
 

２０１４年１２月１５日 

イオンモール株式会社 

イ オ ン 株 式 会 社 

 

武漢市人民政府との協力協定に基づく 1号店として 

中国・湖北省武漢市にイオンモールが初出店！ 

１２／１９（金）「イオンモール武漢金銀潭」グランドオープン 

 

 イオンモール株式会社および永旺夢楽城（湖北）商業管理有限公司は１２月１９日（金）、

中国湖北省武漢市東西湖区に、湖北省でイオン初となる｢イオンモール武漢金銀潭（ぶかん

きんぎんたん）｣（以下、｢当モール｣）をオープンします。 

 

 当モールは、２０１１年にイオンモールと武漢市人民政府が締結した「大型ショッピン

グセンターを５年以内に５箇所以上開設する協力協定」に基づき出店するもので、武漢市

におけるイオンモール１号店となります。 

なお、武漢市では当モールのほか、「(仮称)イオンモール武漢経済技術開発区」「(仮称)

イオンモール武漢石橋」とすでに２箇所の出店が決定し着工しています。 

 

■「イオンモール武漢金銀潭」の立地 

 当モールは、武漢市中心の北西部「東西湖区」に位置し、区の東側は国家級の開発区に指

定され人口増加が著しい｢武漢臨空港経済技術開発区｣と隣接します。周辺は外資企業が多数

進出し、地下鉄２号線の始発駅「金銀潭駅」に隣接しているほか、市内の主要環状線（三環

路）からもアクセスが良好なため、広域からのご来店が見込めます。 

 

「イオンモール武漢金銀潭」の特徴 

 

◆ コンセプトは「Life Partner Ｍａｌｌ」―Ｆｅｅｌ ｒｉｃｈ Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ，Ｌｉｆｅ Ｆｅｅｌ “Ｏｍｏｔｅｎａｓｈｉ”― 

～笑顔があふれるおもてなしとモールで過ごす楽しい生活スタイルをご提案します～ 

□中国のイオンモールで最大規模の１５,０００㎡で“食”の世界を展開 

   フロア毎にテーマに沿ったこだわりのグルメゾーンを展開。飲食の１階ゾーンは、

世界の食を集めた「ワールドグルメ」。２階ゾーンは、中華料理にこだわった「チャ

イナグルメ」、３階ゾーンは、大型フードコートを設置し地元の食をご提供します。 

  □“日式”（日本式）の｢笑顔があふれるおもてなし｣でお客さまをお迎え 

   従業員への接客教育のほか、優秀従業員表彰制度を導入し、気遣いの行き届いた  

｢おもてなし｣を目指します。 

□人気の日系ブランドを展開 

武漢市初出店となる｢ＦＬＡＸＵＳ ＴＯＫＹＯ｣や｢Ｅ-ｈｙｏｈｅｎ ｗｏｒｌｄ ｇａｌｌｅｒｙ｣をはじめ、  

「ＪＩＮＳ」や｢ｅａｒｔｈｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙ｣「ＮＩＴＯＲＩ」「ＵＮＩＱＬＯ」など、日本発の人気専門

店が多数出店します。 

 

核店舗「イオン武漢金銀潭店」の特徴 

◆ 「サプライズ、感動、喜び」を武漢の皆さまにお届けするべく、新しいライフスタイル

の提案を通じ、お客さまの衣、食、住を総合的にサポートします。 
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【イオンモール武漢金銀潭の概要】 

 

・モール名称 ： （日）イオンモール武漢金銀潭（ぶかんきんぎんたん） 

   （中）永旺梦乐城武汉金银潭（ｗｕｈａｎ ｊｉｎｙｉｎｔａｎ） 

・所 在 地 ： 中華人民共和国湖北省武漢市東西湖区将軍路街金銀潭大道１号 

・電   話 ： イオンモール武漢金銀潭（国番号８６）０２７－５９６０－８２８８ 

         イオン武漢金銀潭店  （国番号８６）０２７－５９３７－８００８ 

・ＨＰアドレス ： http://jinyintan.aeonmall-china.com 

・責 任 者 ： イオンモール武漢金銀潭 ゼネラルマネージャー 佐々木 清博 

         イオン武漢金銀潭店   店長         汪  丛峰 

・出店店舗数 ： （核店舗） イオン武漢金銀潭店  

         （アンカーテナント）１Ｆ ユニクロ   ／ ＭＪ－ＳＴＹＬＥ  

２Ｆ ニトリ    ／ ＨＯＴ ＷＩＮＤ 

３Ｆ シネマＣＧＶ ／ 孩子王(キッズワン）  

         専門店数 約２００店舗 

・運営管理 ： イオンモール株式会社 

・敷地面積 ： 約  ８８,０００㎡ 

・建物延床面積 ： 約 １８２,０００㎡ 

・総賃貸面積 ： 約  ７４,０００㎡ 

・建物構造 ： 地上４階地下１階建て 

・駐車場台数 ： 約   ２,９００台 

・開 業 日 ： ２０１４年１２月１９日（金） ９：３０オープン 

・営業時間 ： 専門店            ９：３０～２１：３０ 

         レストラン         １１：００～２１：３０ 

         シネマコンプレックス     ９：３０～２４：００ 

         イオン     １Ｆ     ８：３０～２１：３０ 

               ２・３Ｆ     ９：３０～２１：３０ 

         （一部店舗によって異なる場合があります） 

・休 業 日 ： 年中無休 

・従 業 員 数 ： 約 ２,３００名（イオン武漢金銀潭店 約３００名） 

・基本商圏 ： 自動車２０分圏 約１１０万人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jinyintan.aeonmall-china.com
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ご参考【イオンの中国における事業展開】 

