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2020年 2 月 13日 

報道関係者各位 

三井不動産株式会社 

愛知県中部エリア最大級となるリージョナル型ショッピングセンター 

「三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷」 2020 年 9 月開業 

188 店舗を先行発表 4月より店舗合同求人説明会を開始 

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、愛知県愛知郡東郷町で開発を 

推進しているリージョナル型ショッピングセンターについて、今般、施設名称を「三井ショッピングパーク 

ららぽーと愛知東郷」に決定いたしました。開業は 2020 年 9 月を予定しており、今回 188 店舗を先行し発表 

いたします。毎日のお買い物に便利なスーパーマーケット「平和堂」や、品揃え豊富なアウトドアショップ 

「アルペンアウトドアーズフラッグシップストア」、新感覚エンターテインメント施設「VS PARK」など 

バラエティ豊かなテナントラインアップとなっています。 

当施設は、東郷中央土地区画整理事業における、にぎわい空間を創出し、街全体の発展に寄与するための 

商業機能を担うものです。多くの方が集まるコミュニティの拠点となる「街のクラブハウス」という環境 

デザインコンセプトの下、魅力あふれる商業環境を創出し、新しい街づくりに貢献してまいります。また、 

主要幹線道路の国道 153 号線と県道 57 号線から至近のため、東西南北からのアクセスに優れております。 

さらに、複数のバスが乗り入れるバスターミナルが、当施設南側隣接地に新設される予定です。 

また、当施設では、幅広い世代のお客さまにお楽しみいただける多彩なサービスを提供することに加え、 

ご出店者さまや従業員の方々に満足いただけるような各種施策にも積極的に取り組んでまいります。 

デザインと利便性にこだわった従業員休憩室、併設のコンビニエンスストア、従業員用駐車場など、 

より働きやすい環境を整える予定です。なお、店舗の従業員採用支援のため、「ららぽーと愛知東郷採用 

センター」（業務委託先：株式会社アイデム）を立ち上げ、4 月 11 日（土）から各店舗の求人募集を、 

合同求人説明会の形式で順次実施してまいります。 

なお、先行発表以外の店舗および各店舗の詳細につきましては、2020年 5月頃に発表する予定です。  

以   上 

 

   

「三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷」イメージ（左：鳥瞰図、右：センターコート） 
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■ショッピングから食まで多彩な店舗ラインアップ 

愛知県中部エリア最大級の約 210店舗を有し、ファッション、雑貨、飲食、エンターテインメント、 

サービスなど、話題性の高い多彩な店舗を揃え、幅広い世代のお客さまにワンストップでお買い物を 

お楽しみいただけます。 

 

＜スーパーマーケット＞ 株式会社平和堂「平和堂」 
 

●鮮度の高い食料品で食卓を豊かに 

「平和堂」がお客様に満足と楽しい買い物空間を提供します。 

旬の野菜や果物、産直鮮魚、こだわりのお肉、できたてのお惣菜など、 

毎日立ち寄りたくなる、わくわく・驚き・感動がある市場のような鮮度と 

充実の品揃えで、お客様の豊かな日常に寄り添う店舗を目指します。 

 

 
＜アウトドア＞ 株式会社アルペン「アルペンアウトドアーズフラッグシップストア」 

 

●日本最大級の品揃えを誇るアウトドアショップ 

アルペンアウトドアーズのフラッグシップストアがららぽーと愛知東郷に 

登場します。ノースフェイスやスノーピーク、コールマンといった人気 

ブランドのコーナーも設置し、本格的なアウトドアからファミリーで 

楽しめるライトアウトドアまで幅広いニーズにご対応します。内装にも 

こだわった店内で、まるでキャンプ場にいるような臨場感をご体感ください。 

 

 
＜エンターテインメント＞ 株式会社バンダイナムコアミューズメント「VS PARK」 
 

●新感覚エンターテインメントを発信するバラエティスポーツ施設 

テレビのバラエティ番組に参加しているかのような体験ができるエンター 

テインメント要素盛り沢山のバラエティスポーツ施設です。 

スクリーン上の猛獣からダッシュで逃げきる超短距離走アクティビティ 

「ニゲキル」の他、全国初登場となるアクティビティも導入予定です。 

 

 
＜ファッション＞  

 

