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2022 年 8 月 29 日 

報道関係者各位 
三井不動産株式会社 

本格イベントが開催できる屋内型スタジアムコート併設の商業施設が堺市に誕生！ 

「三井ショッピングパーク ららぽーと堺」 11 月 8 日（火）グランドオープン 
堺市初出店 97 店舗を含む、全 212 店舗が出店 うち 33 店舗は関西初出店 

 

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、大阪府堺市美原区にて開発を推進中

の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 ららぽーと堺」を、2022 年 11 月 8 日（火）にグランドオープン

いたします。関西エリア 4 施設目のららぽーととなる本施設は、人々の日常の楽しみ、憩い、利便性をつなぐ場として地域の

中心地となります。食やお買い物、イベントを通じて多種多様な体験ができるチャネル（接点）を提供し、堺市および美原区

における都市拠点と、南河内地域および奈良県中部の交流結節拠点としての役割を担います。 

大阪の南北を繋ぐ主要幹線道路である国道 309 号に接道し、阪和自動車道の美原北 IC ならびに美原南 IC が至近に

位置しています。南阪奈道路も利用しやすい立地で、広域からの自動車でのアクセスに優れています。 

本施設の中央には、本格イベントをお楽しみいただける屋内型スタジアムコート「Fansta XROSS STADIUM」（ファンスタクロ

ススタジアム）が誕生します。店舗数は、堺市初出店 97 店（うち関西初出店 33 店）を含む全 212 店に及びます。イベント

を観覧しながら食事を楽しめるフードホール、エリア最大級のフードコート、バラエティに富んだレストランゾーンの飲食エリア

に加え、関西初をはじめとした多彩な物販店舗、生活を豊かにする店舗など、幅広い世代のお客さまに、安心してショッピン

グやお食事を楽しんでいただけるさまざまな店舗やコンテンツが集積します。 

本施設は、ESG に基づく視点から「環境・社会への配慮」を評価する「DBJ Green Building 認証」において★5 を取得、加

えて「ZEB Oriented（物販等）」認証を、大規模商業施設として国内で初めて取得する※1 など、環境に配慮した商業施設と

なります。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。 

 

 

 

お客さまがショッピングモールに求めるものは多様化しています。 

ららぽーと堺では、食やお買い物だけでなく、イベントを通じた新しい体験を提供すること、 

地域の皆さまが集まる交流拠点となること、 

さまざまなチャネル（接点）を通じて、いつでもお客さまに喜んでいただける存在となることを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1 一般社団法人住宅性能評価・表示協会で公表されているデータ（2022 年 3 月 31 日現在）の商業施設（百貨店等）のうち、延床面積 5 万平方メートル以

上の建物で国内初。 

画像はすべてイメージです。  

施設コンセプト「Our Next Channel」 
変わりゆく時代に合わせて、どんなお客さまにもぴったりのチャネルを提供します 

「三井ショッピングパーク ららぽーと堺」 外観 「Fansta XROSS STADIUM」  

※当施設の屋内型スタジアムコートの名称表記が「Fansta XROSS STADIUM」（ファンスタクロススタジアム）へ変更となりました（2022 年 10 月 31 日更新） 
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＜ららぽーと堺の特長＞ それぞれの詳細は次ページ以降で紹介します。 

堺市美原区から関西地域を盛り上げていく街づくり拠点となることを目指して、集い、参加し、遊び、体験できる場所をらら

ぽーと堺の各所にご用意しました。 

 

○本格的なイベントが開催できる屋内型のスタジアムコート「Fansta XROSS STADIUM」 

大規模吹き抜け空間に誕生するスタジアムコートでは、スポーツ・エンタメイベントの観戦や、イベントを観覧しながら飲

食を楽しめます。 

 

○だれもがのびのびとした時間を過ごすことができる「MIHARA パーク」 

皆さまをお迎えするパークが北西エントランス広場に誕生し、屋外でも存分にお楽しみいただけるスポットとなります。 

 

○ベビーやキッズのための遊びやくつろぎの空間が充実 

お子さまもご家族も安心して過ごせる空間を、ららぽーと堺の各所にご用意します。 

 

 

 

○食の魅力を体験できるさまざまな業態の店舗が集結 

スタジアムフードが楽しめる１階「Sakai Food Stadium」、エリア最大級のフードコート 3 階「Sakai Food Kitchen」、多彩

なレストランが集結する 2 階「Sakai Food Street」、日々の暮らしを豊かにする１階「Sakai Food Marche」など 

 

○生活を豊かにする「体験型」や「日常型」のエンターテインメント店舗が充実 

堺の街や地域のお祭りを表現した「namco 太鼓の達人毎日おまつりだドン！」、赤ちゃん絵本『しましまぐるぐる』の世界

を楽しめる「しまぐるランド」、“日常型エンターテインメント”を提供する「TSUTAYA BOOKSTORE」、動物ふれあい体験

をお楽しみいただける「Moff animal cafe」など 
 
○ららぽーと堺ならではのバラエティ豊かな店舗ラインナップ 

全 212 店舗のうち、関西初出店 33 店舖、堺市初出店は 97 店舗と、同市他施設にはないブランドが多数出店。ファ

ッションからインテリア、日用品までバラエティ豊かな店舗が勢揃いしており、充実したお買い物時間をお過ごしいただ

けます。 

 

・&mall 出店テナント  

 

脱炭素をはじめとしたサステナブル社会の実現に向けて、「ZEB Oriented 認証（物販等）」、「DBJ Green Building 認証」

などの環境認証を取得。太陽光パネル実装によるオンサイトでのエネルギー創出や再生可能エネルギー使用の EV 充

電サービスの導入、食品のクローズドリサイクルの取り組みなど、環境負荷低減に資する施策に取り組んでいます。 

 

 

 

まちへの愛着（＝シビックプライド）を高めるデザインの採用や、周辺地域の団体と連携したイベント開催等により、地域コミ

ュニティの拠点づくりを目指していきます。また、女性にうれしい機能を兼ね備えたトイレの設置や、生理用ナプキン無料

化サービス「OiTr（オイテル）」の導入など、お客さまの利便性向上に資する取り組みを行います。 

 

 

 

充実した従業員休憩室の設置や 24 時間営業の従業員用コンビニが出店。さらに、働きたい人と働き手を探している店

舗とをマッチングするアルバイトサービス「タイミー」の導入など、働きやすい環境づくりを推進します。  

 

 

  

「三井不動産９BOX 感染対策基準」に準じた対策や、フードホール・フードコートにおける非接触注文・決済システムの導

入、密を避けながら安心して存分に楽しんでいただける MIHARA パークなど、お客さまが安心して施設で過ごせるよう、

新型コロナウイルス感染症による新たな生活様式への対応に努めます。  

Channel 2 SC 初出店や堺市初進出をはじめとした多彩な店舗やコンテンツ 

Channel 3 サステナブル社会の実現に向けた取り組み 

Channel 4 地域連携や利便性向上に向けたさまざまな取り組み 

Channel 5 働きやすい環境づくり 

Channel 6 新しい生活様式への対応 

Channel 1 本格的なイベントや遊び体験ができる空間 
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ららぽーと堺の中心に、熱狂と憩いの二⾯性を持つスタジアムコート「Fansta XROSS STADIUM」が誕生 

施設の大規模吹き抜け空間で本格的なイベントが開催できる、屋内型のスタジアムコート「Fansta XROSS STADIUM」※2

がららぽーと堺の中⼼に誕生します。スポーツイベントやショータイムのステージとなる「Fansta XROSS STADIUM」には、イベ

ントを観覧しながら飲食を楽しめる「Sakai Food Stadium」が併設され、全体で約 2,500 ㎡の広さを誇ります。中央には国内

商業施設の屋内型ビジョンとしては最大級の 542 インチのメインビジョンも設置し、大迫力のライブビューイングなどもお楽し

みいただけます。また、「Fansta XROSS STADIUM」を取り囲むように 2 階壁面に設置されたリボンビジョンによって、本物の

スタジアムさながらの臨場感を演出します。 

 

スポーツや音楽、ダンスなど、さまざまなエンターテインメントイベントの開催により、この場所がこれから夢を追いかける地

域の皆さまの晴れ舞台となること、子どもから大人まで幅広い世代のお客さまが交流し「Fansta XROSS STADIUM」から大熱

狂を生み出すことを目指します。さらに、「Fansta XROSS STADIUM」の周囲には、ゆっくり過ごせるテラス席やベンチ席など

のスペースを完備します。イベント開催時以外は、まるで公園のような開放的な空間となり、密を避けながら存分におくつろ

ぎいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※2 スタジアムコートの命名権は、株式会社ミクシィが取得し、株式会社ミクシィのスポーツ観戦に特化した店舗の検索・予約サービス名である Fansta を冠につ

けた「Fansta XROSS STADIUM」に名称決定いたしました。  

スタジアムコート「Fansta XROSS STADIUM」（ファンスタクロススタジアム） 

Channel 1 本格的なイベントや遊び体験ができる空間 
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Fansta XROSS STADIUM （ファンスタクロススタジアム） 

 
施設中央に位置する「Fansta XROSS STADIUM」では、近年注

目が集まっているＸスポーツやダンス、3x3、e スポーツなどの

魅力あるスポーツイベントのほか、音楽ライブなど幅広いエンタ

ーテインメントイベントも開催予定です。 

 

【概要】  

観覧可能人数  ： 約 1,400 人 

サイズ ： 約 560 ㎡（約 30ｍｘ約 19ｍ） 

ステージサイズ  ： 約 82 ㎡（約 15ｍｘ約 5.5ｍ） 

 

 

Sakai Food Stadium （サカイフードスタジアム） 

 

「Fansta XROSS STADIUM」を取り囲むように配置されたフードゾ

ーン「Sakai Food Stadium」は、階段ベンチ席を含む約 380 席

を有し、客席部に設置された 6 台のデジタルサイネージでは、

「Fansta XROSS STADIUM」内のライブビューイングカメラと連動

したイベント映像をライブで楽しむことができます。ライブイベント

を見ながらスタジアムフードを楽しんだり、時には公園のようにく

つろぎながら食事を楽しんだりと、各シーンに合わせた「食」の楽

しみ方を提供します。また、「Sakai Food Stadium」のうち、6 店舗

は定期的に入れ替わり、常に鮮度のあるメニューを楽しめます。 

 

