
 

２０１５年８月３１日 

イオンモール株式会社 

イ オ ン 株 式 会 社 

 

～ 自分らしい「こだわり」が発見できるＰＡＲＫ（公園） ～ 

最新のコンセプトモール｢イオンモール北京豊台｣が誕生 

９月１９日（土）９：００グランドオープン 

 

 イオンモール株式会社（以下、当社）は、９月１９日（土）、中国北京市２号店となる｢イオンモール

北京豊台｣（以下、当モール）をオープンいたします。 

 

 当モールは、２００８年に開業したイオンモールの海外１号店「イオンモール北京国際商城」に次ぐ

北京市２号店となります。当社は現在、北京、天津、蘇州、武漢と拡大し計７ヶ所のモールを展開して

います。今年度は、６月にオープンの｢イオンモール蘇州園区湖東｣と当モールを含め、新規エリアとな

る広東省広州市「イオンモール広州番禺広場」、浙江省杭州市「イオンモール杭州良渚新城」など計６

モールの出店を計画しております。 

 

■｢イオンモール北京豊台｣の立地 

 このたび出店する豊台区は北京市南部に位置し、出店地は主要幹線道路である南４環路（環状線）

から南へ約１ｋｍに位置します。周辺地域はもとより市内中心部からもアクセスが良好で、広域から

の集客が見込まれます。また、出店地は中国大手企業の本社が集積する｢総部基地｣に隣接し、周辺の

開発も進められるなど、今後著しい発展が期待できるエリアです。 

 

「イオンモール北京豊台」の特徴 

 

 北京市豊台区で最大のショッピングモールに、豊台区初となる８０の専門店が登場します。各フ

ロアには、テーマ毎に編集した“こだわりのパーク”を配置し、進化した都市型ライフスタイル

を提案いたします。 

 

 モール中央前の屋外には、約１,０００㎡の噴水広場を設置。モール内３つのメインコートもテ

ーマに沿ったデザインで“心地よい”空間を演出しています。環境保全への取り組みでも、最新

の照明設備や省エネルギー施設を導入し、敷地内に北京市政府の推進する「レンタルサイクルス

テーション」の導入や電気自動車の「充電ステーション」を１５台分設置。お客さまとともに、

環境保全活動に取り組んでまいります。 

 

 核店舗「イオン北京豊台店」は、１９８０年代以降に生まれた新世代ファミリーをメインターゲ

ットに、上質な｢都市型ライフスタイル｣を提案する総合スーパーです。｢安全・安心｣｢健康・美

容｣｢便利・簡単｣｢お値打ち｣にこだわり、衣・食・住で豊富な品揃えを実現します。 
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【｢イオンモール北京豊台｣の概要】 

 

・モール名称： (日）イオンモール北京豊台（ぺきんほうたい） 

          (中）永旺梦乐城北京丰台 

          (英）ＡＥＯＮＭＡＬＬ ＢＥＩＪＩＮＧ ＦＥＮＧＴＡＩ 

・所 在 地： 中華人民共和国北京市豊台区豊葆路８８号院 

・電    話： イオンモール北京豊台 （国番号８６）１０－８３３６―２５２５ 

         イオン北京豊台店   （国番号８６）１０－８３３６―８２６６ 

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

・責 任 者： イオンモール北京豊台  ゼネラルマネージャー 大矢
お お や

 憲和
のりかず

 

         イオン北京豊台店    店長         池
c h i

  宝
b a o

峰
feng

 

・出店店舗数 ： 核店舗 イオン北京豊台店 

         サブ核店舗 中影（シネマコンプレックス）、トイザらス（玩具大型店） 

ＹＹ Ｓｐｏｒｔｓ（スポーツ大型店） 

専門店数計 約１８０店舗 

・敷 地 面 積： 約 ６３,８００㎡ 

・延 床 面 積 ： 約１５０,０００㎡ 

・総賃貸面積 ： 約 ５８,０００㎡ 

・建 物 構 造 ： ＲＣ造 地上４階 地下２階 

・駐車場台数 ： 約  ２,０００台 

・ディベロッパー： 北京南極星投資管理公司 

・管理運営会社： 永旺夢楽城優雅（北京）商業管理有限公司 

・開 店 日： ２０１５年９月１９日（土） ９：００ オープン 

・営 業 時 間 ： 専門店・レストラン街   １０：００～２２：００ 

         シネマコンプレックス   １０：００～２５：００ 

    イオン北京豊台店     ９：００～２２：００ 

    ※一部営業時間が異なる売場がございます。 

 ・休 業 日： 年中無休 

 ・従 業 員 数 ： ショッピングモール全体 約２,５００名（うち、イオン北京豊台店 約４００名） 

 ・基 本 商 圏 ： 車１５分圏 約１８５万人 約６０万世帯 

http://fengtai.aeonmall-china.com/
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ご参考までに 

【イオンの中国における事業展開】 

グループ１１社でＳＣ１７モール、ＧＭＳ４６店舗、ＳＭ１８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   ７ 