● 理想のライフスタイルを叶える高感度セレクトショップ 

最新のトレンドを発信するセレクトショップも複数出店。性別や年齢を問わず楽しめるラインアップを 

揃えました。日々の暮らしに彩りと豊かさを添え、上質なライフスタイルをご提案します。 

 

 

 

※掲載画像はすべてイメージです。 

※先行公開の店舗リストは添付資料を参照。 

 

当施設の主な特徴 
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■働きやすい環境づくりを目指した取り組み 

当施設では、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、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従業員休憩室を各階に設置します。また、休憩室 

に併設し手軽に利用できるコンビニエンスストアや、従業員専用駐車場などを準備する予定です。 

 

・間仕切りのあるカウンター席 

・仮眠をとりやすいソファエリア 

・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） 

 

 

 

 

＜出店店舗求人募集 合同説明会 スケジュール＞ 

 日時 会場 

第 1 回 2020年 4月 11日（土）11:00-17:00 

吹上ホール          

(名古屋市中小企業振興会館） 

第 1ファッション展示場（2階） 

第 2 回 2020年 5月 25日（月）11:00-17:00 

吹上ホール          

(名古屋市中小企業振興会館） 

第 2ファッション展示場（3階） 

 

※第 3回以降の開催日程につきましては決定後順次ホームページにて公開いたします。 

※主催は「ららぽーと愛知東郷採用センター」です。 最新情報は以下からご確認ください。 

《求人 URL：https://job-gear.net/lptogo》 

 

 

  

「ららぽーと愛知東郷採用センター」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 

従業員休憩室 

※参考写真：三井ショッピングパーク ららぽーと沼津 
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＜添付資料 1＞出店店舗一覧（今般発表分の 188店舗） 

◆ファッション 58店舗 

 

＊上記リストは 2020 年 2 月 13 日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

業種 店舗名 ヨミガナ

レディス ｆｏｒｍ ｆｏｒｍａ フォルムフォルマ

レディス ベルーナ ベルーナ

レディス、関連雑貨 Ｅｎｃｈａｎｔｅ ＬｏｕＬｏｕ アンシャンテ ルル

レディス、服飾雑貨 ｄｏｕｃｅ Ｈａｒｍｏｎｉｅ ドゥスハルモニ

レディス、服飾雑貨 ＦＵＮ ファン

レディス、服飾雑貨 Ｌｕｄｉｃ Ｐａｒｋ ルディックパーク

レディス、服飾雑貨 ＭＥＤＯＣ メドック

レディス、服飾雑貨 Ｍｉｌａ Ｏｗｅｎ ミラオーウェン

レディス、服飾雑貨 ＯＰＡＱＵＥ．ＣＬＩＰ オペークドットクリップ

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、雑貨 Ｅｌｕｒａ エルーラ

レディス、雑貨 Ｌｕｆｕｆｕ ルフフ

レディス、雑貨 ＮＥＲＧＹ ナージー

レディス、雑貨 ｑｕａｔｒｅ ｆｅｕｉｌｌｅｓ カトルフィーユ

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

レディス、インテリア雑貨 ＢＫ ｈｏｍｅ ビーケーホーム

レディス、メンズ ａ．ｖ．ｖ アーヴェヴェ

レディス、メンズ アズールバイマウジー アズールバイマウジー

レディス、メンズ、服飾雑貨 ＡＶＩＲＥＸ アヴィレックス

レディス、メンズ、服飾雑貨 ＣＲＡＦＴ ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＢＯＵＴＩＱＵＥ クラフト スタンダード ブティック

レディス、メンズ、服飾雑貨 ＬＡＣＯＳＴＥ ラコステ

レディス、メンズ、服飾雑貨 ＰＯＲＴ ＯＦ ＣＡＬＬ ＴＯＧＯＣＨＯ ポートオブコール トウゴウチョウ

レディス、メンズ、雑貨、コスメ ｇｅｌａｔｏ ｐｉｑｕｅ ジェラートピケ

レディス、メンズ、キッズ Ｈ＆Ｍ エイチアンドエム

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

レディス、メンズ、キッズ、雑貨 ＢＡＹＦＬＯＷ ベイフロー

レディス、メンズ、キッズ、雑貨 ｎｉｋｏ ａｎｄ．．． ニコアンド

レディス、メンズ、キッズ、雑貨 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、服飾雑貨、生活雑貨 ＣＩＡＯＰＡＮＩＣ ＴＹＰＹ チャオパニックティピー

