
２０１７年１１月２２日 

 

イ オ ン 株 式 会 社 

イオンモール株式会社 

 

江蘇省南通市にイオンモールが初出店！ 

「イオンモール南通星湖
なんつうしんこ

」 

１２月１日（金）９：００ グランドオープン 

 

 イオンモール株式会社（以下、イオンモール）は、１２月１日（金）、中華人民共和国江蘇省南通市に、

「イオンモール南通星湖｣（以下、当モール）をグランドオープンします。 

 イオンモールは、江蘇省・浙江省エリアを重点エリアの一つとして出店を進めており、これまでに蘇

州市に３箇所、杭州市に１箇所の計４モールを展開しています。また、核店舗として、南通市では初と

なる総合スーパー「イオン南通星湖店」を出店します。 

■「イオンモール南通星湖」の立地・商圏について 

 当モールは、南通市中心部より南東へ１２ｋｍに位置し、南通市内において最も開発が進む経済技術開

発区（国家級開発区）として、周辺はオフィスや住宅を中心に、教育施設など公共施設の集積も進んでい

ます。モールへのアクセス環境は、市内中心部よりつながる「星湖大道」と開発区内の「通盛大道」の２

つの幹線道路が交わる交差点に隣接するとともに、当モールより東へ８００ｍには、無料高架道路である

「東方大道」出入口もあり、広域からのアクセスも至便な立地です。また、２０２２年以降には、モール

に直結して地下鉄１号線の駅も計画されており、さらなる発展が見込まれるエリアです。 

■イオンモール南通星湖のコンセプトおよび特徴 

みんなが集う“近未来”デスティネーションモール 
～思い通りの“トキ”と“コト”を共有できる目的地～ 

 エリア最大級のエンターテインメントモール 

南通市初となるコース全長４００ｍの室内レーシングカート場やエリア最大級となるシネマ「中影国

際影城」が７スクリーン、１,４００席で出店します。食を充実させた「イオン南通星湖店」に加え、

約１００店舗の飲食専門店が集結。メゾネットタイプや体験型など新業態レストランも揃え、「お食

事＋α」の体験をお届けします。 

 「光」と「水」をデザインテーマとしたエリアシンボルとなるランドマークプレイスへ 

  正面入口からのエントランスモールからメインモールへの空間を活用し、「サンクンガーデン」や

屋外の一部を利用した「アウターモール」など、街を散策する感覚でお楽しみいただけます。さら

に、緑を豊富に活用した内装や近未来的な施設で、快適でワクワクする空間を演出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

 

 

