
1 

① スケールアップし東京湾岸エリア最大級の全 214 店舗が集結、豊洲駅との直結によりますます好アクセスに。

② 「ポロ ラルフ ローレン」「DESCENTE STATION」などの高感度ファッションの拡充のほか、「アカチャンホンポ」

「トイザらス」などのキッズ向けコンテンツも新規出店。

③ フードコート、レストランゾーンを拡充、絶好のロケーションを活かした「くつろぎ空間」を提供。スイーツの人気店や

グロッサリーの新規出店によりラインアップも充実、多様な過ごし方に対応。

④ 書籍、家電、日用品、生活・医療関連サービスも新規出店・増床によりますます安心・便利に。

⑤ 成長・発展する豊洲エリアにおける集う場所として、施設ハード面でも快適な滞在空間を再整備。

2020 年を迎え、ますます多様になる豊洲の街のニーズに合わせ、ららぽーともアップデート！ 
 

2020年1月21日 

三井不動産株式会社 

「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」大規模リニューアル 

東京湾岸エリア最大級・全 214 店舗へスケールアップ 
～商業施設初・都内初出店店舗など3月18日（水）より順次オープン～ 

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 アーバンドック 

ららぽーと豊洲」（所在：東京都江東区豊洲）の開業後2度目の大規模リニューアルとして、2020年3月18日（水）より   

新規62店、改装40店、計102店舗を順次オープンすることを決定しました。 

オフィスワーカーや地域住民の増加といった“街の成長”に合わせ、高感度ファッションの拡充のほか、キッズ店舗の増加、

多様化する過ごし方に合わせた食の楽しみをご提案できるようなリニューアルを実施いたします。また、4月24日（金）に  

開業する豊洲ベイサイドクロスタワー内に新たにオープンする商業ゾーンをあわせ、「ららぽーと豊洲」として全214店舗に  

スケールアップします。当該拡張に伴い東京メトロ有楽町線・ゆりかもめ豊洲駅と直結し、アクセス面でますます便利に

なります。

このほか、憩いの場としての魅力向上のため、外壁デザインを変更し、外観のイメージを一新。フードコートの拡張や、  

授乳室の増設など、よりお客さまに利用しやすい施設となるようサービスの拡充を行います。 

2006年の当施設開業以降、豊洲を中心とする東京湾岸エリアはオフィス・住宅等の急速な開発、交通網の整備により 

大きく変貌し、商圏も成長拡大し続けています。さらに、2020年は海外からの観光客が飛躍的に増え、豊洲エリアは    

ますます賑わいが生まれることが予想されており、本リニューアルは多様な豊洲の街のニーズに応えることを目指しています。 

報道関係者各位

本リニューアル・5 つのポイント 

「ららぽーと豊洲」全景 
フードコート新客席

※上記の写真・イラストはすべてイメージです

ららぽーと豊洲1エントランス 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、アーバンドック ららぽーと豊洲のスケールアップオープンを延期しておりましたが、緊急事態宣言の解除を受け、らら

ぽーと豊洲１・２（リニューアル）は 5 月 29 日より順次、ららぽーと豊洲３（ベイサイドクロスタワー）は 2020 年 6 月 1 日より順次開業することいたしましたのでお

知らせいたします。三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロスの開業日につきましても、2020 年 8 月 10 日に開業日を変更いたします。なお、開業に際しては

お客様および従業員の安心・安全の確保を最優先に、感染防止対策を徹底してまいります。（※2020 年 6 月 12 日更新） 
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「ららぽーと豊洲」は、リニューアルオープン第一弾として3月18日(水)にファッション・雑貨テナントを中心にオープンし、 

4月22日（水）には第二弾としてレストラン等がオープン、4月24日(金)には豊洲ベイサイドクロスタワー内の35店舗が    

新規開業、さらに今秋まで新規・改装店舗のオープンが続きます。2020年の賑わい、好アクセスによる商圏拡大が    

期待される豊洲エリアの来街者の多様なニーズに応える店舗ラインアップとなっています。 

 

