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2021年 3月 31日 

報道関係者各位 
三井不動産株式会社 

海外初進出となる「三井ショッピングパーク ららぽーと上海金橋」 
2021年 4月 28日開業 

“体験”を軸とした時間消費型コンテンツが充実 

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、上海井橋商業管理有限公司（本

事業を推進するため当社が 100%出資で設立したプロジェクト会社）を通じて、中国・上海において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 ららぽーと上海金橋」を開業することをお知らせいたします。 

経年優化をコンセプトとして 40年以上にわたり培ってきた商業施設の運営およびリーシングのノウハウを活かし、アジ

アにおける新たなフラッグシップ施設のひとつとして、海外で初めてとなる「ららぽーと」を開発してまいりました。2021年

4月 28日に開業、同年秋までに約 180店舗が順次オープンいたします。 

中国・上海では EC を中心とした消費スタイルが形成されており、消費者はリアル施設に対して商品を購入するだけ

ではない消費活動に期待や注目を寄せています。「ららぽーと上海金橋」ではそういった消費者ニーズに応えるため、

「体験」を軸とした時間消費型コンテンツを豊富に取り揃えます。また、ファッション性の高い注目ブランド、デイリーユー

スに便利な店舗から飲食ゾーン、中国政府が率先して取り組むゼロ・エミッションに貢献する電気自動車のショールー

ムまで幅広い楽しみを提供いたします。 

また、海外では初となる実物大ガンダム立像「実物大フリーダムガンダム立像」を展示する等、中国最大級のガンダ

ム拠点となる本施設では、館内各所で様々なガンダム関連イベントを予定しています。 

その他、現地の衛生基準に基づき、出入り口の分別や、来館時の健康コードの確認・体温の計測等、新型コロナウイ

ルスの感染防止対策にも取り組み、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。  

 当社は、中国において「ららぽーと上海金橋」を皮切りに、同年内に「（仮称）上海蓮花路駅ビル商業施設」の開業を

予定しております。今後も中国において商業施設事業を拡大させるとともに、地域から愛される魅力的な施設づくりを

目指してまいります。 

 

 

 

人と人が繋がり、賑わいに満ち溢れている場所。 

ここから新しいライフスタイルが生まれ、広がっていく。 

多彩な個性が交わることで、 

新たなライフスタイルを提供する施設を目指します。 

 

 

 

 

 

 海外初となる「三井ショッピングパーク ららぽーと」が中国上海に 4月 28日開業。 

 上海市を代表する浦東新区の副都心に出店。「折り紙」を取り入れたオリジナリティあふれる施設デザイン。 

 「体験」を軸とした時間消費型店舗など、中国初出店を含む多彩な中国国内外ブランドが約 180店舗出店。 

 実物大フリーダムガンダム立像の展示やガンダムベースが出店。中国最大級のガンダム拠点へ。 

 「ママ with ららぽーと」や ES(従業員満足)向上の取り組み、EV用充電スタンドの充実など、人と環境にやさしい

施設づくりを実現。 

施設コンセプト 「Brand Neｗ Lifestyle Junction」 

施設外観 写真 施設内観 CG 

本リリースのポイント 
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1. 施設立地 

当施設が位置する中国（上海）自由貿易試験区金橋エリアは、上海市の中でも急速な発展を続ける上海東部の浦

東エリアに位置します。上海を代表する浦東新区の副都心となっており、経済特区として金融、ＩＴ、電子、化学等の各

種産業の発展が進んでいます。 

当施設から 5km 圏内に約 85 万人が居住しており既に一定以上の市場規模が形成されているだけではなく、今後

もさらに開発が進行する成長性の高いマーケットです。外資系企業も数多く進出しており、高級住宅や別荘が多く立ち

並ぶ、インターナショナルなイメージが定着しているエリアでもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 施設デザイン 

当施設のデザインには、アジアの代表的な国際都市、上海が持つモダンかつスタイリッシュなイメージに、日本の伝

統文化「折り紙」を融合したデザインを採用。シャープかつ幾何学的なイメージを適宜随所に取り入れることにより、シン

プルでありながらダイナミック、オリジナリティあふれる施設デザインを追求しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①立地・施設デザイン 

施設外観 CG 
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1. 「体験」を軸とした、時間消費型店舗 

