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イ オ ン 株 式 会 社 

イオンモール株式会社 

イオンモール中国最大の 旗 艦 店
フラッグシップモール

となるライフスタイルモール誕生 

「イオンモール武漢経開」 

１２／１０（木）１０：００グランドオープン 
 

 イオンモール株式会社（以下、当社）は、１２月１０日（木）、中国におけるイオンモール最大規

模となるフラッグシップモール「イオンモール武漢経開」（以下、当モール）をオープンいたします。 

 

 当モールは、昨年１２月にオープンした「イオンモール武漢金銀潭」に続く、武漢市における２モ

ール目の出店となります。間もなく開業１周年を迎える「イオンモール武漢金銀潭」は、年間来場者

数は当初の想定を大きく上回る１,５００万人に到達する見込みで、好調に推移をしています。 

また、武漢市においては、当社と武漢市人民政府との協力協定に基づき、計５箇所のショッピ

ングモールの開発を計画しております。今後もイオンは、同市の商業発展に寄与するとともに、

地域の皆さまの豊かなくらしづくりに貢献できるよう取り組んでまいります。 

 

■「イオンモール武漢経開」の立地 

 当モールは、武漢市の南西部の「経済技術開発区」に出店します。同エリアは副都心として政

府による開発が進んでおり、今後ますますの発展が進むエリアです。また、モール周辺は、北側

が環状線（三環線）と隣接し、市内からのアクセスも良好なことから、広域からの来店が見込ま

れる大変有望な立地です。  

 

「イオンモール武漢経開」の特徴 

 

 イオンモール中国最大のスケール―ブリッジでつながれたＡ館とＢ館からなる武漢市最大の

２７万㎡（建物全長５３０ｍ）を超える施設面積に、駐車場も市内最多となる４,０００台

を併設。お客さまそれぞれの「もの」「こと」「とき」の実現をサポートする計３００の専門

店が集結し、各エリアで“コレクション”ゾーンを展開。これまでの当社のノウハウを集結

した“フラッグシップモール（旗艦店）”です。 

 

 楽しい時間を演出－楽しい「とき」を演出する多くの専門店が登場。人気のスポーツジム  

「Ｃｕｔｔｉｎｇｕｐ」や８スクリーンに１,８００席を有するシネマ「中影国際影城」、さらに、魔法

にかかった“フィンランドの小さな町”をイメージしたテーマパーク「ＦＡＮＰＥＫＫ

Ａ」が２,０００㎡で武漢市初登場。（※「Cuttingup」「中影国際影城」は１６年春開業予定） 

 

 人と環境に配慮－武漢市の商業施設で初となる｢コージェネレーションシステム｣※や太陽光

発電システムなど最新の仕組みや施設を導入。さらに、エコモールとして、中国の建築物環

境性能評価｢緑色二星｣設計認定も取得。※発電の廃熱を利用した総合エネルギーシステム 

 

 「イオン武漢経開店」は、「８０年代ファミリーの日々の生活を応援し、好奇心を満たす店」をコ

ンセプトに、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。 

イオンモール武漢経開の最大の特徴 
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【「イオンモール武漢経開」の概要】 

 

・モール名称： （日）イオンモール武漢経開（ぶかんけいかい） 

         （中）永旺梦乐城武汉经开（Ｗｕｈａｎ Jingkai） 

         （英）ＡＥＯＮＭＡＬＬ ＷＵＨＡＮ ＪＩＮＧＫＡＩ 

・所 在 地： 中華人民共和国武漢経済技術開発区江城大道３８８ 

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

・責 任 者： イオンモール武漢経開 ゼネラルマネージャー 佐々木 清博 

         イオン武漢経開店   店長         曹 运军 

・出店店舗数： 核店舗   イオン武漢経開店 

サブ核店舗 ＮＩＴＯＲＩ（家具・インテリア）、ＤＥＣＡＴＨＬＯＮ（大型スポーツ）、        

Ｃｕｔｔｉｎｇｕｐ（フィットネス）、中影国際影城（シネマ）、       

ＦＡＮＰＥＫＫＡ（アミューズメント）、卡通尼乐园（アミューズメント） 

   専門店計  約３００店舗 

・敷 地 面 積： 約 １３０,０００㎡ 

・延 床 面 積： 約 ２７４,０００㎡ 

・総賃貸面積： 約 １０５,０００㎡ 

・駐車場台数： 約    ４,０００台 

・建 物 構 造： ＲＣ造 地上４階 地下１階 

・開 店 日： ２０１５年１２月１０日（金）１０：００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 

         イオン武漢経開店       ９：００～２２：００ 

         ※売り場により一部営業時間が異なります。 

・休 業 日： 年中無休 

・従 業 員 数： ショッピングモール全体 約３,０００名（イオン武漢経開店約３００名） 

・基 本 商 圏： 車１５分 約５０万人 

 

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

イオングループの海外展開（スーパー事業、ＳＣ事業） 

 ＧＭＳ 

総合スーパー 

ＳＭ 

スーパーマーケット 
モール型ＳＣ 

内イオンモール 

運営ＳＣ 

中国 ４９ １８ １８ １０ 

アセアン ３５ １３８ ２３  ５ 

アセアン：ベトナム、カンボジア、インドネシア、マレーシア、タイ、に展開しています。 

 