イオン華南 １０  ９  １   ２ 

イオン華東  ２  ２ －  － 

北京イオン  ６  ６ －  － 

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  １ －  １  － 

マックスバリュ江蘇  ２ －  ２  － 

イオンモール（中国） － － －   ８ 

中国事業計 ６４ ４６ １８  １７ 

〔２０１５年９月１９日予定〕 

【イオンモールの中国におけるモール展開】 

モール名称 開店日 敷地面積 延床面積 総賃貸面積 駐車場 

北京国際商城 ０８年１１月 約 ８９,０００㎡ 約１４７,０００㎡ 約５３,０００㎡ 約３,０００台 

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

天津中北 １２年 ４月 約 ８９,０００㎡ 約１２５,０００㎡ 約６２,０００㎡ 約３,７００台 

天津梅江 １４年 １月 約 ７５,３００㎡ 約１５９,０００㎡ 約６３,４００㎡ 約２,４００台 

蘇州呉中 １４年 ４月 約１１４,０００㎡ 約１５４,６００㎡ 約７５,０００㎡ 約３,１００台 

武漢金銀潭 １４年１２月 約 ８８,０００㎡ 約１８２,０００㎡ 約７４,０００㎡ 約２,９００台 

蘇州園区湖東 １５年 ５月 約 ９９,３００㎡ 約２１８,０００㎡ 約７４,９００㎡ 約３０００台 

 

【北京・天津エリアにおけるイオンモールの展開】 

＜北京＞       ＜天津＞ 
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■モールコンセプト 

  

 

“自分らしい｢こだわり｣が発見できるＰＡＲＫ（公園）” 
 

 “ＰＡＲＫ”とは、個人や家族がそれぞれの趣味・運動・自然など時間を楽しむ場所 

そして、それぞれのコミュニティが形成される場所 
 

 

各フロアには、お客さまのシーンに合わせた“ＣＯＮＣＥＰＴ ＰＡＲＫ”をご用意いたします。自分らしい｢こ

だわり｣を発見できる楽しさ、自分らしい｢時間｣を過ごす空間など、新たなまちの生活拠点を創造します。 
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｢こだわり｣の“ＣＯＮＣＥＰＴ ＰＡＲＫ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1F 
DELI & TERRACE GARDEN PARK 
& INTERNATIONAL FASHION 

2F 
SPORT PARK / BEAUTY PARK 
& YOUNG FASHION 

 

4F 
RESTAURANT PARK 
 & CINＥMACOMPLEX 

3F 
KIDS PARK  
& FAMILY FASHOIN 
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【各フロアの特徴】 

１ｓｔフロア 

 
～ ＤＥＬＩ ＆ ＴＥＲＲＡＣＥ ＧＡＲＤＥＮ ＰＡＲＫ ， ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＦＡＳＨＩＯＮ ～ 

 

・カフェ＆ライフスタイル雑貨で構成する｢テラスガーデンパーク｣は、カフェを中心に自分らしい時間

の楽しみ方や、都会にいながらもリラックスできるライフスタイルを提案いたします。 

・｢デリ＆デザートパーク｣では、時間がなくても“健康”で“おいしく”というニーズに合わせてさま

ざまなデリ、デザート、ドリンク等を数多く揃えています。その他、トレンド性の高いファッション

やグッズを配置し、流行に敏感な世代にもお楽しみいただけるフロアとなっています。 

 

 ｢テラスガーデンパーク｣ 

幅広い世代に圧倒的な人気を誇る北京発祥の「ＭＡＡＮ ＣＯＦＦＥＥ」（マンカフェ）や、旬の花や緑

を提案するフラワーショップ、健康志向の方に人気のヨーグルトアイス専門店「ｍｉｌｋｏｐｅｄｉａ」など

を展開します。コーヒーの香ばしい香りやリラックス効果のある草木の香りにつつまれて、都会的

でゆったりとした時間をお楽しみいただける空間です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｢デリ＆デザートパーク｣ 

近隣オフィスの外食需要にお応えするため、「アカシアキッチン」がプロデュースしたイオンモー

ル限定で展開する「ＡＣａｓｉａ ＦＡＲＭ」（アカシアファーム）が出店します。新鮮な野菜を使用した

サラダや、ライブ感溢れるオープンキッチンで調理されるピザやパスタを提供する洋食ブースのほ

か、新鮮なロブスターなど海鮮を楽しめるシーフードブースなどのテーマブースを多数揃えていま

す。さらに、サンドウィッチなどの軽食やデザートまであらゆるニーズに対応します。 

 

 「ファッション＆アイテム」 

・流行に敏感な若者に人気の高い香港発高感度セレクトショップ「Ｉ．Ｔ」が運営するブランド   

「：ＣＨＯＣＯＯＬＡＴＥ」と「ｂ＋ａｂ」の２店舗が出店します。その他、「ＵＮＩＱＬＯ」「ＯＬＤ ＮＡＶＹ」

や「ｅａｒｔｈ ｍｕｓｉｃ ＆ ｅｃｏｌｏｇｙ」「ＥＴＡＭ」など、国内

外で人気のブランドが集結。 

・また、ファッションアイテムでは、中国のイオンモール

初出店となるハイクオリティな貴金属ブランドの「周大

福」や「Ｉ ＤＯ」、「ＫＥＥＲ」を展開します。また、かわ

いい雑貨が揃う「ＰＯＰ ＭＡＲＴ」などファッションだけ

でなく高感度な小物雑貨も揃えています。 
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２ｎｄフロア  ～ ＳＰＯＲＴＳ ＰＡＲＫ ＆ ＢＥＡＵＴＹ ＰＡＲＫ，ＹＯＵＮＧ ＦＡＳＨＩＯＮ ～ 

 

 ｢スポーツパーク｣は、スポーツ関連のショップとフィットネスジムを設置。｢こころ｣と｢からだ｣をき

れいにする自分らしいライフスタイルを実現できる｢ビューティーパーク｣は、コスメに加え、エステや

ネイル、美容院のほか、ヘルス＆ビューティーケアを集積し、お客さまの美容と健康づくりを応援しま

す。また、若者向けファッションのほか、バラエティに富んだグッズショップを集積し、幅広い年齢層

にお楽しみいただけるフロアです。 

 