 モール名称 ： （日）イオンモール南通星湖（なんつうしんこ） 

        （中）永旺梦乐城南通星湖（ｎａｎｔｏｎｇ ｘｉｎｇｈｕ） 

        （英）ＡＥＯＮＭＡＬＬ ＮＡＮＴＯＮＧ ＸＩＮＧＨＵ 

 所 在 地： 中華人民共和国江蘇省南通市経済技術開発区星湖大道１０６６号 

 電 話： イオンモール南通星湖 （国番号８６）５１３－５５０９－６０００ 

          イオン南通星湖店   （国番号８６）５１３－５５０９－６９８８ 

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

 責 任 者： イオンモール南通星湖 ゼネラルマネージャー 寺川 守（てらかわ まもる） 

        イオン南通星湖店   店長         張 欣欣（ちょう しんしん） 

 出店店舗数 ： 核店舗   イオン南通星湖店 

         サブ核店舗 中影国際影城（シネマ）、ＵＮＩＱＬＯ、ＮＩＴＯＲＩ、童夢国 

        専門店数計 約２８０店舗 

 敷 地 面 積 ： 約 １１３,０００㎡ 

 延 床 面 積 ： 約 ２４３,０００㎡ 

 総賃貸面積 ： 約  ７７,０００㎡ 

 駐車場台数 ： 約   ３,０００台 

 建 物 構 造 ： ＲＣ造 地上４階 地下２階 

 管理運営会社： 永旺夢楽城（南通）商業管理有限公司 

 開 店 日： ２０１７年１２月１日（金）９：００オープン 

 営 業 時 間 ： 専門店・レストラン街  １０：００～２２：００  

          シネマ中影国際     １０：００～２４：００（※上映作品により異なります） 

          イオン南通星湖店     ９:００～２２:００ 

 休 業 日： 年中無休 

 従 業 員 数 ： ショッピングモール全体 約２,８００名（内、イオン南通星湖店約１２０名） 

 基 本 商 圏 ： 車２０分圏 約１１０万人  

※資料内の画像はすべてイメージです。 

※資料内の情報は１１月２２日時点のもので、変更になる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「イオンモール南通星湖」の概要 

 

http://nantong.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について】 

イオンは中国において、１９８５年から３０年以上にわたり事業を展開しています。今後も、小売・ディベ

ロッパー・サービス・専門店・金融などグループ各社が一体となり、中国のお客さまの豊かなくらしづくり

をサポートしてまいります。 

＜イオングループの海外展開（小売事業、ディベロッパー事業）＞ 

 
ＧＭＳ 

総合スーパー 

ＳＭ 

スーパーマーケット 

ＨＰ 

ハイパーマーケット 
モール型ＳＣ 

内イオンモール 

運営ＳＣ 

中国 ５３  ２６  ０ ２３ １６ 

アセアン ３９ １５０ ２２ ３５ ７ 

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】※イオンモールが土地（使用権）と建物を所有しています。 

 モール名称 開店日 敷地面積 延床面積 総賃貸面積 駐車場 

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

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

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

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

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

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

７ 蘇州園区湖東※ １５年 ５月 約 ９９,３００㎡ 約２１８,０００㎡ 約 ７４,９００㎡ 約３,０００台 

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

９ 杭州良渚新城※ １５年１１月 約 ９８,０００㎡ 約１７５,０００㎡ 約 ６６,０００㎡ 約２,５００台 

10 武漢経開※ １５年１２月 約１２９,０００㎡ 約２７４,０００㎡ 約１０５,０００㎡ 約４,０００台 

11 広州番禺広場 １５年１２月 約 ５１,４００㎡ 約１７３,０００㎡ 約 ７０,０００㎡ 約１,７００台 

12 蘇州新区 １６年 １月 約１３９,０００㎡ 約１６３,０００㎡ 約 ７４,０００㎡ 約３,２００台 

13 河北燕郊 １６年１１月 約 ８７,０００㎡ 約２２０,０００㎡ 約 ７０,０００㎡ 約３,０００台 

14 天津津南 １７年１０月 約 ９１,０００㎡ 約１９０,０００㎡ 約 ７０,０００㎡ 約２,６００台 

15 南通星湖 １７年１２月 約１１３,０００㎡ 約２４３,０００㎡ 約 ７７,０００㎡ 約３,０００台 

16 武漢金橋 １７年１２月 約 ４６,２００㎡ 約１２０,３００㎡ 約 ５４,７００㎡ 約１,７００台 

【イオンモールの中国における今後の出店予定】 

年度 モール名称 所在地 

２０１７年度 イオンモール佛山大瀝 広東省佛山市 

２０１８年度 
イオンモール広州金沙 広東省広州市 

イオンモール煙台金沙灘 山東省煙台市 

【江蘇省・浙江省エリアの展開】 
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フロア構成 

 