グループ１１社でＳＣ１４モール、ＧＭＳ４４店舗、ＳＭ１９店舗を展開しています。 

法人名 合計 ＧＭＳ ＳＭ  モール型ＳＣ 

イオンストアーズ香港 １３  ８  ５  － 

広東イオン １７ １２  ５  － 

青島イオン東泰  ９  ８  １   ６ 

イオン華南 １０  ９  １   ２ 

イオン華東  １  １ －  － 

北京イオン  ５  ５ －  － 

イオン湖北  １  １ －  － 

マックスバリュ広州  ３ －  ３  － 

マックスバリュ青島  ２ －  ２  － 

マックスバリュ江蘇  ２ －  ２  － 

イオンモール（中国） － － －   ６ 

中国事業計 ６３ ４４ １９  １４ 

〔２０１４年１２月１９日現在〕 

【イオンモールの中国におけるモール展開】 

・イオンモール北京国際商城（北京市昌平区北清路１号） 

開店日 敷地面積 延床面積 総賃貸面積 駐車場台数 

２００８年１１月 約８９,０００㎡ 約１４７,０００㎡ 約５３,０００㎡ 約３,０００台 

・イオンモール天津ＴＥＤＡ（天津市経済技術開発区時尚東路２９号） 

開店日 敷地面積 延床面積 総賃貸面積 駐車場台数 

２０１０年１０月 約９８,０００㎡ 約１１０,０００㎡ 約５５,０００㎡ 約２,５００台 

・イオンモール天津中北（天津市西青区阜盛道１号） 

開店日 敷地面積 延床面積 総賃貸面積 駐車場台数 

２０１２年 ４月 約８９,０００㎡ 約１２５,０００㎡ 約６２,０００㎡ 約３,７００台 

・イオンモール天津梅江（天津市西青区青経済開発区友誼南路１１１号） 

開店日 敷地面積 延床面積 総賃貸面積 駐車場台数 

２０１４年 １月 約７５,３００㎡ 約１５９,０００㎡ 約６３,４００㎡ 約２,４００台 

・イオンモール蘇州呉中（江蘇省蘇州市呉中区越渓蘇震桃路１８８号） 

開店日 敷地面積 延床面積 総賃貸面積 駐車場台数 

２０１４年 ４月 約１１４,０００㎡ 約１５４,６００㎡ 約７５,０００㎡ 約３,１００台 

 

【中国における開業予定モール】（開示済物件） 

オープン モール名称 所在地 敷地面積 延床面積 

イオンモール蘇州園区湖東 江蘇省蘇州市 約 ９９,３００㎡ 約２１９,０００㎡ 

イオンモール北京豊台 北京市豊台区 約 ６３,８００㎡ 約１４７,３００㎡ 

イオンモール広州香禺広場 広東省広州市 約 ５１,４００㎡ 約１７２,９００㎡ 

イオンモール蘇州新区 江蘇省蘇州市 約１５３,０００㎡ 約１６２,０００㎡ 

イオンモール杭州良渚新城 浙江省杭州市 約 ９４,８００㎡ 約１７６,０００㎡ 

２０１５ 

年度 

（仮称）イオンモール武漢経済技術開発区  湖北省武漢市 約１２９,９００㎡ 約２７４,６００㎡ 

（仮称）イオンモール河北燕郊 河北省三河市 約 ８４,０００㎡ 約１７５,０００㎡ 

（仮称）イオンモール武漢石橋 湖北省武漢市 約 ４６,２００㎡ 約１２０,９００㎡ 

２０１６ 

年度 

（仮称）イオンモール広州金沙洲 広東省広州市 約 ８４,５００㎡ 約１８７,７００㎡ 
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【イオンモール武漢金銀潭の特徴】 

 

「Life Partner Mall」―Ｆｅｅｌ ｒｉｃｈ Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ，Ｌｉｆｅ Ｆｅｅｌ “Ｏｍｏｔｅｎａｓｈｉ”― 

～笑顔があふれる“おもてなし”とモールで過ごす楽しい生活スタイルをご提案します～ 

 

イオンモール武漢金銀潭のコンセプトは、「Life Partner ｍａｌｌ」。笑顔があふれる“おもて

なし”でお客さまをお迎えします。そして、武漢市の新たなランドマークモールで過ごす、

高感度な楽しい生活スタイルをご提案します。 

 

中国では１９８０年代生まれの“バーリンホウ（８０後）”と呼ばれる世代の新しい価値

観やライフスタイルを持ったニューファミリー層が消費を牽引しており、消費拡大に加え、

新たなマーケットに対応したショッピングモールのニーズが高まっています。 

 