 「スポーツパーク」 

世界的なスポーツブランド「ＮＩＫＥ」や「ａｄｉｄａｓ」、「ＮＥＷ ＢＡＬＡＮＣＥ」、「ＰＵＭＡ」などをはじめ、

有名スポーツブランドが集結した大型スポーツショップ「ＹＹ Ｓｐｏｒｔｓ」を中心に、パーク内に「ス

ポーツジム」も設置しました。全体で４,０００㎡となる“健康”のコンセプトパークです。 

 

 

 「ビューティーパーク」 

中国国内に１８００店舗を展開し、スキンケア、パーソナルケア、医療品などを扱う「Ｗａｔｓｏｎｓ」

や、日本の技術を導入した“まつ毛エクステ”専門店の「Ｂｌａｎｃ」のほか、美容室やＳＰＡなど、

美の専門店を１０店舗展開し、「こころ」と「からだ」の健康をサポートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「ヤングファッション」ゾーン 

・デンマーク発のブランド「ＳＥＬＥＣＴＥＤ」や韓国発の「ＢＡＳＩＣ ＨＯＵＳＥ」のほか、中国の人気シ

ョップ「Ｌａ Ｃｈａｐｅｌｌｅ」、「Ｍｅ＆Ｃｉｔｙ」、「ＧＸＧ」など、各国のユニセックスブランドショップが集

結します。 

・ファッション雑貨専門店「Ｈｏｔｗｉｎｄ」、シューズ専門店｢ＤＡPＨＮＥ」や「Ｔｅｅｎｍｉｘ＆Ｔａｔａ」、アクセ

サリー専門店の「ＡＪＩＤＯＵ」、趣味・生活雑貨専門店の「ＭＩＮＩＳＯ」、「Ｔｈｅ Ｇｒｅｅｎ Ｐａｒｔｙ」、「ＬＮＯ」

など、高感度なファッション雑貨や生活雑貨の専門店が充実しています。 
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３ｒｄフロア      ～ ＫＩＤＳ ＰＡＲＫ ＆ ＦＡＭＩＬＹ ＦＡＳＨＩＯＮ ～ 

  

３階は子どもと家族をテーマにフロアを構成。子どもたちが集まる「キッズパーク」は、｢遊ぶ｣、｢学

ぶ｣をテーマに、遊びながら体験・発見・成長できるゾーンにしています。子どもたちがわくわくする

ような遊び場や専門店を数多く揃えました。その他、２,１００㎡の大型フードコートに加え、ファミ

リーに人気のファッションやファッショングッズの専門店を配置し、家族みんなで楽しめるフロアです。 

 

 「キッズパーク」 

子どもたちが自由に遊べる「大きな木」があるフリースペースを中心に、砂場やすべり台など公園

のような遊具が揃う幼児向けのアミューズメントパーク「ＹｕＹｕＴｏ」や、小学生以上を対象とした

アミューズメントパーク「ＣＡＲＴＯＯＮＹ ＷＯＲＬＤ」のほか、写真スタジオや工作教室などを展開

します。キッズに人気の玩具専門店「ＴｏｙｓＲｕｓ」や「Ｋｉｄｓ Ｌａｎｄ＆ＬＥＧＯ」をはじめ、幼児・育

児向けの「丽家宝贝」を配置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「キッズ＆ファミリーファッション」 

・お子さまに人気の高いスポーツブランド「ＮＩＫＥ ＫＩＤＳ」「ａｄｉｄａｓ ＫＩＤＳ」や日系ブランド「ＨＡＯ」、

地元で人気のある「Ｂａｌａｂａｌａ」「Ｍｅ＆Ｃｉｔｙ ＫＩＤＳ」「ｇｘｇ ＫＩＤＳ」などバラエティに富んだ数多く

の専門店が揃いました。 

・日本から中国初出店となる「島村楽器」が、ギターやピアノ販売とともに、音楽教室も併設し、音

楽の魅力を発信してまいります。 
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４ｔｈフロア      ～ ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ ＰＡＲＫ ＆ ＣＩＮＥＭＡ ～ 

 

 ４階はシネマコンプレックスとレストランゾーンで構成しています。約９,０００㎡のゆったりした

空間に３５店舗からなる「レストランパーク」は、大きく３つのゾーンで構成し、それぞれに異なる演

出をしています。屋内でもテラスのような開放感が感じられる｢テラスダイニング｣、中国各地の人気料

理店を揃えた｢チャイニーズダイニング｣、京都の小路をイメージした空間に、人気のジャパンフードが

集結した「ジャパニーズダイニング」と、日常の多様なシーンに合わせてご利用いただけます。 

 

 「テラスダイニング」 

シネマコンプレックスに繋がる通路に面した開

放感たっぷりなテラス席でお食事をお楽しみい

ただけるエリアです。テラス席の照明は昼夜で

色彩が変化し、自然な雰囲気を演出します。北

京の人気スポット“三里屯”で人気の本格ピザ

専門店「Ｔｕｂｅ Ｓｔａｔｉｏｎ」や、若者に人気のハン

バーガーチェーン「ＢＵＲＧＥＲＫＩＮＧ」、さらに日

系レストラン「ＰＩＡ ＪＯＬＹ」「紅虎餃子」「カレ

ーハウスＣＯＣＯ壱番屋」が出店します。 

 

 「チャイニーズダイニング」 

中国各地の料理が一堂に集結したエリアです。幅広い世代から支持されている西北料理の「西贝」、

湖南料理の「望湘园」、台湾料理の「鹿港小镇」や「台湾大排档」、雲南料理の「云海肴」や「滇草

香」などのほか、中国の有名芸能人がプロデュースする火鍋料理「热辣壹号」など、いずれも人気

の高いレストランが集結します。 

 