４Ｆ 

１Ｆ 

２Ｆ 

Ｂ１Ｆ 

３Ｆ キッズファッション＆グッズ 

アミューズメント 

フードコート 

シネマ 

ファミリーファッション 

レーシングカート 

ホームファッション 

ダイニングレストラン 

ヤングファッション＆グッズ 

メンズファッション 

カジュアルレストラン 

食物販 

グローバルファッション 

スポーツファクトリー 

ヘルス＆ビューティー 

小吃街 
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 １Ｆ － グローバルファッション＆グルメ  

 グローバルファッション＆グッズ 

・ 広州発のファッション「ＭＯ＆ＣＯ」「ＧＬＯＲＩＡ」「ｍｉｉｄｉｉ」、上海からは「ｎａｉｖｅ

ｅ」など、中国の最新ファッション専門店が出店。日本からは「ＵＮＩＱＬＯ」「ｚｏｆｆ」「ＣＡ

ＳＩＯ」のほか、デンマークの「ＯＮＬＹ」、韓国発「ＢＡＳＩＣ ＨＯＵＳＥ」「ＪＵＣＹ ＪＵ

ＤＹ」「ＴＥＥＮＩＥ ＷＥＥＮＩＥ」が出店するなど、中国内外の人気ブランドが集結します。 

・ 上質な本革の質感にこだわったデザイン性と機能性豊かなバッグ専門店「ＦＩＯＮ」が中国初出店

となります。 

 

 

 

 

 

 スポーツファクトリーエリア 

  １Ｆ東側には、人気ブランドのスポーツ専門店が集結します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ １Ｆ北側エリアには、人気のスポーツファッション「ｎｅｗ ｂｌａｎｃｅ」や「ＰＵＭＡ」、   

「ＳＫＥＣＨＥＲＳ」などのファクトリーストアーが集結します。 

 

 

 

 

 カジュアルレストラン 

・ 日系の「すき家」や「ｂａｒｉｕｍａラーメン」「味千ラーメン」、台湾麺の「康師傳」、中華の「谷

田稲香」「好人民間」や小龍包専門店「小揚生煎」、水餃子専門店「餃翻天」など手軽にお食事いた

だけるレストランを揃えました。 

 

 

 

 

 

  

各フロアの概要 

 

https://www.fashionsnap.com/news/2015-07-30/skechers/gallery/
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 ２Ｆ ～ グルメ＆インテリアグッズ  

 ヤングファッション＆グッズ 

・ レディスでは、人気のファストファッション「Ｍｅ＆ｃｉｔｙ」「Ｈｏｔｗｉｎｄ」をはじめ、杭

州発のファッションブランド「Ｓｈｏｐ１９７２」や「Ｅｊａｍｓ」が出店。また、ファッション

雑貨では高校生や大学生に人気の「Ｓａｎｆｕ」が出店します。 

・ メンズでは、「海澜之家」や「柒牌」、「ＯＷＯＯＯ」といった定番メンズブランドから、韓国系の

メンズスーツ専門店「ＳＴＣＯ」、ヤングカジュアルの「ＩＲＡ」「ＪＡＭＳＵＮ」が出店します。 

 ホームファッション 

・ 日々の暮らしの中で自分好みの空間をつくる、大型ホームファッションの専門店「ＮＩＴＯＲＩ｣

が南通市に初出店します。 

 

 

 

 

 

 

 ダイニングレストラン 

・ 人気の海鮮ビュッフェ「ＴＯＲＯＮＴＯ」をはじめ、四川料理の「蜀香格格」、新彊料理「巴依古

丽」、蘇州料理「湖畔春色」広東料理「粤点王」など多種多様な中国各地のグルメをお楽しみいた

だけます。 

３ｒｄフロア － ＫＩＤＳ & ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 

 キッズファッション＆グッズ 

・ 中国のキッズファッションの定番「ＢＡＬＡＢＡＬＡ」「ＡＢＣｋｉｄｓ」をはじめ、地元南通の

キッズ用品の専門店「童夢国」がサブ核店舗として出店。ベビー＆キッズファッション、育児用品、

玩具といった物販はもちろん、写真館、ベビープール、キッズアミューズメントなどお子さまに関

するサービスも充実しています。 

 

 

 

 

 

 

