ら ら ぽ ー と の海外1号店

「三井ショッピングパーク

ららぽーと上海金橋」

体 験 を軸とした 時 間 消 費 型コン テンツ が 充 実

多彩な

180
店舗

約

C O N C E P T［ コ ン セ プ ト ］
Brand New Lifestyle Junction
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ご 提 供します 。

中国最大級のガンダム拠点

［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

② 店舗ラインナップ
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

体験」を軸とした、時間消費型店舗

立像として、
「フリーダムガンダム」

② 店舗ラインナップ
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

■THE GUNDAM BASE ららぽーと上海金橋店

『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。

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
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
② 店舗ラインナップ
」を軸とした、時間消費型店舗
② 店舗ラインナップ
ご提供。
験が出来る店舗が多数出店いたします。
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
1. 「体験」を軸とした、時間消費型店舗
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
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
1. 「体験」を軸とした、時間消費型店舗
商品や世界観をお楽しみいただけます。
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
出来る店舗が多数出店いたします。
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
上海初
い体験が出来る店舗が多数出店いたします。
中国初
Asobi Park PLUS
い体験が出来る店舗が多数出店いたします。
BANDAI NAMCO VS PARK
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。

S H O P L I N E U P［ シ ョ ッ プ ラ イ ン ナ ッ プ ］
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中国初
テレビのバラエティ番組に参加
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中国初
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ここにしかない体験ができる店舗が複数ラインナップ
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SOLTILO FAMILIA SOCCER SCHOOL

中国初
■その他国内外で人気のブランドが多数出店
SOLTILO
FAMILIA SOCCER SCHOOL
＆ソルティーロフィールド上海
中国初
SOLTILO
FAMILIA
SOCCER SCHOOL

中国初

中国初

＆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）
＆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）
UNIQLO

お迎えします。

中国初
中国初

Coo＆RIKU
Coo＆RIKU

中国初

Coo＆RIKU

（サッカースクール＆フットサルコート）
本田圭佑プロデュースのもと、
ペ ッ ト シ ョ ッ プ Coo&RIKU が 中
本田圭佑プロデュースのもと、
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おり、約500人の子どもたちが
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東料理の味は、文学者をはじめ、数多くの著名人に好ま
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■日本食レストランゾーン
「旨味町」
ハイエンドな体験施設です。
エンス・教育・エンターテインメ
上海でも人気の日本食レス
トランが集積したゾーンは、庇や暖簾等の和の要素を用いた環境デザインを
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方法も取り入れることで、より効
しています。
3
ラーメン凪納吉拉面
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
「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
しています。
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

噌と白醤油を集め、4年間をかけて開発に成功しまし

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

た。総経理は、北海道で20年以上にわたり、40以上の

カスタマイズ出来るスープ・辛さ・麺・具・トッピングで、
自分

店舗を運営してきた実力者です。

好みの一杯を探すことが出来ます。

■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。
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A C C E S S［ ア ク セ ス ］
■所在地

上海市浦東新区新金橋路738号

ららぽーと
上海金橋

ららぽーと
上海金橋