メンズ、ウィメンズ、チルドレンズ ポロ ラルフ ローレン ポロ ラルフ ローレン

メンズ Ｄａｙ ＧＬＯＲＹ デイグローリー

メンズ、レディス ＧＥＯＧＲＡＰＨＹ ジェオグラフィー

メンズ、レディス ＪＡＣＫＲＯＳＥ ジャックローズ

メンズ、レディス ＲＶＣＡ／ＲＯＸＹ ルーカ／ロキシー

メンズ、レディス ＷＯＲＫＭＡＮ Ｐｌｕｓ ワークマンプラス

メンズ、レディス ライトオン ライトオン

メンズ、レディス、キッズ トミー ヒルフィガー トミー ヒルフィガー

メンズ、レディス、キッズ リーバイス® ストア リーバイスストア

メンズ、レディス、キッズ、関連雑貨 ユナイテッドアローズ グリーンレーベルリラクシング ユナイテッドアローズ グリーンレーベルリラクシング

メンズ、レディス、アウトドア用品 Ｌ．Ｌ．Ｂｅａｎ エル・エル・ビーン

メンズ、レディス、関連雑貨 ｃｏｅｎ コーエン

メンズ、レディス、関連雑貨 ＷＥＧＯ ウィゴー

メンズ、レディス、服飾雑貨 ＢＯＮｂａｚａａｒ ボンバザール

メンズ、レディス、服飾雑貨 ＴＨＥ ＳＨＯＰ ＴＫ ザショップティーケー

メンズ、レディス、服飾雑貨 ジャーナルスタンダード レリューム ジャーナルスタンダード レリューム

メンズ、レディス、雑貨 ＦＲＥＡＫ’Ｓ ＳＴＯＲＥ フリークスストア

メンズ、レディス、雑貨 ＰＬＳＴ プラステ

メンズ、レディス、雑貨 ＳＵＩＴ ＳＥＬＥＣＴ スーツセレクト

メンズ、レディス、雑貨 ＴＲＡＮＳ ＣＯＮＴＩＮＥＮＴＳ トランスコンチネンツ

メンズ、レディス、雑貨 ＶｉＳ／ＪＵＮＲｅｄ ビス／ジュンレッド

メンズ、レディス、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

メンズ、レディス、服飾雑貨、生活雑貨 ＣＯＬＯＮＹ ２１３９ コロニートゥーワンスリーナイン
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◆ファッション雑貨・雑貨・その他   60 店舗 

 