 アミューズメント 

・ 室内型レーシングカート「ＬＥＳＨＡＮＧ」（４Ｆ）やキッズアミューズ「モーリーファンタジー」   

（３Ｆ）、華東エリアで人気のファミリーアミューズメント「多奇妙」が揃い、地域最大級のあそ

びのエリアをご提供します。 
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 シネマコンプレックス 

・ 中国国内で最多のスクリーン数を運営する「中影国際影城」が南通市に初出店します。最高水準ま

で高められた美しい映像を映し出すことができる巨幕スクリーンを導入するほか、音質は「ＴＨＸ」

オーディオを採用、より大迫力で臨場感あふれるシネマコンプレックスです。 

 

 

 

 

 

 

 フードコート 

・ フードコート「食彩荟」は２１種類のコーナーで、バラエティに富んだおいしさをご提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｂ１Ｆ ＨＥＡＬＴＨ＆ＢＥＡＵＴＹ  

 ヘルス＆ビューティー 

・ 昨今の健康ブームや女性の美容意識の高まりを受け、スポーツジム「ｉｍｐｕｌｓｅ」を中心にし、

コスメ専門店を集結しました。日系の資生堂の総合専門店店「Ｓ－ＣＯＳＭＥＴＩＣ ＳＥＬＥＣ

ＴＩＯＮ」のほか、香港系コスメの「Ｗａｔｓｏｎｓ」、フランスコスメ専門店「ＯＭＥＹ」、中国

国内での人気のコスメ「林清軒」が出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ その他、カラーコンタクト「４ＩＮＬＯＯＫ」や、、地元美容室の「風海上」、ＳＰＡ、ネイルサロ

ンなど美に関するサービスを、幅広いラインナップで取り揃えます。 

 

 「小吃街」で食べ歩き 

・ 中国の昔ながらの小吃街（屋台街）を再現しました。串料理、あさ

り料理、マンゴーデザートや香港スィーツなど、食べ歩きも可能な

店舗を取り揃えています。 
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お値打ちかつ高品質な品揃えと心温まるサービスで、 

ご来店のたびに「発見」「感動」のある店 

 

永旺華東（蘇州）商業有限公司は、中国江蘇省南通市に総合スーパー（ＧＭＳ）「イオン南通
なんつう

星
しん

湖
こ

店」

（以下、「当店」）を初出店します。中国では香港を含め５１店目、華東エリアでは５店目のＧＭＳとな

ります。 

 当店は、小さなお子さまがいる３０代のニューファミリーを主なターゲットとし、「ご来店のたびに

『発見』『感動』のある店」をコンセプトに、お値打ち価格でありながら高品質を実現させた商品を充

実させるとともに、心温まるサービスでお客さまをお迎えします。 

ワンフロアで展開する店内では、「安全・安心」の徹底はもちろん、お求め商品をすぐに見つけられ

るよう陳列を工夫し、広くて明るく清潔な売場づくりを追求するなど、施設やオペレーション面でもお

客さまの便利で快適なお買物をサポートします。 

 

