2020 年 7 月 10 日
報道関係各位

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』9 月 14 日（月）開業決定
愛知県初出店 36 店を含むグルメ、エンタメ、子育てファミリー向けなど多彩な全 201 店が出店
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、2020 年 9 月 14 日（月）、
愛知県愛知郡東郷町に大型商業施設『三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷』（運営：三井不動
産商業マネジメント株式会社）を開業いたします。
本施設は、愛知県愛知郡東郷町が策定する東郷中央土地区画整理事業におけるにぎわい空間の創出、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。主要幹線道路である国道 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います。
本施設には、愛知県初出店 36 店を含む全 201 店が出店します。飲食エリアでは、生鮮三品と食物販、
レストランを集積した大型マルシェや、人気店が集積した約 1,150 席の愛知県中部エリア最大級のフード
コートを完備しました。また、ファッション性の高い国内外の注目ブランドやセレクトショップ、東海エ
リア最大級となる「アルペンアウトドアーズフラッグシップストア」、多世代が楽しめる新感覚のエンタ
ーテインメント店舗「VS PARK」など幅広い楽しみ方をご提供します。さらに、お子さまに新しい学びと
体験をしていただきながら、保護者の方々も自由な時間を過ごせる『はぐくむゾーン』も配置。子育てフ
ァミリー向けのサービスを充実させることで、本施設ならではのゆったりとした家族の時間を創出しま
す。
また、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策にも取組み、ご来館されるお客さまが安心してお買い物
できる環境づくりに努めてまいります。
※愛知県中部エリア・・・東郷町、豊田市、みよし市、知立市、刈谷市、高浜市、碧南市、安城市、西尾市、幸田町、蒲郡市、豊川市、
豊橋市、田原市

施設コンセプト「みんなではぐくむ、まち、ひと、くらし。」
この町に、出会い・発見・おどろき・感動を提供し、暮らしのいろんなシーンで、
たくさんのつながりや結びつきをはぐくむ場所をめざします。
この町も、この施設も、皆さまとともに成長していけるように。

▲ ららぽーと愛知東郷 鳥瞰図

※掲載画像はすべてイメージです。
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ららぽーと愛知東郷の特長
１．地域に根差し、お客さまのニーズに応える多彩なブランドが集結
①食物販とレストランを融合させたマルシェや大規模フードコート
◆ 地元人気店の新業態店舗や愛知県初出店の話題店が集まる充実の
一大食ゾーン『マルシェ&レストラン 市（ichi）』
◆ 愛知県中部エリア最大級となる約 1,150 席を完備した『フードコ
ート 饗（motenashi）』
◆ テイクアウト商品も多数ラインナップ、屋外スペースでの食事も
可能
②高感度ファッションや大型スポーツ・アウトドア店舗
◆ 海外ブランドやセレクトショップが多数集積し、上質な日常を提案
◆ 東海エリア最大級となる「アルペンアウトドアーズ フラッグシップ
ストア」や「スポーツデポ」が超大型出店し、スポーツ・アウトド
ア用品が勢揃い
③一日中、多世代で楽しめるエリア最大級のエンタメ店舗が出店
◆ デジタル技術を活用した新しいスポーツエンターテインメント店
舗「VS PARK」、さまざまな動物と触れ合える動物カフェ「Moff
animal cafe」など、多世代が楽しめるエンタメ店舗が数多く出店

▲『マルシェ&レストラン 市（ichi）』

▲『フードコート饗（motenashi）』

④毎日でも通いたい、デイリーユースの店舗が勢ぞろい
◆ 「平和堂」「ロフト」「ニトリ EXPRESS」「ダイソー」「エディオン」「Bic Style」「アカチャンホンポ」
などが集結、日々の暮らしをサポート

２．充実のイベント広場や共用スペース
①芝生広場や遊具を備える『TOGO「豊かな時間」が過ごせる場所を提供
パーク』
◆ 屋外イベントを開催できる大屋根イベント広場
『リーフルーフ』や、お子さまが遊べる遊具エリアを充実
◆ 中心には、シンボルツリー『育（はぐくみ）の木』と
フォトスポット『ビッグ TOGO』も設置
◆ お買い物中やお仕事中に利用できる一時預かり可能な認可保育園も完備
※定員数には限りがあります
▲『TOGO パーク』
②家族が充実した時間を過ごせる『はぐくむゾーン』
◆ 3 階『はぐくむゾーン』には、家族に嬉しい店舗・サービスが集結
◆ イベントスペース『はぐくむステージ』では、地元ママたちが企画するイベントを実施予定
◆ 英語教室、音楽教室、そろばん教室などの豊富な習い事教室も充実

③『フードコート 饗（motenashi）』内に『ららスタジオ』や
『パブリックビューイングスペース』を完備
◆ 『ららスタジオ』では友人同士での貸切パーティーなど、様々なイ
ベントに対応可能
◆ スポーツ観戦などを楽しめるパブリックビューイングスペースも
完備
④ららぽーと最大級の広さを持つ吹き抜けスペース『メインスクエア』
◆ 格子状の天井ガラスとトップライトで解放感ある大空間を演出
◆ イベントスペースとしても利用可能
▲『メインスクエア』

※掲載画像はすべてイメージです。
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３．地域連携や利便性の向上に向けた様々な取り組み
①図書館・行政サービス機能を兼ねた東郷町のコミュニティスペース
『LivR TOGO まちの窓口』(ららぽーと初)
◆ 東郷町のサテライトライブラリー『LivR TOGO（リーブル トウゴウ）
まちの窓口』では、予約書籍の貸出や返却だけでなく、事前に予約
した住民票の発行などの行政サービスにも対応
②東郷町とのイベント連携
◆ 東郷町の自然豊かな風景写真を開業期に一般公募し、館内にギャラ
リーとして展示
◆ 季節行事など年間を通してさまざまなイベントで東郷町と連携