中国初出店や上海初出店の店舗を含め、日本のデベロッパーならではのラインナップがそろいました。ここにしかな

い体験が出来る店舗が多数出店いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

② 店舗ラインナップ 

BANDAI NAMCO VS PARK 
Asobi Park PLUS 中国初

EvfQ
QU 

テレビのバラエティ番組に参加
している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
のスポーツが一同に集結した、
新感覚バラエティスポーツ施
設です。バンダイナムコアミュ
ーズメントが展開し、若者を中
心に高い人気を誇るこのコンテ
ンツが、この度初めて海外に出
店します。 

お子さまが夢中になれるあそ
びが詰まった屋内あそび場
で、デジタルとアナログの両面
のコンテンツでお子さまのここ
ろとからだの成長を応援しま
す。安心・安全な日本式のお
もてなしで中国のお客さまを
お迎えします。 

上海初 

本田圭佑プロデュースのもと、
2012年5月に日本で誕生した
サッカースクールです。2020
年には、日本で61校にまで拡
大しました。また、2016年9月
には、ソルティーロ初の海外校
である「上海校」を開校。2020
年上海では4校にまで拡大して
おり、約500人の子どもたちが
通っています。「ソルティーロフ
ィールド上海」は、中国で初め
て「ソルティーロ」の名前が入っ
たフットサル施設となります。 

SOLTILO FAMILIA SOCCER SCHOOL
＆ソルティーロフィールド上海 
（サッカースクール＆フットサルコート） 

Coo＆RIKU 

ペットショップCoo&RIKUが中
国初出店。ペット用品、犬猫
の販売、トリミングサービス、ペ
ットホテルといったペットショッ
プ事業の他、猫カフェ事業を
展開します。家族と暮らす幸
せをテーマに、国内同様、ペッ
トのためのワンストップサービス
を目指します。 
 

中国初 

W FITNESS 

1996年に設立し、中国国内に
直営115店舗以上、総会員数
が50万人以上いるフィットネス
クラブです。フィットネスの基本
的な概念を尊重しながらも、中
国の健康的なライフスタイルを
取り入れ、健康の理念をお客
様の仕事や日常生活に浸透さ
せていきます。また、科学的な
方法も取り入れることで、より効
果を高めます。プロ意識・誠実
さ・そしてサービス精神を追求
しています。 

SPACE ZOOM 

0～10歳の子供がいるファミリ
ーをメインターゲットに「テクノロ
ジー・インテリジェンス・トレンド
の生活」をテーマにした中国の
ハイエンドな体験施設です。 
没入型の新しい購入シーンの
中で、オリジナリティのあるサイ
エンス・教育・エンターテインメ
ントを通じて、未知の世界を探
索・挑戦するためのスペースを
提供し、親子のライフスタイル
に無限の可能性を生み出しま
す。 
 

中国初 
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2. 飲食・食物販 

■日本食レストランゾーン 

上海でも人気の日本食レストランが集積したゾーンを設けます。13店舗からなる本ゾーンでは、庇や暖簾等の和の

要素を用いた環境デザインを通じて、日本の食トレンドの「今」を伝える空間を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■軽飲食・食物販ゾーン「LaLa Marche」 

日本のデパ地下をイメージした本ゾーンには、日中のスイーツや飲食店舗等が出店いたします。 

 

日本食レストランゾーン CG 

宮武讃岐うどん 

 

上海初 

70年以上の歴史を誇る、讃岐うどんの本場香川の老
舗店です。毎朝、職人の手作業で生地を捏ねること
で、コシが強く、風味豊かなうどんを作ります。瀬戸内
産の上質な煮干しを使い、独自の技術で抽出された
出汁は、うどんとの絶妙なバランスを生み出します。 
 

ラーメン凪納吉拉面 

「ラーメンを通じて世界中に笑顔を届けたい」。TRY
（東京ラーメン・オブ・ザ・イヤー）をはじめ、日本・世
界で数々の受賞歴を持つラーメン店です。 
昔ながらの濃厚でまろやかな豚骨スープに、4種類の
ベースとなる味と、お客様が自由にカスタマイズ出来
るスープ・辛さ・麺・具・トッピングで、自分好みの一杯
を探すことが出来ます。 

麺や白 
中国初 

2005年に北海道・札幌にオープンした、白色をコン
セプトにした札幌ラーメン店です。北海道の代名詞で
もある「雪」をイメージした白いラーメンを日本全国か
ら白味噌と白醤油を集め、4年間をかけて開発に成
功しました。総経理は、北海道で20年以上にわた
り、40以上の店舗を運営してきた実力者です。 
 