ららぽーと豊洲３ 

（豊洲ベイサイドクロスタワー内） 

ららぽーと豊洲２ 

（現・アネックス館） 

ららぽーと豊洲１ 

（現・本館） 

「ららぽーと豊洲」配棟計画図 

リニューアルポイント①

スケールアップし東京湾岸エリア最大級の全 214 店舗が集結、豊洲駅と直結

※上記の写真・イラストはすべてイメージです

ららぽーと豊洲１・３接続デッキ 

豊洲シビックセンターから「ららぽーと豊洲３」へのアクセスイメージ 

東京メトロ有楽町線豊洲駅から地下通路で、 

ゆりかもめ豊洲駅からは豊洲シビックセンター経由

で直結することにより、アクセス面でもますます便

利になります。また、「ららぽーと豊洲」１・２・３は 

すべて接続デッキでつながり、雨の日も快適に 

施設内を回遊し、ショッピングを楽しむことが 

できます。 
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■ファッションコーディネイトの自由度もさらにUP！
「ポロ ラルフ ローレン」「DESCENTE STATION」など高感度ファッションブランドのさらなる拡充と、スポーツ、ストリート、トレンド

ファッション等、幅広いジャンルの出店により、ららぽーと豊洲内でますます多彩なコーディネイトが楽しめます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ポロ ラルフ ローレン

オールアメリカンなスタイルとエクレクティックなダウンタウンのエッジを

組み合わせ、ラギッドでボヘミアンなデザインから、モダンなシティ

ルック、そしてアイビーリーグ風のクラシックなアイテムまで、幅広い

提案を行います。

リニューアルポイント②

高感度ファッションブランド拡充のほか、キッズ向けコンテンツも新規出店

◆DESCENTE STATION

お客さまとスポーツをつなぎ、デサントが考えるスポーツライフスタ

イルを体験していただける情報発信基地。スポーツを遊ぶ楽しさ、

ブランドのストーリー、価値、「モノ創りの力」を感じていただけるよ

う、商品の販売、様々なイベントを展開します。

◆NERGY

ファッション×スポーツをコンセプトに、日常にスポーツが溶け込んだ、

新しい「アクティブライフスタイル」を提案します。

日本人女性のライフスタイルと呼応する、洗練されたファッションと

スポーツの融合は、現代女性のニュースタンダードに。

◆ラコステ

フランスの伝説的テニスプレーヤーであり優れた発明家でもある、

ルネ・ラコステが 1933 年に設立したプレミアムカジュアルブランド。

※上記の写真・イラストはすべてイメージです

◆OUTSIDE THE BOX

東京初出店となる OUTSIDE THE BOX はアウトドドアシーンからライフ

スタイルシーンまで既成概念にとらわれず、自由気ままに生活する

人達に向けたライフスタイルセレクトショップです。

◆オークリーストア

オークリーストアでは、これまでの店舗よりも、店頭のウィンドウや

ツール、カタログなどにデジタルを活用。オークリーのプロダクト情報、

ブランドの世界観を発信していく。

◆AIGLE

世界的に有名なレインブーツは、フランスの伝統的な製法でハンド

メイド。機能性はもちろん、スタイルの美しさも大切にしています。ア

ウトドアにインスパイアされたプレミアムライフスタイルブランドです。

◆AZUL  BY  MOUSSY

COOL なジーニングカジュアルをベースにロープライスで展開する

レディス&メンズファッションブランド。音楽&アートなどカルチャー

発信までライフスタイルを創造する高感度なトレンドアイテムを多数

展開していくグローバルストアプランド 。

改装リニューアル 
 

移転リニューアル 
 

新規出店 
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■キッズ向けコンテンツの新規出店および集積
マタニティからはじまり、0歳～12歳児まで、お子さまの成長に合わせたコンテンツがますます充実。

 

 

 

 

 

 

 

 