▲『LivR TOGO まちの窓口』

③金城学院大学および東海学園大学との連携
◆ 学生による販促アイデアの提案や、サークルなどの団体によるイベント出演を通して大学と連携
④自動運転バスの実証実験（ららぽーと初）
◆ ららぽーと愛知東郷バスターミナルを発着点とする自動運転バス
の実証実験を実施予定
⑤高齢者向けショッピングカートや親子向け館内移動カートとして
利用可能な館内モビリティを導入(ららぽーと初)
◆ 長時間歩くことが難しい高齢のお客さまやお子さま連れのお客さ
ま向けの館内モビリティを完備
◆ 大荷物の運搬や館内の移動に利用可能
⑥お買い物中に便利な次世代型コインロッカーを設置（ららぽーと初）
◆ たくさんお買い物をする日や大荷物の日もご安心いただけるよう、
スマートフォンでの事前予約やキャッシュレス決済が可能なコイ
ンロッカーを設置

▲自動運転バス

４．働きやすい環境作り
①従業員休憩室を各階に配置
◆ 間仕切りのあるカウンター席や仮眠をとりやすい小上がりエリア
など休憩環境が充実
◆ 各階に休憩室を配置することで、館内の移動時間を短縮。限られた
休憩時間を無駄なく活用することが可能
②出店店舗の従業員採用支援、「メッシュウェル」や「タイミー」を活用
した従業員確保
◆ ファッション業界特化の販売員マッチングサービス「メッシュウェ
ル」を活用し、数時間単位でファッション販売員の柔軟な追加が可
能になることで、店舗運営を効率化
◆ スキマバイトアプリ「タイミー」を活用し、初めての場所で短時間
でも働ける環境を整えることで、人手不足を解消

▲従業員休憩室

③出店店舗の従業員採用支援、合同求人面接会および説明会の実施
④車通勤の方のための従業員駐車場の整備
◆ 安心して車通勤できるよう、約 1,000 台の従業員駐車場を完備

※掲載画像はすべてイメージです。
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１．地域に根差し、お客さまのニーズに応える多彩なブランドが集結
①食物販とレストランを融合させたマルシェや大規模フードコート
◆『マルシェ&レストラン 市（ichi）』＜1F＞
スーパーマーケットから生鮮三品専門店を含む食物販、レストランまで幅広く集積した大型マルシェゾーン。
食材の販売だけではなく、調理したものをテイクアウトして、その場でイートインもできる食の一大スペースで
す。愛知県初出店や地元人気店の新業態、SC 初出店など注目の店舗が盛りだくさんの全 25 店舗の展開で、様々
な食のシーンをワンストップで楽しんでいただけるエリアを創出します。

▲『マルシェ&レストラン 市 (ichi)』①

▲『マルシェ&レストラン 市 (ichi)』②

▲ 共用客席

カフェ・スイーツエリア

テイクアウト＆イートインエリア

人気スイーツ店や話題のカフェが集
積。POP UP ブースには、全国の人気和
洋菓子店が期間限定で随時出店予定。

テイクアウトや店内・共用客席での
イートインなど、シーンに合わせて
自由に利用することが可能。

レストランエリア

生鮮三品・グロッサリーエリア

和食、洋食、ビュッフェからエスニ
ックまで様々なジャンルが集積し、
幅広いニーズに対応。

イートイン併設の生鮮三品。デイリー
ユースに最適なベーカリーやグロッサ
リー専門店、地方物産店を集積するこ
とで、ワンストップのお買い物が可能。

『マルシェ&レストラン 市 (ichi)』 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について

店舗・共用客席
席数制限

キャッシュレス決済
推進

テイクアウトの
実施・推進

EPARK システムで
順番待ちの予約

共用部座席の
事前確保

※状況に応じて変更となる場合がございます。

※掲載画像はすべてイメージです。
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■カフェ・スイーツエリア
～地元の人気カフェ監修の新業態や愛知県初出店の店舗など話題店が集積～
E＆A cafe

新業態

地元人気カフェ FARMER'S KITCHEN THE
gram デザイン監修の新業態カフェ。
注文を受けてからメレンゲを立てる超
フワフワのパンケーキとロコモコがお
すすめです。

ホテルショコラ

愛知県初

宇治抹茶を贅沢に使用したドリンクや
和洋のデザートの他、お茶に良く合う
食事メニューをテイクアウトでもお楽
しみいただけます。

愛知県初

英国発カカオブランドのホテルショコラ
が、東海地区初出店。
上質なカカオを使った、バリエーション
豊かなチョコレート、カフェメニュー、ビ
ューティアイテムなど、カカオの新しい
ライフスタイルをご提案します。

ゴンチャ

伊右衛門カフェ

愛知県初

世界各国で店舗を展開するグローバル
ティーブランド。お茶本来の風味を最
大限に引き出した台湾ティーをお好み
のスタイルで楽しめます。

フロ プレステージュ

愛知県初出店！1886 年パリにて誕生
した FLO。旬のフルーツを使って店内
で焼き上げるタルトやケーキ、焼き菓
子など、季節感を活かしたスイーツを
取り揃えています。

大あんまきの藤田屋

SC 初

知立市の名物大あんまきを提供する和
菓子屋。北海道十勝産の小豆を使い、昔
気質の職人さんが、腕を振るって後をひ
かない美味しい餡を毎日手作りで炊い
ています。たくさん売る事よりも美味し
く売る事を大切にしています。

■生鮮三品
～イートイン併設のライブ感を味わえる専門店～

～
愛知県初

SC 初

新業態

マキハラ魚市場

地元漁港直送の新鮮なお魚を
「丸魚、刺身、寿司、海鮮丼、
惣菜」と地元ならではの調理方
法で提供する地元密着型の魚
屋です。

愛知県初

SC 初

新業態

愛知県初

サン・フレッシュ /
Be！ Fruits Parlor

SC 初

新業態

肉の丸一

1985 年の創業以来、新鮮で味の良い野菜とフルーツに
こだわり続けてきたサン・フレッシュ。デイリー使い
にぴったりなお得な商品から、愛知県産のこだわりの
生産者の商品、さらには大切な方への贈り物に最適な
フルーツギフトまで、幅広く取り揃えております。併
設のスタンドでは、新鮮なフルーツを贅沢に使用した
フルーツパフェもお楽しみいただけます。

大正 13 年創業、「肉の丸一」の全て
を注ぎ込んだ「お肉屋さんのステー
キ重」を目の前で焼き上げます。知
多牛をその場で味わえる飲食コーナ
ーとお家で美味しく楽しめる販売コ
ーナーで、お客様に喜びを提供致し
ます。