【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３,０００台 

北京豊台 １５年 ９月 約 ６３,８００㎡ 約１５０,０００㎡ 約５８,０００㎡ 約２,０００台 

杭州良渚新城 １５年１１月 約 ９８,０００㎡ 約１７４,０００㎡ 約７２,０００㎡ 約３,５００台 

 

【武漢市におけるイオンモールの展開】 
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“五感 ＋
ぷらす

心で感じる楽しさ ” 

～新しい街の「もの」「こと」「とき」の拠点を創る～ 

 

◆自由自在な専門店を楽しむ 

各フロアで展開するコンセプトゾーンで個性豊かな３００の専門店をお楽しみいただけます。 

 

◆特別な体験を楽しむ 

      地域最大級のイベントコートでは、参加型や観覧型、専門店参加イベントで楽しい時間を 

演出します。 

 

◆中国各地、世界各国のグルメを楽しむ 

おひとりからご家族や友達、大人数まで誰でも楽しめるワールド＆チャイナグルメを中心に、

あらゆる食の体験をご提供します。 

 

◆心地いい、快適な空間で過ごす楽しさ 

心のこもった気持ちのいい“おもてなし”と、すべてのお客さまが“心地いい”施設とサービス 

で、特別な時間をご提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イオンモール武漢経開の特徴について 
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都市開発が進む武漢経済技術開発区において、ファミリー層をメインターゲットに武漢市ＮＯ.

１のキッズゾーン、人気のファッション、飲食、エンテーテイメントを展開。思いのままに楽し

める新しい感覚のモールとしてお客さまの五感を刺激します。 

 

１ｓｔフロア ～ＴＲＥＮＤ ＬＩＦＥ ＆ ＦＡＳＴＦＯＯＤ 

～多種多様な料理が楽しめるレストランゾーンや新しい都市生活を提案するフロア～ 

  

Ａ館：グローバルカジュアルファッション＆グローバルファストフード 

Ｂ館：アクティブライフスポーツ、グルメコート 

 

＜アクティブライフをサポートするショップが充実＞ 

 （Ａ館）健康志向の高まりから人気アクティブファッションは「Ｎｉｋｅ Ｆａｃｔｏｒｙ Ｓｔｏｒｅ」、

「ａｄｉｄａｓ ｆａｃｔｏｒｙｓ」、「Ｎｅｗ Ｂａｌａｎｃｅ」「ＰＵＭＡ ＯＵＴＬＥＴ」「ＣＯＮＶＥＲＳＥ Ｆａｃｔｏｒｙ Ｓｔ

ｏｒｅ」を一堂に集め、武漢最大級規模のスポーツゾーンを展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （Ｂ館）フランス発の総合スポーツ専門店「ＤＥＣＡＴＨＬＯＮ」がエリア初出店。各種スポ

ーツ、アウトドア、フィットネス用品を充実した品揃えで展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜グローバルカジュアルブランドが充実＞ 

 （Ａ館）日本からは、すでに中国でも多く出店し人気の高い「ＵＮＩＱＬＯ」、「ｅａｒｔｈ ｍｕｓ

ｉｃ ＆ ｅｃｏｌｏｇｙ」、「ＪＩＮＳ」、「Ｔｈｅ Ｃｌｏｃｋ Ｈｏｕｓｅ」などが出店します。 

 

 （Ａ館）コスメ雑貨店「Ｗａｔｓｏｎｓ」、ファッションの「Ｈ:ＣＯＮＮＥＣＴ」「ＥＴＡＭ」

「ＯＮＬＹ」「ＶＥＲＯ ＭＯＤＡ」「ＪＵＣＹ ＪＵＤＹ」「ＢＡＳＩＣ ＨＯＵＳＥ」など１８店舗が出店

し、トータルにおしゃれをサポートします。 

 

各フロアの特徴 
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＜人気のレストラン＆カフェが集結＞ 

 （Ａ館）カジュアルレストランゾーンでは、お手軽に楽しめるグローバルチェーンの 

「ＳＴＡＲＢＵＣＫＳ」「ＰｉｚｚａＨｕｔ」「ＭｃＤｏｎａｌｄｓ」「ＢＵＲＧＥＲ ＫＩＮＧ」「ＤＱ」をはじめ、

日本からは人気のジャパンフードをご提供する「ＣｏＣｏ壱番屋」、「吉野家」、「はなまる

うどん」、「Ｐｅｐｐｅｒ Ｌｕｎｃｈ」が出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （Ｂ館）グルメコートは、武漢で人気のスペイン創作料理「ＭＡＤＲＩＤ」、フランス料理

「Ｌａ Ｃｈａｎｓｏｎ」「Ｄｅｌｉｃｅ」など、世界のグルメが楽しめるお店９店舗を揃えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （Ａ館）スイーツデリゾーンは、日本からとろけるクレープの「ＭＯＭＩ＆ＴＯＹＳ」が武

漢市初出店。さらに、フレッシュジュースやアイスクリームなど、手軽にお楽しみいた

だけるバラエティ豊かな１８店舗が出店します。 

 