■日常生活により彩りを加える雑貨・インテリア・フラワーショップの充実

◆トイザらス

玩具を中心に、最新商品から定番商品まで、トイザらスが国内外

から厳選したアイテムを取り揃えるほか、トイザらスでしか手に

入らない限定商品やプライベートブランド商品を提供いたします。

◆アカチャンホンポ

マタニティからベビー・キッズまで家族みんなが笑顔になるような

商品・サービスを提供し、お客さま一人ひとりの幸せな出産・子育てを

サポートする「マタニティ・ベビー・キッズ用品専門店」です。

※上記の写真・イラストはすべてイメージです

◆森のキッズ e クラブ

お子さまの習い事ランキングで上位にはいる「こども英

会話」「そろばん教室」「プログラミング教室」が学べる

総合教育カルチャー施設です。

◆ゲンキ・キッズ

専門のスタッフが足型計測器で計測し、お子様の足の特徴に合わせ

た靴選びをサポートいたします。ベビーシューズからジュニアシューズ

（11cm～24cm）まで幅広く取り揃えております。

◆ドゥ・セー

「心地よい日常生活」をキーワードにベーシ

ックとトレンドをほどよくミックスしたライフスタ

イルショップ。食器・インテリア雑貨・KIDS・ウ

エア・服飾雑貨・贈りものにぴったりのギフト

アイテムが揃っています。

◆FLEURISTE BON MARCHE

ボンマルシェはフランス語で「良い買い物」の

意味。花の「生命力」「香り「」組み合わせ」に

こだわった商品を取り揃えています。花でお

客様に笑顔になっていただきたい思いで、花

のすばらしさを伝えているブランドです。

◆プレイヤーズ自由が丘

自由が丘で誕生した、軽量＆機能的なバッ

グです。タウン～トラベルまで様々なシーンで

活躍するラインアップを取り揃えています。ハ

ンカチや服飾雑貨も揃い、ギフトに最適なショ

ップです。

◆petit main

子どもらしさをプラスしたトレンドファッションがデイリープライスで

楽しめるガールズ＆ボーイズブランド「petit main」(プティマイン)。

ママ目線の日常着を追求し、着心地にもこだわりました。

新規出店 
 

改装リニューアル 
 

移転・増床リニューアル 

インテリアショップ既出店テナント一覧

新規出店 
 

改装リニューアル 
 

◆キッズスクウェア 豊洲ベイサイドクロス

（保育所）
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■フードコート
6店舗が新規出店し、店舗数も2店増え13店舗、バラエティも豊かになります。台湾ティーの「ゴンチャ」、色とりどりのフル

ーツを使用したクレープが自慢の「フタバフルーツパーラー」も新登場し、カフェタイムもますます楽しく過ごすことができます。

客席も100席増えて約900席となり、ゆっくりとお過ごしいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リニューアルポイント③