■グロッサリー
～人気ベーカリー、グロッサリー専門店～
ドンク / ミニワン

カルディコーヒーファーム

北海道うまいもの館

ルピシア

※掲載画像はすべてイメージです。

5

■テイクアウト＆イートインエリア
～ピッツェリアの「SAVOY」や人気の惣菜店まで幅広い業種・業態が集積～

～

SAVOY

SC 初

愛知県初

新業態

新業態

ハンバーグ＆デミグラスソース
デミ屋

ラ・ボエム パスタフレスカ

1995 年に東京でオープンして以来連日
行列ができる人気店、ナポリ PIZZASAVOY
が SC 初出店。表はサクッと、中はもちも
ち食感のピッツアはもちろんオリジナル
生パスタもお楽しみいただけます。

東京を中心に展開する「カフェ ラ・
ボエム」の新業態が愛知県初出店。
「ラ・ボエム パスタフレスカ」はこ
だわりの絶品生麺使用のパスタ専門
店です。

老舗洋食店「マ・メゾン」の新業態店舗。自
慢のデミグラスソースは、お店で時間をか
けてじっくり煮込み、少しビターに仕上が
っているのが特徴です。

鶏三和

SC 初

自家製餃子 下町の空

地元愛知県の自社農場で生産する日本三大地
鶏のひとつ「三和の純鶏名古屋コーチン」は
豊かな旨味とコクがあり上質な香りが口の中
に広がるように仕上げています。その新鮮さ
を焼き鳥、鶏惣菜、親子丼としてご提供しま
す。

SC 初出店！多くのメディアで取り上げ
られた『炎の餃子』は、鹿児島黒豚肉と
野菜の配合にこだわった一品。食べた瞬
間に肉汁が溢れる自家製餃子をご提供
します。
愛知県初

とんかつ薩摩

韓美膳

京都、大阪に店舗を構えるとんかつ薩摩
が愛知県初出店！豚肉は、飼料に小麦を
加えて大切に育てあげた三元麦豚を使用
しています。衣はサクッと揚げておりフ
ルーティーな甘味を持つソースでご賞味
ください。

心も身体も美しくなるカジュアルなコリ
アンレストラン。野菜をふんだんに使った
ヘルシーな韓国料理と韓流スイーツ、キン
パ(韓国海苔巻き)をバラエティ豊かにご
提供します。

■レストランエリア
～

～愛知県初出店の「モンスーンカフェ」やファミリーに人気のビュッフェ店などが出店～
愛知県初

愛知県初

モンスーンカフェ

EX Blue THE BUFFET

国内のエスニック料理の流行のさき
がけと言われる「モンスーンカフェ」
が愛知県初出店。ヘルシーなエスニ
ック料理をご提供します。

愛知県初

吉祥庵

東海地区初出店となる「EX Blue THE
BUFFET」は、ブルーを基調としたスタイ
リッシュ空間で、60 品以上の美味しさ
を楽しむビュッフェレストラン。肉料理
や野菜たっぷりのメニューに、彩り豊か
なデザートなどをお楽しみください。

うちの食堂

牛しゃぶ牛すき
食べ放題 但馬屋

厳選した国産のそば粉を店頭の石臼で製
粉して作る「挽きたて」「打ちたて」「茹
でたて」にこだわった二八そばは、だしの
きいた江戸前のつゆとよく合います。

誰もが愛する我が家の食卓。毎日食べ
たいできたてのおふくろの味。新鮮で
美味しいもの、身体にいいものを大切
な家族に食べさせたい。そんな想いを
込めて皆さまに満足をお届けします。

但馬屋では、こだわり抜いた絶品お肉を食
べ放題でご堪能いただけます。コースはリ
ーズナブルな価格から黒毛和牛までしゃ
ぶしゃぶ、すき焼きのどちらかをお選びい
ただき、是非お楽しみください。

※掲載画像はすべてイメージです。
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◆16 店舗、約 1,150 席の愛知県中部エリア最大級の『フードコート 饗（motenashi）』＜2F＞
愛知県中部エリア最大級となる約 1,150 席のフードコート『フードコート 饗（motenashi）』。愛知県初出店
の店舗から地元の人気店、多世代で楽しめる定番の店舗まで取り揃え幅広いニーズに応えました。パブリックビ
ューイングなども楽しめる大型プロジェクターの設備も整えており、フードコートの新しい楽しみ方を提案します。

グルメゾーン

ファミリーゾーン

東京や地元の人気店、SC 初出店や
新業態まで、バラエティ豊かな店
舗が集結。

人気のナショナルチェーン店を中
心に、お子さまから大人まで多世
代で楽しめる店舗が集結。

ららスタジオ
パブリックビューイング
スペース

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を導入。お子
さまのお誕生日会などにも利用
可能。

大型プロジェクターを設置し、パブ
リックビューイングなどのイベン
トにも対応できる客席エリア。

キッズスペース
子育てファミリーに嬉しいキッ
ズ席や小上がり席、楽しく遊べる
キッズプレイエリアを完備。
▲パブリックビューイング

カフェ・スイーツゾーン
フードコート中心部に、コミュニ
ケーションの場や、軽食としても
便利なカフェ・スイーツ店を配置。

▲キッズスペース

『フードコート 饗 (motenashi)』

店舗・共用客席
席数制限

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について

キャッシュレス決済
推進

テイクアウトの
実施・推進

キッズスペースの
利用禁止

※状況に応じて変更となる場合がございます。

※掲載画像はすべてイメージです。
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■グルメゾーン
PANDA EXPRESS
愛知県初

愛知県初

洋食や 三代目 たいめいけん

世界で 2,000 店舗以上を展開するカリフ
ォルニア発のアメリカンチャイニーズレ
ストランが愛知県初出店。代表的なオリ
ジナルメニュー「オレンジチキン」をは
じめとしたバラエティ豊富なメニューを
取り揃えています。

京鼎樓小館

SC 初

魚屋のどんぶり 魚錠

愛知県初となる「京鼎樓
小館」では、台湾で行列
の でき る小 籠包 専門 店
「京鼎樓」の味をフード
コ ート でお 手軽 にお 楽
しみいただけます。

伝説のすた丼屋

昭和 6 年創業、東京日本橋に本店を構える
老舗洋食店。看板メニューのオムライスを
はじめ、今回は鉄板洋食メニューもフード
コート初登場です。三代目シェフ茂出木浩
司プロデュ―スの洋食「たいめいけん」の
味を是非お楽しみください。