◎南通エリアＮｏ.１のおいしさ溢れるデリカ 

人気の中華メニューをはじめ、南通エリア初出店の日系ＧＭＳの食品売場として日本食の本格的な味

わいをご提供します。新鮮な食材を使用した日本式本格寿司や、目の前で調理するお好み焼き、麺類

に加え、日本風に味付けした鶏唐揚げ、コロッケなどスナック類も豊富に品揃えます。また、南通の

若者向けに開発した超大型の魚フライや、店内製造の「ロールケーキ」、「エッグタルト」などスイー

ツメニューも充実させました。さらに、お客さまの即食ニーズに対応し、ご購入いただいた商品をす

ぐに店内でお召し上りいただけるようデリカ売場に併設してイートインコーナー（座席数：１００）

を導入します。 

◎新鮮なこだわり野菜 

農産売場では、中国国内、及び海外の有機認証を取得したこだわりの有機野菜売場を導入するほか、

現地「南通農批発
なんつうのうぴはつ

中心
ちゅうしん

」市場から直送の「産地直送」コーナーを常設し、新鮮な野菜を毎日ご提供

します。 

◎子ども専用売場の導入 

お子さま連れのお客さまに楽しくお買物いただけるよう、食品売場内にベビー＆子ども向け商品の集

合し、子ども専用売場を展開します。ベビーコーナーでは、紙おむつ、哺乳瓶などの授乳用品からミ

ルクや離乳食まで、お客さまの利便性向上に向け売場レイアウトを編集しました。さらに、子どもコ

ーナーでは、人気のお菓子に加え、幼児用の食器や日用雑貨品など豊富に展開し、お子さまとともに

選んでいただける楽しい売場を実現。また、週末に子ども専用売場にて、お絵かきやゲーム大会など

子ども向けイベントを開催します。 

 

■【各売場の特徴】 

・ 農産売場では、「南通農批発中心」から直送の「産地直送」コーナーを常設するほか、店内でつく

りたての「カットフルーツ」をバラエティー豊かに品揃えするなど、新鮮な商品をご提供します。 

・ 畜産売場では、簡単・便利にご利用いただけるよう牛、豚スライス肉の品揃えを強化するとともに、

南通ご当地ブランドの乾燥肉を新規導入します。 

・ 水産売場では、南通近郊「吕四港
る し が ん

」（漁港）より仕入れた鮮度の高い魚や貝などを取り揃えるほか、

サーモン、マグロなどの新鮮なお刺身をご提供します。 

核店舗 総合スーパー「イオン南通星湖店」の特徴 
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・ リカー売場ではおいしくお手頃価格のワインを豊富に品揃え。また隣接する輸入食品売場と連携し、

おすすめのお酒との組み合わせメニュー提案を行います。 

・ デリカ売場では、点心、北京ダックなど人気メニューのほか、味付け肉や冷菜など中国伝統の味わ

いをご提供します。また、日本食では寿司、ラーメン、お好み焼きなどメイン料理に加え、おでん、

唐揚げ、コロッケなど簡単に楽しめる惣菜も豊富に品揃えます。また、手軽にお召し上がりいただ

けるよう、ピザ、サンドイッチ、カップサラダなど、簡単・便利な商品を多数ご提供します。 

・ デイリー売場では、パン売場に隣接して「朝食」コーナーを導入。ジャム＆ハニー、シリアルをは

じめ、乳製品やハム＆ソーセージ、カットサラダなどを一カ所に集中展開し、朝食メニューの提案

を行います。 

・ 食品売場に隣接してフードコートを配置。若者に人気の「鸡蛋仔
じ だ んざ い

」（焼クレープ）や「麻辣烫
まーらーたん

」（辛

いスープ専門店）のほか、「鸡排
じ ぱ い

、炸鱼
ざ ゆ

」（フィッシュ・アンド・チップス店）、手軽に中華メニュ

ーをお楽しみいただける「煎子生
じぇんじしぇん

」（焼小籠包）などを導入します。 

・ Ｈ＆ＢＣ売場では、南通エリア初導入となる日本のスキンケアブランド「珂润
きゅれる

」をはじめ、中国国

内で人気の「佰
ばい

草集
ちゃおじ

」、や韓国ブランドの「爱丽公
あいりーごん

主屋
じ ゅ う

」、「梦 妆
もんじょぁん

」、「MY BOX」などカウンセリング

ブランドを取り揃えます。また、若いお客さまに人気のフェイスマスクについては、日本の「肌美

精」や韓国の「美迪惠尔
めいでぃほうあー

」、「春雨
ちゅんゆー

」など輸入商品の品揃えを充実させます。おしゃれを手軽にお

楽しみいただけるよう、「百雀羚
ばいちゅぇりん

」、「片仔癀
ぺんざいふぁん

」、「一
いー

叶子
い え ず

」などお手頃な価格の化粧品も展開します。 

 