フードコート、レストランゾーンを拡充、絶好のロケーションを活かした「くつろぎ空間」を提供。スイーツの人

気店やグロッサリーの新規出店によりラインアップも充実、多様な過ごし方に対応

◆つきじ鈴富 すし富

築地で人気の「つきじ鈴富 すし富」がららぽーと初出店。豊洲市場内

の鮪仲卸【鈴富】直営の江戸前寿司店です。自信の天然鮪はもちろ

ん全国各地から届く食材の中から厳選したその日最高の天然食材を

「旬」「美味しさ」「鮮度を活かすひと手間」にこだわり、寿司・丼として

お客さまにご提供致します。

◆フタバフルーツパーラー

東京・中野区にある老舗果実店「フタバフルーツ」とカフェ・カンパ

ニーがコラボレーションした「フタバフルーツパーラー」の新業態。

色とりどりのフルーツをたっぷり使用したクレープをご用意いたし

ます。

◆ゴンチャ

上質な台湾ティーをカジュアルなスタイルで楽しめるカフェ。

「パール（タピオカ）」をはじめとしたトッピング、甘さや氷の量まで、

その時の気分に合わせて多様なカスタマイズができ、自分だけの一

杯を味わえます。

◆玉

玉の麺は北海道産小麦を使用した「店内打ち立て自家製麺」。

打ち立て麺ならではの食感が味わえる自家製麺です。

豚骨、鶏ガラ、魚介類を煮込んで作る濃厚魚介スープに、削りたての

とろけるかつお節を盛付けて完成する珠玉の一杯。

◆日本橋 天丼 金子半之助

日本橋に本店を構える江戸前天丼専門店。豊洲市場から毎日仕

入れる厳選した食材を使用し、香り豊かな高温のごま油で揚げた

天ぷらを豪快に盛り付けたボリューム満点な天丼です。

※上記の写真・イラストはすべてイメージです

■ゆったりエリア

海側客席は、海を見ながらゆっくりとくつろぐことができ

るカウンター席や、ソファ席を設けました。 

■ファミリーエリア

お子様連れ優先のファミリーエリアも移設・拡張、安

心してゆっくりとお食事を楽しむことができます。 

◆柿安 Meat Express

創業明治 4 年（1871 年）肉の老舗・柿安の肉料理専門店が、

肉の旨味を贅沢に味わえる様々なメニューをご提供いたします。

イチオシメニューは人気 No.１の「牛肉しぐれ煮丼」。

フードコート新客席

新規出店 
 

移転リニューアル 
 

フードコート既出店テナント一覧
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■レストラン・カフェ
カフェからカジュアルレストランまで、早朝から夜まで、平日にも休日にも、様々なシーンに対応した多彩なカフェ・飲食店舗

をラインナップ。

 

 