 「ジャパニーズダイニング」（京の小路） 

イオンモールならではの取り組みとして、日本情緒溢れる「京の小路」をテーマにした日本食ゾー

ンを展開します。「丸亀製麺」や「五穀」など、すでに中国で人気のお店や、北京市発祥の「江戸

前寿司」が手がける「江戸前食堂」や「赤坂亭」、日本式焼肉を提供する「好牛」、鉄板焼の「雅玛

花式铁板烧」などが展開します。 
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都市型ライフスタイルをご提案する「イオン北京豊台店」 

～北京・天津エリアにおける総合スーパー「イオン」６号店～ 

 

 永旺商業有限公司（北京イオン）は、イオンモール北京豊台の核店舗として、総合スーパー（ＧＭＳ）

「イオン北京豊台店」（中国語名：永旺北京豊台分公司、以下「当店」）をオープンします。中国では、

香港を含め４６店目のＧＭＳとなります。 

 当店は新世代ファミリーをメインターゲットに、上質な「都市型ライフスタイル」を提案する店舗と

して、地域の方々の豊かなくらしづくりに貢献してまいります。 

 

◆「イオン北京豊台店」の特徴 

当店の５キロ圏内には、１９８０年代以降生まれの“新世代”と呼ばれる２０～３０代の共働き世帯

が多いのが特徴です。また、周辺には学校も多く、なかでも小学生が同圏内の人口の約２割を占めてい

ます。新世代ファミリーは多様な価値観を持ち消費欲が旺盛で、新しいものを積極的に取り入れるライ

フスタイルを好むといわれています。 

こうした商圏特性から、当店は“新世代ファミリーへ上質な「都市型ライフスタイル」を提案する店舗”

を目指します。「安全・安心」「健康・美容」「便利・簡単」「お値打ち」にこだわり、豊富な品揃えを実現

します。 

 

◆１階：食品・Ｈ＆ＢＣフロア･･･「安全・安心」と簡便、美を追求 

お客さまの日々の食生活をより豊かで楽しいものとするため、「安全・安心」をキーワードに商品を

取り揃えます。中国で開発した「トップバリュ」はもちろん、日本向けに開発した「トップバリュ」も

展開します。 

 

生鮮食品では、有機農産物を豊富に展開するほか、産地や市場直送の新鮮な野菜を、お値打ち価格で

ご提供します。お肉売場では高まる焼肉需要に対応し、焼肉用スライスや、下味をつけた調味済みの牛

肉、ステーキ肉をバラエティ豊かに品揃えます。 

 

昼間人口が徒歩１０分圏内で約１０万人に上る当店の立地をいかし、デリカの強化を図ります。近隣

オフィスの昼食需要に対応するほか、新世代ファミリーに向けた新しい食を提案。中華料理に加え、生

ネタを使った寿司や、洋食・スイーツなどを豊富に品揃えし、購入した商品をすぐに店内でお召し上が

りいただけるイートインコーナー「eat square」を導入します。 

 

また、下処理済みの簡便商品や、カットフルーツ、サラダなど簡単便利なメニューを充実させます。

新世代ファミリーのなかでも、特に女性に人気のスイーツやファストフード、焼きたてのパンを提供す

るインストアベーカリーも強化します。 

日本を中心とした輸入食品においては、嗜好品、飲料、調味料、インスタント食品を豊富に展開します。 

お菓子売場ではお子さまに楽しんでいただけるよう、日本から輸入するキャンディーやグミ、キャラ

クター玩具菓子のほか、人気のあるクッキーやチョコレート、キャンディーなど個包装菓子を量り売り

スタイルでご提供します。 

 

Ｈ＆ＢＣフロアにおいては「毛穴撫子」「ＳＡＮＡ」を中心に、中国のお客さまに人気の日本ブラン
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ドを３０以上展開し、新世代ファミリーに美と健康、高品質をキーワードにしたスキンケアアイテムを

品揃えます。人気のカウンセリング化粧品をはじめ、「Ｍａｘ Ｆａｃｔｏｒ」「Ｆｒｅｅｐｌｕｓ」な

ど、海外からの直輸入化粧品を強化します。 

 

◆２階：衣料品・住居品フロア…新世代ファミリーにふさわしいライフスタイルを提案 

服飾雑貨コーナーでは、服飾品やバッグ、靴売場を集合展開し、女性のお客さまが商品を選びやすく、

お買い求めやすい環境をご提供します。 

 

衣料品売場においては、アメリカ発のリゾートカジュアルブランド「カリビアン・ジョー」（メンズ）、

中国の若者に人気のカジュアルブランド「ＢＡＬＥＮＯ」（メンズ）、さらにフレンチスタイルをベース

にした旬のコーディネートを提案する「ＰＡＲＴ２ＢＹＪＵＮＫＯＳＨＩＭＡＤＡ」（レディス）など、

新世代ファミリーに向けた新しいスタイルをご提案します。 

 

肌着売場では、「トップバリュ」の機能性肌着を充実させ、中国の女性に支持されている日本製スト

ッキングなど、品質、機能にこだわった商品をご提供します。 

近年需要が急拡大している旅行関連の売場では、想い出に残る楽しい旅行になるよう、便利な小物や

関連商品を集合展開します。 

 

また、キッチン用品売場では、中華料理はもちろん、和食や西洋料理用の食器を豊富に取り揃え、各

国の料理を楽しむ新世代ファミリーのニーズに対応します。さらに、部屋を彩るカラフルなクッション、

人気の収納用品ブランド「宜尚」「Ａ＋」などを取り入れたホームファニシング売場も設置し、上質な

都市型ライフスタイルをご提案します。 

 

