司

海鮮丼 佐政

カイセンドンサマサ

○

○

和カフェ

茶寮 あらいえん

サリョウ アライエン

○

○

青果、サラダ、デリ

72 veggie

ナナニーベジ

○

○

精肉、総菜、肉丼

くわばらダイニング

クワバラダイニング

○

○

スペインバル

BUENA COSTA

ブエナコスタ

○

○

イタリアン

IL PORTINO

イルポルティーノ

○

○

SC初

新業態

◆レストラン・カフェ 19 店舗
業種

店舗名

ヨミガナ

静岡県東部初

カフェ

珈琲所 コメダ珈琲店

コーヒードコロコメダコーヒーテン

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

カフェダイニング

伊豆高原ケニーズハウスカフェ

イズコウゲンケニーズハウスカフェ

焼肉

焼肉飯店 京昌園

ヤキニクハンテンケイショウエン

蕎麦、うどん、定食

吉祥庵

キッショウアン

○

ハンバーグ

いしがまやハンバーグ

イシガマヤハンバーグ

○

オムライス

3 Little Eggs

スリーリトルエッグス

○

ドーナッツ

JACK IN THE DONUTS

ジャックインザドーナッツ

○

しゃぶしゃぶ、寿司他 食べ放題

しゃぶ菜

シャブサイ

○

ハンバーガー

マクドナルド

マクドナルド

総合ビュッフェ

ファミリービュッフェ 太陽のごちそう

ファミリービュッフェ タイヨウノゴチソウ

○

串揚げビュッフェ

串家物語

クシヤモノガタリ

○

パスタ、洋食

鎌倉パスタ

カマクラパスタ

中華料理

香港厨房

ホンコンチュウボウ

○

とんかつ、惣菜

とんかつ新宿さぼてん

トンカツシンジュクサボテン

○

和定食

奥出雲 玄米食堂 井上

オクイズモ ゲンマイショクドウ イノウエ

○

スペシャルティコーヒー

タリーズコーヒー

タリーズコーヒー

チョコレート、ドリンク

ゴディバ

ゴディバ

ベーカリーカフェ

サンマルクカフェ

サンマルクカフェ

○

◆フードコート 17 店舗
業種

店舗名

ヨミガナ

静岡県東部初

SC初

新業態

ステーキ

いきなりステーキ

イキナリステーキ

ちゃんぽん

リンガーハット

リンガーハット

肉丼、肉料理

伝説のすた丼屋

デンセツノスタドンヤ

たこ焼き

築地銀だこ

ツキジギンダコ

うどん、天ぷら

丸亀製麺

マルガメセイメン

スパゲティ

パスタ屋一丁目イタリアン

パスタヤイッチョウメイタリアン

かつめし、かつ丼

かつゑもん

カツエモン

海鮮丼、かきあげ丼

魚河岸丸天

ウオガシマルテン

餃子

石松餃子

イシマツギョウザ

○

親子丼、鶏料理

ひな鶏伊勢ゐ

ヒナドリイセイ

○

パンケーキ、ハワイアンフード

ホノルル食堂 Da Cafe

ホノルルショクドウ ダカフェ

○

ラーメン

RAMEN EXPRESS 博多一風堂

ラーメンエクスプレスハカタイップウドウ

○

ラーメン

麺や庄の

メンヤショウノ

○

ラーメン

湯河原 飯田商店

ユガワライイダショウテン

○

ソフトクリーム・ジェラート

KENNY'S ソフト＆ジェラートスタンド

ケニーズソフトアンドジェラートスタンド

〇

クラフトビール

AOI BEER STAND

アオイビアスタンド

〇

だがし

あまのや 繁田商店

アマノヤシゲタショウテン

○

○
○
○

○

○

○

○

○

※上記リストは 2019 年10 月2 日時点の情報です。
※「静岡県東部初」についてはアウトレット店舗での出店は除きます。
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＜添付資料 2＞「三井ショッピングパーク ららぽーと沼津」計画概要
所在地

静岡県沼津市東椎路字東荒 301 番地 3

敷地面積

約 119,816 ㎡（約 36,244 坪）

構造規模

店舗棟 鉄骨造地上 4 階建（1～3 階：店舗、4 階：屋上駐車場）
立体駐車場棟 鉄骨造地上 5 階建 3 棟

延床面積

約 165,000 ㎡（約 50,000 坪）※立体駐車場棟含む

店舗面積

約 64,000 ㎡ （約 19,300 坪）

店舗数

217 店舗

駐車台数

約 3,600 台

交通

JR 東海道線「沼津駅」約 2.5km
JR 東海道線「片浜駅」約 2.0km

営業時間

物販・サービス・フードコート
レストラン

環境デザイン

外装・内装：
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
ランドスケープ：
株式会社ランドスケープ・プラス

設計会社

株式会社大林組一級建築士事務所

10：00～21：00
11：00～22：00

建物棟・外構工事：株式会社大林組名古屋支店
施工会社

基盤整備工事：株式会社大林組名古屋支店
立体駐車場棟工事：IHI 運搬機械株式会社

開発設計・建物基本設計

株式会社東急設計コンサルタント

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

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/numazu/

＜添付資料 3＞航空写真（2019 年 5 月時点）
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＜添付資料 4＞敷地配置図

＜添付資料 5＞フロア配置図

NUMAZU GRAND
DINING
（フードコート）

こにわハウス
こもりらのもり
こ

ひかりの広場
こ
（センターコート）
NUMAZU
KITCHEN STREET
（レストラン）

※掲載画像はすべてイメージです。
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＜添付資料 6＞
位置図【広域図】

位置図【狭域図】
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＜添付資料 7＞三井不動産のリジョーナル型ショッピングセンター（2019 年 6 月時点）

■三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷

■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 ららぽーと富士見

■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 ららぽーと沼津
2019 年 10 月４日（金）グランドオープン

■三井ショッピングパーク
ららぽーと名古屋みなとアクルス
■（仮称）三井ショッピングパーク
ららぽーと愛知東郷町

■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 ららぽーと柏の葉

■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 ららぽーと横浜
■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 ららぽーと海老名
■三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚

■三井ショッピングパーク ららぽーと和泉

■（仮称）三井ショッピングパーク ららぽーと上海金橋

■三井ショッピングパーク ららぽーと EXPOCITY

■（仮称）三井ショッピングパーク ららぽーと台湾南港
■（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
■（仮称）三井ショッピングパーク ららぽーと台中
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