＊上記リストは 2020 年 2 月 13 日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

業種 店舗名 ヨミガナ

キッズ、ベビー、雑貨 アプレ レ クール アプレレクール

子供服、雑貨 ｐｅｔｉｔ ｍａｉｎ プティマイン

子供服、雑貨 ＴＨＥ ＮＯＲＴＨ ＦＡＣＥ ／ ＨＥＬＬＹ ＨＡＮＳＥＮ ｋｉｄｓ ザ・ノース・フェイス／ヘリーハンセン キッズ

ティーンズ ＬＯＶＥＴＯＸＩＣ ラブトキシック

ティーンズ、雑貨 ＪＥＮＮＩ ジェ二イ

着物、和装雑貨 きものやまと キモノヤマト

業種 店舗名 ヨミガナ

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

アウトドア用品 コロンビア コロンビア

アウトドア用品、衣料品 Ｊａｃｋ Ｗｏｌｆｓｋｉｎ ジャックウルフスキン

アウトドア用品、生活雑貨 アルペンアウトドアーズフラッグシップストア アルペンアウトドアーズフラッグシップストア

アウトドア用品、衣料品、服飾雑貨 Ｍａｒｍｏｔ マーモット

スポーツウェア ａｄｉｄａｓ Ｂｒａｎｄ Ｃｏｒｅ Ｓｔｏｒｅ アディダスブランドコアストア

スポーツ用品 スポーツデポ スポーツデポ

アクセサリー ＢＬＥＳＳ ブレス

レディスアクセサリー、雑貨 ＬＵＮＡ ＥＡＲＴＨ ルナアース

ジュエリー、その他関連雑貨 ｃａｎａｌ ４℃ カナルヨンドシー

ジュエリー、その他関連雑貨 ＳＯＰＨＹ Ｆｅｒｉｅ ｗｉｔｈ ｆｅｓｔａｒｉａ ＥＬＥＭＥＮＴＳ ソフィ フェリエ ウィズ フェスタリア エレメンツ

ジュエリー、その他関連雑貨 ミルフローラ ミルフローラ

化粧品 ＮＡＲＣＩＳ ナルシス

化粧品 ＰＯＬＡ ＴＨＥ ＢＥＡＵＴＹ ポーラザビューティー

化粧品、関連雑貨 ＡＬＢＩＯＮ ＤＲＥＳＳＥＲ アルビオンドレッサー

化粧品、関連雑貨 ｃｏｓｍｅｔｅｒｉａ コスメテリア

化粧品、関連雑貨 パルファン パルファン

化粧品、健康食品 ＦＡＮＣＬ ｂｅａｕｔｙ ＆ ｈｅａｌｔｈ ファンケル ビューティーアンドヘルス

鞄 ＡＣＥ ＢＡＧＳ＆ＬＵＧＧＡＧＥ エースバッグスアンドラゲージ

鞄 サックスバー サックスバー

鞄、革小物 マイケル·コース マイケルコース

鞄、関連雑貨 ＣＯＡＣＨ コーチ

靴 ｃｒｏｃｓ クロックス

靴 リーガルシューズ リーガルシューズ

靴、アパレル ＳＫＥＣＨＥＲＳ スケッチャーズ

靴、衣料品、雑貨 ＡＢＣ－ＭＡＲＴ ＧＲＡＮＤＳＴＡＧＥ エービーシーマート グランドステージ

靴、雑貨 ＮＥＸＴ ＦＯＣＵＳ ネクストフォーカス

靴、その他関連商品 ＭＯＤＥＬＬＯ ｂｙ ｍａｄｒａｓ モデロバイマドラス

子供靴 ゲンキ・キッズ ゲンキキッズ

靴下、レッグウェア 靴下屋 クツシタヤ

インナー ｆｒａｎ ｄｅ ｌｉｎｇｅｒｉｅ　 フランデランジェリー

帽子 ＯＶＥＲＲＩＤＥ オーバーライド

眼鏡 ＫＡＮＥＫＯ ＯＰＴＩＣＡＬ カネコオプチカル

眼鏡、サングラス Ｚｏｆｆ ゾフ

眼鏡、補聴器その他関連商品 眼鏡市場 メガネイチバ

雑貨 ＡＷＥＳＯＭＥ ＳＴＯＲＥ オーサムストア

雑貨 ロフト ロフト

生活雑貨 Ｆｌｙｉｎｇ Ｔｉｇｅｒ Ｃｏｐｅｎｈａｇｅｎ フライング タイガー コペンハーゲン

生活雑貨 ｏｎｅ’ｓ ｔｅｒｒａｃｅ ワンズテラス

生活雑貨 ニトリＥＸＰＲＥＳＳ ニトリエクスプレス

生活雑貨、服飾雑貨 ３ＣＯＩＮＳ＋ｐｌｕｓ スリーコインズプラス

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

バラエティ雑貨 Ｐｒｉｓｍ プリズム

バラエティ雑貨、書籍、古物 ヴィレッジヴァンガード ヴィレッジヴァンガード

カーテン、雑貨 ＶＡＬＬＩＬＡ ヴァリラ

キッチン、生活雑貨 ２１２ ＫＩＴＣＨＥＮ ＳＴＯＲＥ トゥーワントゥーキッチンストア

家具、インテリア雑貨 ＬＩＶＩＮＧ ＨＯＵＳＥ． リビングハウス
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◆サービス 24店舗 

 

◆スーパー・食物販 10店舗 

 