当モールは、日本らしい笑顔あふれる“おもてなし”を添えて、核店舗の総合スーパー 

｢イオン｣と武漢市初出店となる専門店２７店舗を含む約２００の専門店で、日々の暮らし

に彩と楽しさをご提供します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然光を取り入れ 

開放感あふれる店内 

雄大な長江の流れと 

そびえたつ黄鶴楼を 

イメージしたモニュメント 
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＜各フロアの特徴＞ 

 

１ｓｔフロア ｢インターナショナルファッション｣と｢ワールドグルメ｣ 

総合スーパー｢イオン｣を核に世界各国の多種多様な料理をお楽しみいただける最大級のレ

ストランゾーンや新しい都市生活を提案するフロア 

＜インターナショナルファッションゾーン＞ 

Ø ㈱ワールドがカテゴリーミックスで展開する 

レディスファッション特化型ライフスタイルス

トア「ＦＬＡＸＵＳ ＴＯＫＹＯ」、トレンドファッシ

ョンの「Ｅ-ｈｙｐｈｅｎ ｗｏｒｌｄ ｇａｌｌｅｒｙ」、時計シ

ョップ「Ｔｈｅ Ｃｌｏｃｋ ｈｏｕｓｅ」の日系ブランド

が武漢市初出店。 

Ø カジュアルファッションでは、大人気のグローバルブランド「ＵＮＩＱＬＯ」、中国発の   

ファストファッション「MJ ｓｔｙｌｅ」、幅広い層に人気の「Ｌａ Ｃｈａｐｅｌｌａ」が出店します。 

Ø 日本発のレディスファッション「ｅａｒｔｈｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙ」、眼鏡の「ＪＩＮＳ」また中国人気フ
ァッションブランド「ＧＩＲＤＥＡＲ」「Ｌｉｌｙ」「ｃａｂｂｅｅｎ」靴の「ＢｅＬＬＥ」、インターナショナ

ルブランドとして人気の「ＯＮＬＹ」「ＶＥＲＯ ＭＯＤＡ」「ＥＳＰＲＩＴ」「Ｌevi’ｓ」が出店します。 

 

＜ワールドカジュアルレストランゾーン＞ 

日本食とイタリアンに加えアジア料理とグローバルファストフードを展開 

Ø 武漢市初出店の「吉野家」や「はなまるうどん」「味之蔵」「浪花屋」のほか、イタリア
ンの「麦永利」、タイ料理の「海楽匯」が武漢市に初出店します。 

Ø 日本の「味千拉面」、韓国焼肉の「漢拿山」、ステーキの「豪客来」、鉄板焼きの「大菊
鉄板焼」とバラエティ豊かにメニューをご提案します。 

Ø グローバルチェーンの「Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ」、「McDonald's」、「ＫＦＣ」、「Ｐｉｚｚａ Ｈｕｔ」と食品エ

リアではケーキの「桜ケーキ」、ベーカリーの「仟吉西餅」、武漢名物鴨脖の「周黒鴨」、

お菓子の「良品舗子」など地元の人気店１６店舗が出店します。 

 

＜サービスゾーン＞ 

Ø サービスゾーンとして、インストアブランチを有する「招商銀行」、薬局の「人福大薬
局」、中国三大通信キャリアの「中国移動」、「中国聯通」、「中国電信」が出店します。 

 

 

 

 

１階フロア図を挿入 

 

 

 

 
ワールドカジュアルレストランゾーン 

インターナショナルファッションゾーン 

サービスゾーン 
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２ndフロア 生活スタイルの提案とチャイナグルメのフロア 

＜ホームファッション＆バラエティ雑貨ゾーン＞ 

武漢最大規模のホームファッション雑貨店「ＮＩＴＯＲＩ」をサブアンカーとして生活提案 

Ø 中国で２店舗目となる「ＮＩＴＯＲＩ」が武漢市最
大規模の４,５００㎡で出店します。また、人

気のバラエティ雑貨店「ＤＡＩＳＯ」「ＨＯＴＷＩＮ

Ｄ」も最大級規模で出店し、新たな生活スタ

イルをご提案します。 

Ø 家電の「工貿家電」、コスメ・雑貨の「ＫＡＷＡＩＩ」、服飾雑貨の「Ｔｈｅ Ｇｒｅｅｎ Ｐａｒｔｙ」

も出店します。 

 

＜ヤングファッション＞ 

Ø トレンドカジュアルの「ｌａｂｏ ｂｙ ｖｉｆｆiｌｅ」がカフェ「ＷＫ ＨＡＷＡＩＩ ＣＡＦÉ」を併設した

新業態、アクセサリーの「ＭＵＫ」、まつげエステ＆ネイルの「Ｂｌａｎｃ」の日本ブランド

が武漢市に初出店します。人気の「Ｈｏｎｅｙｓ」も出店しヤングファッションをご提案しま

す。 

 