札幌 みその 一期一会

愛知県初

本場札幌味噌らーめんの
行列店が愛知県初出店。
創業百二十年最北端味噌
を使用した特製味噌ダレ
と、札幌直送の中太ちぢ
れ麺が相性抜群です。

明治 40 年創業の老舗魚屋
「魚錠」が挑む海鮮丼専門
店が SC 初出店。全国各地
からの仕入れ力をいかした
「旬」で「新鮮」な魚をお
楽しみいただけます。

RAMEN EXPRESS 博多一風堂

創業以来愛され続け
る看板商品「すた丼」
を中心とし、スタミナ
&ボリューム満点の商
品を取り揃えていま
す。

日本橋 天丼 金子半之助

博多ラーメン発祥のラー
メン店一風堂が、「本物の
味をカジュアル&スタイリ
ッシュに。」をテーマに表
現するフードコート専門
業態です。

粋で豪快。金子半之
助の想いを再現し
た天丼。高温のごま
油で揚げた、香ばし
くサクサクな天ぷ
らの食感をお楽し
みください。

■カフェ・スイーツゾーン
新業態

甘味と鉄板スパゲティ 柴ふく

愛知県初

SC 初

行列ができる名古屋の人気店。雰囲気
をそのままに、新業態となる、「名古
屋名物鉄板スパゲティ」や本店一番人
気、沖縄県産黒蜜ときな粉をたっぷり
かけた、「黒柴きなこ」等、こだわり
の商品を多数ご用意しています。

新業態

オーサムスイーツ
人気のふわふわわたあめや、カラフルな
ソフトクリーム、タピオカドリンクやク
レープなど、かわいいビジュアルで誰か
に見せたくなるような商品をたくさん用
意した、スイーツ専門の新業態店舗です。

■ファミリーゾーン
愛知県初

大阪アメリカ村
甲賀流プレミアム
「ミシュランガイド」3 年連続
で選出！連日行列の絶えない超
人気店が愛知県初出店！！プリ
プリの真蛸を山芋たっぷりの生
地で包み込んだこだわりのたこ
焼きをご賞味ください。

クリスピー・クリーム・ドーナツ
1937 年にアメリカで誕生した
クリスピー・クリーム・ドーナツ
ドーナツ＆コーヒーショッ
プ。創業時から変わらぬ秘伝
のレシピでつくる「オリジナ
ル・グレーズド（R）」を中心
に、高品質のドーナツとコー
ヒーをご提供します。

■その他のエリアにも人気のカフェ、レストランが充実
新業態

SUNNY ORCHARD
『fruitfull time』がコン
セプト！フルーツビュッ
フェと美味しい食事、楽し
いデザートがお楽しみい
ただけます。

おぼん de ごはん
手作りの定食をカフェスタ
イルで。美味しく、楽しい食
事の時間は、心も身体も元気
にしてくれます。栄養バラン
スを考えたおいしい食事を
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高感度ファッションや大型スポーツ・アウトドア店舗
◆高感度ファッションの集積：ららぽーと愛知東郷ならではの充実のラインナップ
海外ブランドやセレクトショップなどの高感度ショップが一同に集結。上質な暮らしを提案するラグジュアリー
な店舗が多数出店することで、来館される皆さまに充実したショッピングライフをお楽しみいただけます。

◆アクティブライフを充実させる、幅広いスポーツライフスタイルのご提案

これからスポーツを始める方から、競技に真剣に取り組
む方、ライフスタイルにスポーツを取り入れる方まで、
様々なニーズに合ったスタイルをスポーツデポがご提
案いたします。
アディダスブランドコアストアを併設し、ノースフェイ
スやナイキといった有名ブランドから、ティゴラを中心
とした高品質で低価格なオリジナルブランドまで大型
専門店ならではの豊富な品揃えで、アクティブライフを
力強くサポートします。

ナイキ、アディダス、VANS など人気ブランドのスニーカーやアパレルをはじめ、ここ
でしか買えない限定アイテムを多数ご用意。コーディネートや商品がもつストーリー、
カルチャーコラムなどのコンテンツも豊富にご提案するエリア最大級の大型店がらら
ぽーと愛知東郷に出店いたします。圧倒的な世界観をご堪能ください。

海外のインポートブランドを多数展開する「PORT of CALL」がららぽーと愛知東郷に
出店。代官山と表参道に路面店を構え、オーストラリアやカリフォルニア等インポート
のサーフアパレルブランドを多数展開し、ファッションを通じ海外のライフスタイル
をご提案します。ビーチ沿いを彷彿させるリラックスした店内でごゆっくりお買い物
をお楽しみください。

※掲載画像はすべてイメージです。
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◆アウトドア店舗が日本最大級の規模で集結
愛知県初

SC 初

日本最大級の品揃えを誇るアルペンアウトドアーズ フラッグシップストアが、ららぽーと愛知東郷に登場。
キャンプの楽しい一日を想起させる内装にこだわった店内は、まるでキャンプ場にいるような臨場感！
本格的なキャンプ用品はもちろんのこと、アパレルからインテリア雑貨まで充実した品揃えで、アウトドア
だけでなく、インドアでも活用できるおしゃれな商品を多数ご用意。店内のテント全商品がその場で試し張
り可能です。
この圧倒的規模感で、いままでにない‟ワクワク”を店内でご体感いただけます。

愛知県初

SC 初

新業態

【アウトドア】×【ファッション】を枢軸にした新感覚セレクトショップ「The COMP_US」の 1 号店。
世界中のアウトドアブランドとファッションブランドを独自の視点でセレクトして提案いたします。国内
外の展示会で商品を買い付けてきたスタッフが、直接売場で商品の魅力を伝えていきます。お客さまには、
店内にあるフリースペースを活用したインストアイベントを通して、商品の魅力を体験していただけます。
また、地球環境の保全を大きなテーマに掲げ、サスティナブル（持続可能）な活動にもチャレンジしていき
ます。

愛知県初

※掲載画像はすべてイメージです。
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③一日中、多世代で楽しめるエリア最大級のエンタメ店舗が出店
愛知県初