メインビジョン・リボンビジョン 

 
国内商業施設の屋内ビジョンとしては最大級の

横型 542 インチ（12ｍ×6.75m）のメインビジョ

ンで「Fansta XROSS STADIUM」でのイベントを

映すなど、迫力の映像をお楽しみいただけま

す。 

また、全長 58.5m のリボンビジョンは「Fansta 

XROSS STADIUM」を取り囲むように 2 階の壁

に設置され、本物のスタジアムさながらの臨場

感を演出します。  

 

幅広いイベントに対応可能な、本格的な

音響設備や照明設備を完備します。 
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本格的な各種イベントの開催 

「Fansta XROSS STADIUM」では、11 月 19 日（土）、20 日（日）に、関西では初となる 3x3 の公式戦ファイナルラウンドの

開催を予定しています。その後も各種スポーツやダンスのイベントなどを続々と開催予定です。 

各イベントの詳細は本施設ウェブサイトをご確認ください。 
 

＜今後のスケジュール＞ 

 

2022 年 11 月 19 日（土）、20 日（日） 三井不動産 3x3 JAPAN TOUR 2022 EXTREME FINAL 
 

「3x3 JAPAN TOUR 2022 EXTREME FINAL」を、ららぽーと堺

で開催することが決定しました。関西地区での 3x3 ファイナルラ

ウンドの開催は初となります。 

3x3 は、東京 2020 で初めてオリンピック競技として採用され、

そのスピーディーな試合展開で新たなファンを獲得した 3 人制

バスケットボールです。パリ 2024 オリンピックでも実施される予

定で、今後ますますの盛り上がりが予想されます。 

選手を間近に感じながら、「Fansta XROSS STADIUM」ならでは

の臨場感のある闘いをお楽しみください！ 

 

 

 

2022 年 11 月 27 日（日） （仮称）ららぽーと e スポーツ杯 

 

ららぽーと堺にて「（仮称）ららぽーと e スポーツ杯」１Day 予選会

を開催！ゲームタイトルはどなたでも楽しめる「Fall Guys」！ 

12 月 11 日（日）に日本最大級の e スポーツ施設「REDEE アリ

ーナ（EXPOCITY 内）」で行われる関西地区 No1 決定・決勝戦

へとつながる熱い戦いをご期待ください。 

 

 

 

2022 年 12 月上旬 （仮称）FM802 公開収録 in ららぽーと堺 

 

FM802 とタッグを組んだ番組公開収録イベントを開催！人気ア

ーティストをゲストに呼んで、DJ とのトークやライブパフォーマン

スで会場を盛り上げます。ゲストアーティストやスケジュールなど

イベント詳細は後日発表、お楽しみに！ 

 

 

2022 年 12 月 11 日（日） (仮称)しょぎょーむじょーブラザーズ×MORTAL COMBAT  

NEXT GENERATION 10 周年記念企画「SCREAM」 
 

ダ ン ス 界 で 前 人 未 到 の 大 会 優 勝 経 験 を 持 つ MORTAL 

COMBAT が日本初ブレイクダンスアカデミーを開講し 10 年…。

時を同じくして、ダンス界からエンタメ界に飛び出し、ブレイクダン

スの可能性を広げ続けるしょぎょーむじょーブラザーズも結成

10 年…。共に 10 周年を迎えた MORTAL COMBAT NEXT 

GENERATION(モーコンネクスト)としょぎょーむじょーブラザーズ

がコラボレーションし、総勢 40 名以上となる大迫力な SHOW 

CASE、そして日本でここでしか見られない世界レベルのブレイ

キンバトルをここ、ららぽーと堺で初開催！ 

 

 
※現在予定しているイベントは、諸般の事情により開催が中止・変更になる場合がございます。 

※最新情報は本施設ウェブサイトをご確認ください。https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/sakai/  

©JBA 
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だれもがのびのびとした時間を過ごすことができる「MIHARA パーク」が、北西エントランス広場に誕生します。敷地内には、

お子さま用の遊具のある「プレイゾーン」や、イベント時にスケートボードや BMX 等のスポーツが体験できる「アーバンスポー

ツゾーン」を設置。そのほかにも、さまざまな植栽を観賞いただける「MIHARA プロムナード」や、イベントやお食事を楽しめる

「テラスゾーン＆MIHARA ステージ」、ららぽーと堺での思い出を写真に残していただける「フォトスポット」など、屋外でも存分

にお楽しみいただける空間となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MIHARA プロムナード 
 
関西最大級の規模を誇る植物の楽園「the Farm UNIVERSAL」がオージー

プランツをミックスした癒しの小道をお届けします。 

--------------------------------------------------- 

＜SOW the Farm UNIVERSAL＞ 

花苗や大きな庭木、観葉植物、珍しい多肉植物な

どのたくさんの植物に出会い、体感していただきな

がら、植物のある暮らしを楽しむアイデアをお客さま

に合わせてご提案いたします。植物については

「SOW the Farm UNIVERSAL」でご相談承ります。 

MIHARA パーク 

プレイゾーン 
 

お子さまが安心して過ごせる開放

的なプレイゾーンでは、「ふわふわ

くも」や「プレイポートアドベンチャ

ー」といった、お子さまが気軽に遊

べる遊具をご用意しました。 

 

アーバンスポーツゾーン 
 

約 200 ㎡の広さをもつアーバンス

ポーツゾーンでは、スケートボード

や BMX などをイベント時に体験で

きます。お子さまから大人まで、気

軽にアーバンスポーツをお楽しみ

いただけます。 

フォトスポット 
 

ららぽーと堺のシンボルカラーが施

された「Oh! SAKAI」のシンボルサ

インが、ご来場いただくお客さまを

お迎えいたします。 

 

 

 

 

 

テラスゾーン 

MIHARA ステージ 
 
エントランス付近のテラスゾーンで

は、館内でテイクアウトしたお食事を

開放的な雰囲気の中でゆっくりお楽

しみいただけます。また、MIHARA ス

テージでは、さまざまな催し物を開催

する予定です。 
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ららぽーと堺では、親子で宝探しができるデザインウォールやお子さまが思いきり遊んでいただけるプレイゾーンなど、お子

さまもご家族も安心して過ごせる遊び体験を複数ご用意しております。 

 

ベビー休憩室＜1・2・3 階＞                                                  
 

ベビーカーと一緒に入れる広いトイレや、授乳室、おむつ替えスペー

スなどをご用意します。 

 

○赤ちゃん絵本『しましまぐるぐる』とコラボレーション（１・2 階） 

1・2 階のベビー休憩室には、『しましまぐるぐる』とコラボレーションした

デザインウォールを用意しました。カラフルな色づかいでお子さまにも喜

んでいただける空間です。 

 

○デザインウォール「さかいのたからもん探し」（2・3 階） 

堺市在住のイラストレーター、井上たつや（Qlipper’s）さんによるデザ

インウォールです。さかいの鳥「モズ」といっしょに、「古墳」や「灯台」、「ち

ぬ」などが登場する、堺の宝探しができる壁紙で、親子一緒にお楽しみ

いただけます。 

 

 

 

プレイゾーン＜MIHARA パーク＞                                                  

 
MIHARA パークのプレイゾーンに位置する子どもの遊び場です。ふわ

ふわのドーム型遊具「ふわふわくも」や、すべり台等の複合遊具「プレイ

ポートアドベンチャー」など、お子さまが遊ぶことのできる遊具が充実して

います。  

 

 

 

 

 

 

 

その他にも、お食事ゾーンでのキッズスペースや、お買い物の合間におくつろぎいただけるスペースなど、お子さまと安心

して過ごせるエリアが充実しています。 

 

■Sakai Food Kitchen＜3 階＞                                                  
 

お子さまが遊べるキッズスペースのほか、ゆったり食事ができるこあが

り席やベビーチェアがセットになったテーブルをご用意しており、小さなお

子さま連れでも安心してお食事をお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

■総合案内所＜1 階＞                                                      

 

インフォメーションカウンターや「&mall DESK（アンドモールデスク）」（P.23

参照）、カードデスクが集結する１階の総合案内所には、ご家族みんなでく

つろげるスペースを完備します。 

 

  

 ベビーやキッズのための遊びやくつろぎの空間が充実 
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「Fansta XROSS STADIUM」を取り囲むように配置される Sakai Food Stadium では、食事をしながらイベントを楽しんでい

ただけます。全国の B 級グルメの頂点「焼きそば」を一堂に集めた「ＴＥＰＰＡＮ 220°」や、握らないおにぎり「スパムおにぎ

り」をローカル食材でアレンジした「OSAKA RICE BURGER」など、まるで本物のスタジアムでの食事のように、スタジアムフード

を楽しめる店舗が揃います。 

 

 

■Sakai Food Stadium 店舗紹介                                                            

 

 

Plenty Bread Café 

極太ソーセージのホットドッグをシグニ

チャーに、こだわりのパンとスィーツと

自家焙煎のエスプレッソドリンクを楽し

むカフェ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beef Traffic 

和牛大とろ、リブロースステーキ、牛生

ハムユッケを贅沢に使った日本初の

『牛肉ライスボール専門店』。 

 

 

SPICE CURRY AKASHIRO 

AKAカレー（マサラバターチキンカレー）、

SHIRO カレー（ドライキーマチーズカレー）

をメインに、1 年を通して世界のスパイ

スカレーを紹介するカレー専門店。 

 

ＴＥＰＰＡＮ 220° 

全国の B 級グルメの頂点「焼きそば」

を一堂に集めました。ぼっかけ（煮込）

やホルモン炒めをあてに冷たいビール

で乾杯も。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

한국식당 KOREAN CHICKEN FRITTERS 

こだわり抜いた特製チキンと、家族み

んなが楽しめる多彩なソースバリエー

ション。「やみつきチキン」と韓国家庭

料理をお楽しみください。 

 