■その他のサービス 

＜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、お買い上げいただいた商品をご自宅までお届けする「イオン宅配便」を実施します。 

 

■環境・社会貢献活動 

・ 毎月１１日の「イオン・デー」に「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」を実施 

 （店頭の専用ボックスに投函されたお買物レシートの１％相当の品物を、イオンが地域のボランティ 

  ア団体に寄贈する取り組み） 

・ 近隣の小中学生を対象に、環境に関する学習や体験など様々な活動を行う「イオンチアーズクラブ」

の取り組みを実施 

【店舗概要】 

店舗名称：イオン南通
なんつう

星
しん

湖
こ

店 

電  話：＋８６－５１３－５５０９－６９８８ 

売場面積：４，５４２㎡ 

営業時間：９：００～２２：００ 

店  長：張欣欣 （ちょう しんしん） 

従業員数：約１２０人 
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 当モールのデザインコンセプトは、「未来へ進む船（Ｆｕｔｕｒｅ Ｓｈｉｐ）」。中国でも屈指の近

代都市であり、現在でも江蘇省有数の成長率を誇る南通市。発展を続ける開発区において、未来を想起

する施設を目指します。ガラスや金属を主材料にしたシンプルなデザインのモールです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アウトモール＞ 

 エントランスモールとメインモールの間は、サンクンガーデンやアウトモールなど開放的な空間を構

築しました。時間や季節によって、さまざまな表情が楽しめるエリアです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜内装デザイン＞ 

 モノトーンを基調としたモール空間に膜照明でアクセントを施し、近未来のモールを演出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境デザインについて 
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より快適に、そして便利にショッピングをお楽しみいただけるように、デジタルサイネージ（電子

看板）の積極的な導入に取り組んでいます。フロアマップ、イベント情報、キャンペーン情報、レス

トラン情報など、お客さまのコンシェルジュ機能はもちろん、シースルーＬＥＤなども設置し、お客

さまの快適なショッピングをサポートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      モール中央にシースルーＬＥＤパネル                デジタル案内パネル 

 

 

 

１． 開放的な大空間のレストラン街 

エントランスモールの中央広場に、ダイナミックな吹き

抜けの「レストラン街」を構築しました。シースルーの

天井とともに、開放的な雰囲気でお食事お楽しみいただ

けます。 

 

 

２．地域環境との融和 

  南通伝統の染織技術で、国家級の無形文化遺産にも登録さ 

 れている「藍印花布」（らんいんかふ）の地域性を感じる装 

 飾を取り入れ、日本にもなじみの深い藍染めの美しさを表現 

 しました。 

 

 

３．防風スクリーン 

  冬季の寒さ対策として、施設北側のエントランスに「防風スクリーン」を設置し、快適なエントラ

ンス環境を実現します。 

 

 

 

 

 

 

 

施設の取り組みについて 

 

デジタルサイネージについて 
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 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を追求しています。 

 

■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。 

・ 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。さらに、入館場所が認識しやすいように、各入口にモニュメントサ

インを表示し、ゾーンカラーも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．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。 

・ 多目的に利用できる｢みんなのトイレ｣（館内１４箇所）やお子さま専用の｢キッズトイレ｣等、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し、女性用

トイレにはパウダーコーナーを設置するなど、全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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ご高齢の方やお身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。また、館内でお気軽にご利用いただける休憩用ソファ

を、合計１７０脚ご用意しました。 

・ ソファなどの休憩用スペース以外にも、特別なデザインの休憩エリアを設置します。ご家族皆さまでゆ

ったりとお休みいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

３．ストレスフリーな駐車場を実現します 

・ 雨にぬれない地下駐車場を１,５００台設置。さらに、空き台数や空き区画を確認できるＬＥＤ表

示の駐車場管理システムを導入し、スムーズな駐車や出庫をサポートします。 

・ 駐車場をゾーンごとに色分けし、駐車した場所を認識しやすく工夫しています。 

ユニバーサルデザイン（ＵＤ）について 
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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