▲VS PARK

東海地区初出店となる「VS PARK」は、バラエティ番組に参加しているよう
な体験ができる新感覚のバラエティスポーツ施設です。
大人気の猛獣逃げきりアクティビティ「ニゲキル」をはじめ、迫りくる猛獣
の大群をよけまくる「ヨケキル」、走る車にカミワザシュートを決める「ア
テターレ！サッカー」などの世界初登場の新アクティビティを含めた全 26
種類の‟ヤバすぎ”スポーツを、2 時間遊び放題で友人やご家族でお楽しみい
ただけます。
「あそびパーク PLUS」は 0 歳～12 歳のお子さまをお持ちのご家族で ‟親子
の楽しいひととき”を心に刻んでいただける有料の屋内公園です。安心・安
全で清潔感のある店内で、お子さまが夢中になって、頭や身体を思い切り使
って遊べるたくさんの遊具をお楽しみいただけます。

▲あそびパーク PLUS

※定期的なアルコール清掃、入場時の手指消毒、対人距離への配慮、入場制限等を実施させていただきます。
※状況に応じて変更となる場合がございます。

約 40 種類の動物数を誇るアニマルテー
マパークがららぽーと愛知東郷に登場。
カフェを併設し、小鳥たちと自由にふれ
あえる「インコの森」や、ナマケモノやカ
ピバラなどが暮らす「南米動物エリア」な
ど、動物ふれあい体験をお楽しみいただ
けます。
プロの飼育スタッフによるガイドツアー
も催行。ふれあい体験を通じ楽しみなが
ら動物のこと、動物の棲む環境のことを
考えるきっかけとなるアニマルエデゥテ
イメント施設にご期待ください。

▲モフアニマルカフェ 店内

▲ナマケモノ

▲ベンガルフクロウ

▲アカアシモリ

▲カピバラ

※アルコール消毒液の設置、検温、マスク着用のお願い（児童のぞく）、入場を満員の 6 割に制限させていただきます。
※状況に応じて変更となる場合がございます

「知の育み」
「高品質な日常」をコンセプトに、家族と一緒にお散歩をしな
がらコーヒーを飲みに、遠方の方は休日のお出かけスポットとして、様々
な楽しみ方ができるのが「TSUTAYA BOOKSTORE ららぽーと愛知東郷」です。
最大級の品揃えの本の中から、自分の好きな一冊と出会い、その本と、コ
ーヒーやスイーツを一緒に、会話を楽しみながらゆったり過ごしていただ
けます。ファミリーからシニアのご夫婦までがライフスタイルの提案を通
じ、生活をキラリと光らせる何かを発見するお手伝いをします。

※掲載画像はすべてイメージです。
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④毎日でも通いたい、デイリーユースの店舗が勢ぞろい
◆日々の食材を提供するスーパーマーケット
平和堂はお客さまと地域社会、そして従業員にとって「なくてはならない
店」をめざして、近畿東海北陸地区で総合スーパーとスーパーマーケット
を運営しています。「安全安心」はもちろんのこと、新鮮で旬な野菜やお
いしい果物、できたてジュースバーやフルーツタルト、鮮度抜群の産直旬
魚や魚屋の鮨、こだわりのお肉や店内加工のローストビーフ、からだにや
さしい糖質オフ・減塩のハムソーセージ、名物商品とできたての惣菜など、
平和堂ならではの品揃えでお迎えいたします。毎日立ち寄りたくなる、ワ
クワク・驚き・感動がある、また、市場のような鮮度と充実の品揃えで、
お客さまの健康的で豊かな日常に寄り添う店舗をめざします。

◆生活に欠かせないサービス店舗も充実

SC 初

◆ここに来れば何でも揃う！生活を彩るバラエティ豊かな店舗を集積

◆普段の生活+αを叶える
コスメ・ビューティーショップも充実

愛知県初

◆充実した品揃えの家電サポートショップ

◆子育て世代に嬉しいベビー・キッズブランドが集結
愛知県初

愛知県初

※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。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 2 年半でのご利用登録者数は約 250 万人、店舗数は約 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」

ららぽーと愛知東郷と「&mall」の連携施策について
・ 「&mall DESK」では、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、リアル店舗と EC を相互に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します。
・ 「&mall DESK」を拠点にリアル店舗と 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。

【「ららぽーと愛知東郷」「&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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２．充実のイベント広場や共用スペース
ご家族やご友人とのびのびとした時間を過ごすことができる『TOGO パーク』。シンボルツリー『育（はぐくみ）
の木』やフォトスポット『ビッグ TOGO』では、そんなひと時を写真に残すことができます。
また、多彩な催しを展開予定のイベントスペースを設け、訪れる度に様々な楽しみをお届けします。
子育て世代にうれしい認可保育園も完備しているため、お仕事中やお買い物中に安心してお子さまを預けていた
だけます。

①芝生広場や遊具を備える『TOGO パーク』
シンボルツリー『育（はぐくみ）の木』・
フォトスポット『ビ ッ グ TOGO』

遊具エリア『キッズガーデン』
すべり台や築山など、幅広い年代で楽しめる遊具を揃えました。地面
にはカラフルなゴムチップを採用。周囲には植栽も多数配置し、緑豊
かで楽しいキッズガーデンにデザイン。

大きく育つことが特徴の一つでもあるクスノキをシンボルツリーとし
て設置。『ビッグ TOGO』のモニュメントと合わせて記念撮影をお楽しみ
いただけるスペース。

▲『キッズガーデン』

▲シンボルツリー『育（はぐくみ）の木』
フォトスポット『ビッグ TOGO 』

東郷町認可保育園 「ららら♪保育園」
（一時預かりにも対応）
地域の働くパパ・ママに嬉しい認
可保育園を別棟に導入。保育園に
隣接した駐車場も設置し、送迎の
際のストレスを軽減。また、ショ
ッピングの間の一時預かりも受
け付け、安心してショッピングを
楽しめる環境を創出。
※一時預かりには人数制限がご
ざいます。

『TOGO

▲「ららら♪保育園」

大屋根イベント広場『リーフルーフ』
リーフ状の大屋根イベント広
場『リーフルーフ』では、幅広
い世代のニーズに応えた多種
多様な楽しみ方を実現。足下は
芝生になっているため、イベン
トの実施がないときには、全面
に敷設した芝生の上をお子さ
まが走り回って遊ぶなどと、の
びのびとした時間を過ごすこ
とが可能。