 （Ｂ館）地域最大級１,３００㎡のイベントコートが登場。参加型イベントやコンサート、

クリスマスやハロウィンなどの季節イベントも開催します。また、Ａ館の北広場と南広場

の２カ所に設置した約２００インチのＬＥＤモニターで、イベントの様子が生中継されま

す。 
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＜１ｓｔフロア図＞ 

Ｇｌｏｂａｌ 

Ｓｐｏｒｔｓ 

Ｆａｃｔｏｒｙ 

Ｇｌｏｂａｌ 

Ｆａｓｔｆｏｏｄ 

Ｇｌｏｂａｌ 

Ｆａｓｈｉｏｎ 

＆Ｇｏｏｄｓ 

Ｅａｔ 

ｄｅｌｉ 

Ｇｌｏｂａｌ 

Ｇｏｕｒｍｅｔ 

Ａｃｔｉｖｅ 
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２ｎｄフロア ～ ＣＯＭＦＯＲＴＡＢＬＥ ＬＩＦＥ＆ＤＥＬＩＣＩＯＵＳ 

～バラエティ豊かな中華料理レストラン街＆快適なライフスタイルをご提案するフロア～ 

  

Ａ館：チャイナグルメ＆生活雑貨 

Ｂ館：スポーツジム＆アミューズメント 

 

＜バラエティ豊かなチャイニーズグルメ＞ 

 （Ａ館）武漢市初出店の雲南料理「雀舞」や漢陽エリア初出店の安徽料理「皖厨」、湖北

料理の「丽小館」、四川料理「川霸味道」など、中国各地の味を楽しめる２０の専門店が

出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ヘルシー＆ビューティライフをサポートするショップが充実＞ 

 （Ａ館）ビューティゾーンには武漢市で人気のヘアサロン「ＹＥＳ Ｉ ＤＯ」やエステサロ

ン「ＪＯＬＹＶＩＡ」など、女性が美しくなるための専門店１８店舗が集結します。 

 

＜新しいライフスタイルをご提案するブランドが充実＞ 

 （Ａ館）日本発の専門店では漢陽エリア（武漢市の市轄区）初となる「ＮＩＴＯＲＩ」や「ＤＡ

ＩＳＯ」、「Ｈｏｎｅｙｓ」が出店。また、人気のファッショングッズの専門店「ｈｏｔｗｉｎｄ」、「Ｗｅ

ｓｔｌｉｎｋ」「ＤＡＰＨＮＥ」「Ｔｈｅ Ｇｒｅｅｎ Ｐａｒｔｙ」などが出店し、新たなライフスタイルを提案

します。 

 

 （Ｂ館）人気スポーツジム「Ｃuttingup」が漢陽エリア初出店。最新設備を導入し、初

心者でもフィットネスを楽しめる空間づくりで、心身のリラックス、スタイルアップが

できるプログラムをご提供します。また、ストレッチング、ウエイトトレーニングはも

ちろんボクシング、室内バッテイング、屋上サッカーなどの有酸素トレーニングも充実

しています。子ども向けダンス教室やご家族でゆっくり過ごせるレストルーム、ドリン

クバーエリアも設置し、心身ともにリフレッシュいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （充実のフィットネスゾーン）          （ドリンクバーでリフレッシュ） 
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＜２ｎｄフロア図＞ 
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３ｒｄフロア  ＦＡＭＩＬＹ ＦＡＳＨＩＯＮ ＆ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 

～シネマ、レストランと武漢市最大級のキッズゾーンを提案するフロア～ 

 

    Ａ館 キッズファミリー＆フードコート   

    Ｂ館 シネマ＆レストラン 

 

＜心地いい武漢最大級のキッズファミリーゾーン＞ 

子どもから大人まで、ご家族でお楽しみいただけるよう、ベビー＆キッズファッション、育児

用品、玩具、写真館、語学や美術などの教室、ベビープール、キッズアミューズメントを充実

させました。 

 

 （Ａ館）コミュニケーションをとりながら楽しむキッズアミューズメント 

武漢初出店の「ＦＡＮＰＥＫＫＡ」のテーマは「旅に来たような気分」と普段できない「遊

び」そして「憩い」を提供すること。魔法にかかったフィンランドの小さな町をモチー

フに、中世と現代が入り交じった不思議な世界観を表現。ここに「魔法」「妖精」「クリ

スマス」など、子どもも大人も夢中になるエッセンスを加え、夢の中に訪れたような体

験を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （Ａ館）大型遊具が集結した人気のファミリーアミューズメント「卡通尼楽園」が、中

国国内で最大規模の４，０００㎡で出店します。 
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 （Ａ館）キッズカルチャーゾーンは、武漢初出店のまるで本物のように紙粘土でケーキ

やパフェが作れる紙粘土のカフェ「ＯＴＴＯ２」をはじめ、人気の知育教室「ＭｙＧｙｍ」な

ど、教育熱の高い中国の皆さまに種類も充実した１１店舗が出店致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜楽しい時間をお過ごしいただけるフードコート、レストランとシネコンを配置＞ 