※上記の写真・イラストはすべてイメージです

◆PASTA & TAPAS PIETRO

ドレッシングとパスタでおなじみのピエトロの新しいレストランで、イタリア

下町の活気あるトラットリアのような雰囲気で、本格的なパスタと

タパスをお楽しみいただけます。

◆コメダ珈琲店

名古屋発祥のフルサービス型喫茶店。コク深い味わいのコメダブレ

ンドや、デニッシュパンにソフトクリームを載せたシロノワールが

オススメです。

◆京鼎樓（ジンディ ンロウ）

台湾で行列のできる小籠包専門店「京鼎樓」の味を日本で完全に

再現。小籠包は中が透けて見えるほど超薄皮で、豊潤なスープと

選りすぐりの豚肉の風味が口いっぱいに広がります。

◆韓美膳（ハンビジェ）

カジュアルなコリアンレストラン。お肉

たっぷり、野菜たっぷりのヘルシーな

韓国料理と韓流スイーツをバラエティ

豊かにご提供致します。

◆Ｂｕｔｔｅｒ

贅沢にフルーツを使用したオリジナルパ

ンケーキのほか、カフェメニューを充実さ

せ、こだわりのカフェご飯やスイーツ・ドリ

ンクをゆっくりとお楽しみいただけます。

◆酒場シナトラ

懐かしさと暖かみを感じる空間で、親子三世代に愛される、クラシッ

ク&モダンな”酒場"。旬の鮮魚・野菜・肉など素材を活かした和食

が、果実を用いたサワー、唎酒師厳選の日本酒、豊富な焼酎などと

共に味わえます。

◆Trattoria CarneSio

看板メニューは肉厚でジューシーなローストビーフ。そして豊洲市場

という立地を活かした新鮮な魚介の前菜メニューの数々と、食材の

旨さを活かした王道パスタ。普段使いから特別な日までご利用

いただけるお店です。

◆代官山炭火焼肉 猿楽

代官山で人気の炭火焼肉店。 厳選して仕入れられたお肉とホルモ

ンを最高の状態でスタッフが心を込めて御提供。カジュアルリッチで

落ち着いた空間で最高の炭火焼き肉をご堪能下さい。

◆豊洲場外食堂 魚金

豊洲で働く・暮らす人の為に美味しいお魚料理を中心とした食堂を

つくりました。豊洲市場から仕入れた新鮮な食材で、ご飯に良し

一杯飲むのも良しの使い勝手のいい食堂を目指します。

◆茶匠 清水一芳園

茶問屋ならではの厳選茶を使用したスイーツは多くの方に愛され

日々行列を作る人気を博している。エスプーマを使用したスイーツは

見た目も華やかで濃厚芳醇な茶の味を楽しめる逸品。

◆Royal Garden Cafe

ランチはオフィスユーザーからファミリーまで幅広くご利用いただける

カフェレストラン、ディナーは気軽にフードとお酒が楽しめる新しい

「豊洲の酒場」”TOYOSU TAVERN”です。

◆ALOHA TABLE

アイランド・カルチャー、ライフスタイルを提案するハワイアンカフェ＆

ダイナー。おしゃれな空間で本格的なハワイのローカルフードが楽し

め、デートや仲間との飲み会など幅広いシーンにも対応可能です。

新規出店 
 

移転・増床リニューアル 
 

改装リニューアル 
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■食物販
「ちょっと買い」・「お持ち帰り」・「おみやげ」に便利な有名店も新規出店

 

 

 

 

■その他にも多彩なショップがららぽーと豊洲３にオープン

◆パティスリー デリーモ

シェフでありショコラティエの江口和明がこだわり抜いた素材をもとに

創り上げる新しいスタイルのパティスリー。生菓子や焼き菓子等の

ショコラスイーツ、贈答用の洋菓子を多数ラインアップし、ドリンク・パ

フェ等もお楽しみいただけます。

◆エクラデジュール

2014 年に江東区でオープンした本格パティスリー。

みずみずしいジューシーなケーキや、贈答用に使える日持ちのする

焼き菓子も充実。

◆RF1

健康的な食生活をサポートする RF1 が手掛ける新業態。都市で

生活する人のライフスタイルにフィットする食事をご提案します。

◆RINGO

年間約 600 万個を販売する焼きたてカスタードアップルパイ専門店。

商品の「焼きたてカスタードアップルパイ」は、144 層に重なったパイ

生地のサクサク食感と、たっぷりと入ったカスタードクリームが特徴で、

サクサクした食感と優しい味わいをお楽しみいただけます。

※上記の写真・イラストはすべてイメージです

ららぽーと豊洲３ 地下1階 

新規出店 
 

移転リニューアル
 

既出店テナント 

 

新規出店 
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■クリニックの集積
ららぽーと豊洲３・4階に新たに内科・整形外科・リハビリテーション科・小児科・耳鼻咽喉科・心療内科が出店します。各ク

リニックにより、地域の皆様のニーズにお応えした良質な医療を提供します。あわせて、精度の高い信頼できる検査、画像診

断などの各種検査も実施します。

■自宅でも便利！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」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 モールです。 

サイトオープンから約2年でのご利用登録者数は約230万人、ショップ数は約330店です。

2018年10月にはリアル店舗と&mall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。 

リニューアルポイント④

書籍、家電、日用品、生活・医療関連サービスも新規出店・増床によりますます安心・便利に！

◆有隣堂

オフィスワーカーや豊洲を訪れるファミリー層

の関心に合わせてセレクトした書籍や雑貨が

並びます。カフェも併設し、多様なお客さまが

リラックスできるサードプレイスを提供します。

◆ノジマ

「一番」早く、「一番」親切に、「一番」分かり

やすく、お客さまに便利さ・快適さ・楽しさを

お届けします。地域 No.1 に挑戦した安心な

価格とサービスでお出迎えします。

◆SPBS TOYOSU

ライブラリー、カフェ、ワーキングスペース、

社会人スクールが合体したブックラウンジ。

雑貨や書籍の販売に加え、ワークショップ

や交流イベントも定期的に開催。

人と人、人と知性の出会いをサポートしま

す。

◆ウエルシア

すべてのお客さまの豊かな社会生活と健康な暮らしをサポート

するドラッグストアです。医薬品はもちろん、化粧品や生活雑貨

まで幅広く品揃えをしています。あなたの健康や美に関すること、

お気軽にご相談ください。ららぽ-と豊洲２も増床改装します。

新規出店 
 

移転リニューアル 
 

改装リニューアル 
 

※上記の写真・イラストはすべてイメージです
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◆“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「ママ with ららぽーと」プロジェクトの一環として、授乳室、