OSAKA RICE BURGER 

握らないおにぎり「スパムおにぎり」をロ

ーカル食材で。お米と炊き方にもこだ

わった「出来立ての片手のごちそう」を

お楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

人気のスターバックスコーヒーやマクドナルドも出店します。 
 

Channel 2 SC 初出店や堺市初進出をはじめとした多彩な店舗やコンテンツ 

1 階 Sakai Food Stadium （サカイフードスタジアム）            

ＳＣ初 堺市初 新業態 関西初 ＳＣ初 堺市初 新業態 関西初 ＳＣ初 堺市初 新業態 関西初 

ＳＣ初 堺市初 新業態 関西初 ＳＣ初 堺市初 新業態 関西初 ＳＣ初 堺市初 新業態 関西初 
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エリア最大級の 1,400 席超を有するフードコート「Sakai Food Kitchen」では、過去「天下の台所」、現代「美原ライフ」、未

来「コミュニティテラス」の 3 つの時代を旅する、堺ならではのデザインを取り入れました。さまざまなシーンに対応できる、多

様性のある空間を創出します。それぞれのゾーンにふさわしい、グルメゾーン、ファミリーゾーンなど魅力のある 20 店舗が集

結します。 

 

「天下の台所」名店の美味に出会う場 

SC 初出店の大阪の名店や東京

日本橋の名店の味が楽しめるグ

ルメゾーンです。おひとりさまでも

グループでも利用しやすいお席を

ご用意します。 

 

■天下の台所 店舗紹介 

麺や 福はら 
大阪・生野にて開店当初から行列を作るラーメン店が初めて

フードコートに登場します。奈良県の大和肉鶏という地鶏の生

産者さまの全面協力で作り上げた 1 杯は、鶏の旨味たっぷり

で絶品です。是非、この機会に行列店の自慢の一杯をご賞

味ください！ 

 

 

 

 

讃岐うどん 白庵 
2008 年大阪市淀川区で創業の大行列店が SC 初出店。 

5 年連続でミシュラン掲載。職人が吟味した食材で揚げるさく

さくな天ぷらと、麺と出汁にこだわり抜いた新しい讃岐うどんを

どうぞ。 

「美原ライフ」家族の笑顔に出会う場 

家族それぞれが自由な食を楽し

めるファミリーゾーンです。ゆった

り安心して過ごせるこあがり席も

完備します。 

 

「コミュニティテラス」身近な幸せと発見に出会う場 

パーティ、ワークショップやイベント等を主としてご利用いただける飲食専用スペース「ららスタジオ」、 

お子さまが遊べる「キッズスペース」、お買い物の合間にパソコンをご使用できるコンセント付のブース席を備えた 

「コワーキング＆カフェゾーン」がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

SC 初 堺市初 SC 初 堺市初 

3 階 Sakai Food Kitchen （サカイフードキッチン）  

ららスタジオ キッズスペース コワーキング＆カフェゾーン   
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挽肉マニア 
大阪本町に店を構え、ランチ時には行列の絶えないハンバー

グ専門的「挽肉マニア」が SC 初出店！牛 100%でつなぎも一

切使用しない肉汁溢れるハンバーグをお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

築地 孫右衛門 
東京築地に本店を構える孫右衛門による海鮮丼専門店。ミ

シュランの星を獲得した店舗での経歴を持つ料理長が四季

折々の新鮮なネタを使用し、至福の一杯を作り上げます。 

 

つじ田 
厳選素材で創り上げた濃厚豚骨魚介スープと、製麺会社と

作り上げたこだわりの特注麺を使用したつじ田の「つけ麺」。途

中でスダチや黒七味をかけながら、最後まで旨さ続く、贅沢な

一杯をご賞味ください。 

 

 

 

 

 

 

日本橋 天丼 金子半之助 
三代に渡り受け継がれた秘伝の江戸前のたれ・香り高いごま

油で揚げ、豪快に盛り付けられた天ぷら、天ぷらとの相性を考

えて炊き上げたご飯、三位一体の絶妙なバランスを是非お楽

しみください。 

鶏三和 
愛知県の自社農場で生産した名古屋コーチンの濃厚な旨味

としっかりとした歯ごたえ、噛みしめるほど肉の旨味と美味しさ

を楽しめる鶏専門店ならではの親子丼と、厳選した国産鶏を

使用した唐揚や鶏惣菜をご提供いたします。 

 

 

 

 

 

 

韓国料理 ｂｉｂｉｍ’  
堺市初出店！ビビムは韓国語で「まぜる」。韓国料理をおいし

くするヒケツ。石焼ビビムパやスンドゥブをメインに、カジュアル

に韓国料理を楽しんでいただけるお店です。 

 

 

 

 

 

 

 

肉問屋 肉丸商店 
お客さまに牛肉の部位と量を選んでいただき、お肉を秘伝の

タレで絡めて炭火で焼いた肉丼と、かつおがきいた自慢の一

番出汁にたっぷりのお肉が入った大阪名物肉吸いのお店で

す。 

 

 

 

■美原ライフ 店舗紹介                                                   

陳麻婆豆腐麺飯館 
創業 158 年の歴史が培った伝統の味。 四川料理の源流で

ある唐辛子の辛さ「辣味・ラーウェイ」と花椒の痺れる辛さ「麻

味・マーウェイ」の激辛だけではない伝統の四川料理の多彩

さをお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

伝統のかつ丼・かつサンド あげとん 
和歌山で創業 40 余年。地元に愛され続けている「伝統のか

つ丼」が堺に初上陸。 柔らかジューシーなかつと、秘伝の丼

だし、濃厚卵の織りなす味わい、ちょっと懐かしいけれど斬新

な「かつサンド」をお楽しみくだ

さい。 

 

SC 初 堺市初 堺市初 関西初 

堺市初 堺市初 

SC 初 堺市初 新業態 関西初 堺市初 

堺市初 堺市初 



11 
 

宮武讃岐うどん 
本場香川の讃岐うどんが味わえる。香川の「宮武讃岐製麺

所」より届くうどん生地を、店舗で鍛えて製麺し、本場の麺の

「コシ」・「風味」・「喉ごし」を再現。 

 

 

 

 

 

 

 

伝説のすた丼屋 
「秘伝のニンニク醤油ダレ」で炒めた豚バラ肉を大盛りご飯に

のせたボリューム満点の「すた丼」や柔らかくジューシーな唐

揚げの他、スタミナ満点のメニューを取り揃えております。 

 

どうとんぼり神座 
1986 年創業のラーメン店。看板商品は白菜がたっぷり入っ

た「おいしいラーメン」。あっさりしているのに素材の旨味とコク

が凝縮した味をご賞味ください。また、神座秘伝のチャーハン

をこちらの店舗限定で販売。ラーメンの味をより引きたてるた

めに仕上げた神座特製のチャーハンも是非ご一緒に！ 

 

 

 

 

 

■コミュニティテラス 店舗紹介                                                

フルタ製菓直売所 

ふるたす 
チョコエッグや生クリームチョコでおなじみのフルタ製菓初の

直営店がららぽーと堺に登場。ららぽーと堺でしか買えない限

定品もご用意します。 

 

 

 

 

 

 

私のプリン食堂 
大阪名物！！ミックスジュースをイメージした日本初のプリン

専門店。新たな大阪土産やギフトの定番になれるように想い

を込めてひとつひとつ手作りで工房で製造しています。3 層の

プリンを含む、ジュレ層が輝く可愛らしいプリンです。卵コンセ

プトで関西では初の私のプリ

ンオムライスが味わえます。 

レインボーハット 
美味しいスイーツをお手頃価格でご提供！メインのクレープ

はデザート系から食事系まで約 70 種類の品揃え。タピオカ、

アイス・ソフトクリームと幅広く取り揃えています。 

 

 

 

 

 

 

 

たこ焼道楽わなか 
3 年連続ミシュラン掲載のたこ焼道楽わなか。大阪難波千日

前で創業し半世紀、本場大阪の銅板で一気に焼き上げる焼

師の伝統技と、こだわりの味をお楽しみください。 

 

ケンタッキーフライドチキン 
国産若鶏にカーネル・サンダース秘伝の 11 種類のスパイス

を使用。 専用圧力釜で揚げたオリジナルチキンは、ケンタッ

キーでしか味わえません。従業員一同、ご来店をお待ちして

います。 

 

 

 

 

 

サーティワンアイスクリーム 
世界中から厳選された素材の中から、1 ヶ月（31 日間）、毎

日違った美味しさのアイスクリームフレーバーを楽しんでいた

だけます。 

堺市初 堺市初 

SC 初 堺市初 

堺市初 堺市初 

SC 初 堺市初 新業態 関西初 
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関西初出店の「ＶＥＧＥＧＯ オヌレシクタン＆ＣＡＦＥ」、堺市初出店の「Eggs 'n Things」や「京鼎樓」など、今までエリアに

なかった新鮮なテナントが出店。バラエティに富んだメニューが楽しめます。開放感のあるテラス席もご用意します。 

 

■グルメ＜2 階＞  店舗紹介      

ＶＥＧＥＧＯ オヌレシクタン＆ＣＡＦＥ 
関西初出店の韓国レストランが NEW OPEN!! 美容と健康は毎

日の美味しい食事から。 VEGEGO では、韓国の家庭料理を

定食スタイルでお召し上がりいただけます。豊富な組み合わせ

をご用意しておりますので、毎日でもお楽しみいただくことがで

き、毎日足を運びたくなる、そんなお店です。 

 

 

Eggs 'n Things 
ハワイ発のブレックファーストとハワイのロコフードを提供する

Eggs 'n Things s が、ららぽーと堺にオープン！パンケーキや

オムレツをはじめ、ロコモコやガーリックシュリンプなど人気のハ

ワイ料理を数多くご用意して皆さまをお待ちしております。 

 

 

 

 

京鼎樓 
台湾で行列が出来る小籠包の専門店「京鼎樓」を発祥とし、

2005 年に日本 1 号店を OPEN。「京鼎樓」の小籠包の特徴は

何と言ってもその旨味のスープと餡を包む皮生地。蒸しあがっ

た小籠包は中が透けて見えるほど「超薄皮」です。出来立てを

熱々のまま頬張ると、豊潤なスープと豚肉の風味が口いっぱ

いに広がります。 

 