 （Ａ館）フードコート「亜恵美食」（アカシア）は、中華や和食、イタリアンなど２６種

類のバラエティに富んだ料理を、ライブ感たっぷりに目の前で調理してご提供します。 

また、レストラン街には人気の地元湖北料理の「老村長」をはじめ６店舗が出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （Ｂ館）中国最多のスクリーン数を運営する「中影国際影城」が出店します。巨大スク

リーンも完備し８スクリーン、１,６００席でゆったりとした鑑賞空間をご提供します。 
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＜３ｒｄフロア図＞ 

 

Ｋｉｄ‘ｓ＆ 

Ｆａｍｉｌｙ 

Ｗｏｒｌｄ 

Ｋｉｄ‘ｓ 

Ｃｕｌｔｕｒｅ 

Ｆａｍｉｌｙ 

Ｆｏｏｄｃｏｒｔ 

Ｆａｍｉｌｙ 

Ｈｏｍｅ 

Ｆａｓｈｉｏｎ 

Ｇｏｕｒｍｅｔ 

Ｒｅｓｔａｕｌａｎｔ 

Ｅｎｔｅｒ 

ｔａｉｎｍｅｎｔ 屋上フットサル場 
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～８０后世代ファミリーの日々の生活を応援し、好奇心を満たす店～ 

 

永旺（湖北）商業有限公司（以下、当社）はイオンモール武漢経開の核店舗として、総合スー

パー（ＧＭＳ）「イオン武漢経開店（中国語名：永旺武漢経開店）」（以下、当店）をオープンしま

す。中国では現在、北京市・天津市、山東省、広東省、江蘇省、湖北省、浙江省、香港でＧＭＳ

４９店舗を展開しており、当店は湖北省武漢市で２店目のＧＭＳとなります。 

 

◆“８０后世代ファミリーの日々の生活を応援し、好奇心を満たす店” 

当店は、８０后（＝パーリンホウ）世代※を主なターゲットに、「８０后世代ファミリーの日々

の生活を応援し、好奇心を満たす店」をコンセプトに、豊富な品揃えときめ細かなサービスでお

客さまの豊かなくらしづくりをサポートします。 

当店の周辺ではマンションの開発が進んでおり、今後、８０后世代ファミリーの入居が多く見

込まれています。また、好奇心が旺盛で、新しいものを積極的に取り入れる傾向がある同世代に

向けて“見やすい”“選びやすい”“お求めやすい”商品、“フレンドリー”“分かりやすい”“迅速

な”サービスを実現し、お客さまがストレスを感じず快適にショッピングをお楽しみいただける

よう努めてまいります。 

※８０后（＝パーリンホウ）世代：１９８０年代以降に生まれた世代のこと 

 

◆１階：ご来店のたびに新たな美味しさを発見できる「エキサイティングフードワールド」 

「安全・安心」を第一に、地域のお客さまの日々の生活に必要な商品を豊富に品揃えます。食

品では、中国の国家基準に則った「安全・安心」を担保するのは当然のこと、生鮮や加工食品な

どの衛生管理を見える化し、お客さまの日々の生活をサポートします。また、ライブ感あふれる

フロアでお買物やお食事をお楽しみいただけるよう、出来たて商品のご提供や実演販売などお客

さまの五感に訴える演出を強化します。 

 

＜食品＞ 

食品フロアでは、２０１４年１２月にオープンした武漢１号店（武漢金銀潭店）でご好評だっ

た美味しい商品とその品揃えをさらに充実させます。 

生鮮品では、日本の高い技術をいかして海南省海南島で栽培された甘みの強いメロンやトロピ

カルフルーツ、福建省直送の新鮮な魚、オーストラリア産の柔らかくてうまみのある牛肉などを

取り揃え、バラエティ豊かな食卓づくりをサポートします。 

近年お客さまの関心が高まっている日本食については、寿司・おにぎり・刺身などのデリカ、

醤油・味噌などの調味料、加工食品を圧倒的な面積を誇る売場に抜群の品揃えで展開します。ま

た、鰤・鮭・秋刀魚の切身や照り焼きなど、武漢エリアでは入手しにくい日本産の冷凍魚も常時

取り揃えます。 

当店の周辺に急増する共働き世帯のニーズに対応し、忙しい家庭生活のなかでも効率的に調理

いただけるよう、デリカや下処理済みの簡便食品など、簡単・便利な商品とサービスをご提供し

ます。 

 

＜屋台村「美食広場」＞ 

即食ニーズが高い中国のお客さまのため、約４００席の大型イートインコーナー「美食広場」

を食品売場レジ外に導入します。「美食広場」には、焼きたてパンを提供するベーカリーやスイー

ツコーナーに加え、武漢市民の朝食の定番“熱乾麺”の老舗「蔡林記」や、中華まん専門店「徳

華楼」なども出店。お客さまにお食事をゆっくりお楽しみいただける憩いの場をご提供します。 

イオン武漢経開店の特徴 
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＜イオンのブランド「トップバリュ」＞ 

日本で展開している「トップバリュ」アイテムに加え、中国のお客さまのニーズに合わせ、「安

全・安心」に配慮し中国で開発した「トップバリュ」アイテムを取り揃えます。お客さまが日常

的にご家庭で使用される調味料をはじめ、購入頻度の高い麺、デザート、菓子などを中心に展開

します。 

 

