リニューアルポイント① 新規・改装 39 店舗がオープン
お客さまの生活に欠かせない、デイリーニーズにも対応した「食」
「衣」
「暮らし」を提案。
さらに「体験型知育エンターテインメント」の導入により、施設に新たな楽しさが生まれます！

■関西初！テクノロジーを駆使した子供に大人気の全く新しいテーマパーク
■リトルプラネット(3/19 オープン)
遊びが学びに変わる次世代型テーマパーク。
リトルプラネットは最新のデジタル技術を駆使して子ども
たちの探究心や創造力を刺激する、全く新しいタイプの
ファミリー向けテーマパークです。

関西初

■関西初出店の食物販店舗や人気のスイーツ店が登場！
さらに開業以来初のレストラン街・フードコートをリニューアル！地元大阪のレストランなどが続々オープン！
◆飲食・食物販
■北海道うまいもの館(4/23 オープン)
（2 階）

関西初

「もっと毎日北海道」「もっと身近に
北海道」をテーマに北海道物産を多数
取り扱っております。

■ビアードパパの作りたて工房(4/23 オープン)
（2 階）
「できたて・作りたて」シュークリーム専門店。表面
はサックリ中はもちもちとした食感で、オリジナルパ
イシュー生地に、天然バニラビーンズ、国産の卵、牛
乳で作るカスタードクリームと新鮮な生クリームを注
入しています。

■台湾甜商店(4/23 オープン）
（3 階）
「心を癒すひとくち、台湾時間」をコンセプトに、こだ
わりの生タピオカを毎日丁寧にお店で仕込んでおりま
す。芋圓・豆花・仙草など台湾を代表するスイーツも是
非ご賞味ください。

※掲載画像はすべてイメージです
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◆2 階レストラン街
ディンズ

バイ

ジ ン

ディン

ロ ウ

■Din's by jin din rou
(4/23 オープン)

大阪府初

台湾で行列のできる小籠包専門店（京鼎樓）の新ブラ
ンド。「小籠包ダイニング」をテーマに、リーズナブ
ルな価格で楽しめる点心類や、本格中華料理をライン
ナップ。当店名物の「羽根つき焼小籠包」と定番の
「蒸し小籠包」をお愉しみください。

■MITSUKE KITCHEN
(3/19 オープン)
ハンバーグや海老フライ、オムライスといった定番の
洋食から、趣向をこらしたグラタン・ドリアなどのメ
ニューまで、お客さまを飽きさせない洋食をカジュア
ルスタイルでご提供いたします。

■おなじみの人気店舗も
改装オープン！

◆3 階フードコート
■江戸前天丼 濱乃屋(4/23 オープン)
ふっくらご飯と甘辛たれなど細部までこだわった江戸
前天丼専門店。目の前で調理する音や香り、釜から立
ち上る湯気などが食欲をそそる作りたて熱々サクサク
のおいしい天丼が手軽にお楽しみいただけます。

■肉丸商店(4/23 オープン)
お客さまに牛肉の部位と量を選んでいただき切りたて
のお肉を秘伝のタレで絡めて炭火で焼いた肉丼のお店
です。

■丸亀製麺(4/23 オープン)
手づくり、できたてにこだわったセルフ式の本格讃岐
うどん専門店です。厳選した国産小麦を使用し、店内
に設置した製麺機で「打ちたて」「ゆでたて」を実現
しています。
トッピングの天ぷらやおむすびもご一緒にどうぞ。

※掲載画像はすべてイメージです
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■話題の人気店をはじめ、幅広いジャンルの新店がオープン！さらに魅力的なショッピング空間を提供
■WORKMAN plus(3/19 オープン)
アウトドア、スポーツ、レインウェアなどファッショ
ン・雑貨を取り扱う専門店です。過酷な作業現場で培っ
た技術を取り入れた高機能ウェアは日常の様々なシーン
で活躍します。オフの暮らしを豊かにし機能と価格に新
基準を与えます。

■ABC-MART SPORTS(4/23 オープン)
スニーカーとスポーツアパレルにフォーカスした ABCMART のコンセプトショップ！人気ブランドのシューズ
やスポーツアパレルを多数取り揃えております。

■OPAQUE.CLIP(3/19 オープン)
“Beautiful Tokyo Style”
忙しい日々を送りながらも、美しさを大切にし、自分ら
しさを忘れない。そんなオトナの女性へ向けた、NEW
BASIC STYLE SHOP。