 

丹ノ菜とチーズ 

ビストロテラオ 
個性豊かなさまざまなチーズや、京都丹波の食材を中心とし

て作ったお料理を 1 日中楽しんでいただける洋食屋さんで

す。 

 

 

 

 

 

 

お好み焼き たこ焼き 

めっせ熊 OSAKA VEGE ビュッフェ 
「OSAKA」を味わい尽くせ！OSAKA 名物・お好み焼＆地元

農家の新鮮ななにわ野菜の組合せに舌鼓。30 年以上続く

人気老舗「めっせ熊」の秘伝の味と新鮮野菜を是非お楽しみ

ください。 

 

いしがまやハンバーグ 
石窯で焼くハンバーグステーキ専門店。厳選した高品質な牛

肉を 100%使用、石窯で焼くことによりお肉の旨味をぎゅっとと

じこめ、ふっくらジューシーに焼き上げる究極のハンバーグは

絶品！ 

 

 

 

 

 

 

ｍｕｓｉ－ｖｅｇｅ＋ｃａｆｅ 
色とりどりの野菜せいろを中心とした健康ごはんが充実のカフ

ェ。メニューには野菜たっぷりのプレートなど、ヘルシー志向の

メニューが充実していて女性のお客さまにも好評です。 

 

 

2 階 Sakai Food Street （サカイフードストリート）  

堺市初 関西初 

堺市初 

堺市初 

SC 初 堺市初 新業態 関西初 SC 初 堺市初 新業態 関西初 

堺市初 堺市初 
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■ファミリー＜１階＞ 店舗紹介                                                     

くら寿司 

くら寿司は、200 種類以上ある全食材「四大添加物無添加」に取

り組み、安心・おいしい・安価そして楽しいをコンセプトにもつ、小さ

なお子さまからシニアまで、安心してお食事いただける回転寿司

チェーンです。全国 500 店舗以上を展開しておりますが、ららぽ

ーと堺店は関西最大級の規模を誇ります。 

 

 

ＹＡＫＩＮＩＫＵ ＢＵＦＦＥＴ 左近 
左近では焼肉・お寿司・サラダ・デザートなど約 100 種類が食べ放題

なので、ファミリー、カップル・シニアなど幅広いお客さまにお楽しみい

ただけます。特に焼肉ではふるさと納税お礼品で全国上位にランキン

グされている「泉州元気ハラミ」も食べ放題です！ 

 

 

 

■カフェ＜2 階、3 階＞ 店舗紹介                      

キーフェル 
アラビカ種 100％の良質な生豆を毎日焙煎しています。香り

高いコーヒーでほっと一息いかがですか。パティシエのこだわ

りオリジナルケーキやパフェなどもご一緒にどうぞ。 

 

 

 

 

 

 

サンマルクカフェ+R 
店内の雰囲気を明るく、女性の方々に喜ばれるようなお店に

こだわりました。そっと皆さまの近くに寄り添えるような、そんな

カフェです。是非お立ち寄りください♪ 

 

 

 

 

 

 

 

圧倒的な品質と豊富な品揃え、良心的な価格で人気のスーパーマーケット「ロピア」や、生産者と直結した新鮮な野菜や

それを使った加工品などを展開する「農林産物直売所 葉菜の森」、地元堺で愛される「大起水産 街のみなと」、堺市初

のパティスリー「シャノワール」など日々の暮らしを豊かにする Sakai Food Marche を展開します。 

 

■Sakai Food Marche 店舗紹介                                                       

ロピア  
お客さまとの交流を大事にしながら地域密着型「食の

テーマパーク」を目指しています。お客さまに絶大な人

気を誇る自社製ウインナー＆ベーコンをはじめ新鮮で

高品質な食材を良心的な価格で提供しています。 

 

 

 

農林産物直売所 葉菜の森 
「農林産物直売所 葉菜の森」は地元野菜にこだわる

産直です。堺市の農産物を中心に、富田林市や羽曳

野市、河南町、河内長野市他、近隣農家さんの野菜

や果物が大集合します。店頭に設置したモニターで生

産者を紹介する動画を流し、「顔の見える安心安全」

な農産物をご提供します。 

 

１階 Sakai Food Marche （サカイフードマルシェ） 

 

 

 

堺市初 堺市初 

堺市初 

SC 初 堺市初 

ファミリー対応の大型飲食店舗やそれぞれのフロアに個性豊かなカフェを展開  
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得正商店 
「カレーうどん得正」、「上等カレー」を手掛ける 1983 年創業

の得正が、自慢のカレーと感動した冷凍食品だけを日本中か

らセレクト。デザートからこだわりのお総菜まで、胸躍る食卓

を。 

 

 

 

 

 

 

台湾祭 STORE 
日本初上陸の台湾グルメをはじめ、話題の新商品から人気

の定番モノまで「毎日食卓で使える台湾ごはん」をコンセプト

に厳選した台湾グルメを多数取り揃えています。 

 

 

 

 

 

 

 

北海道うまいもの館 
“もっと身近に北海道” “もっと毎日北海道”をテーマに、北

海道の海の幸や人気のスイーツ、おいしい食材を多数取り揃

えております。 

 

 

 

 

 

 

 

シャノワール 
東大阪市を中心に展開する黒猫のケーキ屋さんです。甘さ

控えめで毎日でも食べていただけるおいしいケーキをご提

供。季節感あふれるラインアップでお出迎えいたします。 

 

 

 

 

 

 

青木松風庵 
大阪土産として大人気のお菓子「みるく饅頭 月化粧」をはじ

め、焼き立ての「朝焼みかさ」など素材と製法にこだわったたく

さんの和洋菓子を取り揃えています。 

 

 

 

 

 

 

 

ゴディバ 
ベルギーを代表するチョコレートブランド。定番コレクションをは

じめ、季節限定コレクションや焼き菓子、ショコリキサーなど上

質で味わい深いチョコレート製品を展開しています。 

とんかつ かつ喜 
七つのこだわりを大事にして、店内で肉を切るところから始め

ます。専門店でしか味わえない本格派のとんかつをご家庭で

お楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

一鳥一炭 
素材の品質と自家製タレにこだわり、職人の技で「本気で焼

く、美味しい鶏」を日々追求し続ける焼き鳥屋です。“美味し

い”を是非ともご賞味ください。 

 

 

 

 

 

 

 

大起水産 街のみなと 
大起水産では全国の漁場より獲れたて鮮魚を毎日入荷！鮮

度の良い本当に美味しいお魚をお届けします。お持ち帰り用

のお寿司やイートインコーナーでお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

こだわりの食材ショップやカフェも並びます。 

 
 

SC 初 堺市初 新業態 関西初 SC 初 堺市初 新業態 関西初 

堺市初 堺市初 
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namco ＜１・2 階＞                                                       

「（仮称）namco 太鼓の達人毎日おまつりだドン！ららぽーと堺店」は

国民的音楽ゲーム『太鼓の達人』の世界観を用いて、堺の街や地域の

お祭りを表現した日本初展開となる新しいアミューズメントエリアです。 

 

縁日の屋台に見立てたクレーンゲームやプレイ画面が大画面に投影

される『太鼓の達人（ゲームセンター版）』をはじめ、堺のランドマークや

美原地区の街並み、地域のお祭りが描かれた子ども向けのバッテリー

カーコーナー『おまつりライド』など、ここでしか体験できない、ファミリー

で楽しめるコンテンツがいっぱい。 

 

さらに「美原地車連合会」「堺まつりふとん太鼓連合保存会」「堺市

美原区役所」のご協力のもと、周辺地域のお祭りをモチーフにした『太

鼓の達人』のメインキャラクター「どんちゃん」「かっちゃん」を新たに制

作。また、オープンを記念して、大阪で親しまれている「河内音頭」が全

国の『太鼓の達人（ゲームセンター版）』に配信される予定です。 

 

しまぐるランド ＜3 階＞                                                     

日本初！赤ちゃん絵本『しましまぐるぐる』がテーマの、赤ちゃんと安

心してすごせる絵本のあそび場です。（時間課金制） 

 

おしゃれでかわいい『しましまぐるぐる』の絵本の世界には、赤ちゃん

が夢中になる「配色」と「デザイン」をモチーフにした遊びやおもちゃ、フ

ォトスポットがいっぱい！気軽に立ち寄ることができる安心・安全・快適

な、保護者の方もお楽しみいただける赤ちゃんと小さなお子さま専用の

時間課金制のあそび場です。 

 

 

TSUTAYA BOOKSTORE ＜1 階＞                                              

コンセプトは「ステキな『自分時間』の過ごし方と出会える TSUTAYA 

BOOKSTORE」。家族と一緒にコーヒーと本を楽しむ場所としてはもちろ

ん、休日のお出かけスポットとしても、ファミリー層からシニア世代までさ

まざまな楽しみ方ができるのが「TSUTAYA BOOKSTORE ららぽーと堺」

です。 

 

地域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、コ

ーヒーやスイーツと一緒に、本を片手に会話を楽しみながらゆっくりとお

過ごしいただけます。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。 

 

Moff animal cafe ＜3 階＞                                                  
大阪初出店の Moff animal cafe は、たくさんの動物が出迎えてくれる

アニマルテーマパークです。飲み放題のドリンクを飲みながら、時間無制

限で動物たちに癒される感動空間をご提供します。 

 

園内ではウサギやモルモットなどの身近な小動物はもちろん、大迫力

のフクロウ、手乗りのインコや、珍しいナマケモノなどに出会えます。また、

屋内施設なので、天気を気にすることなく気軽にご利用いただけます。

動物たちを身近に感じ「見て」「ふれて」「学ぶ」ことで「思いやりの心」や

「人間力」を育む場になることを目指します。 

※混雑時は時間制限を設ける場合がございます。  

  

 生活を豊かにする「体験型」や「日常型」のエンターテインメントが集結 

 

 

 

SC 初 堺市初 新業態 関西初 

Taiko no Tatsujin™Series & ©Bandai Namco Entertainment Inc. 

©Bandai Namco Amusement Inc. 