レストラン内のキッズスペースなどをご用意しています。

リニューアルポイント⑤

街の成長・さらなる街の発展・交流を想定し、施設ハード面でも快適な滞在空間を再整備

授乳室の増設 パウダールーム新設

3階ノースポート・アカチャンホンポ区画近接地に授乳室を

増設し、より快適にお過ごしいただけるようにいたします。 

レストルーム改修

2階サウスポート・トイレ付近に女性用のパウダールーム

を新設します。お出かけ先としてのららぽーとが、次の

お出かけ先の出発地点となるニーズに対応します。 

外壁デザイン改修

※上記の写真・イラストはすべてイメージです

本リニューアルにあわせ、開業以来はじめて外壁デザインを一新。

造船所のあった歴史を彷彿させる赤茶色や周辺に広がる水辺や豊

かな緑等の色を洗練されたデザインで表現し、都心に近く緑豊かな

豊洲の街を彩ります。 

豊洲公園側のレストルーム（イメージ左・中央）は、緑をテーマに、穏やかで温かみのある雰囲気に。東京湾側のレスト

ルーム（イメージ右）は水をテーマに、透明感のあるクールな空間に改修します。 
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<添付資料 1> 

「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」施設概要 

店舗面積 約67,000㎡（約20,100坪） 

店舗数 214店舗 

交通 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅、ゆりかもめ「豊洲」駅直結 

営業時間 
ショップ･サービス10:00〜21:00 レストラン11:00〜23:00 

※一部異なる店舗があります。 

駐車場台数 約2,200台 

運営・管理 三井不動産商業マネジメント株式会社 

公式サイト https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/toyosu/ 

 

「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１・２」概要 

所在地 東京都江東区豊洲2-4-9 

店舗面積 約60,000㎡（約18,000坪） 

店舗数 178店舗 

階数 地下1階地上5階建 

開業日 2006年10月5日 

 

「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３」概要 

所在地 東京都江東区豊洲2-2-1（豊洲ベイサイドクロスタワー内） 

店舗面積 約7,000㎡（約2,100坪） 

店舗数 36店舗 

階数 地下1階～地上4階 

 

 

【位置図】 
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<添付資料 2> 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

【新規店舗】
◆物販・サービス30店舗

業種 店舗名 店舗名ヨミガナ 所在建物 OPEN(予定)

メンズ・レディス OUTSIDE THE BOX　 アウトサイドザボックス ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

レディス・メンズ AZUL  BY  MOUSSY アズールバイマウジー ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

メンズ・レディス AIGLE エーグル ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

子供靴 ゲンキ・キッズ ゲンキキッズ ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

レディス・靴・コスメ NERGY ナージー ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

子供服・ベビー服 petit main プティマイン ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

レディス・メンズ・服飾雑貨 ラコステ ラコステ ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

メンズ・レディス DESCENTE STATION デサントステーション ららぽーと豊洲１ 4/10(金)

パティスリー＆カフェ パティスリー　デリーモ パティスリー　デリーモ ららぽーと豊洲１ 4月中旬

マタニティ・ベビー・キッズ用品 アカチャンホンポ アカチャンホンポ　 ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

サングラス・靴・服飾雑貨 オークリーストア オークリーストア ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

玩具 トイザらス トイザラス ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

生活雑貨 ドゥ・セー ドゥ・セー ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

花屋 FLEURISTE BON MARCHE フルーリストボンマルシェ ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

バッグ・雑貨 プレイヤーズ自由が丘　 プレイヤーズジユウガオカ ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

メンズ・レディス ポロ ラルフ ローレン ポロラルフローレン ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

医薬品・化粧品・生活雑貨 ウエルシア ウエルシア ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

託児所 キッズスクウェア　豊洲ベイサイドクロス キッズスクウェア　トヨスベイサイドクロス ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