＜チャイナグルメゾーン＞ 

中国各地の味を一同に楽しめるレストラン１９店舗が集結 

Ø 武漢市初となる人気店が続々と出店します。
火鍋の｢小鴛鴦」、広東料理の｢文記班魚」、  

湖南料理の「爬山虎」、スペアリブ料理の  

「六悦小饌」が登場します。 

Ø お手軽にお楽しみいただけるファミリーレス
トラン｢秀玉紅茶坊」、四川料理の｢川霸味道」、

山西料理の「九毛九」、雲南料理の｢雲間雲貴」、湖北料理の｢我家小館｣と中国全土の中

華レストランをバラエティ豊かに展開します。 

 

＜クリニック＆ビューティー＞ 

Ø デンタルクリニックの「武漢大学口腔病院」、エステサロンの「克麗緹娜」、「藍絲帯産
後回復中心」、武漢で人気の美容院「椰島造型」が出店します。 

 

 

 

 

２階フロア図を挿入 

 

 

 

 

 

 

 

 
チャイナグルメゾーン 

ホームファッション 

＆バラエティ雑貨ゾーン 

クリニック＆ビューティー 

ヤングファッションゾーン 
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３ｒｄフロア アミューズメントとキッズのフロア 

大型キッズ専門店とシネマコンプレックス、武漢市最大のフードコート「アカシア」を設

置。ファミリーで楽しむフロア 

 

Ø 武漢市初となる子どもアミューズメント「ＭｏｌｌｙＦａｎｔａｓｙ」、中国で人気ＮＯ.１の子ど

も服「Ｂａｌａｂａｌａ Ｔｏｗｎ」の複合店が出店します。 

Ø 武漢市内で最大となる１,９００㎡のフードコート「アカシア」は、１７の店舗と座席

数７００を擁し、東南アジアの料理から洋食までバラエティ豊かな食事を、ゆったり

とした環境でお楽しみいただけます。 

Ø 大型レストラン「永興家味」が出店します。個室もあり家族でお食事がお楽しみいた
だける武漢市のＮｏ.１人気店です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 子供大型専門店「ｋｉｄｓｗａｎｔ」（キッズワン）を核に約８,０００㎡のキッズゾーンを    

展開します。子供向け雑貨の「ＫＩＤＳ ＬＡＮＤ/ＬＥＧＯ」「Ｇｏｏｄｂａｂｙ」や日本発のキッズ

ファッションの「ＨＡＯ」が最大級規模で出店、バラエティ豊かな店舗を配置してい

ます。 

Ø 韓国シネマコンプレックス「ＣＧＶ」は、８スクリーンを備え、最新のエンターテイ
メント情報を発信していきます。 

 

 

３階フロア図を挿入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
フードコート 

｢アカシア｣ 

シネマ 

キッズドリームガーデン 

スポーツゾーン 

キッズ専門店 
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【安全・安心、防災・防犯への取り組み】 

 

■ 取り組みの具体例 

１．安全・安心の取り組み 

Ø お子さま等が身を乗り出して転落や墜落されることがないよう、モール吹き抜けの   

手すりの高さを通常より高い各階１.４ｍとしています。 

 

Ø 受動喫煙を防ぐため、喫煙室を館内９箇所に設置。分煙することで、喫煙されないお
客さまへ配慮しています。 

 

２．防災・防犯の取り組み 

Ø お客さまに安心してお買物いただけるよう、駐車場（地下・平面・屋内・屋上）、館内
の随所に防犯カメラを設置し、防犯や災害時の対応を強化しています。 

 

【環境保全・社会貢献活動への取り組み】 

 

 当モールでは、“人と環境に配慮したモール”の実現に取り組んでいます。環境保全の取

り組みとして、サインや照明へのＬＥＤ採用によるＣＯ２削減や空調熱源の弾力運転を行う

ことで、熱源負荷の効率化を図ります。 

 また、イオングループの各社が加盟し運営する一般財団法人「イオン１％クラブ」を通

じ、「環境保全」「国際的な文化・人材交流・人材育成」「地域の文化・社会の振興」を柱に

さまざまな活動に取り組んでいます。 

 

■取り組みの具体例 

１．環境および省エネルギー関連の取り組み 

Ø ＬＥＤ器具の採用 

  館内共有部の照明および外部サインすべてに、従来の蛍光灯等の球管に替わりＬＥＤを

採用し、消費電力の削減、ＣＯ２排出抑制に努めています。また、専門店でも積極的に

ＬＥＤ使用を推進し、モール全体で館内気温の低減および省エネに取り組んでいます。 

 

Ø 緑化駐車場 

平面駐車場の駐車スペースは、エココンクリートレンガに芝生を植えた緑化駐車場。 

 

Ø 空調負荷低減施設の導入 

屋上ハイサイドライト（天井付近の高い位置につけた窓）から間接的に自然光を取り入

れることで、照明を削減し消費電力の削減を図っています。また、ガラス面にはＵＶカ

ット機能の省エネガラスを採用したほか、モール部においても膜材を採用するなど、

館内の空調負荷を低減するとともに、直射日光を遮っています。 

 

Ø 環境保全への啓蒙活動 

当モールの環境保全への取り組みを紹介するため、｢エコインフォメーション｣を設置。

お客さまへの環境保全に対する啓蒙活動を実施します。 
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Ø 「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭 