LaLa Marche CG 

 



5 

 

■フードコート 

中国各地のグルメなど 10店舗が出店。テラス席を含む約 600

席をご用意。子育てファミリーに嬉しいキッズ席やベビーチェア、お子

さまが遊べるキッズスペースも併設しています。 

 

 

 

 

 

 

 

3. その他国内外で人気のブランドが多数出店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ニトリ 
 

中国36店舗目オープン。 
1967年に北海道で創業
し、製造・物流・小売を統
合した、日本の最大の家
具・インテリアショップで
す。 
2021年には、世界で700
店舗を展開しています。 
 

UNIQLO 

世界有数のアパレルメーカーのひとつであるファーストリテイリングの中核ブランドです。「服
を変え、常識を変え、世界を変えていく」を企業理念に、本当に良い服、今までにない新し
い価値を持つ服を創造し、世界中のあらゆる人々に、良い服を着る喜び、幸せ、満足を提
供します。日本で始まり、アジア・ヨーロッパ・北米に広がり、現在グループ全体で、世界26
カ国に約3,500店舗を展開しています。 

陶陶居 

1880年に創業した、広東料
理の老舗店です。1993年に
中国大陸の老舗企業として
政府から認定され、1998年
には中国貿易局から国家特
級レストランに認定されまし
た。高品質な食材を使用し、
伝統的な手作業で作る純粋
な広東料理の味は、文学者
をはじめ、数多くの著名人に
好まれてきました。 
 

フードコート CG 

※開業時期は店舗により異なります。最新情報は施設 HP をご確認ください。 
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1. 実物大フリーダムガンダム立像 

バンダイナムコグループの株式会社サンライズ（所在：東京都杉並区、代表取締役社長：浅沼誠）、株式会社創通

（所在：東京都港区、代表取締役社長：難波秀行）と共同で、海外初となる実物大ガンダム立像として、「フリーダムガ

ンダム」を設置します。「フリーダムガンダム」は、2002 年に TV 放送された『機動戦士ガンダム SEED』に登場するモビ

ルスーツで、海外のガンダムファンの間でも高い人気を誇っています。  

劇中と同スケールの頭頂高 18.03ｍの実物大フリーダムガンダム立像は、実物大ガンダム立像の中で初めて背中

に大きな羽根を有し、ドラマチックで迫力あるシルエットとなっています。その羽根の先端には、新たな設定である着地

用のランディング・ギアを装備。アニメ本編では描かれることのなかったフリーダムガンダムの機能を確認することができ

ます。またカトキハジメ氏による新規マーキングデザインはフリーダムガンダムに新しいイメージを与えています。 

 

 

 

2. 「THE GUNDAM BASE ららぽーと上海金橋店」 

中国本土で 2 店舗となるガンダムベース公式旗艦店として、ガンダムの様々な体験を提供します。1/1 フリーダム

ガンダム立像限定版ガンプラを始め、ここでしか手に入らないアイテムの販売や、その場で見たアイテムのオンライン購

入など、ガンプラを中心としたガンダム商品やガンダムの世界観をお楽しみいただけます。また、開店に合わせたガン

ダムベース開店記念イベントを実施。様々な商品展示やガンプラの販売、模型教室の実施を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 開業時イベント 「THE GUNDAM BASE POP UP」 4/28～ 

THE GUNDAM BASE ららぽーと上海金橋店の開店を記念して、THE 

GUNDAM BASE POP UP イベントを 4月 28日より館内共用部にて開催予

定。当日は、THE GUNDAM BASE 限定品のほか、ガンプラやフィギュアを始

めとする大人気商品も販売いたします。また、制作したプラモデルを持ち帰

ることができる、無料のガンプラ体験会も実施予定です。 

 

 

完成予想図（昼） 完成予想図（夜） 

③ 中国最大級のガンダム拠点 

店舗 CG 
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1. ママの声をカタチにする「ママ with ららぽーと」 

日本のららぽーと各施設で展開している「ママ with ららぽーと」のノウハウを活かし、中国でも「ママに優しい施設」を目

指した取り組みを展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 屋内外イベントスペース 

多様なイベントを開催できるスペースを屋内と屋外に用意。開放感あ

ふれる空間で、様々なイベントに対応可能です。屋内イベントスペースは

4 層吹き抜けの高さがあり、上階からでもイベントの様子を見ることができ

るほか、大型 LEDを完備し、施設全体に開放感と一体感をもたらします。 

 