＊上記リストは 2020 年 2 月 13 日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

業種 店舗名 ヨミガナ

オフィス、インテリア、キッチン ＢＲＵＮＯ／ＴＲＡＶＥＬ ＳＨＯＰ ＭＩＬＥＳＴＯ ブルーノ／トラベルショップミレスト

ビーズソファ、インテリア雑貨 Ｙｏｇｉｂｏ Ｓｔｏｒｅ ヨギボーストア

１００円ショップ ダイソー ダイソー

本、文具、ＣＤ、ＤＶＤ、雑貨、カフェ ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ ツタヤブックストア

ベビー用品、雑貨 ＫＡＴＯＪＩ カトージ

Ａｐｐｌｅ製品販売・修理 Ｂｉｃ Ｓｔｙｌｅ ビックスタイル

携帯アクセサリー、その他関連商品 ＡＢｓｔｏｒｅ エービーストア

医薬品、化粧品、雑貨、食品、調剤 ウエルシア薬局 ウエルシアヤッキョク

寝具、雑貨、ルームウェア Ｂ－ＤＥＳＩＧＮ ｈｏｍｅ ビーデザイン ホーム

ペット、ペット用品、トリミング、ホテル ワンラブ ワンラブ

手芸用品 ユザワヤ ユザワヤ

印章、印刷、雑貨 中日印章 チュウニチインショウ

楽器、関連商品 島村楽器 シマムラガッキ

業種 店舗名 ヨミガナ

スポーツ ＶＳ ＰＡＲＫ ブイエスパーク

インドアプレイグラウンド あそびパークＰＬＵＳ アソビパークプラス

携帯電話 ドコモショップ ドコモショップ

携帯電話 ａｕショップ エーユーショップ

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 楽天モバイル ラクテンモバイル

保険関連商品 保険コンパス ホケンコンパス

保険関連商品 保険見直し本舗／あそラボ ホケンミナオシホンポ／アソラボ

旅行商品、旅行関連商品 エイチ・アイ・エス エイチアイエス

アニマルカフェ Ｍｏｆｆ ａｎｉｍａｌ ｃａｆｅ モフアニマルカフェ

カット、カラー、パーマ、まつげエクステ Ｃａｓｉｔａ ｆｌｏｒ カシータフロル

ヘアカット ＱＢハウス キュービーハウス

ヘアサロン ビューティマルシェ ミンナノ ビューティマルシェ ミンナノ

整体、骨盤調整、リラクゼーション 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

デンタルクリニック すみれ歯科・こども歯科クリニック スミレシカ・コドモシカクリニック

溶岩石ホットヨガ、アパレル、雑貨 ＮＡＧ ＹＯＧＡ ＳＴＵＤＩＯ ナグヨガスタジオ

クリーニング ポニークリーニング ポニークリーニング

洋服のお直し、靴・カバンの修理 ママのリフォーム ママノリフォーム

写真撮影、衣装レンタル スタジオキャラット／クレールブライダルスタジオ スタジオキャラット／クレールブライダルスタジオ

英語教室 ベネッセの英語教室 ＢＥ ｓｔｕｄｉｏ ベネッセノエイゴキョウシツ ビースタジオ

音楽教室 ヤマハミュージックレッスン ヤマハミュージックレッスン

そろばん教室、ダンス教室 森のキッズｅクラブ モリノキッズイークラブ

ＳＴＥＡＭ教育・プログラミング教育、スクール レゴスクール レゴスクール

認可保育園、一時預かり あずまららら♪保育園 愛知東郷 アズマラララホイクエンアイチトウゴウ

業種 店舗名 ヨミガナ

スーパーマーケット 平和堂 ヘイワドウ

精肉・イートイン 肉の丸一 ニクノマルイチ

鮮魚・イートイン マキハラ魚市場 マキハラウオイチバ

青果・イートイン サン・フレッシュ／Ｂｅ！ Ｆｒｕｉｔｓ Ｐａｒｌｏｒ サンフレッシュ／ビーフルーツパーラー

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

チョコレート ホテルショコラ ホテルショコラ

洋菓子 フロ プレステージュ フロ プレステージュ

和菓子 大あんまきの藤田屋 オオアンマキノフジタヤ
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◆レストラン・カフェ他 20店舗 

 

◆フードコート 16店舗 

 

＊上記リストは 2020 年 2 月 13 日時点の情報です。変更の場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

  

業種 店舗名 ヨミガナ

スペシャリティコーヒー 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 倉式珈琲店 クラシキコーヒーテン