◆３階：キッズフロア…新世代ファミリーのニーズに対応したキッズライフをご提案 

３階フロア全体を、子どもの「学び」「遊び」「親子で一緒に」など、お子さまの様々な生活シーンで

ゾーニング。楽しみながら商品を選べる売場にしました。 

 

中央には、キッズフロアのシンボルともなる木を配し、子どもたちが集える場所を設けました。木の

幹には、特殊なデジタル効果のあるカメラが内蔵されており、撮影された画像をスマホを通じて共有す

ることで、ご家族が集う時間をデジタルとリアルでお楽しみいただけます。 

 

また、「ドラえもん」や「ハローキティ」を中心に、人気のある日系キャラクターグッズを集合させ

たキャラクターグッズ売場を展開します。 

 

さらに、（株）イオンファンタジー運営のファミリー向けアミューズメント施設「モーリーファンタ

ジー（莫莉幻想）」を配置。中国で初めて壁面内装を立体化させ、お子さまに大人気のキャラクター「ラ

ラちゃん」と仲間たちが住む森が、飛び出す絵本のように感じられる空間です。 

期間限定で北京初上陸となる、日本のＩＴ技術者集団「チームラボ」の未来遊園地を導入し、子ども

たちにリアルとバーチャルを融合させた新感覚の驚きと楽しさをお届けします。 
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◆その他サービス・施設 

 お客さまのお買物はもちろん、日々のくらしをサポートするため、様々なサービスをご用意します。

また、地域の皆さまとともに環境保全活動を推進してまいります。 

 

＜サービスの一例＞ 

 ・空瓶回収機 

 ・列車チケット自動券売機 

 ・宅配便自動受付機 

 

＜新世代ファミリーに向けた新たなＰＲの取り組み＞ 

当店の特徴をより多くの新世代の方にお伝えするために、従来とは異なるＰＲ手法を図ります。開店

の約１カ月前から３カ月間、ＷＥＢ上にバナー広告を設けるほか、北京イオンの微信、ポイントカード、

テナント、コンセのそれぞれの会員に向けて特設ＰＲページを設置。さらに、お客さまご自身に情報を

拡散していただけるよう、中国国内最大級の動画サイト「Ｙｏｕｋｕ（优酷）」に当店の特徴やにぎわ

いの映像を提供していきます。 
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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。すべてのお客さまが満足でき、楽しく過ごすことを可能に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。

コミュニティの拠点として、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、お体の不自由の方、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。 

 色彩やデザインでゾーンを認識しやすく 

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、サインの向きや色使いなどを、

よりわかりやすくしています。また、車を駐車した場所

が認識しやすいように駐車場をカラーで分け、エリア毎

に区別します。 

 

 インフォメーションカウンターの設置 

モール内でお客さまを目的の場所へスムーズにご案内できるインフォメーションカウンターを

設置。施設案内はもちろん、迷子や落し物への対応、車椅子や中国で大人気の「キャラクルカー

ト」の貸し出しやラッピングサービスなど、お客さまの多様なご要望にお応えします。 

 

２．ストレスフリーな駐車場をご提供します。 

 雨に濡れない屋内駐車場を地下１階と地下２階に約８００台設置しました。 

 

 ＬＥＤ表示の駐車場管理システムを導入し、駐車場の空きスペースを探しや

すくしました。また、お客さまが駐車した場所がわかりやすいように、場内

もゾーン毎に色分けし、それぞれの標識サインも設置しています。 

 

３．誰もが安心してご利用いただける居心地の良い空間を創造します。 

 みんなのトイレ、キッズトイレ 

多目的に利用できる｢みんなのトイレ｣９箇所のほか、各フロアの中

央付近にはキッズトイレを設置しました。さらに、３階北側のキッ

ズパーク周辺には「ベビールーム」と「パウダールーム」（女性用

トイレ内合計２箇所）を設置するなど、すべての世代のお客さまが

快適にご利用いただけるトイレ環境をご提供します。 

 

 バリアフリー 

高齢者やお体の不自由な方などすべてのお客さまが歩きやすいように、施設内はすべての段差を

取り除き、バリアフリーとしています。 

 

 お体の不自由なお客さま専用駐車場の設置 

お体の不自由なお客さまの専用駐車場を平面駐車場８台、地下駐

車場１２台、屋上駐車場２台の合計２２台設置しています。車室

の幅を通常より広くすることで、楽な駐車および乗降を可能とし

ています。 
※イメージです 

※イメージです 

※イメージです 

※イメージです 
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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 

 お子さまが身を乗り出して転落することのないよう、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。 

 

 ２０１５年６月から北京市で施行された禁煙条例に従い建

物内は全面禁煙を実施します。これに伴い、館外の敷地内

に喫煙コーナーを２箇所設置します。 

 

２．防災・防犯の取り組み 

 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。 

 

【環境保全活動・社会貢献活動への取り組み】 

 

 当モールは、“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公益財団法人｢イオンワンパーセントクラブ｣を通じ、

｢次世代を担う青少年の健全な育成｣｢諸外国との友好親善の促進｣｢地域社会の持続的発展｣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 

 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の替わりにＬＥＤを採用し、

消費電力の削減、ＣＯ２排出抑制に努めています。さらに、地下駐車場の照明には車の通行や人

の通行を感知する人感センサーを備えており、ＣＯ２の一層の排出抑制に取り組んでいます。ま

た、専門店でも積極的にＬＥＤ使用を推進し省エネに取り組んでいます。 

 

 全熱交換器の採用 

室内の空気をそのまま排出するのではなく、導入すべき外気の１／３相当量を、全熱交換器を介

して排出することにより、エネルギーのロスを抑制します。 

 