◆２階：一歩先行くライフスタイルをご提案する“美と健康”“お出かけファッション” 

２階では、“美と健康”を切り口にした「ヘルス＆ビューティー」、通勤やちょっとしたお出か

けに最適な「服飾雑貨」「レッグファッション」を中心に展開。地域の皆さまに新しいライフスタ

イルやトレンドに合わせた品揃えとコーディネートをご提案します。 

 

＜ヘルス＆ビューティー＞ 

お客さまのご要望の多いカウンセリング化粧品コーナーでは、地元で人気のフランスブランド

の化粧品「L'Oréal」をはじめ、日系ブランドのカネボウ化粧品「ＫＡＴＥ」、花王の敏感肌用化

粧品「キュレル」を展開。そのほか、中国のお客さまに人気の「馬油」など日系化粧品を豊富に

取り揃えます。 

また、家電売場でも「武漢の女性を美しくする」をモットーに理美容家電などを豊富にご用意

し、「健康で美しくありたい」というニーズの高まりに対応します。 

 

＜服飾雑貨・レッグファッション＞ 

武漢では現在、地下鉄網の整備や車保有率の向上が進んでいることから、働く女性のファッシ

ョンが急速に変化。スニーカーではなくヒール靴で通勤する方が増加しています。足もとのおし

ゃれを提案するレッグファッション売場では、お客さまからのご要望にお応えし、日本製のスト

ッキング、タイツを豊富に品揃えます。靴やストール・マフラーなど服飾雑貨も多数ご用意し、

新たな「お出かけファッション」スタイルをご提案します。 

 

◆３階：「モノ」と「コト」を融合し、親子三世代で楽しめる「児童天地（キッズワールド）」 

子ども・ベビー向け衣料やおもちゃなどの「モノ」と、休憩・軽食コーナーを併設したアミュ

ーズメント施設などの「コト」を融合させた「児童天地（キッズワールド）」を導入。お買物の楽

しさを満喫しながら、親子三世代でゆっくりおくつろぎいただけるフロアです。 

 

＜子ども向け衣料・ベビー用品・おもちゃ＞ 

子ども服売場では「お出かけ」「普段着」などシーン別コーディネートに加え、子ども用アクセ

サリーや靴を充実させ、キッズのトレンドスタイルをご提案します。 

おもちゃ売場では、「ドラえもん」「ハローキティ」など中国のお子さまにも人気の高い日本の

キャラクター玩具やアイテムを豊富に展開します。また、おもちゃに自由に触って遊べる「タッ

チ＆トライ」コーナーを充実。お子さまがいつまでいても飽きず、安全に遊べる売場を目指しま

す。 

ベビー用品売場では、中国の法規制に対応し「安全・安心」に配慮したチャイルドシートを豊

富にご用意します。 

 

＜アミューズメント・書籍＞ 

グループの（株）イオンファンタジーが子ども向けアミューズメントの２施設を展開。日本で

培ったクオリティの高いサービスを通じて、お客さまに「安全・安心」な遊び場をご提供します。
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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）」では、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を、まるで飛び出す絵本のような空間を

立体化した壁面内装で演出。「イオンファンタジーキッズーナ（亲子园）」には、体を大きく動か

して遊ぶ大型遊具を多数設置しています。これらアミューズメント施設に隣接して、ソフトドリ

ンクや軽食をお召し上がりいただける「スナックコーナー」を配置。親子や三世代でゆっくりお

楽しみいただけます。 

また、絵本や知育本などを豊富に取り揃えた「子ども向け書籍売場」を設けます。 

 

◆その他のサービス 

お客さまに便利で快適なお買物を楽しんでいただくため、様々なサービスを導入します。 

食品では、「水や米など重い商品を自宅まで持ち帰るのが大変」という声にお応えし、お買い上

げ商品の即日配送サービスを実施。また、サービスカウンターでは、イオンギフトカード発行や

ギフトラッピングを承ります。 

衣料品では、ご購入いただいた衣料を店内で加工・お直しするサービスを実施します。 

３階には、赤ちゃん連れのお母さまがお買物の合間にゆっくり休憩できるよう、授乳スペース

などを設けた「ベビールーム」を設置します。 

今後、アリペイ（支付宝）など携帯オンライン決済の導入も予定しています。 
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【ユニバーサルデザイン】 

 

 イオンモールに来店されるお客さまは、乳幼児からご高齢の方、さらには、ハンディキャップ

をお持ちの方、妊娠されている方、外国の方などさまざまです。あらゆるお客さまに安心して快

適にお過ごしいただけるよう、当社では２００５年から本格的なユニバーサルデザインを導入し

てきました。また、導入後も定期的にアンケートを行うなどしてお客さまからのご意見を伺い、

ハード・ソフトの両面から継続的な改善に取り組んでいます。 

 

■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。 

 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工夫しています。 

 

 入館場所が認識しやすいように、各入り口にモニュメントサインを表示。さらに、ゾー

ンカラーをエリア毎に区別しています。 

 