SC 初 堺市初 新業態 関西初 

堺市初 関西初 
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ファッションからインテリア、日用品を取り扱う店舗など、地元堺市に初出店となるブランドが多数集結。また、ららぽーと初

出店となる「USAGI ONLINE STORE」や、関西最大級のサッカー＆フットサル専門店「Kemari87 KISHISPO」と大型スポーツ

専門店「SUPER SPORTS XEBIO」がタッグを組んだ新業態など、今まで堺市にはなかった新たなお買い物体験をご提案いた

します。 

 

●=新業態、●=関西発、●=堺市初、●=SC 初 

高感度ファッションブランドが勢揃い                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライフスタイルブランドからスポーツ・アウトドアブランドまで人気ブランドの大型店舗が充実                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC 最大級のペットショップを含め、お子さまから大人まで幅広い世代が楽しめる店舗                                          

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 ららぽーと堺ならではの多彩なお買い物体験 

 

 

● ● ● 

● ● ● 

● ● 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● 
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●=新業態、●=関西発、●=堺市初、●=SC 初 

おうち時間を彩るインテリア・雑貨ブランドも充実                                                    

 

◆インテリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆雑貨 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

くらしを支える便利な店舗が集結                                                     

 

◆携帯キャリア 

 

 

 

 

 

◆保険・すまいくらし 

 

 

 

 

 

 

◆リラクゼーション 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

● ● ● ● 

● ● ● ● 

● 

● 

● ● 

● 

● ● 

● 

● ● 

● 

● 
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本施設ではサステナブル社会の実現に向けて、環境に関する各種外部認証取得のほか、地球環境に対して負荷の少

ない再生可能エネルギーを積極的に導入するなど、環境負荷低減の施策に取り組んでいます。 

 

 

 

 

本施設は、カーボンニュートラルデザイン推進計画の一環として、施設の設計一次エ

ネルギー消費量を 30％以上削減し、BELS（建築物省エネルギー性能表示制度）に基づ

く評価にて「ZEB Oriented（物販等）」認証を大規模商業施設で初めて取得しました。 

「ZEB 認証」とは、外皮の高性能化および高効率な省エネルギー設備に加え、更なる

省エネルギーの実現に向けた措置を講じた、延べ面積が1万平方メートル以上の建築物

を対象とした認証制度です。判断基準としては、ホテル、病院、百貨店、飲食店、集会所

などは 30％以上の一次エネルギー消費量を削減することと定義されており、本施設はこ

の基準上百貨店に分類されます。 

なお、本施設の ZEB Oriented 認証範囲は、商業棟の延床面積のうち、飲食店舗部分

の面積を除いた「物販等」の範囲です。 

 

 

 

本施設は ESG に基づく視点から「環境・社会への配慮」を評価する 「DBJ Green 

Building 認証」において、最高評価である★5 を取得しました。 

 

「DBJ Green Building 認証」とは、「環境・社会への配慮がなされた不動産」を認証す

る仕組みです。日本政策投資銀行、日本不動産研究所が運営する制度で、★1～

★5 の 5 段階認証となります。評価項目には、総合環境性能に加え「多様性・周辺環

境への配慮」、ステークホルダーとの協業などがあります。 

 

 

 

 

本施設では、以下の取り組みを行うことで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 

＜取り組み内容＞  

 エネルギー管理システム（BEMS）、照明および空調制御システムの導入による効率的なエネルギー運転管理 

 高断熱建材、高効率設備機器、LED 照明の採用による省エネルギーの実施 

 コージェネレーションシステムの導入によるエネルギーの地産地消 

 

 

 

 

建物の屋上に太陽光パネル 95 枚を設置し、オンサイトでのエネルギー創出

に取り組みます。太陽光発電により、「Fansta XROSS STADIUM」のメインビジョ

ンに使用する電力を賄います。 

 

 

 

 

  

 DBJ Green Building 認証 

 

 生活を豊かにする充実のサービス店舗 

 
Channel 3 サステナブル社会の実現に向けた取り組み 

BELS（建築物省エネルギー性能表示制度）に基づく評価にて大規模商業施設初となる 

「ZEB Oriented（物販等）」認証を取得 

 

 

 省エネルギーに関する取り組み 

 

 

（参考）太陽光パネル （三井アウトレットパーク 木更津） 

 太陽光パネル実装によるオンサイトでのエネルギー創出 
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本施設では、株式会社プラゴの事前予約可能な EV 充電器を屋上駐車場に 10 基設置いたします。専用アプリ「My 

PLUGO」から満空確認、予約、決済が可能で、確実かつスムーズに充電できます。 

 

また、充電に使用する電力はすべて CO2 を排出しない再生可能エネルギーによる「グリーン充電」です。同社によって再

生可能エネルギー発電事業者から調達された環境価値が、使用量に応じて充電器設置施設に割り当てられ、これにより脱炭素

社会の実現に貢献します。 

 

 

 

 

ららぽーと堺から排出された食べ残しおよび食品残渣を、関西再資源ネットワーク堺工場で炭化し、形を変えてららぽーと

堺へ戻るクローズドリサイクルを導入し、脱炭素社会に貢献します。    

 

関西再資源ネットワークで食品リサイクルした「炭」は、「バイオマス炭」として特殊肥料となり、大阪府泉佐野市に位置す

る射手矢農園の土壌改良に使用されます。そこで栽培された野菜をららぽーと堺で販売することにより、クローズドリサイクル

が実現します。 

 

 

 

 本施設の館内通路には、当社の SDGs に関する取り組みを紹介するコ

ーナーを設置いたします。ららぽーと堺だけでなく、三井不動産や全国

のららぽーとで行っている取り組みをご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本施設を取り囲む広場や歩道では、敷地面積の約 20％を緑化し、

ふんだんに緑を取り入れています。それぞれのエリアでは、春夏秋冬を

テーマに樹木を選定し、季節感をお楽しみいただけます。また、広場や

エントランスには、アイキャッチとなるシンボルツリーを配置しました。心安

らぐ環境共生型のショッピング空間を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 SDGs Wall の設置 

 

 屋外エリアの緑化 

 

 

 事前予約可能、再生可能エネルギー使用の EV 充電サービスの導入 

 

（参考）プラゴ製「PLUGO BAR」 

 食品のクローズドリサイクルの取り組み 

 

 

 

 

SDGs Wall 
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本施設は、堺市美原区域の中心核として堺市が整備を図る「美原都市拠点」に位置します。市民が日常の楽しみ、憩い、

利便性をつなぐ場として、地域の中心地としての役割を想像させるさまざまなサインやアートにより、まちへの愛着を高めるデ

ザインを施しています。 

 

＜主なデザイン＞  

・ 「Oh ! SAKAI」のシンボルサイン 

・ 堺市発祥の染技法である注染絞り染めをもちいた市民参加型アートの設置 

・ 堺市の伝統工芸を用いたグラフィックアート（館内通路） 

・ 堺市の写真をグラフィックデザインに取り入れた Sakai Food Stadium 

・ Sakai Food Kitchen の総合案内板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域学校等と連携したイベントや、地域参加型（体験型）イベントを実施することで、地域コミュニティの拠点となることを

目指します。 

 

 

 

 

 本施設内には、女性にうれしい機能を兼ね備え

たトイレを設置します。一部トイレのパウダールーム

には、顔映りを良くする前面発光の照明付きミラ

ーを導入。さらに、2 階女性トイレには、他人の視

線を自然にカバーできるハイバックチェアを設置し

ます。 

 

 
 

 

 

 

女性トイレ全個室(予定)に、生理用ナプキンを常備し無料で提供するサービス

「OiTr」を導入します。お客さまの生理に伴うさまざまな負担を軽減し、より楽しく

安心して本施設をご利用いただくため、本サービスを活用いただけます。 

 

※ 感染症対策のため、施設の営業状況に合わせて利用を一部制限させてい

ただく場合がございます。  

 

 

  

堺市の伝統工芸を用いたグラフィックアート 注染絞り染めをもちいた市民参加型アート 「Oh ! SAKAI」のシンボルサイン 

Channel 4 地域連携や利便性向上に向けたさまざまな取り組み 

まちへの愛着（＝シビックプライド）を高めるデザイン 

 

 

女性個室トイレに生理用ナプキンを常備し無料で提供するサービス「OiTr（オイテル）」の導入   

 

 

ディスペンサー / デジタルサイネージ 

女性にうれしい機能を兼ね備えたトイレ 

 

 

 

2 階女性トイレパウダールーム 3 階女性トイレパウダールーム 

地域との連携イベント 
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■充実した従業員休憩室 

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、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（全 5 箇所）に設置します。機能面の充実とデザインにもこだわっています。また、手軽に利用できる従業員専用

コンビニエンスストアも設置します。 

 

・ 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 

・ 従業員専用コンビニエンスストア 

 

■従業員用駐車場の設置 

車で通勤できるよう、従業員専用の駐車場を設置いたします。 

 

■従業員休憩室に併設、手軽に利用できるコンビニエンスストア 

従業員専用コンビニエンスストアとして、「心幸 HD」が出店します。 

短い休憩時間でも気軽に手早く利用できる、24 時間営業の無人コン

ビニです。小腹を満たす軽食・菓子から昼食時のお弁当など、必要なも

のがそろいます。 

 プライベートブランド商品の販売やららぽーと堺のさまざまな店舗とのコ

ラボも計画中で、内側から従業員の皆さまの福利厚生をサポートしま

す。 

 

 

 

 

 

■スキマバイトサービス「タイミー」を活用し、柔軟な働き方を支援 

 空き時間を利用してすぐ働きたい人と、すぐ人手が欲しい店舗をマッチングできるよう、面接や登録会が不要で、最短

1 時間からアルバイトすることができるアプリ「タイミー」を活用します。 

 

■店舗マネジメントアプリ「はた Luck」で、働く人の円滑なコミュニケーションを促進 

 働きやすい環境と豊かなコミュニティを創出する取り組み「三井ショッピングパーク Staff Circle（スタッフサークル）」の一

環として、働きやすさを実現する機能を集約したアプリ「はた Luck」を、全国のららぽーと等に続き本施設でも導入します。本

アプリを活用することで、従来は施設内の掲示版ポスターやショップの店長経由の伝言が主な伝達手段だった施設内のコミ

ュニケーションや情報伝達を、リアルタイムで連携・共有できるようになりました。 

ショップスタッフ一人一人へ、ソフトとハード両面からさまざまなサポートやサービスを提供し、働きやすさと働きがいの向上

を目指します。 

 