 導光式照明の採用 

４階エレベーターホールの一部に、屋上からの太陽光導光パイプを敷

設し、太陽光を直接照明として利用しています。省エネ効果はもちろ

ん、４階の屋内空間に太陽のすがすがしい光を届けます。 
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 インバーター式の採用 

地下１階および地下２階のエスカレーターやターボ冷凍機は、出力を制御し省エネ効率の高い、

インバーター式を採用しています。 

 

 発電パネルと温水パネルの２種類の太陽光パネルを採用 

屋上駐車場とシネマ屋上に、約４４０㎡の太陽光発電パネルを取り

付け、最大で６５ｋＷを発電し、館内の照明などに活用します。ま

た、屋上部分には太陽光を使用して温水をつくる「太陽光温水パネ

ル」を設置し、トイレの手洗い用の温水などに利用してまいります。 

 

 雨水利用 

  ゲリラ豪雨などの水害対策に地下に設置した調整池（２,０００ｔ）の水を、植栽用に再利用します。 

 

 汚水利用 

一般排水の一部はバッキ式ろ過を経てトイレのフラッシュ用水に再利用します。（１３０ｔ／日） 

 

 

 

 

 

 

 

 暖房効率の向上 

中央部分の風除室は三段式に風除を行い、外気の進入を防いで暖房効率を維持する取り組みをし

ています。また、冬場の冷気対策として一部の１階風除室に４階通路部分の暖気を再循環させて

います。 

 

 環境保全への取り組みの紹介および啓蒙活動 

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

蒙活動を実施します。 

 

 「レンタルサイクルステーション」の設置（予定） 

北京市の進める「緑色交通」政策に賛同し、敷地内に北京市の「レン

タルサイクルステーション」を導入する予定です。 

 

 電気自動車「充電ステーション」の設置 

普及が進む電気自動車への対応のため、敷地内に充電ステーションを

１５台分設置します。 
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 「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭 

イオンは、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」を実施しています。 

 当モールでは、２０１５年７月４日（土）に植

樹祭を開催し、地域にお住まいの５００名の皆さ

まとともに、樱花、金山绣线菊、八宝景山、红瑞

木など４種類の苗木約３,５００本を植樹しまし

た。 

 

 「日中ティーンエイジ・アンバサダー」（日中高校生交流） 

公益財団法人「イオンワンパーセントクラブ」は、中国とアセアン諸国と日本の高校生が交流する

「ティーンエイジ・アンバサダー事業」を１９９０年より実施。本年も７月に日本での交流が実施

され、１０月に中国へ訪問する予定です。北京市をはじめ、武漢や蘇州など中国各地から高校生が

参加し、日本の高校生とさまざまな活動にともに取り組むことで、相互理解を深めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「クリーン＆グリーンキャンペーン」の実施 

イオンでは、毎月１１日に社員ボランティアとして「クリーン＆グリーン活動」を実施しており、

周辺地域の清掃活動を行っています。イオンモール北京豊台では工事期間中よりこの活動を実施

しています。 

【その他施設の取り組みについて】 

 

 緑あふれる空間を演出 

快適なお買物環境の実現のため、館外に約２,０００本の植栽を実施し、館内にも大小合わせて

約２６０鉢の植物プランターを配置しました。 

 

 くつろぎの空間 

  館内各所には、ゆっくりとお休みいただける休憩スペースを設置。館内で計４００台のクッショ

ン付ベンチを配置しています。 

 

 駐車料金のスマートホン決済 

駐車場料金の支払は、出庫時のお支払いや事前清算機による自動支払いのほか、スマートホン決

済による支払いが可能です。 
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 従業員用施設 

モール内で働く専門店や清掃などの従業員がリフレッシュしやすいように、専用の休憩室を後方

部分に設置しています。 

 

 屋外「噴水広場」の設置 

モール中央部入り口前に「噴水広場」を設置しました。噴水のまわりでは家族でのんびりと過ご

し、子どもたちが水遊びを楽しめます。また、ライブイベントの開催も予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 シャトルバスの運行 

お客さまの来店利便性を高めるため、７路線でシャトルバスを運行いたします。最寄りの地下鉄

駅とモール間を結ぶシャトルバスも２路線運行し、それぞれ２０分間隔で運行します。（地下鉄

９号線豊台科技園駅、地下鉄９号線郭公庄駅）。その他の路線も１時間に１本～２本の間隔で運

行いたします。 

【お子さまが楽しめる取り組み】 

   

 キャラクルカートの導入 

お子さまに大人気のキャラクターが付いたお子さま用お買い物カート「キャラクルカート」を 

３０台導入します。 

 

 ３階「キッズパーク」のお楽しみ施設 

キッズパークには、広場を象徴する「大きな木」を設置。木の周辺には、｢安全・安心｣な遊具を

多数揃えています。このほかにも、プロジェクションマッピングを活用した、インタラクティブ

ゲームを床面などに投影します。さらに、“おしゃべり”をするゴミ箱など、お子さまがわくわ

くする仕掛けをたくさんご用意しました。 

※イメージです 

※イメージです 
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【内装設計の特徴について】 

 

  イオンモール北京豊台の内装設計は「未来へ」「イオンが創る最先端の超都市型ライフスタイル」

をテーマにデザインしました。当モールが出店する花郷地区は、現在も花の生産地として有名な地

域であり、このテーマと地域性を勘案し、新たな視点で構築しました。 

 