 どこからでも話しかけやすいインフォメーションカウンターと、見やすさを追求したサ

インで館内をわかりやすくご案内します。また、直感的に操作できるタッチパネル式の

館内案内や、季節ごとのインフォメーションなどを映像でご案内するデジタルサイネー

ジを館内随所に設置しています。 

 

２．ストレスフリーな駐車場をご提供します。 

 雨の際も濡れずにご利用いただけるよう、屋内駐車場を地下と４階部分に約２,０００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、場内を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いい空間をご提供します。 

 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｣やお子さま専用の｢キッズトイレ｣など、快適さや使い

やすさに配慮。各フロアの中央付近には、ベビールームとキッズトイレを設置するなど、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。また、女性用

トイレにはパウダールームも全室設置しています。 

 

 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。 

 

ユニバーサルデザイン 
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■取り組みの具体例 

１．「安全・安心」の取り組み 

 お子さまが体を乗り出して転落することがないよう、モール吹き抜けのガラス面の高さ

を通常より高い各階１.４ｍ以上としています。 

 受動喫煙防止のため、喫煙室を館内１０箇所に設置しています。 

 

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）や館内

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】 

 

 当モールは、“人と環境に配慮したモール”の実現のため、環境保全活動に取り組んでいます。

施設内では表示サインや照明のＬＥＤ採用によるＣＯ２削減や空調熱源の弾力的な運転を行うこ

とで熱源負荷の軽減を行います。 

 また、イオングループ各社が加盟する公益財団法人｢イオンワンパーセントクラブ｣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 

 「緑色二星」の取得 

当モールは、中国の建物環境性能評価である「緑色二星」の認証※を取得しています。

今後もモール全体で環境に配慮した設備や仕組みを積極的に導入し、環境保全に取り組

んでまいります。今回の認証は、施設運営も含めての認証です。※設計段階の認証 

 

 コージェネレーションシステムの採用 

武漢市内の商業施設で初となる「コージェネレーションシステム」を導入します。発電

により発生した廃熱を利用して動力・温熱・冷熱を取り出し、総合エネルギー効率を高

める供給システムで、省エネルギーを推進します。 

 

 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、従来の蛍光灯などの球管に替わり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、モール全体で館内温度上昇の低減および省エネに取り組んでいます。 

 

 太陽光発電設備の導入 

晴天時に５２０ｋｗの電力の創出が可能なソーラーパネルを設置し、太陽光発電を行い

ます。 

 

 環境保全への取り組みの紹介及び啓蒙活動 

   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｣を設置し、お客

さまへの啓蒙活動を実施します。 

 

安全・安心、防犯・防災への取り組み 

環境保全・社会貢献活動について 
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 ｢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年より実施しています。本年

も７月に日本での交流を実施し、１０月には中国各地で交流を行いました。武漢市をは

じめ、杭州市や北京市、蘇州市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。 

 

 ｢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で自生する｢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｣植樹祭を実施しています。 

    当モールでは、１１月７日（土）に植樹祭を開催し、近隣にお住まいの６５０名の皆

さまとともに、桜花や金葉女貞、茶梅など４種類の苗木を合計５,０００本植樹しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｢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。イオンモール武漢経開では、建設期間中

からこの活動を行っています。 

 

【その他の取り組みについて】 

 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たほか、食堂も完備しています。 

 

 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、５路線でシャトルバスを運行します。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。その他の路線も１時間に１～２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｣を約７０台導入します。 
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 館内遊覧「汽車ポッポ」と「レトロカー」 

全長約５３０ｍの長い館内を汽車とレトロカーが遊覧します。２階と３階でご乗車いた

だけます。 

 

 

 

 

 

【建設の特徴について】 

 屋外噴水広場を設置 

   モール中央部入り口前に｢噴水広場｣を設置しました。噴水の周りでは、家族でのんびり

と過ごしながら、お子さまに水遊びをお楽しみいただけます。また、噴水を活用したイ

ベントの開催も予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イルミネーション 

夜間は建物全体が刻々と変化するイルミネーションに包まれ、幻想的な雰囲気でお客さ

まをお迎えします。壁面に敷き詰められたボックスはアニメーションモニターが導入さ

れており、全体で表情を変え、さまざまな輝きをお届けします。 
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【アクセスマップ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜広域図＞ 
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【イオンモール武漢経開 専門店一覧】 