イオンでは、地域のお客さまとともに取り組む環境保全・社会貢献活動の一環とし

て、施設の敷地内にその地域に自生する「ふるさとの木」の苗木を植えて大切に育て

ていく「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭を開催しています。 

 当モールでは、２０１４年１１月８日（土）に植樹祭を開催し、地域にお住まいの

皆さまとともに「タイワンツゲ」「クスノキ」などの武漢市に自生する樹木を中心に約

３,０００本を植えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 「日中ティーンエイジ・アンバサダー」（日中高校生交流） 

一般財団法人イオン１％クラブは、中国やアセアン諸国と日本に高校生が交流する

「ティーンエイジ・アンバサダー事業」を１９９０年よりスタートし、本年は７月と 

１０月に日中相互の国を訪問しています。中国からは武漢、北京、蘇州の高校生が６０

名参加し、日本の高校生とさまざまな活動をともに取り組むことで、相互理解を深め

ました。 
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【ユニバーサルデザイン】 

 

 イオンのショッピングモールの基本は、年齢・性別に関係なく皆さまに便利さを感じて

いただくことです。すべのお客さまが満足でき、楽しく過ごすことを可能とする快適さの

演出を追求しています。また、私たちはショッピングモールが単にモノやサービスを提供

するだけの場ではないと考えています。コミュニティ拠点として、地域に望まれ、そこに

暮らす人々の生活をより豊かにすることに貢献し、ご高齢の方、お体の不自由な方、赤ち

ゃんをお連れの方など訪れるすべての方々が快適にショッピングを楽しめる、｢人と環境に

配慮したショッピングモール｣であることが重要であると考えています。 

 

■取り組みの具体例 

１．お客さまを目的地までスムーズに誘導します。 

Ø 誘導サイン・空間演出 

 ・広いモール内において、現在地や方向がわかりやすいようにモール空間の形や色、

サインの向きや色づかいなど、よりわかりやすくしています。 

 ・モールに入館した場所が認識しやすいように、各エントランス毎に異なるカラーを

使用し、さらにゾーンカラーも変えるなど工夫をしています。 

 ・駐車場の空きスペースが容易に認識できるようＬＥＤの駐車場管制システムを導入。

お客さまへの情報発信を高めることにより、スムーズな駐車場運営に努めます。また、

お客さまが駐車された場所が認識しやすいよう駐車場をゾーンごとに色分けし、ゾーン

標識サインを設置しています。 

 

２．誰もが安心してご利用いただくことができる居心地のよい空間を提供します 

Ø みんなのトイレ、キッズトイレ 

｢みんなのトイレ｣を全館で３箇所設置。また、お子さまの合わせたサイズの便器、手

洗いなどを配したお子さま専用の｢キッズトイレ｣も各フロア中央に設置しています。 

Ø ベビールーム 

授乳室を設け、ミルクをつくるためのお湯なども準備したベビールーム（赤ちゃん休

憩室）を、各フロアの中央に設置します。 

Ø ベンチ 

館内各所には、ゆっくりと休めるように休憩スペース（クッション付ベンチ等）を約

５０台設けています。 

Ø バリアフリー 

  高齢者やお体の不自由な方など全てのお客さまが歩きやすいように、施設内は全ての

段差を取り除き、バリアフリーとしています。 

Ø 駐車場 

  雨の日も快適にご利用いただけるよう、地下１階と４階に屋内駐車場を約１,２００台

設けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※イメージです 
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「アクセスマップ」 

【広域地図】             【近隣地図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜イメージ図＞ 
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【核店舗「イオン武漢金銀潭店」の特徴】 

 

「すべてはお客さまのために」 

～イオンモール武漢金銀潭に総合スーパー「イオン」、湖北１号店として開業～ 

 

イオン武漢金銀潭店は、「サプライズ、感動、喜び」を武漢の皆さまにお届けするべく、

新しいライフスタイルの提案を通じて、お客さまの衣、食、住を総合的にサポートします。 

「すべてはお客さまのために」という姿勢を貫きながら、地域に密着し、質の高い商品・

サービスを通じてお客さまの豊かな暮らしづくりに貢献してまいります。 

 
■「イオン武漢金銀潭店」のモットー 

① 安全・安心、信頼を基本とした商品をお求めやすい価格で提供する。 

② ライフスタイルに合わせた品揃えとトレンド提案型売場による情報を発信する。 

③ お客さまの利便性を追求したサービスを提供し続ける。 

 
■当店の特徴 

当店は、イオンモール武漢金銀潭の核店舗として１階から３階まで売場面積約１４,３００㎡

で展開します。イオンのブランド「トップバリュ」商品をはじめ、食品から化粧品、ファ

ッション、ホーム雑貨まで、安全・安心で、信頼いただける商品をバリエーション豊かに

展開します。 

 

【１階フロア】 

 

「安全・安心」「美味しい」「簡単便利」をコンセプトに、地域のお客さまの日々の暮らし

を豊かにする品揃えと売場を追求します。 

 