 メインモール 

１～３階のメインモールと３つの吹き抜けは、全体を一つのエレメントで統一し、そのエレメン

トが南から北に向かい少しずつ変化していくデザインを採用しました。色調は都市型モールの洗

練された空間の表現として、また、個性溢れる専門店のファサード（看板）をいかすために、モ

ノトーンでまとめました。４階レストラン街は、まったく違うデザインにしています。 

 

 ３つのコート 

館内にある３つのコートは、「未来へ」という統一テーマでデザインしています。そして、共通

のエレメントを用いながら、それぞれの場所に応じてデザインを変化させており、南コートは「カ

ジュアル」、中央コートは「スタイリッシュ」、シネマへ通じる北コートは「アクティビティ」を

テーマに構成しました。 
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【アクセスマップ】 

＜近隣図＞ 

 

 

＜地下鉄マップ＞              最寄り駅：地下鉄 9号線 「豊台科技園」駅または｢郭公庄｣駅
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【イオンモール北京豊台 専門店一覧】  

１ｓｔフロア 

番号 店名 業種 番号 店名 業種 

１ ＵＮＩＱＬＯ メンズ・レディス・キッズ 21 LA CHAPELLE レディス 

２ ＯＬＤ ＮＡＶＹ＊１ メンズ・レディス・キッズ 22 ＪＡＣＫ＆ＪＯＮＥＳ メンズ 

３ Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ カフェ 23 ｂ＋ａｂ＊１＊２ レディス 

４ ＭｃＤｏｎａｌｄ‘ｓ ハンバーガー 24 ：ＣＨＯＣＯＯＬＡＴＥ＊１＊２ メンズ・レディス 

５ ＮＥＷ ＬＯＯＫ＊１＊２ レディス 25 ｅａｒｔｈ ｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙ＊１ レディス 

６ ＭＡＡＮ ＣＯＦＦＥＥ＊１＊２ カフェ 26 ＯＮＬＹ レディス 

７ 建王緑＋＊１＊２ フラワーショップ 27 ａｄｉｄａｓ ｏｒｉｇｉｎａｌ＊２ スポーツ 

８ Ｍｉｌｋｏｐｅｄｉａ＊１＊２ ヨーグルトアイス 28 Ｉ ＤＯ＊２ 宝飾 

９ 工商銀行 銀行 29 ＪＵＣＹ ＪＵＤＹ＊１ レディス 

10 ＬＯＨＯ めがね 30 ＥＳＰＲＩＴ レディス 

11 周大福＊２ 宝飾 31 Ｔｉｍｅ Ｓｔａｔｉｏｎ ＮＥＯ＊１ 時計 

12 ＢｅＬＬＥ 靴 32 ＴＨＥ ＳＨＯＥＳ ＢＡＲ＊１ 靴 

13 ＤＲＡＧＯＮＳＴＡＲ＊１ 携帯電話 33 ＰＯＰ MART＊１＊２ 生活雑貨 

14 ＶＥＲＯＭＯＤＡ レディス 34 ＡＣａｓｉａ Ｆａｒｍ＊１＊２ （※１） デリカ 

15 ＭＩＮＤ ＢＲＩＤＧＥ＊１ レディス 35 Ｅ－ＳＴＡＴＩＯＮ＊１＊２ ジュース 

16 ＫＥＥＲ＊１＊２ 宝飾 36 弹丸滋地＊１ 和洋菓子 

17 ＦＯＲＮＥＴ クリーニング 37 ＤＱ アイスクリーム 

18 ＦＥＮＩＣＥ＊１＊２ リペア 38 ｅｌｅｍｅｎｔ ｏｆ ｃｒｅｐｅｒｉｅ＊２ クレープ 

19 ＥＴＡＭ レディス 39 Ｒｏｙａｌ Ｍｏｕｓｓｅ＊１＊２ ケーキ・パン 

20 ＵＲ＊１＊２ メンズ・レディス・キッズ 

 

２ｎｄフロア 

番号 店名 業種 番号 店名 業種 

１ YY ｓｐｏｒｔｓ スポーツ 14 Ｕ－ｔｏｕｒ 旅行代理店 

２ フィットネスジム（名称未定）＊１＊２ フィットネス 15 愛眼 メガネ 

３ 信雅资美甲＊２ ネイルサロン 16 ＶＡＮＳ スポーツ 

４ Ｂｌａｎｃ＊１ まつ毛エクステ 17 ＩＲＡ＊１＊２ メンズ 

５ 妃诗雪雅美疗馆＊２ エステ 18 ｐｕｅｌｌａ／７．ｍｏｄｉｆｉｅｒ レディス 

６ ＧＡＢＲＹ＊２ 化粧品 19 酷乐潮玩＊１ 趣味雑貨 

７ ＬＯＴＩＯＮＳＰＡ 化粧品 20 ｇｘｇ．ｊｅａｎｓ＊１＊２ メンズ 

８ ｗａｔｓｏｎｓ 化粧品 21 ＢＡＳＩＣ ＨＯＵＳＥ 集合店 メンズ・レディス 

９ ｉｍｉ`ｓ ランファン 22 SELECTED メンズ 

10 ＹＡＮＫＥＥ ＣＡＮＤＬＥ＊１＊２ 趣味雑貨 23 ＨＯＴＷＩＮＤ 衣料・雑貨 

11 时尚殿堂＊２ 美容室 24 ＬＡ ＣＨＡＰＥＬＬＥ ＨＯＭＭＥ／ＰＯＴＥ メンズ 

12 丝域养发馆＊２ 美容室 25 Ｔｅｅｎｍｉｘ＆Ｔａｔａ 靴 

13 ＪＵＮＧＢＯ＊１＊２ ジュース 26 乐町＊１ レディス 
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２ｎｄフロア(つづき) 