※１：武漢市初 ※２：漢陽初 ※３：新業態 

１ｓｔフロア 

番号 店名 業種 番号 店名 業種 

1 Vita juice    ※1 ジュース 39 Bobo bakery    ※2 スイーツ 

2 周黑鸭     食品 40 MOMI&TOY'S    ※1 スイーツ 

3 金童子     食品 41 沪上阿姨    ※2 ジュース 

4 廖记棒棒鸡     食品 42 丸来玩趣    ※2 食品 

5 好想你枣     食品 43 和米堂、摩提工坊     スイーツ 

6 九土名烟     煙草 44 美珍香    ※2 食品 

7 工商银行     銀行 45 纽约疯薯    ※2 食品 

8 良品铺子     食品 46 芙蓉日式炸猪排    ※2 とんかつ 

9 天福茗茶     お茶・コーヒー 47 coco壱番屋    ※2 カレー 

10 EUHO     食品 48 花丸乌冬    ※2 うどん 

11 watsons 屈臣氏     化粧品・雑貨 49 吉野家    ※2 牛丼 

12 AMASS、GIRDEAR     レディス 50 卜韩卜炉火碳    ※2 韓国料理 

3 Etam     レディス 51 鱼旨寿司    ※2 寿司 

14 JUCY JUDY     レディス 52 帝娜朵拉    ※2 スイーツ 

15 UNIQLO     レディス・メンズ・キッズ 53 大菊铁板烧    ※2 鉄板焼き 

16 BeLLE SHOE STORE     靴 54 犇腾牛排    ※1 ステーキ 

17 ONLY     レディス 55 甲米府    ※1 多国籍料理 

18 亮视点    ※2 メガネ・コンタクト  56 subway     サンドウィッチ 

19 Esprit     レディス 57 三清洞摩西    ※2 韓国料理 

20 LA Batite     レディス 58 DQ冰雪皇后     カフェ 

21 eifini    ※2 レディス 59 开心丽果     ジュース 

22 VERO MODA     レディス 60 金谷南    ※2 韓国料理 

23 H:CONNECT    ※2 レディス 61 浪花屋    ※2 和食 

24 PUMA OUTLET    ※2 スポーツ 62 必胜客     ピザ 

25 adidas factorys   スポーツ 63 joymax    ※3 63 

26 New Balance     スポーツ 64 Mangosix Coffee    ※2 カフェ 

27 CONVERSE Factory Store   ※2 スポーツ 65 STARBUCKS COFFEE     カフェ 

28 Nike Factory Store     スポーツ 66 味千拉面     ラーメン 

29 modaersa    ※2 アクセサリー 67 胡椒厨房     洋食 

30 Dotacoko    ※2 レディス 68 棒约翰     洋食 

31 miidii    ※2 レディス 69 争鲜回转寿司    ※2 回転寿司 

32 CRD克徕帝    ※2 宝飾品 70 秀玉红茶坊     洋食 

33 I love life style    ※1 レディス 71 McDonald's     ハンバーガー 

34 CNE    ※2 靴 72 仟吉     ベーカリー 

35 JackJones     メンズ 73 售票厅     チケットカウンター 

36 earth music&ecology    ※2 レディス 74 DECATHLON 迪卡侬    ※2 大型スポーツ 

37 JINS    ※2 メガネ 75 赛那客咖啡    ※2 カフェ 

38 Bata     靴 76 水车屋    ※3 和食 
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１ｓｔフロアの続き 

番号 店名 業種 番号 店名 業種 

77 ZOLLE     レディス 86 非常稻    ※2 中華 

78 BASIC HOUSE     レディス 87 MADRID 马德里人    ※2 スペイン料理 

79 周大生     宝飾品 88 La Chanson 香颂    ※2 フランス料理 

80 周大福     宝飾品 89 揽夜    ※3 中華 

81 The Clock House    ※2 時計 90 猪圈火锅    ※1 火鍋 

82 美尔迪    ※2 ベーカリー 91 老街烧烤     中華 

83 樱花糕坊    ※2 スイーツ 92 Delice    ※2 フランス料理 

84 ICE DEMON    ※2 アイス 93 汉堡王     ハンバーガー 

85 吾饮良品     ジュース      

      

      

2ndフロア 

番号 店名 業種 番号 店名 業種 

１ OGE     靴 28 维意定制     インテリア雑貨 

２ RED DRAGONFLY     靴 29 尚食坊-香磨五谷    ※2 食品 

３ Marccibior     メンズ 30 NITORI    ※2 家具、インテリア 

４ EGOU     メンズ 31 香港华娅珠宝     宝飾品 

５ JW     メンズ 32 HONGU     鞄 

６ KIKC     メンズ 33 Lightness     インナー 

７ 柒牌、SEVEN MODERN    ※2 メンズ 34 DST CLOR     レディス 

８ westlink     靴 35 artmi    ※2 鞄 

９ 第一印象    ※1 アクセサリ 36 open box     レディス 

10 VINSOR     靴 37 me city     レディス・メンズ 

11 娅茜     インナー 38 honeys     レディス 

12 圣大保罗     鞄 39 乐町     レディス 

13 稻草人     鞄 40 LNO     アクセサリー 

14 利郎     メンズ 41 TUNE&TUNE     レディス 

15 K-BOXING     メンズ 42 百武西    ※2 雑貨 

16 BH     スポーツ、 43 LAFESCO    ※1 レディス 

17 GREE     家電 44 OMI     鞄 

18 中国移动     通信サービス 45 imi's     インナー 

19 中国联通     通信サービス 46 婷美小屋 TIMER HOUSE     化粧品 

20 流行美     アクセサリー 47 植物医生     化粧品 

21 谭木匠     アクセサリー 48 OFNICE     アクセサリー 

22 爱睫美     サロン 49 惠人芳     ジュース 

23 YES I DO     美容室 50 川町太郎    ※2 スイーツ 

24 娇莉芙     エステ 51 大卡司     ジュース 

25 I'd     インナー 52 如意馄饨     ワンタン 

26 look optical    ※1 メガネ 53 鼎鼎香麻辣香锅    ※2 中華 

27 totoro    ※1 雑貨 54 蓉李记     中華 
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２ｎｄフロアの続き 