ブックラウンジ SPBS TOYOSU エスピービーエス トヨス ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

スーパーマーケット 成城石井 セイジョウイシイ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

整体 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 ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

クリニック

（仮称）豊洲メディカルタウン
 （仮称）タムスファミリークリニック

【内科・整形外科・リハビリテーション科・小児科】
 （仮称）豊洲こころのクリニック【心療内科】

 （仮称）豊洲ベイシティクリニック
【耳鼻咽喉科】

 調剤薬局（名称未定）

トヨスメディカルタウン ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

家庭用品 ノジマ ノジマ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

コンビニエンスストア ファミマ！！ ファミマ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

こどもカルチャースクール 森のキッズeクラブ モリノキッズ イークラブ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

文化用品･雑貨 有隣堂 ユウリンドウ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオ　LAVA ホットヨガスタジオラバ ららぽーと豊洲３ 5/13(水)

◆フードコート　6店舗
業種 店舗名 店舗名ヨミガナ 所在建物 OPEN(予定)

ラーメン、つけめん 玉 ギョク ららぽーと豊洲１ 3/12(木)

寿司 つきじ鈴富　すし富 ツキジスズトミ　スシトミ ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

フルーツパーラー フタバフルーツパーラー フタバフルーツパーラー ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

肉料理 柿安 Meat Express カキヤス　ミート　エクスプレス ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

台湾ティーカフェ ゴンチャ ゴンチャ ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

天丼 日本橋 天丼 金子半之助 ニホンバシ　テンドン　カネコハンノスケ ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

※リストは 2020 年 １月 21 日時点の情報です。 

予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 

※5 店舗改装店舗予定（時期未定） 
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【新規店舗】
◆カフェ・レストラン　26店舗

業種 店舗名 店舗名ヨミガナ 所在建物 OPEN(予定)

喫茶店 コメダ珈琲店 コメダコーヒーテン ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

中華料理 京鼎樓 ジンディンロウ ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

和カフェ 茶匠 清水一芳園 チャショウ シミズイッポウエン ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

イタリアン PASTA & TAPAS PIETRO パスタアンドタパスピエトロ ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

惣菜 RF1 アールエフワン ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

ハワイアンレストラン ALOHA TABLE アロハテーブル ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

オーガニックレストラン WE ARE THE FARM ウィーアーザファーム ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

パティスリー エクラデジュール エクラデジュール ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

定食＆CAFE おぼんdeごはん オボンデゴハン ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

フォー コムフォー コムフォー ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

割烹/酒場 酒場シナトラ サカバシナトラ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

ベーカリー サンルヴァン サンルヴァン ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

ドイツビアレストラン SCHMATZ Beer Dining シュマッツ・ビア・ダイニング ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

スープ専門店 Soup Stock Tokyo スープストックトーキョー ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

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 ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

焼肉 代官山炭火焼肉　猿楽 ダイカンヤマスミビヤキニク　サルガク ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

お茶漬け だし茶漬け　えん ダシチャヅケ　エン ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

中国火鍋 中国火鍋専門店 小肥羊 チュウゴクヒナベセンモンテン シャオフェイヤン ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

海鮮食堂 豊洲場外食堂　魚金 トヨスジョウガイショクドウ　ウオキン ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

カジュアルイタリアン&トラットリア Trattoria CarneSio トラットリアカルネジーオ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

鶏料理 鳥開総本家 トリカイソウホンケ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

ワインバル 発酵食とワイン　ふさみ食堂 ハッコウショクトワイン フサミショクドウ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

ファミリーレストラン 100本のスプーン ヒャッポンノスプーン ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

ラーメン 麺や一途 導(shirube) メンヤイチズシルベ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

アップルパイ RINGO リンゴ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

カフェ＆タバーン レストラン Royal Garden Cafe ロイヤルガーデンカフェ ららぽーと豊洲３ 4/24(金)

※リストは 2020 年 １月 21 日時点の情報です。 

予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 

※5 店舗改装店舗予定（時期未定） 
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【移転・改装店舗】
◆物販・サービス　27店舗