番号 店名 業種 番号 店名 業種 

27 Ｈｏｎｅｙｓ レディス 33 ＡＪＩＤＯＵ＊１ アクセサリー 

28 Ｕ－ＳＣＥＮ＊１＊２ アクセサリー 34 Ｌｕｎｅｔｔｅｒｉｅ＊１ めがね 

29 Ｔｈｅ ｇｒｅｅｎ Ｐａｒｔｙ＊１ 趣味雑貨 35 森林鸟＊１ レディス 

30 ＤＡＰＨＮＥ 靴 36 ＰＥＡＣＥ ＢＩＲＤ メンズ 

31 ＭＩＮＩＳＯ＊１＊２ 趣味雑貨 37 ｍｅ＆ｃｉｔｙ＊１＊２ メンズ・レディス 

32 ＬＮＯ＊１ アクセサリー 38 ＧＸＧ＊１ メンズ 

 

３ｒｄフロア 

番号 店名 業種 番号 店名 業種 

１ ＹｕＹｕＴｏ アミューズメント 18 ｍｉｎｉｐｅａｃｅ＊１ キッズ 

２ 聚焦ＢＡＢＹ＊１＊２ フォトスタジオ 19 ＤＲ．ＫＯＮＧ キッズシューズ 

３ ＣＡＲＴＯＯＮＹ ＷＯＲＬＤ＊１＊２ アミューズメント 20 ＮＩＫＥ ｋｉｄｓ スポーツ 

４ 亚惠厨房＊１ フードコート 21 ａｄｉｄａｓ ｋｉｄｓ スポーツ 

５ 尼克斯＊１＊２ ホットドッグ 22 ＴｏｙｓＲuｓ＊１＊２ 玩具 

６ ＺＥＲＯ ＰＡＲＫ＊１＊２ 食品 23 ＨＡＯ キッズ 

７ 嘟嘟童话城堡＊１＊２ アミューズメント 24 Ｇｒｏｗ ｕｐ＊１ キッズ 

８ 松山棉店＊１＊２ インナー 25 Ｍｉｃｒｏ ｂａｂｙ＊１ キッズ 

９ ｇｘｇ．ｋｉｄｓ＊１＊２ キッズ衣料 26 ｂａｌａｂａｌａ キッズ 

10 ｋｉｄｓ ｌａｎｄ／ＬＥＧＯ＊１ 玩具 27 ＥＵＨＯ 食品 

11 ＪＯＳＩＮＹ＊２ 靴・鞄 28 衣所＊１＊２ レディス 

12 ＶＩＮＳＯＲ＊１ 靴・鞄 29 ＹＦＣ＊１＊２ 靴 

13 ｌｏａｄ ｍａｘ＊１ 趣味雑貨 30 Ｍａｒｉｎｏ Ｏｒｌａｎｄｉ＊２ 鞄 

14 Ｍｅｔｅｒｓ／ｂｏｎｗｅ＊２ ファミリー衣料 31 Ｌａ Ｃｈａｐｅｌｌｅ ＫＩＤＳ キッズ 

15 ｍｙ ｂｏｄｙ＊１＊２ レディス・インナー 32 Ｃａｓｓ 生活雑貨 

16 島村楽器 ＊１＊２ （※２） 楽器・音楽教室 33 ＭＥ＆ＣＩＴＹ ＫＩＤＳ＊１＊２ キッズ 

17 丽家宝贝 キッズ・ベビー 
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４ｔｈフロア 

番号 店名 業種 番号 店名 業種 

１ ＢＵＲＧＥＲ ＫＩＮＧ ハンバーガー 19 陈兴记＊１＊２ 中華 

２ Ｇｅｏｒｇ Ｐｅｃｋ＊２ 洋食 20 赤坂亭＊１＊２ 日本食 

３ ＰＩＡ ＪＯＬＹ 洋食 21 丸龟制面＊１＊２ うどん 

４ ＣＯＣＯ壱番屋＊１ カレー 22 江戸前食堂＊１＊２ 日本食 

５ 紅虎餃子＊１ 餃子 23 欧巴欧巴年糕＊１＊２ 韓国料理 

６ 味千拉面 ラーメン 24 黄记煌 中華 

７ 娇点＊１＊２ 洋食 25 仔皇煲＊１＊２ 土鍋飯 

８ Ｔｕｂｅ Ｓｔａｔｉｏｎ＊１＊２ ピザ 26 台湾大排档＊１＊２ 台湾 

９ Ｂａｓｋｉｎ Ｒｏｂｂｉｎｓ アイスクリーム 27 好牛＊１＊２ 焼肉 

10 树心旁＊１＊２ スイーツ 28 食光流转＊１＊２ 香港料理 

11 Ｈａｐｐｙｌｅｍｏｎ ジュース 29 雅玛花式铁板烧＊１＊２ 鉄板焼 

12 云海肴＊２ 雲南料理 30 五穀＊１ 日本料理 

13 望湘园 湖南料理 31 滇草香＊１＊２ 雲南料理 

14 旺池＊１＊２ 四川料理 32 西贝＊２ 西北料理 

15 鹿港小鎮＊１＊２ 台湾料理 33 热辣壹号＊１＊２ 四川火鍋 

16 江边城外＊１＊２ 四川料理 34 秦门＊２ 西北料理 

17 拿渡 四川料理 35 峨眉酒家＊１＊２ 四川料理 

18 阿香米线 中華麺 36 中影 シネマ 

＊１：豊台区初出店：計８０店舗 

＊２：イオンモール初出店（中国国内）：計６９店舗 

（※1）ＡＣａｓｉａ Ｆａｒｍ は新業態です。 

（※2）島村楽器は中国初出店。 

 

 

 