詳細はコンセプト動画をご覧ください。https://www.youtube.com/watch?v=khbsgxpS4Zw 

 

  

Channel 5 働きやすい環境づくり 

従業員用スペースの充実  

 

 

従業員休憩室 参考写真 

（三井ショッピングパーク ららぽーと福岡） 

働きやすい環境と豊かなコミュニティを創出する取組み  

 

 

従業員コンビニ 参考写真 

従業員専用コンビニエンスストア 参考写真 
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■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 

本施設に出店する各店舗の従業員採用支援のため、「ららぽーと堺採用センター」（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ています。今後の合同求人面接会・説明会のスケジュールは以下

のとおりです。 

 

＜合同求人面接会・説明会 開催日程＞ 

リアル（対面）開催 場所：あべのハルカス会議室（大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43 あべのハルカス 25F） 

 日時 

第 4 弾 2022 年 9 月 21 日（水） 12：00～17：00 

第 5 弾 2022 年 10 月 20 日（木） 12：00～17：00 

   

オンライン開催 

 日時 

第 4 弾 2022 年 9 月 22 日（木） 12：00～17：00 

第 5 弾 2022 年 10 月 21 日（金） 12：00～17：00 

 
※ 主催「ららぽーと堺採用センター」 

※ 最新情報はウェブサイトをご確認ください。https://job-gear.net/lalaportsakai/ 

※ 現在予定している合同求人面接会・説明会は、諸般の事情により開催が中止・変更になる場合がございます。 

 

 

 

 

 

お客さまが安心して施設で過ごせるよう、三井不動産が策定した「三井不動産９BOX 感染対策基準」（添付資料⑩参

照）に準じた以下の対策を実施します。 

 

■飛沫感染対策 

 ・飛沫防止パーテーションの設置、サーマルカメラ等による検温の実施 

■エアロゾル感染対策 

 ・適正な換気量の確保 

 ・高性能フィルター、抗ウイルスフィルター、別置型空気清浄機の実装 

■接触感染対策 

 ・お客さま用トイレ等水回りの自動水栓化、ドアレス化 

 ・エレベーターをタッチレスで操作できる「非接触ボタン」の実装 

 ・高頻度接触面に抗菌・抗ウイルスの感染対策（抗菌・抗ウイルス材料採用、抗菌・抗ウイルス剤塗布） 

 

 

 

フードコート・フードホールの一部店舗において、非接触注文・決済システム「セルフオーダーシステム」を導入します。 

 

■スマホ de 注文 

「スマホ de 注文」アプリを利用することで、お席でお食事の場合もお持ち帰りの場合も、

店頭に並ぶことなくスマートフォンからの注文および支払いが可能です。 

 

■店頭にセルフレジ端末を導入 

お客さま自身での会計を可能にすることで、店舗スタッフとの接触機会を減

らし、安心して注文できるシステムです。お客さまの利便性向上・デジタル化、

新型コロナウイルス感染対策などの新たな生活様式に対応した取り組みです。 

 

 

 

密を避けながら安心して存分に楽しんでいただけるよう、北西エントランスに広々とした MIHARA パークを配置します。  

※詳細に関しては、P.6「MIHARA パーク」をご覧ください。  

Channel 6 新しい生活様式への対応 

「三井不動産９BOX 感染対策基準」に準じた対策 

フードコート・フードホールにおける非接触注文・決済システム 

 

 

自然換気性が高い広々とした広場の設置 

https://job-gear.net/lalaportsakai/
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「Mitsui Shopping Park &mall（アンドモール）」は、三井ショッピングパーク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に至るまで約 400 店にのぼる店舗の商品を幅広く取り揃えています。ご来館の際にららぽーと

堺内の店舗の商品在庫を事前に調べたり、ご来館時に買いそびれた商品を後日オンラインで購入いただけたり、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。 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

⚫ リアル店舗と EC モールの連携拠点となる「&mall DESK（アンドモールデスク）」を設置します。 

⚫ 「&mall DESK」では、「&mall」で購入した商品の受け取り、試着などができるワンストップサービスをご提供します。また、
デスク受け取りキャンペーン期間中には、より一層お得にお買い物いただけます。 

 
 

 

＜「ららぽーと堺」「&mall」双方に出店する店舗一例＞※一部展開していない商品・サービスがございます   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

リアル施設と EC モール「&mall」との連携拠点「&mall DESK（アンドモールデスク）」 

「Mitsui Shopping Park &mall」 サイトイメージ &mall DESK 

三井ショッピングパーク公式通販サイト「Mitsui Shopping Park &mall（アンドモール）」との連携 

その他 三井ショッピングパークのサービス 
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三井不動産グループが運営する、全国60以上（2022年8月時点）の商業施設や公式通販サイト「&mall」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です。 
ご利用スタイルに合わせて 、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ポイントカード）」の2種類をご用意して
います。 

 

お買い上げ 100 円（税抜）の場合 

 

※ ポイントはお買い上げ総額を標準税率で割戻し計算した金額を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％）で割り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、ポイント付与数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/ 

 

 

 

 
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後、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。 

アプリで会員登録・ログインすると、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」も利用でき、便利にお買い物いただけます。 

 

※ 「アプリ de 支払い」は三井ショッピングパークカード《セゾン》会員限定の機能です。  

※ 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/ 

 

  

三井ショッピングパークポイントサービス 

三井ショッピングパークアプリ 

三井ショッピングパークポイントカード 

 
 

1 ポイント 

（クレジット機能なし） 

三井ショッピングパークカード《セゾン》 

クレジット払いで 

2 ポイント 

（クレジット機能付き） 

https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/
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【添付資料①】 出店店舗一覧 

＊下記リストは 2022 年 8 月 29 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。 

 

◆ファッション 46 店舗 

 

  

業種 店舗名 ヨミガナ 関西初 堺市初 その他

レディス USAGI ONLINE STORE ウサギオンラインストア 〇

レディス ｴﾙｰﾗ エルーラ 〇

レディス ｸｰﾙｶﾚｱﾝM クールカレアンエム

レディス ﾍﾞﾙｰﾅ ベルーナ

レディス、服飾雑貨 FUN ファン 〇

レディス、服飾雑貨 GARN ガルン 〇 〇

レディス、服飾雑貨 Gready Brilliant グレディブリリアン

レディス、服飾雑貨 Leshy forest レーシーフォレスト 〇

レディス、服飾雑貨 ONWARD CROSSET SELECT オンワード・クローゼットセレクト 〇

レディス、服飾雑貨 ﾊﾆｰｽﾞ ハニーズ

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 ORIHICA オリヒカ

レディス、メンズ、雑貨 BAYFLOW ベイフロー

レディス、メンズ、雑貨 CB CRESTBRIDGE シービークレストブリッジ 〇 〇

レディス、メンズ、雑貨 LAKOLE ラコレ

レディス、メンズ、雑貨 niko and... ニコアンド

レディス、メンズ、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 〇

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 WORKS. ワークス

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

レディス、メンズ、キッズ、雑貨 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾜｰｸ グローバルワーク

レディス、メンズ、キッズ、服飾雑貨 ﾛｰﾘｰｽﾞﾌｧｰﾑ ローリーズファーム

レディス、メンズ、キッズ GU ジーユー

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 ﾕﾆｸﾛ ユニクロ

レディス、メンズ、ベイビー、キッズ gelato pique ジェラート ピケ 〇

レディス、メンズ、スポーツアパレル、雑貨 FILA／Op フィラ／オーピー 〇 〇 新業態・SC初

メンズ、レディス、服飾雑貨 Desigual デシグアル 〇

メンズ、レディス、服飾雑貨 JOURNAL STANDARD relume ジャーナル スタンダード レリューム 〇

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 ﾗｲﾄｵﾝ ライトオン

メンズ、レディス Calvin Klein カルバンクライン 〇

メンズ、レディス TOMMY HILFIGER トミーヒルフィガー 〇

メンズ、レディース、ユニ、雑貨 BOND GARAGE STORE ボンドガレージストア 〇 〇 新業態・SC初

メンズ、キッズ、レディス coca コカ

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

アパレル、関連雑貨等 GOOD CREW グッド クルー 〇

ユニセックス・ウィメンズ・キッズ・ベビー・雑貨 ｸﾞﾗﾆﾌ グラニフ

物販、衣料品 SPINNS スピンズ

子供服等 BABYDOLL ベビードール

子供服、雑貨 petit main プティマイン

子供服、雑貨 ﾏｰｷｰｽﾞ マーキーズ

子供服、雑貨等 ZOOMAC ズーマック 〇 〇

着物、和装雑貨 きものやまと キモノヤマト

古着、雑貨 ANTIQULTURE アンティカルチャー 〇
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◆ファッション雑貨・雑貨・その他 71 店舗 

 

 

業種 店舗名 ヨミガナ 関西初 堺市初 その他

マタニティ・ベビー・キッズ用品 ｱｶﾁｬﾝﾎﾝﾎﾟ アカチャンホンポ

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

絵本雑貨、知育玩具 こどもto コドモト 〇 〇 新業態・SC初

ソックス、インナー、ウェア チュチュアンナ　グランデ チュチュアンナ　グランデ

ランジェリー aimerfeel エメフィール

下着、服飾雑貨等 Intimissimi インティミッシミ 〇

アクセサリー BLESS ブレス

アクセサリー LUPIS ルピス

アクセサリー、服飾雑貨 evangile エヴァンジル 〇

化粧品 ATELIER ALBION アトリエアルビオン 〇 SC初

化粧品 Celule セルレ 〇

化粧品、関連雑貨 CoCoRo Plus ココロプラス 〇

化粧品、雑貨、その他 shop in ショップ イン

化粧品、医薬品、雑貨、食品 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ マツモトキヨシ

自然派化粧品・生活雑貨 ﾏｰｸｽｱﾝﾄﾞｳｪﾌﾞ マークスアンドウェブ

コスメ CC cosmetic シーシーコスメティック

カラーコンタクト・目のまわり雑貨 MEASIS メアシス

スポーツ・アウトドア用品 SUPER SPORTS XEBIO・L-Breath・Ⅹtyle・Kemari87 KISHISPO ｽｰﾊﾟｰｽﾎﾟｰﾂｾﾞﾋﾞｵ・ｴﾙﾌﾞﾚｽ ・ｴｸｽﾀｲﾙ・ｹﾏﾘﾊﾁｼﾞｭｳﾅﾅ ｷｼｽﾎﾟ 〇 〇 新業態・SC初