業種 店舗名 店舗名ヨミガナ 所在建物 OPEN(予定)

レディス INGNI イング ららぽーと豊洲１ 2/13(木)

アウトドア用品、雑貨 LOGOS SHOP ロゴスショップ ららぽーと豊洲１ 2/14(金)

メンズ・レディス・キッズ ZARA ザラ ららぽーと豊洲１
2/23（日）・
4/3（金）

総合茶葉 ルピシア ルピシア ららぽーと豊洲１ 3/1(日)

メンズ・レディス トミーヒルフィガー トミーヒルフィガー ららぽーと豊洲１ 3/4(水)

メンズ・レディス・雑貨 アーバンリサーチドアーズ アーバンリサーチドアーズ ららぽーと豊洲１ 3/13(金)

レディス アースミュージック＆エコロジー プレミアムストア アースミュージックアンドエコロジー プレミアムストア ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

ライフスタイル雑貨 アフタヌーンティー・リビング アフタヌーンティー・リビング ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

靴・服飾雑貨 アルテミス by ダイアナ アルテミスバイダイアナ ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

CD・DVD HMV エイチエムブイ ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

レディス OPAQUE.CLIP オペーククリップ ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

写真スタジオ こども写真スタジオ・マリオ コドモシャシンスタジオ・マリオ ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

生活雑貨 ザ・ダイソー ザ・ダイソー ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

携帯電話 SoftBank／Y!mobile ソフトバンク/ワイモバイル ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

化粧品 東京小町 トウキョウコマチ ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

旅行代理店 トラベルサロン豊洲 トラベルサロントヨス ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

レディス NATURAL BEAUTY BASIC ナチュラルビューティ―ベーシック ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

インテリア・雑貨 Franc franc フランフラン ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

ファッション・雑貨 レスポートサック レスポートサック ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

レディス ローリーズファーム ローリーズファーム ららぽーと豊洲１ 3/18(水)

医薬品・化粧品・生活雑貨 ウエルシア ウエルシア ららぽーと豊洲2 3/18(水)

化粧品 フルーツギャザリング フルーツギャザリング ららぽーと豊洲１ 4/1(水)

メンズ・レディス THE SHOP TK MIXPICE ショップティケィ ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

不動産情報 三井のリハウス ミツイノリハウス ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

キッズ・雑貨 apres les cours アプレ レ クール ららぽーと豊洲１ 先行OPEN済

携帯電話 ドコモショップ ドコモショップ ららぽーと豊洲１ 先行OPEN済

メンズ・レディス パーフェクトスーツファクトリー パーフェクトスーツファクトリー ららぽーと豊洲１ 先行OPEN済

◆フードコート　3店舗
業種 店舗名 店舗名ヨミガナ 所在建物 OPEN(予定)

たこ焼き 築地　銀だこ ツキジ　ギンダコ ららぽーと豊洲１ 4/1(水)

ドーナツ クリスピー・クリーム・ドーナツ クリスピー・クリーム・ドーナツ ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

ハンバーガー フレッシュネスバーガー フレッシュネスバーガー ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

◆カフェ・レストラン　５店舗
業種 店舗名 店舗名ヨミガナ 所在建物 OPEN(予定)

寿司 江戸前寿し　すしつね　匠 エドマエズシ　スシツネ　タクミ ららぽーと豊洲１ 2/1(土)

とんかつ とんかつ新宿さぼてん トンカツシンジュクサボテン ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

パンケーキ＆カフェ Butter バター ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

ベルギービール ブッチャー・リパブリック/ベル・オーブ ブッチャー・リパブリック/ベル・オーブ ららぽーと豊洲１ 4/22(水)

韓国料理 韓美膳 ハンビジェ ららぽーと豊洲１ 先行OPEN済

※リストは 2020 年 １月 21 日時点の情報です。 

予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 

※5 店舗改装店舗予定（時期未定） 
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<添付資料 3> 

三井不動産のリージョナル型ショッピングセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