▲『リーフルーフ』

青空ランチ』 企画
3 密を避けるため、館内のテイクアウトフードを屋外でお楽しみいただけるス
ペースも期間限定でご用意します。
また、広場内に館内店舗のテイクアウト商品を扱うワゴン車を設置予定。
その場でご購入いただくことも可能です。
※左記赤枠内を予定

※掲載画像はすべてイメージです。
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②家族が充実した自分の時間を過ごせる『はぐくむゾーン』
子育てファミリー向けの店舗が集結した 3 階『はぐくむゾーン』。お子さまの習い事の様子を見守ること
ができるカフェスペースや、「アカチャンホンポ」など子育て世代に嬉しい店舗、ファミリーで利用できる
美容室や写真スタジオを完備しました。お子さまの学びとよりよい体験を手助けします。

子育てゾーン

はぐくむステージ
イベントスペース『はぐくむス
テージ』では、地元・中日新聞社
が 運 営 す る イ ベ ン ト 「 HAPPY
MAMA FESTA」をともに作る「ママ
ブレーン」のメンバーが企画す
るイベントを実施予定。親子で
楽しめる時間を創出。

キッズ関連店舗

子育てファミリー向けの店舗・サ
ービスが集結。

レッスンゾーン

レッスン

英語、音楽、ダンス、プログラミ
ングなど習い事教室が充実

写真スタジオ
ファミリーゾーン

家族向け美容室

家族向け美容室や、写真ス
タジオなどファミリーで
利用したい店舗をご用意。

カフェ
向かいの習い事教室で頑張る我が子
を見守る、仕事をする、ランチ会をす
る、お買い物中の休憩など様々なシ
ーンで利用できるカフェを併設。
忙しいママ・パパのくつろぎの時間
を提供。

▲ 『はぐくむゾーン』

「ママブレーン」の意見を取り入れた設備やイベントの導入

地元・中日新聞社のアクティブな
ママの集まり「ママブレーン」の意
見を取り入れ、一部授乳室への兄
弟姉妹待機スペース導入や、フー
ドコート内に親子が対面で座れる
ベビーホールを設置。

▲兄弟姉妹待機用イス

▲参考写真：ららぽーと名古屋みなと
アクルス ベビーホール

※掲載画像はすべてイメージです。
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③『フードコート 饗（motenashi）
』内に
『ららスタジオ』や『パブリックビューイングスペース』を完備
フードコート内にはパブリックビューイングができる 150 型の大型プロジェクターを設置。スポーツ観戦など
の楽しみ方を提供します。
貸切パーティや様々なイベントに対応可能な約 50 ㎡のコミュニティスペース『ららスタジオ』を導入。ソファを
含む 24 席をご用意しており、お子さまのお誕生日会やランチ会等でもお使いいただけます。

▲パブリックビューイングスペース

▲『ららスタジオ』

④ららぽーと最大級の広さを持つ吹き抜けスペース『メインスクエア』
格子状の天井ガラスとトップライトが印象的な『メインスクエア』は、ららぽーとの中でも最大級。エスカレ
ーター下のステージは、e-sports やトークショーなどの様々な屋内イベントに対応可能です。

▲『メインスクエア』

※掲載画像はすべてイメージです。
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３．地域連携や利便性の向上に向けた様々な取り組み
東郷町立図書館の予約図書の貸出・返却サービスをはじめとした地域とのつながりを創出、また次世代モビリ
ティやコインロッカーなどの新しい取り組みを行い、お客さまに便利な施設を目指します。

①図書館、行政サービス機能を兼ねた東郷町のコミュニティスペース
『LivR TOGO（リーブルトウゴウ）まちの窓口 』
（ららぽーと初）

ららぽーと初の取り組みとして、図書館の予約図書の貸出や返
却を行うことのできる東郷町立図書館の窓口を設置します。ま
た、事前に予約した住民票の受け取りなどの行政サービス機能
を提供します。

▲『LivR TOGO まちの窓口』

②東郷町とのイベント連携

東郷セントラル開発の一貫でもあるららぽーと愛知東郷では、
開業後もさまざまな取り組みを東郷町と連携して展開します。
東郷町の自然豊かな風景写真を一般公募し施設内に展示する他、
「東郷町文化産業まつり」をはじめとした季節行事など、年間を
通して多種多様なイベントで地域との連携を図ります。
※東郷セントラル開発：「人とまち みんな元気な 環境都市」を
目指す町の総合計画

▲「東郷町文化産業まつり」

③金城学院大学および東海学園大学との連携
名古屋市守山区にキャンパスを構える金城学院大学、名古屋市
天白区およびみよし市にキャンパスを構える東海学園大学との
連携を行います。アクティブ・ラーニングとして、現役の学生
ならではの視点を活かした「ららぽーと愛知東郷」の販促アイ
デアなどを提案いただきます。また、サークルなどの団体には
イベント出演などでご協力いただきます。

※掲載画像はすべてイメージです。
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④自動運転バスの実証実験（ららぽーと初）
ららぽーと初の自動運転バスの実証実験を行います。ららぽーと
愛知東郷に隣接して設置される東郷町バスターミナルを発着点と
して、自動運転バスを用いた実証実験を行い、お客さまの利便性
向上、地域の交通課題の解決に向けた取り組みを進めてまいります。
※運行開始時期・ルートは現在調整中です。

▲自動運転バス

⑤高齢者向けショッピングカートや親子向け館内移動カートとして
利用可能な館内モビリティを導入(ららぽーと初)

長時間歩くことが難しいご高齢のお客さまやお子さま連れのお客
さまに嬉しい館内モビリティを設置。簡単な操作でご利用いただ
けるため、どなたでも使用することができます。大型のカゴやシ
ョップ袋を提げられる大型フックもついており、荷物の心配をせ
ずにお買い物をお楽しみいただけます。
※今後導入予定です。

▲館内モビリティ
カートモード

▲館内モビリティ
親子乗り

⑥お買い物中に便利な次世代型コインロッカーを設置（ららぽーと初）
お買い物をするときや、大荷物の日に手荷物を預けるのにご利用いただけるコインロッカーを設置。スマート
フォンで空き状況の確認や事前予約ができるため、空いているコインロッカーを探し回る手間が省けます。
また、キャッシュレス決済にも対応し、荷物で手が塞がっていてもスムーズに利用することが可能です。スマ
ートフォン完結型のため、鍵を失くす心配もありません。