スポーツ用品 ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ ムラサキスポーツ

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

キッチン用品、生活雑貨 ﾃｨﾌｧｰﾙｽﾄｱ ティファールストア 〇

コンタクトレンズ、アイケア商品 CHUO CONTACT チュウオウコンタクト

ジュエリー aneta アネタ 〇 〇 新業態・SC初

ジュエリー Canal4℃ カナルヨンドシー 〇

ジュエリー ﾐﾙﾌﾛｰﾗ ミルフローラ

ﾚﾃﾞｨｽ、ﾒﾝｽﾞ、雑貨等 ﾏｲｹﾙ･ｺｰｽ マイケル・コース 〇

エスニック雑貨 ﾁｬｲﾊﾈ チャイハネ 〇

インテリア・生活雑貨 ｵｰｻﾑｽﾄｱ ｵｰｻﾑｽﾄｱ

家具、インテリア雑貨 a.depeche アデペシュ 〇

家具、インテリア雑貨 CRASH GATE クラッシュゲート 〇

家具、インテリア雑貨 Francfranc フランフラン

家具、インテリア雑貨 ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾊｳｽ リビングハウス 〇

寝具、雑貨 ﾗﾙﾌ ﾛｰﾚﾝ ﾎｰﾑ ﾗﾙﾌ ﾛｰﾚﾝ ﾎｰﾑ 〇

寝具、雑貨、ルームウェア B-DESIGN +sleep. ビーデザインプラススリープ 〇 〇 新業態・SC初

ビーズソファ・インテリア雑貨 Yogibo Store ヨギボーストア

生活雑貨 Flying Tiger Copenhagen フライングタイガーコペンハーゲン 〇

生活雑貨 one'sterrace ワンズテラス

生活雑貨 salut! サリュ 〇

生活雑貨 Standard Products ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 〇

生活雑貨、ランドセル GOHOBI ゴホウビ 〇

生活雑貨、服飾雑貨 3COINS+plus スリーコインズプラス

生活雑貨、服飾雑貨 CHELSEA New York チェルシーニューヨーク

物販、衣料品 mumokuteki goods & wears ムモクテキ グッズ＆ウェアーズ

家電 ヤマダデンキ　テックランド ヤマダデンキ　テックランド

携帯アクセサリー・その他関連商品　 SmaPla スマプラ

カプセルトイ gashacoco ガシャココ

帽子 帽子屋Flava ボウシヤ　フレイヴァ

時計 時計倶楽部 トケイクラブ 〇 〇

鞄 ｻｯｸｽﾊﾞｰ サックスバー

鞄、関連雑貨 ＆ｼｭｴｯﾄ アンドシュエット
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◆サービス 42 店舗 

 

 

 

業種 店舗名 ヨミガナ 関西初 堺市初 その他

鞄、関連雑貨 COACH コーチ

靴、雑貨 ABC-MART/Charlotte エービーシーマート/シャルロット

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

靴、その他関連雑貨 bigborn ビッグボーン

レディスシューズ WA ORiental TRaffic ダブルエーオリエンタルトラフィック 〇

子供靴 ｹﾞﾝｷ･ｷｯｽﾞ ゲンキキッズ

眼鏡 KANEKO OPTICAL カネコオプチカル 〇

眼鏡、サングラス JINS ジンズ

眼鏡、サングラス ｿﾞﾌ ゾフ

眼鏡・サングラス・補聴器・アイケアリラクゼーション ﾒｶﾞﾈｽｰﾊﾟｰ メガネスーパー 〇

楽器、音楽教室 島村楽器 シマムラガッキ

手芸用品 ｸﾗﾌﾄﾊｰﾄﾄｰｶｲ クラフトハートトーカイ

生花、フラワー雑貨 karendo カレンド

植物、雑貨 SOW the Farm UNIVERSAL ソウ ザ ファーム ユニバーサル 〇

トレーディングカード ﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾀｰ ドラゴンスター

カスタマイズカー、各種車販売・買取、その他車関連手続き等 PAPAMAMA CAR'S パパママカーズ 〇 〇 新業態・SC初

ファッション・バラエティ雑貨 サンキューマート サンキューマート 〇

バラエティ雑貨 ピーチクラブ・プリンセス ピーチクラブ・プリンセス

１００円ショップ ﾀﾞｲｿｰ ダイソー

物販、文化用品・雑貨 Fﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌﾟﾗｻﾞ エフプレミアムプラザ

ペット、ペット用品、トリミング、ホテル ﾜﾝﾗﾌﾞ ワンラブ

業種 店舗名 ヨミガナ 関西初 堺市初 その他

アニマルカフェ Moff animal cafe モフアニマルカフェ 〇 〇

アミューズメント namco/ガシャポンのデパート（※秋オープン予定） ナムコ／ガシャポンノデパート

アミューズメント namco太鼓の達人毎日おまつりだドン！（※秋オープン予定） ナムコ　タイコノタツジンマイニチオマツリダドン 〇 〇 新業態・SC初

インドアプレイグラウンド しまぐるﾗﾝﾄﾞ シマグルランド 〇 〇 新業態・SC初

アロマトリートメント、リラクゼーション SANATIO SPA サナティオスパ 〇

フィットネスジム ｶｰﾌﾞｽ カーブス

リラクゼーション ラフィネ ラフィネ

セルフエステ MYTHEL ミセル 〇

ストレッチ専門店・パーソナルトレーニング ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞｽﾄﾚｯﾁ ポジティブストレッチ 〇 〇

整体サロン 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

ヘアカット専門店 QBHOUSE キュービーハウス

ヘアカラー専門店 sesimani セシマニ 〇 〇

美容室 GRAN Aveda グラン アヴェダ 〇 〇 新業態・SC初

美容室 美容室イレブンカット ビヨウシツイレブンカット

保険関連商品 ほけん百花 ホケンヒャッカ

保険代理店 保険テラス ホケンテラス

携帯電話 au Style エーユースタイル

携帯電話 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ・ﾜｲﾓﾊﾞｲﾙ ソフトバンク・ワイモバイル

携帯電話 ドコモショップ ドコモショップ

携帯電話 楽天ﾓﾊﾞｲﾙ ラクテンモバイル

携帯修理 smartcool スマートクール

リフォーム 外壁塗装のきらめきペイント ガイヘキトソウノキラメキペイント 〇

ハウスメーカー ジブンハウス ジブンハウス 〇

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

写真スタジオ STUDIO ARC スタジオアーク
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◆スーパー・食物販 12 店舗 

 
 

◆レストラン・カフェ他 21 店舗 

 
 

業種 店舗名 ヨミガナ 関西初 堺市初 その他

写真プリント・証明写真・カメラ買取・中古カメラ販売 カメラのキタムラ カメラノキタムラ

買取専門店 ベストライフ ベストライフ

占い 占いの店・東明館 ウラナイノミセ・トウメイカン

洋服・バッグ・靴のお直し おしゃれ工房 オシャレコウボウ

宝くじ販売・換金 宝くじ売場 タカラクジウリバ

銀行 関西みらい銀行 カンサイミライギンコウ 〇 SC初

コインランドリー Baluko Laundry Place バルコ ランドリー プレイス

こども英会話 セイハ英語学院 セイハエイゴガクイン

そろばん そろばん教室８８くん　 ソロバンキョウシツパチパチクン

デンタルクリニック ルセラ歯科・矯正歯科　堺院 ルセラシカキョウセイシカ　サカイイン 〇 〇 新業態・SC初

眼科 堺ひまわり眼科 サカイヒマワリガンカ 〇

保険調剤薬局・一般医薬品(OTC)販売 ナカジマ薬局 ナカジマヤッキョク 〇 〇

【予定】クリニック（内科 他） ー ー

ATM ｾﾌﾞﾝ銀行ATM セブンギンコウエーティーエム　

ATM ｾﾌﾞﾝ銀行ATM セブンギンコウエーティーエム　

ATM ｾﾌﾞﾝ銀行ATM セブンギンコウエーティーエム　

ATM ｾﾌﾞﾝ銀行ATM セブンギンコウエーティーエム　

業種 店舗名 ヨミガナ 関西初 堺市初 その他

スーパーマーケット ロピア ロピア 〇

ベーカリー ドンク／ミニワン ドンク／ミニワン

海鮮など 大起水産 街のみなと ダイキスイサン マチノミナト

農林産物直売所 農林産物直売所　葉菜の森 ノウリンサンブツチョクバイショ　ハナノモリ 〇 SC初

とんかつ、鳥料理 とんかつ かつ喜・一鳥一炭 トンカツ カツキ・イッチョウイッタン

チョコレート ゴディバ ゴディバ

和洋菓子 青木松風庵 アオキショウフウアン

生ケーキ、焼き菓子 シャノワール シャノワール 〇

コーヒー豆・輸入食品 カルディコ－ヒ－ファ－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 〇

食物販 得正商店 トクマサショウテン 〇 〇 新業態・SC初

食物販、雑貨 台湾祭 STORE タイワンマツリ　ストア 〇 〇 新業態・SC初

業種 店舗名 ヨミガナ 関西初 堺市初 その他

回転寿司 くら寿司 クラズシ

焼肉、お寿司食べ放題 ＹＡＫＩＮＩＫＵ ＢＵＦＦＥＴ 左近 ヤキニクビュッフェサコン

ハンバーグ いしがまやハンバーグ イシガマヤハンバーグ 〇

ハワイアンレストラン Eggs 'n Things エッグスンシングス 〇

お野菜たっぷり健康ご飯 ｍｕｓｉ－ｖｅｇｅ＋ｃａｆｅ ムシベジプラスカフェ 〇

小籠包、中華料理 京鼎樓 ジンディンロウ 〇

韓国料理 ＶＥＧＥＧＯ オヌレシクタン＆ＣＡＦＥ ベジゴ オヌレシクタンアンドカフェ 〇 〇

洋食 丹ノ菜とチーズ ビストロテラオ ニノナトチーズ　ビストロテラオ 〇 〇 新業態・SC初

お好み焼き、鉄板焼き、焼きそば お好み焼き たこ焼き めっせ熊　OSAKA VEGE　ビュッフェ オコノミヤキ タコヤキ メッセクマ　オオサカ　ベジ　ビュッフェ 〇 〇 新業態・SC初