Ø 「安全・安心」なお買物 

厳格な品質管理のもとイオンが開発した「トップバリュ」を豊富に品揃えします。

生鮮品についても、サプライヤーさま協力のもと、品質管理を徹底し、「安全・安心」

で新鮮な商品をお届けします。 

Ø 「美味しい」をお気軽に 

これまで武漢エリアで手に入らなかった中国で高い人気を誇るブランドの商品や、日本

をはじめ世界各国から美味しい食品を、グループ独自のネットワークを最大限活用し

てお届けします。 

Ø デリカにおいては、地元で人気のメニューはもちろん、寿司・カレー・お好み焼きな
ど、中国沿岸部でも人気のメニューをつくり立ての状態でご提供します。 

Ø ベーカリーにおいても、店内で焼き上げたあんぱんやメロンパンなど、日本風のパン
から、クロワッサン、デニッシュなどヨーロッパ風のパンまで幅広く取り揃えます。 

Ø 「簡単便利」のお手伝い 

ショートタイムショッピング・ショートタイムクッキングに対応した品揃えで、皆さ

まの「簡単便利」に対するニーズにお応えします。 

Ø 農産・畜産については、計量に時間がかからないよう、あらかじめ包装・値付けした
商品を豊富に品揃えします。 

Ø 水産においては、自宅に戻られてからすぐに調理いただけるよう、調理加工済みの   

商品の品揃えを拡大するとともに、冷蔵・冷凍食品については、電子レンジで簡単に

調理できる商品を豊富にご提供します。 

 



 

13 
 

＜ヘルス＆ビューティケア＞ 

 お客さまの美や健康への関心の高まりに対応し、美容・健康関連商品の展開を強化し

ます。なかでも、地元のお客さまにも人気の日系化粧品を多く品揃え、資生堂ブランド

のＺＡ、泊美、カネボウのＫＡＴＥなどを導入、カウンセリングスタイルで展開します。

また薬・健康食品・健康用品まで幅広く取り揃えるとともに、併設の薬局では、薬剤師

が常駐し皆さまの健康に関わるご相談に３６５日お応えします。 

 

【２階フロア】 

ファミリー層に向けて、イオンのブランド「トップバリュコレクション」を中国で初

めて導入、地域の皆さまに新しいファッションスタイルをご提案します。このほかトラ

ベルコーナーでは、イオンが企画、開発した「トップバリュ」キャリーバッグをはじめ、

中国で人気のトラベル雑貨を豊富に展開し、老若男女あらゆる世代のお客さまのニーズ

にお応えします。メンズコーナーでは、武漢初上陸となる上海発の「佐」といった中国

で人気のカジュアルブランドを展開します。 

 

 

【３階フロア】 

＜暮らしの品＞ 

Ø 大気・水質汚染問題など、中国の皆さまの環境に対する関心の高まりを受け、家電売
場では空気清浄機と浄水器を地域一番の品揃えで展開、フィルターの交換時期にはお

客さまにご連絡するサービスを実施します。 

Ø ホームファッションでは、毎日の生活に必要な商品を高い品質でご提供するとともに、
カラーコーディネート可能なプラスチック用品やタオル・バスマットなどを多彩に   

取り揃え、キッチンやバスルームを楽しく演出するご提案をします。 

Ø キッズコーナーでは、洋服はもちろん服飾雑貨にいたるまでトータルコーディネート
をご提案するとともに、おもちゃ売場では、ドラえもん、ハローキティ、ディズニー

キャラクター、スヌーピーといったお子さまに人気のキャラクター関連商品をコーナ

ーで展開します。 

 

その他サービス・施設 

<総合サービス＞ 

武漢通の購入およびチャージ、電話料金のリチャージ、電気代、水道代の支払い、    

ラッピングなど１６種のサービスをご提供します。 

 

＜赤ちゃんルーム＞ 

安心して休憩および施設をご利用いただけるよう、「サービス機能の充実」・「安全性へ

の配慮」・「細かい気配り」をキーワードに、「イオン赤ちゃんルーム」をベビー売場に併

設します。その他、マタニティママの育児に役立つさまざまな情報発信もご提供します。 

 

＜宅配サービス＞ 

「お米や水など重いものや大きいものなどを自宅まで持ち帰るのが大変」というお客

さまの声にお応えし、武漢市内にお住まいの方を対象にご自宅までお届けする「イオン

宅配便」を実施します。 
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【イオンモール武漢金銀潭 専門店一覧】 