※掲載画像はすべてイメージです。

18

4．働きやすい環境作り
本施設では、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）向上を目指します。

①従業員休憩室を各階に配置
館内の 1F・2 か所、2F・1 か所、3F・1 か所の計 4 か所に従業員休憩室を設置します。充実した機能とデザイン
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。
＜従業員休憩室の特長＞
間仕切りのあるカウンター席／仮眠スペース／靴を脱いで寛げる小上がりエリア／携帯電話充電用コンセント
／打合せブース／フリーWi-Fi／歯磨き用洗面台／パウダーコーナー／喫煙室

▲従業員休憩室 カウンター席

従業員休憩室

▲従業員休憩室 小上がりエリア

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について

間隔を空け、会話を控える
長時間滞留しない

カウンター仕切り設置

従業員入口に検温器設置

加湿器設置

※状況に応じて変更となる場合がございます。

②出店店舗の従業員採用支援、
「メッシュウェル」や「タイミー」を活用した従業員確保
◆ファッション業界特化の販売員マッチングサービス「メッシュウェル」の活用
数時間から働きたい販売員と働いてほしい店舗をつなぐメッシュウェルを活用し、
接客を重視する店舗の人手不足解消や、ピーク時に販売人員を柔軟に追加し効率的な
店舗運営をサポートします。ファッション業界に特化しており、販売経験者がスキマ時
間で働きやすい点も特徴です。
◆店舗の従業員採用支援、スキマバイトアプリ「タイミー」を活用した従業員確保
タイミーは、面接や登録会が必要ない、1 日短時間からアルバイトをすることができ
るアプリです。また仕事が終了次第、すぐに報酬を得られます。過去に働いた人の店舗
レビューを見ることもできるため、初めての場所でも安心して働くことができます。
本アプリを導入することで、空き時間を利用したい周辺地域の学生や主婦を従業員
として確保し、人手不足などによる従業員の負担を軽減します。

※掲載画像はすべてイメージです。
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③出店店舗の従業員採用支援、合同求人面接会および説明会の実施
本施設出店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、合同求人面接会および説明会を順次実施します。
ららぽーと愛知東郷合同求人面接会・説明会のスケジュールは下記のとおりです。
※主催は「ららぽーと愛知東郷採用センター」です。
※現在予定している合同求人面接会・説明会は、社会情勢を鑑みて開催を中止・変更になる場合がございます。
※最新情報はウェブサイトをご確認ください
https://job-gear.net/lptogo

開催日
開催内容
時間
会場
（最寄り駅）

7/12(日)

7/23(木・祝)

7/31(金)

合同求人面接会

合同求人面接会

合同求人面接会

（※事前予約制）

（※事前予約制）

（※事前予約制）

11:00～17:00
名古屋市
中小企業振興会館
吹上ホール
（吹上駅）

11:00～17:00
名古屋市
中小企業振興会館
吹上ホール
（吹上駅）

10:30～16:30
日進市民会館
（日進・赤池駅）

8/1(土)

8/7(金)

合同求人説明会

合同求人説明会

11:00～17:00
名古屋市
中小企業振興会館
吹上ホール
（吹上駅）

12:00～18:00
刈谷市
産業振興センター
（刈谷駅）

④車通勤の方のための従業員駐車場の整備
車通勤の方のために、本施設近隣地に約 1,000 台の従業員駐車場を設置。出勤、退勤時の混雑を緩和し、スム
ーズな通勤、帰宅が可能です。

バス＆タクシーターミナルの整備
本施設は、2014 年 11 月 28 日の都市計画変更による東郷中央土地区画整理事業地内に立地し、東郷町における
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とバス＆タ
クシーターミナルの整備を行う予定です。

▲ららぽーと愛知東郷 鳥瞰図

▲バス＆タクシーターミナル

※掲載画像はすべてイメージです。
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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など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
お子さまとゆっくり食事できる

おむつ替えや授乳も安心
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。

お子さまが遊べるスペースが充実
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。

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。

ファミリーで楽しめるイベントを開催
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、会員だけのさまざま
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、さまざま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、
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、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、アンダーパスブリッジのバスターミナル側にお客さま用インターフォンを設
置し、車椅子用駐車場は約 80 台分配置いたします。

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、全国約 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。
（※）2020 年 7 月 10 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

2

1

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）

※ポイントお買上総額を標準税率で割戻し計算した基準に付与いたします。
※軽減税率（8%）対象商品を含むお会計につきましても、
お会計総額から標準税率（10%）で割戻し計算した金額を基準としたポイント付与となります。
※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貯める･使える機能、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/
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＜添付資料 1＞出店店舗一覧
◆ファッション 64 店舗
業種

店舗名

ヨミガナ

愛知県初

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

ROXY

ロキシー

レディス、服飾雑貨

ViS

ビス

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、服飾雑貨

ロペピクニック

ロペピクニック

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

〇

レディス、インテリア雑貨

ＢＫ ｈｏｍｅ

ビーケーホーム

〇

レディス、メンズ

ａ．ｖ．ｖ

アーヴェヴェ

レディス、メンズ

ＡＺＵＬ ｂｙ ｍｏｕｓｓｙ

アズールバイマウジー

レディス、メンズ、服飾雑貨

ＢＡＮＡＮＡ ＲＥＰＵＢＬＩＣ ＥＤＩＴＥＤ ＳＴＯＲＥ

バナナリパブリックエディテッドストア

レディス、メンズ、服飾雑貨

ＮＥＸＴ ＤＯＯＲ

ネクストドアー

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

Ｇａｐ／ＧａｐＫｉｄｓ

ギャップ／ギャップキッズ

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

ルーカ

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

Ｔｈｅ ＣＯＭＰ＿ＵＳ

ザコンプアス

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、キッズ、雑貨

アウトドアプロダクツ

アウトドアプロダクツ

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、キッズ、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

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

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

ＳＣ初

新業態

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

※上記リストは 2020 年 7 月 10 日時点の情報です。
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◆ファッション雑貨・雑貨・その他 61 店舗
業種