ハンバーガー、ポテト、ドリンク マクドナルド マクドナルド

ドーナツ ミスタ－ド－ナツ ミスタードーナツ

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 キーフェル キーフェル 〇

カフェ サンマルクカフェ+R サンマルクカフェプラスアール 〇

フルーツジュース 果汁工房果琳 カジュウコウボウカリン

フードホール Plenty Bread Café プレンティ ブレッド カフェ 〇 〇 新業態・SC初

フードホール Beef Traffic ビーフトラフィック 〇 〇 新業態・SC初
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◆フードコート 20 店舗 

 

 

  

業種 店舗名 ヨミガナ 関西初 堺市初 その他

フードホール SPICE CURRY　AKASHIRO スパイスカレー　アカシロ 〇 〇 新業態・SC初

フードホール ＴＥＰＰＡＮ 220° テッパン ニヒャクニジュウド 〇 〇 新業態・SC初

フードホール 한국식당　KOREAN CHICKEN FRITTERS カンコクショクドウ コリアンチキンフリッターズ 〇 〇 新業態・SC初

フードホール OSAKA RICE BURGER オオサカ ライスバーガー 〇 〇 新業態・SC初

業種 店舗名 ヨミガナ 関西初 堺市初 その他

ラーメン 麺や 福はら メンヤ　フクハラ 〇 SC初

ラーメン つじ田 ツジタ 〇

ラーメン どうとんぼり神座 ドウトンボリカムクラ

うどん、天ぷら 讃岐うどん 白庵 サヌキウドン　ビャクアン 〇 SC初

うどん 宮武讃岐うどん ミヤタケサヌキウドン 〇

とんかつ 伝統のかつ丼・かつサンド　あげとん デントウノカツドン・カツサンド　アゲトン 〇

肉丼、肉料理 伝説のすた丼屋 デンセツノスタドンヤ 〇

カルビ丼・肉吸い 肉問屋 肉丸商店 ニクドンヤ　ニクマルショウテン

親子丼、鶏料理 鶏三和 トリサンワ 〇

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 〇

海鮮丼・海鮮ひつまぶし 築地 孫右衛門 ツキジマゴエモン 〇 〇

中華 陳麻婆豆腐麺飯館 チンマーボドウフメンハンカン 〇 〇 新業態・SC初

韓国料理 韓国料理 ｂｉｂｉｍ’ カンコクリョウリビビム 〇

ハンバーグ 挽肉マニア ヒキニクマニア 〇 SC初

たこ焼 たこ焼道楽わなか タコヤキドウラクワナカ 〇

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

カフェ、スイーツ 私のプリン食堂 ワタシノプリンショクドウ 〇 SC初

アイスクリーム 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

クレープ・ドリンク レインボーハット レインボーハット 〇

菓子 フルタ製菓直売所 ふるたす フルタセイカチョクバイジョ フルタス 〇 〇 新業態・SC初
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【添付資料②】 計画概要 

 

所在地 大阪府堺市美原区黒山 22 番 1 

施設名称 三井ショッピングパーク ららぽーと堺 

敷地面積 約 74,300 ㎡（約 22,400 坪） 

構造規模 

店舗棟：鉄骨造地上 3 階建 

（店舗：1～3 階、駐車場：屋上） 

立体駐車場棟：鉄骨造地上 3 階建 1 棟 

鉄骨造地上 6 階建 1 棟 

延床面積 
約 143,600 ㎡（約 43,400 坪） 

（店舗棟 約 90,200 ㎡、立体駐車場棟 約 53,400 ㎡） 

店舗面積 約 56,200 ㎡ （約 17,000 坪） 

店舗数 212 店舗 

駐車台数 約 3,050 台 

交通 

南海高野線「北野田」駅 約 2.5km 

阪和自動車道「美原南」IC 約 1 ㎞、「美原北」IC 約 1.5 ㎞  

近畿日本鉄道南大阪線「河内松原駅」、南海電気鉄道高野線「初芝駅」、 

大阪市高速電気軌道 御堂筋線「新金岡駅」の各駅から、本施設に近接するバスロ

ータリーへのバス運行 

営業時間 

物販・サービス・フードコート 10：00～21：00 
レストラン            11：00～22：00 

※最終営業時間は店舗により異なります。 

※一部、営業時間の異なる店舗がございます。 

※営業時間が変更になる場合がありますので、最新情報はウェブサイトにてご確認ください。 

スケジュール 

着 工： 2021 年 5 月 

竣 工： 2022 年 9 月（予定）  

開 業： 2022 年 11 月 8 日 

設計会社 
基 本 設 計：   株式会社石本建築事務所 

実施設計・監理：   大成建設株式会社一級建築士事務所 

施工会社 

店舗棟・外構工事： 大成建設株式会社 

基 盤 整 備 工 事 ： 株式会社竹中土木 

立体駐車場棟工事： IHI 運搬機械株式会社 

環境デザイン 
大成建設株式会社一級建築士事務所 

株式会社丹青社 

運営・管理 三井不動産商業マネジメント株式会社 

ららぽーと堺ティザーサイト https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/sakai/  

  

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/sakai/
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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 
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【添付資料⑤】 位置図 

 

＜広域図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜狭域図＞  
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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および三井アウトレットパーク（2022 年 8 月時点） 
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【添付資料⑦】 株式会社ミクシィがスポーツチャンネル「DAZN」と連携した新サービス「Fansta」について 

「Fansta」は、スポーツファンがスポーツ観戦できる飲食店を、「エリア」だけで

なく「放映予定」からも検索することができ、飲食店が集客につなげられるスポー

ツライブビューイング検索・予約サービスです。「その日、お店はスタジアムにな

る。」を合言葉に、スタジアムが遠方で観戦に行けない方、スケジュールなどさま

ざまな都合で現地へ応援に行けないサポーターの方、スポーツ観戦が好きな方

が Fansta を通して近隣の DAZN 公式契約店に集まり、仲間と一緒にスポーツ観

戦を楽しむことができる場の拡大とスポーツの熱狂を活かした地域経済活性化

を目指します。 

 

※ 参考ウェブサイト https://fansta.jp 

 

 

 

 

【添付資料⑧】 パパ・ママの声をカタチにする「ママ with ららぽーと」について 

「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。」そんなパパ・ママの想いをカタチにした当プロジェクトは、三

井不動産の子育て社員の社内提案から始まりました。 

 

「もっとパパやママにやさしいららぽーとへ。」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

ス等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、子育て中の方々に優しい商

業施設を目指しています。 

 

＜パパやママに優しい 4 つのポイント＞ 

 おむつ替えや授乳も安心 

ベビーカーと一緒に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。 

 お子さまとゆっくり食事できる 

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。 

 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。 

 ファミリーで楽しめるイベントを開催 

パパやママ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。 

 
 

 

 

【添付資料⑨】 三井不動産の「スポーツの力」を活用した街づくり 

三井不動産はスポーツを軸にした街づくりの旗印として「BE THE CHANGE さ

ぁ、街から世界を変えよう。」というスローガンを掲げ、「発信する」「つなぐ」「受け

入れる」というテーマのもと、自らが変化となり、街づくりを起点に、人や地域や社

会にいい変化をつくりだし、変えていくことを目指しています。 

一人ひとりが変化そのものになろうという意味の「BE THE CHANGE」のロゴは、

世界を変える「風」をモチーフにデザインされました。三井不動産のコーポレートカ

ラーの二色で塗り分けられたエレメントは、「風に乗って飛び立つ鳥」をイメージし

ています。「人が変われば、世界は変わる」という思いから、掲げたスローガンです。 

 

 

 

  

https://fansta.jp/
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【添付資料⑩】 「三井不動産９ＢＯＸ感染対策基準」について 

三井不動産グループでは、安心して当社グループの施設をご利用いただくために、医学

的・工学的知見に基づくわかりやすい感染対策が必須と考え、グループ共通の「三井不動

産９BOX 感染対策基準」を策定し、施設ごとの新型コロナウイルス感染対策を徹底しており

ます。当社グループはオフィスビル、商業、ホテル、リゾート、ロジスティクス、住宅等、多様

な施設を展開しており、当社グループだけでなく社会全体で共有しやすい項目として提示

することで、社会共通の課題解決に貢献したいと考えています。 

当社グループは引き続き、安心・安全な街づくりを通して持続可能な社会の実現に取り

組んでまいります。 

 

※ 参考リリース https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01 

 

 

 

【添付資料⑪】 新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取り組みについて 

 三井不動産グループが運営する商業施設では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記をはじめとしたさまざまな

取り組みを実施しております。 

■施設の取り組み                        ■お客さまへのお願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 政府や都道府県の方針により取り組み内容が変更になる場合がございます。 

 

 

  

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01
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【添付資料⑫】 三井不動産グループの SDGｓへの貢献について 

 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/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。また、2021 年 11 月には「脱炭素社会の実現」、「ダイバーシティ＆インクルージョ

ン推進」に関し、下記の通りグループ指針を策定しました。今後も、当社グループは街づくりを通じた社会課題の解決に向け

て取り組んでまいります。 

 

【参考】 ・「脱炭素社会実現に向けグループ行動計画を策定」 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1124/ 

・「ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言および取り組み方針を策定」 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1129_02/ 

 

＊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 8 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 9 産業と技術革新の基盤をつくろう 

目標 11 住み続けられるまちづくりを 

目標 12 つくる責任 つかう責任 

目標 13 気候変動に具体的な対策を 

目標 17 パートナーシップで目標を達成しよう 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1129_02/