 

 

 

 

3. 働きやすい環境づくりを目指した取り組み 

当施設では、店舗従業員の皆さまに働きやすい環境の実現と

ES（従業員満足）向上を目指し、従業員休憩室を充実させまし

た。また、合同求人説明会を実施し、従業員採用の支援も行っ

てまいります。 

 

 

 

 

 

 

4. 環境に配慮した施設づくり 

  当施設では、中国政府が率先して取り組むゼロ・エミッションに貢献する電気自動車のショールームを誘致するほ

か、施設内駐車場には 128台分の電気自動車充電設備を完備し、環境に配慮した施設づくりを目指してまいります。 

 

 

5. ポイントプログラム・サービス  

当施設では、中国においてポイントプログラムの主流ツールとなっているスマートフォンアプリ「WeChat（微信）」にて、

会員制度ならびにポイントサービスを提供します。また、コミュニケーションツールとしての WeChat の機能を活用し、各

種プロモーションのメッセージや店舗のクーポンを配信などを行います。 

 

 

「ママ with ららぽーと」とは 

「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。 

④ やさしい施設づくり 

屋内イベントスペース CG 

従業員休憩室 イメージ 
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【物件概要】 

所在地 上海市浦東新区新金橋路 738号 

交通アクセス 地下鉄 9号線「台児庄路」駅 徒歩約 7分 

事業形態 リージョナル型ショッピングセンター 

敷地面積 約 43,000㎡  

延床面積 
約 146,000㎡  

（うち商業部分 約 129,000㎡、オフィス部分 約 17,000㎡） 

店舗面積 約 55,000㎡  

建物規模 

地下 2階  地上 11階 

商業部分：地上 1階～地上 6階（一部 7階） 

駐 車 場：地上 1階～地下 2階 

※7階～11階はオフィス（当社の事業外） 

店舗数 約 180店舗 

駐車場台数 約 1,000台 （予定） 

運営管理 上海井橋商業管理有限公司 

スケジュール 
開 業：2021年 4月 28日 

全体開業：2021年秋（予定） 

施設 HP 
http://www.lalaport-jq.com  

※4月中旬公開（予定） 
※中国語（簡体字）のみ 

 

【三井不動産の海外戦略について】 

当社グループは、グループ長期経営方針「VISION 2025」にて、「グローバルカンパニーへの進化」を掲げており、海

外事業の飛躍的な成長を目指しています。これまでに、アメリカ・イギリスの欧米諸国に加え、アジア諸国・地域での事

業を展開しています。商業施設事業は、クアラルンプールおよび台湾諸都市においてアウトレット事業を、また、上海、

クアラルンプール、台湾諸都市においてららぽーと事業を推進しています。また、シンガポール、タイ、中国他アジア諸

都市では住宅事業、台北ではホテル事業、バンコク近郊では物流施設事業、バンガロールではオフィス事業を推進し

ており、拡大する消費を積極的に取り込み、現地に貢献しながら早期に利益を拡大すべく、成長著しいアジアでの事業

を積極的に推進しています。今後も更なる事業の拡大を目指しています。 

 

 

【三井不動産の中国大陸での事業について】 

2005 年に「上海駐在員事務所」、2009 年に「三井不動産（上海）投資諮詢有限公司」を設立し、上海市およびそ

の周辺都市を中心に、住宅事業および商業施設事業を推進しています。現在展開している都市を中心に、今後も中

国大陸において更なる事業の拡大を目指しています。 

 

  

http://www.lalaport-jq.com/
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＜添付資料１＞ 位置図  

 

【広域図】 

 

 

【中域図】 

 ©2017Baidu-GS(2015)2650 号-Data© 

 

©2017Baidu-GS(2015)2650 号-Data© 
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＜添付資料 2＞ 三井不動産が海外で展開する商業施設（2021年 3月現在） 

 

 

＜添付資料 3＞ 三井不動産グループの SDGｓへの貢献について 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/ 

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 5つの目標に貢献しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標 5   ジェンダー平等を実現しよう 

目標 7   エネルギーをみんなに そしてクリーンに 

目標 8   働きがいも経済成長も 

目標 11  住み続けられるまちづくりを 

目標 13  気候変動に具体的な対策を 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/lobal