店舗名

ヨミガナ

愛知県初

ＳＣ初

アルペンアウトドアーズフラッグシップストア

〇

〇

マーモット

〇

新業態

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、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

アウトドア用品、衣料品、服飾雑貨

Ｍａｒｍｏｔ

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

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

〇

靴、アパレル

ＳＫＥＣＨＥＲＳ

スケッチャーズ

〇

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

時計

時計倶楽部

トケイクラブ

雑貨

ＡＷＥＳＯＭＥ ＳＴＯＲＥ

オーサムストア

生活雑貨

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

キッチン用品、家電用品

ティファールストア

ティファールストア

家具、インテリア雑貨

ＬＩＶＩＮＧ ＨＯＵＳＥ．

リビングハウス

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

家電

エディオン

エディオン

１００円ショップ

ダイソー

ダイソー

本、文具、雑貨、カフェ

ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ

ツタヤブックストア

ベビー・キッズ用品、雑貨、玩具

ＤＡＤＷＡＹ

ダッドウェイ

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

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

※上記リストは 2020 年 7 月 10 日時点の情報です。
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◆サービス 29 店舗
業種

店舗名
※秋オープン予定

ヨミガナ

愛知県初

アミューズメント

ｎａｍｃｏ

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

国内旅行、海外旅行

ＪＴＢ

ジェイティービー

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

眼科

医療法人社団藍盛会 あやめｱｲｸﾘﾆｯｸ

イリョウホウジンシャダンアイセイカイアヤメアイクリニック

コンタクト

エースコンタクト

エースコンタクト

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

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

行政サービス

ＬｉｖＲ ＴＯＧＯ まちの窓口

リーブルトウゴウマチノマドグチ

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

ＳＣ初

新業態

ナムコ
〇

〇

〇

※上記リストは 2020 年 7 月 10 日時点の情報です。
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◆スーパー・食物販 11 店舗
業種

店舗名

ヨミガナ

愛知県初

ＳＣ初

新業態

ニクノマルイチ

〇

〇

〇

マキハラウオイチバ

〇

〇

〇

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

〇

〇

〇

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

紅茶

ルピシア

ルピシア

カカオ商材（チョコレート、カフェ）

ホテルショコラ

ホテルショコラ

〇

洋菓子

フロ プレステージュ

フロ プレステージュ

〇

和菓子

大あんまきの藤田屋

オオアンマキノフジタヤ

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

鮮魚・イートイン

マキハラ魚市場

青果・イートイン

〇

◆レストラン・カフェ他 20 店舗
業種

店舗名

ヨミガナ

愛知県初

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

とんかつ薩摩

トンカツサツマ

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 デミ屋

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

〇

エスニック

モンスーンカフェ

モンスーンカフェ

〇

パスタ、アルコール

ラ・ボエム パスタフレスカ

ラ・ボエム パスタフレスカ

〇

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

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

〇

ビュッフェ

ＥＸ Ｂｌｕｅ ＴＨＥ ＢＵＦＦＥＴ

エクスブルーザビュッフェ

〇

ビュッフェ

SUNNY ORCHARD

サニーオーチャード

ＳＣ初

新業態

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

◆フードコート 16 店舗
業種

店舗名

ヨミガナ

愛知県初

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

〇

中華

ＰＡＮＤＡ ＥＸＰＲＥＳＳ

パンダエクスプレス

〇

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

大阪アメリカ村甲賀流プレミアム

オオサカアメリカムラコウガリュウプレミアム

〇

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

〇

甘味、パスタ

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

ＳＣ初

新業態

〇

〇

〇

〇
〇

※上記リストは 2020 年 7 月 10 日時点の情報です。
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＜添付資料 2＞「三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷」計画概要

所在地

愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業 62 街区 1、3

敷地面積

約 89,000 ㎡（約 26,920 坪）
店舗棟：鉄骨造地上 4 階建
（店舗：1～3 階、駐車場：4 階、屋上）

構造規模

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

201 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

営業時間

物販・サービス

10:00～21:00

フードコート

11:00～21:00

レストラン

11:00～22:00

環境デザイン

株式会社スタジオタクシミズ

サインデザイン

株式会社八島デザイン事務所

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

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/togo/

▲ららぽーと愛知東郷 航空写真

※掲載画像はすべてイメージです。
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＜添付資料 3＞敷地配置図

＜添付資料 4＞フロア配置図

※掲載画像はすべてイメージです。
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＜添付資料 5＞
位置図【広域図】

位置図【狭域図】

※掲載画像はすべてイメージです。
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＜添付資料 6＞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 7 月時点）

※掲載画像はすべてイメージです。
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＜添付資料 7＞新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する取組み
ららぽーと愛知東郷の開業にあたり、オープン当初においては、従業員の皆さま、お客さまの安心安全を最優
先として 3 密を回避するため、三井ショッピングパークポイント会員様、愛知県内の本施設隣接地域のお客さま
を対象に営業開始し、短期間での集中来館の防止を図ります。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策と
して、以下の取り組みを実施してまいります。

今回のお知らせは 2020 年 7 月 10 日現在の状況で判断したものです。対策内容および実施期間については、
新型コロナウイルス感染症の状況に応じて見直す場合がございますことを予めご了承ください。
また、開業日についても社会情勢を鑑みて変更する場合がございます。
最新情報は施設ウェブサイトをご確認ください。 https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/togo

※掲載画像はすべてイメージです。
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＜添付資料 8＞三井不動産グループの SDGs への貢献について
三井不動産グループは、
「共生・共存」
「多様な価値観の連繋」
「持続可能な社会の実現」の理念のもと、人と地
球がともに豊かになる社会を目指し、環境（E）
・社会（S）
・ガバナンス（G）を意識した事業推進、すなわち ESG
経営を推進しております。
当社グループの ESG 経営をさらに加速させていくことで、日本政府が提唱する「Society
5.0」の実現や、
「SDGs」の達成に大きく貢献できるものと考えています。
※なお、本リリースの取り組みは、SDGs（持続可能な開発目標）における 6 つの目標に貢献しています。
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/
目標 3
目標 5
目標 8
目標 9
目標 11
目標 17

すべての人に健康と福祉を
ジェンダー平等を実現しよう
働きがいも経済成長も
産業と技術革新の基盤をつくろう
住み続けられるまちづくりを
パートナーシップで目標を達成しよう

以上
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