番号 店名 業種 番行 店名 業種 

55 beauty house    ※2 化粧品 74 老復盛    ※3 中華 

56 老银匠     アクセサリー 75 川霸味道    ※2 四川料理 

57 媛媛美甲     ネイル 76 我家小馆     湖北料理 

58 ETUDE HOUSE     化粧品 77 皖厨    ※2 安徽料理 

59 AEEEZ     宝飾品 78 雀舞    ※1 雲南料理 

60 达芙妮 DAPHNE     靴 79 硒石鱼釜    ※1 中華 

61 GAINREEL     インナー 80 丽小馆    ※2 湖北料理 

62 MY BODY     インナー 81 龙皇轩    ※1 香港料理 

63 New Mainz    ※1 レディス 82 江一湖    ※2 中華 

64 hotwind     レディス・メンズ 83 尚渔味    ※2 中華 

65 mixblu     レディス 84 爬山虎    ※2 中華 

66 vvhedy    ※1 インナー 85 呷哺呷哺    ※2 中華 

67 the green party     雑貨 86 阿香米线     中華 

68 banana cici     レディス 87 老五烧烤    ※2 中華 

69 ARIOSEyears     レディス 88 小菜粥    ※3 中華 

70 senlinniao     レディス 89 江南小厨房    ※1 江南料理 

71 可路莎     レディス 90 鲜芋仙     台湾スイーツ 

72 KAWAII     雑貨 91 Cuttingup    ※2 フィットネス 

73 DAISO    ※2 雑貨 92 酒窝甜品    ※2 カフェ 

      

      

３ｒｄフロア 

 店名 業種  店名 業種 

１ 柠檬王子    ※2 ジュース 18 卡通尼乐园    ※2 アミューズメント 

２ LESSO HOME 领尚生活    ※1 生活雑貨 19 可趣可奇     キッズ 

３ 雅印上品     ※2 生活雑貨 20 步步高教育电子     教育家電 

４ idear homer伊蝶家品    ※2 生活雑貨 21 ABC kids     キッズ 

５ 艾美家     生活雑貨 22 kidswow 哇喔哇喔     キッズ 

６ FORLLY HOME    ※1 生活雑貨 23 因否     キッズ 

７ 德国宝    ※2 生活雑貨 24 Toons land    ※2 キッズ 

８ CBA     スポーツ 25 361°kids     キッズ 

９ 361°     スポーツ 26 LABI BABY 拉比    ※2 キッズ 

10 特步     スポーツ 27 麦卡玩具    ※2 ホビー 

11 ERKE 鸿星尔克     アウトドア 28 papamama    ※2 キッズ 

12 LOCK&LOCK    ※2 生活雑貨 29 童萌国    ※2 キッズ 

13 MINISO 名创优品     生活雑貨 30 Aimer kids    ※2 キッズ 

14 doaowo     靴 31 H.a.o    ※2 キッズ 

15 RM     靴 32 亚惠美食    ※2 フードコート 

16 CAN TORP     スポーツ 33 FANPEKKA    ※1 アミューズメント 

17 贵人鸟     スポーツ 34 麦当劳甜品站     スイーツ 
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３ｒｄフロアの続き 

番号 店名 業種 番号 店名 業種 

35 LI-NING     スポーツ 55 开心巧屋     教室 

36 工贸家电     家電 56 地下铁     ジュース 

37 SUBZERO     食品 57 蕃茄田艺术    ※2 教室 

38 亲贝湾     プール 58 杨梅红国际私立美校    ※1 教室 

39 小花农 布鲁精灵    ※1 雑貨 59 小能人儿童创意乐园     教室 

40 OTTO2    ※3 料理教室 60 卡巴 kabba     教室 

41 茶玛咕朵    ※2 ジュース 61 瑞思学科英语     教室 

42 EQ+     バラエティ雑貨 62 美吉姆     教室 

43 KIDS LAND     キッズ 63 中影国际影城     シネマ 

44 gb kids station好孩子星站、※2 キッズ 64 老村长    ※2 中華 

45 carrera     ホビー 65 谭家小馆    ※3 中華 

46 可恩宝贝     キッズ 66 韩宫宴    ※2 韓国料理 

47 kids moment     キッズ 67 凯撒尔    ※2 中華 

48 balabala     キッズ 68 捞旺猪肚鸡     中華 

49 Annil 安奈儿     キッズ 69 我爱鱼头    ※2 中華 

50 MOOMOO    ※2 キッズ 70 美多多     中華 

51 贝甜    ※2 キッズ 71 麦当劳甜品站     スイーツ 

52 XTEP 特步 kids     キッズ 72 青豆家奶酪     スイーツ 

53 小阿福     写真スタジオ 73 coco奶茶    ※2 ジュース 

54 贝贝熊     キッズ 74 名仕台球     ビリヤード 

※１：武漢市初     21店舗 

※２：漢陽エリア初   83店舗 

※３：新業態       7店舗 

 