１Ｆ              ※下線は日系テナント 

番号 店名 業種 番号 店名 業種 

１ ＭＪ ｓｔｙｌｅ メンズ・レディス 43 ＧＸＧ メンズ 

２ Ｌａ Ｃｈａｐｅｌｌｅ メンズ・レディス 44 Ｏｎｅ ｍｏｒｅ レディス 

３ 美朴生活 生活雑貨 45 Ｌｅｖｉ’ｓ ジーンズ 

４ ｚａｋｋａ 趣味雑貨 46 Ｍｏｄａｅｒｓａ アクセサリー 

５ ＬＮＯ アクセサリー 47 Ｃｌａｒｋｓ 靴 

６ ＦＩＬＡ スポーツ 48 ｍｉｉｄｉｉ レディス 

７ ＭｉｘＢｌｕ レディス 49 ＦＶ レディス 

８ ｃａｂｂｅｅｎ メンズ 50 ＥＧＯＵ メンズ 

９ ＯＮＬＹ レディス 51 ＳＡＭＳＵＮＧ 携帯電話 

10 ＵＮＩＱＬＯ メンズ・レディス・キッズ 52 中国聯通 生活サービス 

11 ＪＩＮＳ メガネ 53 中国電信 生活サービス 

12 ＢｅＬＬＥ 靴 54 人福大薬局 薬局 

13 ＬＥＮＳＣＲＡＦＴＥＲＳ メガネ 55 北京同仁堂 漢方薬 

14 Ａｉｍｅｒ ランファン 56 佳必得 輸入食品 

15 Ｅ-ｈｙｐｈｅｎ ｗｏｒｌｄ ｇａｌｌｅｒｙ レディス 57 漢拿山 韓国焼肉 

16 采軒総合店 メンズ・レディス・キッズ 58 麦永利 イタリアン 

17 優禾生活 健康食品 59 海楽匯 東南アジア料理 

18 周黒鴨 食品 60 大菊鉄板焼 鉄板焼 

19 良品舗子 菓子 61 吉野家 牛丼 

20 ＵＣＣ洗濯会所 クリーニング 62 禾緑回転寿司 寿司 

21 九土煙草 タバコ・お酒 63 はなまるうどん うどん 

22 貴哥卤肉巻 食品 64 浪花屋 日本料理 

23 廖記棒棒鶏 食品 65 星火御餅火鍋 チゲ鍋 

24 好想你棗 食品 66 江戸前 とんかつ 

25 桜ケーキ ケーキ 67 和米堂 たこ焼 

26 愛茜茜里 アイスクリーム 68 丸来玩趣 おでん 

27 美尓迪 パン・ケーキ 69 舒芙蕾 ケーキ 

28 吾飲良品 ドリンク 70 西樹泡芙 シュークリーム 

29 鮮果時光 生ジュース 71 味千拉面 ラーメン 

30 Ｔｈｅ Ｃｌｏｃｋ Ｈｏｕｓｅ 時計 72 仟吉西餅 パン・ケーキ 

31 老鳳祥 宝飾 73 McDonald's ファストフード 

32 周六福 宝飾 74 ＫＦＣ ファストフード 

33 ＺＯＬＬＥ レディス 75 味之藏 ラーメン 

34 ＢＡＢＹ ＭＡＲＹ レディス 76 Ｐｉｚｚ Ｈｕｔ ピザ・パスタ 

35 ＧＩＲＤＥＡＲ レディス 77 Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ カフェ 

36 ＥＳＰＲＩＴ メンズ・レディス 78 ＤａｉｌｙＱｕｅｅｎ アイスクリーム 

37 Ｄｏｎｏｒａｔｉｃｏ レディス 79 泰迪厨房 洋食 

38 ｅａｒｔｈｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙ レディス 80 豪客来 ステーキ 

39 ＦＬＡＸＵＳ ＴＯＫＹＯ メンズ・レディス・キッズ 81 招商銀行 銀行 

40 ＶＥＲＯ ＭＯＤＡ レディス 82 万寧 ドラッグストア 

41 ＪａｃｋＪｏｎｅｓ メンズ 83 中国移動 生活サービス 

42 Ｌｉｌｙ レディス 84 ＣＧＶチケット売場 チケット販売 
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２Ｆ              ※下線は日系テナント 