ベーカリーカフェ サンマルクカフェ サンマルクカフェ

タピオカドリンク ゴンチャ ゴンチャ

鶏料理 鶏三和 トリサンワ

韓国料理 韓美膳 ハンビジェ

とんかつ、揚げ物 あつあつ味噌カツ 美濃味匠 アツアツミソカツ ミノミショウ

餃子 自家製餃子 下町の空 ジカセイギョウザシタマチノクウ

和定食 うちの食堂 ウチノショクドウ

ハンバーグ、洋食 ハンバーグ＆デミグラスソース でみや ハンバーグアンドデミグラスソースデミヤ

蕎麦 吉祥庵 キッショウアン

エスニック モンスーンカフェ モンスーンカフェ

パスタ、アルコール （仮称）ラ・ボエム パスタフレスカ ラ・ボエム パスタフレスカ

しゃぶしゃぶ 牛しゃぶ牛すき食べ放題 但馬屋 ギュウシャブギュウスキタベホウダイタジマヤ

ピザ （仮称）ＳＡＶＯＹ サボイ

定食、カフェ おぼんｄｅごはん オボンデゴハン

パンケーキ、カフェ Ｅ＆Ａ　ｃａｆｅ イーアンドエーカフェ

和カフェ 伊右衛門カフェ イエモンカフェ

ビュッフェ ＥＸ　Ｂｌｕｅ　ＴＨＥ　ＢＵＦＦＥＴ　　 エクスブルーザビュッフェ

ビュッフェ フルーツ＋ビュッフェ ３２ｏｒｃｈａｒｄ フルーツビュッフェサニーオーチャード

業種 店舗名 ヨミガナ

洋食 洋食や 三代目 たいめいけん ヨウショクヤサンダイメタイメイケン

海鮮丼、寿司 魚屋のどんぶり 魚錠 サカナヤノドンブリウオジョウ

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

ラーメン 札幌 みその 一期一会 サッポロミソノ　イチゴイチエ

中華 ＰＡＮＤＡ ＥＸＰＲＥＳＳ パンダエクスプレス

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

台湾料理 京鼎樓小館 ジンディンロウショウカン

肉丼、肉料理 伝説のすた丼屋 デンセツノスタドンヤ

うどん うまげな ウマゲナ

ハンバーガー モスバーガー モスバーガー

フライドチキン ケンタッキーフライドチキン ケンタッキーフライドチキン

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

アイス 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

たこ焼き 甲賀流プレミアム コウガリュウプレミアム

コットンキャンディー、クレープ オーサムスイーツ オーサムスイーツ

甘味、パスタ （仮称）甘味と鉄板スパゲティ 柴ふく カンミトテッパンスパゲティシバフク
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＜添付資料 2＞「三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷」計画概要 

 

所在地 愛知県愛知郡東郷町春木他（東郷中央土地区画整理事業地の一部） 

敷地面積 約 89,000㎡（約 26,920坪） 

構造規模 

店舗棟：鉄骨造地上 4階建 

（店舗：1～3階、駐車場：4 階、屋上） 

立体駐車場棟：鉄骨造地上 4 階建 1棟 

鉄骨造地上 5 階建 1棟 

鉄骨造地上 6 階建 2棟 

延床面積 
店舗棟 約 104,900㎡ （約 31,700坪） 

立体駐車場棟 約 80,600㎡ （約 24,400坪） 

店舗面積 約 63,900㎡ （約 19,300坪） 

店舗数 約 210店舗 

駐車台数 約 3,900台 

交通 名古屋鉄道豊田線「日進駅」 約 2.2km 

スケジュール 
着工：2019年 3月 1日 

竣工・開業：2020年 9月(予定) 

設計会社 株式会社竹中工務店 

施工会社 
建物棟・外構工事：株式会社竹中工務店 

立体駐車場棟工事：綿半ソリューションズ株式会社 

環境デザイン 株式会社スタジオタクシミズ 

建物基本設計 株式会社石本建築事務所 

運営・管理 三井不動産商業マネジメント株式会社 

ららぽーと愛知東郷 

ティザーサイト 
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/togo/ 
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＜添付資料 3＞位置図 

【広域図】 

 
 

【詳細図】 
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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（2020年 2月時点） 

 

 