■ITOMIYA(4/23 オープン)
スマートにカッコ良く！イキイキ 5 歳若々しく！をテー
マにした婦人服専門店チェーンです。厳選されたお洋服
と雑貨の数々で大人の女性の毎日をオシャレに楽しく彩
ります。

■ハニーズ(3/19 オープン）
「高感度・高品質・リーズナブルプライス」をコンセプ
トに、トレンドからベーシックまでファッションをトー
タルでご提案いたします。

■ORIHICA(4/17 オープン)
メンズ、レディスのビジネス&ビジカジスタイルを提案
する“NEW STYLING SHOP”。クラシックでありながらモ
ダンにアレンジされたロンドンのアパートメントが空間
イメージとなっており、ロンドンのショップを訪れたよ
うなライブ感が味わえます。

■Discoat(4/23 オープン)
※移転増床

■OWNDAYS(3/19 オープン)

日本最大

ライフスタイルにフューチャーしたヨーロピアンカジュ
アル。トレンドとベーシックをバランス良く取り入れた
アイテムを展開する【Discoat】とインテリアショップ
【Salut】を取り入れた
国内初の新業態店舗です。

■LUPIS(3/19 オープン)
「ファッションを愛する女性一人一人がいつもお洒落で
いられるように」を考え、新しい自分にも挑戦できる価
格で、枠にとらわれない斬新さとサプライズを提案しま
す。

最新トレンドアイテムだけでなく、機
能性とデザイン性の高いメガネ・サン
グラスもバリエーション豊かに販売し
ているメガネブランドです。高品質な
メガネを安い価格で提供出来るよう、
自社開発・自社生産・自社販売を行な
っております。

■KANDA(4/23 オープン)
記念日のプレゼントからデイリーユース、お仕事でも楽
しめるジュエリーを選んでいただけるお店です。大切な
想いのつまったジュエリーのリフォーム、修理、時計の
オーバーホールも是非お任せください。

※掲載画像はすべてイメージです
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■BLESS(3/6 オープン) ※移転
2001 年のスタート以来、ベーシック
なデザインから個性的なアイテム
まで、幅広いラインナップを揃え、
確かなクオリティとトレンドを押さえ
たセレクトで、時代のニーズに合った
アクセサリーをお届けしています。

■Various factory store(3/19 オープン・期間限定）
均一価格、工場からのダイレクト販売、デザイン性を特
徴としたオリジナルブランドバッグを展開中！

■CENTRAL Market(3/19 オープン・期間限定)

■人気の店舗も増床し、
さらにパワーアップしてオープン!

メンズ＆レディスの多様なインポート
ブランドを取り揃えたセレクトショッ
プ。シーズン毎に様々なブランドをチ
ョイスしており、日本未入荷のアイテ
ムもございます。

■ライフスタイルに彩りを加えるコスメやインテリアショップなどがニューオープン
■LEAF(4/23 オープン)
「日々の暮らしのエッセンス」をコンセプトに暮らしに
寄り添う雑貨と洋服のショップ。お気に入りの雑貨を飾
る楽しみ。大好きな食器で食事をする充実感。温もりの
ある楽しいライフスタイルを提案しています。

■LOGOS SHOP(4/16 オープン)
「玄関を一歩でも出たらアウトドア」
をブランドポリシーのひとつとしてい
る「LOGOS」の直営店。誰もが手軽にア
ウトドアを楽しめ、家族みんなが笑顔
になれるよう、アウトドア用品の提案
を通じて応援しています。

■CoCoRo Plus ららぽーと和泉店
(3/19 オープン)

ＳＣ初

「実力派コスメと遊び心溢れる雑貨が勢ぞろい！」話
題のコスメがギュッと詰まったコスメセレクトショッ
プです。

■森のキッズ e クラブ
(3/19 より随時オープン)

関西初

お子さま習い事ランキング上位の「こども英会話」や
「そろばん」を習うことができる、こどもカルチャー
スクールです。

■ユザワヤ(3/19 オープン) ※移転
手芸用品の大型専門店ユザワヤの泉南地区における
一号店。
生地、和洋裁用品、服飾雑貨、ミシン、毛糸、手芸材料、
クラフト材料、ビーズなど、さまざまな分野の手作り
ホビーに必要な材料や道具を豊富に取り揃えています。

※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。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 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」

ららぽーと和泉と&mall の連携施策について
・「&mall」は、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いたします。
【「ららぽーと和泉」「&mall」双方出店店舗一例】

本リニューアルの新規出店店舗
※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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