番号 店名 業種 番号 店名 業種 

１ ＮＩＴＯＲＩ 家具雑貨 41 ＫＡＷＡＩＩ 趣味雑貨 

２ Ｂｌａｎｃ エクステ・ネイル  42 ＬＣＣＦ眼晴 めがね 

３ 流行美 ヘアアクセ 43 ＳＥＮＬＩＮＮＩＡＯ メンズ・レディス 

４ 舒華 スポーツ 44 ＤＡＩＳＯ 趣味雑貨 

５ Ｔｈｅ Ｇｒｅｅｎ Ｐａｒｔｙ 趣味雑貨 45 工貿家電 家電 

６ ＡＳＤＥＴ ランファン 46 武漢大学口腔病院 歯科 

７ ＤＵＢＡＯＬＵ カバン 47 絲域養髪館 ヘッドスパ 

８ ＶＩＮＳＯＲ くつ・かばん 48 小鴛鴦 火鍋 
９ ＴＩＭＥＲ ＨＯＵＳＥ 化粧品 49 楽食派 中華 

10 ＷＡＮＣＡＯＹＩ レディス 50 我家小館 湖北料理 

11 ＨＯＴＷＩＮＤ メンズ・レディス 51 尚漁味 中華 

12 ｌａｂｏ ｂｙ ｖｉｆｆｉｌｅ レディス 52 猪猪燙 中華 

13 ＷＫ ＨＡＷＡＩＩ ＣＡＦÉ カフェ 53 六悦小饌 中華 

14 ＤＡＰＨＮＥ くつ 54 文記斑魚 広東料理 

15 ＨＯＮＧＵ かばん 55 後院私房菜 安徽料理 

16 ＰＥＪＡＦＡＮ かばん 56 粥王府 中華粥 

17 ＡＦＵ精油 化粧品 57 雲間雲貴 雲南料理 

18 ｉｍｉ’ｓ ランファン 58 老五焼物 中華 

19 凡点 趣味雑貨 59 小海螺 中華海鮮 

20 ＭＵＫ アクセサリー 60 老湯頭 台湾火鍋 

21 ｄｏａｏｗｏ アクセサリー 61 阿香米線 ライスヌードル 

22 ＮＥＷ ＦＥＥＬＩＮＧ ランファン 62 爬山虎 湖南料理 

23 ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ アクセサリー 63 九毛九 山西料理 

24 植物医生 化粧品 64 果物工坊 ドリンク 

25 Ｈｅｌｌｏ Ｋｉｔｔｙ ランファン 65 楽酷 café+tea ドリンク 

26 鮮芋仙 台湾スイーツ 66 川覇味道 四川料理 

27 ＤＳＴＣＬＯＲ レディス 67 秀玉紅茶坊 中華 

28 ＧＡＩＮＲＥＥＬ ランファン 68 椰島造型 美容室 

29 ＯＭＩ かばん 69 克麗緹娜 リラグゼーション 

30 Ｃｒ．ｌｕ レディス 70 藍絲帯産後回復中心 リラグゼーション 

31 朵以 レディス    

32 秋水伊人 レディス    

33 Ｓ・ＤＥＥＲ レディス    

34 Ｂｇａｐｉｐｅ ＩＳＡＹＤＯ レディス    

35 Ｈｏｎｅｙｓ レディス    

36 ＰＥＯＬＥＯ レディス    

37 Ｔｕｎｅ ＆ ｔｕｎｅ レディス    

38 ｃａｃｈｅ ｃａｃｈｅ レディス    

39 ＺＩＨＡＮ レディス    

40 Ｇ＋ＤＥＳＩＧＮ 趣味雑貨    

 

 



 

16 
 

 

３Ｆ              ※下線は日系テナント 

番号 店名 業種 番号 店名 業種 

１ ＣＧＶ シネマ 41 永興家味 中華 

２ 約你咖啡 カフェ 42 ＭｏｌｌｙＦａｎｔａｓｙ 室内遊技場 

３ McDonald's甜品站 ファストフード 43 ｆｏｏｄ ｍａｒｋｅｔ アカシア フードコート 

４ 羅帝爸爸 ベーカリー たこ焼き 飲食 

５ 果平方 生ジュース 如今菓子 飲食 
６ 阿滋猫甜品 ドリンク 武漢熱干麺 飲食 
７ 以純 メンズ・レディス・キッズ キッチン亜恵 飲食 
８ 稲草人 かばん 重慶酸辛粉 飲食 
９ Ｓｅｍｉｒ メンズ・レディス・キッズ 秦郷涼皮涼麺 飲食 
10 特歩 スポーツ 養生スープ 飲食 
11 ａｄｉｄａｓ スポーツ 重慶小麺 飲食 
12 ＮＩＫＥ スポーツ 渝水情水煮魚 飲食 
13 ３６１° スポーツ 鉄板Ｅｘｐｒｅｓｓ 飲食 
14 ＡＮＴＡ スポーツ 東川痲辛香鍋 飲食 
15 ＡＮＴＡ Ｋｉｄｓ キッズ 五色五味石鍋 飲食 
16 馬拉丁 キッズ おいしいピザ 飲食 
17 ＥＬＬＥ キッズ 張飛牛肉粉 飲食 
18 Ｄｉｓｎｅｙ キッズ 火鍋 冒菜 飲食 
19 ＫＩＤＳ ＭＯＭＥＮＴ キッズ 揚げ鳥 飲食 
20 貝甜 キッズ 

フ
ー
ド
コ
ー
ト
内 

ポテト 飲食 
21 親貝湾 キッズ用プール  計：１９８店舗  

22 格力 家電  日系テナント２５店舗  

23 小阿服 撮影スタジオ    

24 ＯＢＡＯＢＡＯ キッズ    

25 ＤＲ．ＫＯＮＧ 子供靴    

26 ＫＩＤＳ ＬＡＮＤ/ＬＥＧＯ 玩具    

27 ＰＡＰＡ ＭＡＭＡ キッズ    

28 Ｇｏｏｄｂａｂｙ キッズ用品    

29 Ｂａｌａｂａｌａ Ｔｏｗｎ キッズ    

30 ＨＡＯ キッズ    

31 柒牌男装 メンズ    

32 ＴＨＥ ｎｉｎ ＨＯＭＥ 趣味雑貨    

33 愛上零食休閑屋 菓子    

34 Ｋ－ＢＯＸＩＮＧ メンズ    

35 ＳＥＰＴＷＯＬＶＥＳ メンズ    

36 ＣＡＮ－ＴＯＲＰ アウトドア    

37 ＷＡＹＥＳ 家具雑貨    

38 艾美家 寝具    

39 塞飛洛 かばん    

40 ｋｉｄｓｗａｎｔ キッズ    

 