の低減を行います。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 

・ 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抑制および省エネに取り組んでいます。 

・ 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｢エコウォー

ル｣を設置、お客さまへの啓蒙活動を実施します。 

・ 晴天時に約３６０ｋｗｈを発電可能な太陽光ソーラーパネル約２９,０００㎡を屋上に設置したほか、

中国で急速に普及が進むＥＶ自動車を充電できる充電ステーションを合計６０台ご用意しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ｢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１０月

１５日（日）に植樹祭を開催し、近隣にお住まいの６００名の

皆さまとともに、サクラやトベラ、シジミバナなど５種類の苗

木を合計６,０００本植樹しました。 

 

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。 

・ 受動喫煙防止の為、喫煙室を館内１４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）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・社会貢献活動の取り組み 

安全・安心、防災・防犯の取り組み 

 

※開業後に設置予定です 



14 

 

＜イオンモール南通星湖 専門店一覧＞ 
南通市初出店：７０店舗 全館合計：２７５店舗 

 
 

 

NO. 店名 業種 南通初 NO. 店名 業種 南通初

1 HI味花甲 中華料理 27 睛喜眼镜 眼鏡

2 骄傲的鱼 中華料理 ○ 28 Watsons 化粧品・HBC

3 橙都易馆 中華料理 29 畹町 趣味雑貨 ○

4 全州拌饭 韓国料理 30 美丽春天 化粧品・HBC ○

5 丫韵老鸭粉丝汤 中華料理 31 SHIYIPAI 趣味雑貨

6 板烧厨房 中華料理 32 OMEY 化粧品・HBC

7 阿拉提 デリカ 33 Mamonde 化粧品・HBC

8 桂源铺 ジュース 34 4 IN LOOK コンタクト

9 花间堂 化粧品・HBC ○ 35 T3C 化粧品・HBC

10 周六福 宝飾品 36 美之舞 ダンス教室 ○

11 名创优品 趣味雑貨 37 showday ランファン ○

12 S-COSMETIC SELECTION 化粧品・HBC ○ 38 BOSIDENG ランファン ○

13 蜜思肤 化粧品・HBC 39 生活无忧 生活雑貨 ○

14 lenle アクセサリー 40 茉沏 ジュース

15 林清轩 化粧品・HBC 41 鲜目录寿司 デリカ

16 533 レディス 42 yoba酸奶冰淇淋 アイスクリーム

17 Y'RC 靴 43 煎饼先生 デリカ

18 MORGU蘑菇 レディス ○ 44 西北馍王 中華料理 ○

19 祎庭美甲 ネイル ○ 45 虾子阿饼 デリカ ○

20 JOSINY 靴 46 蟹田米饭 中華料理 ○

21 MILPLUS敏家 化粧品・HBC ○ 47 泰芒了 ジュース

22 Ccr.lu レディス ○ 48 欢辣颂 中華料理

23 impulse スポーツジム 49 煮公炒饭 中華料理

24 可诺丹婷美颜美体 エステ・SPA 50 阿布溜溜轮滑 ローラースケート教室

25 亿狮汽车美容 洗車場 51 工商銀行ATM ATM

26 风上海 美容室

NO. 店名 業種 南通初 NO. 店名 業種 南通初

1 同仁堂 健康食品 16 ONLY レディス

2 啸月 デザート 17 H.CONNET レディス

3 7分甜 ジュース 18 AIKE レディス ○

4 鸣龙茶叶 茶 19 LANO アクセサリー

5 优禾生活 健康食品 20 杂物社 趣味雑貨・文具

6 中国黄金 宝飾品 21 MIXBLU レディス ○

7 JACI.VELA レディス 22 PUMA スポーツ

8 GRIDEAR・AMASS レディス 23 SKECHERS スポーツ

9 UNIQLO ファストファッション 24 new balance スポーツ

10 Starbucks カフェ 25 it’s q 靴

11 MO&CO レディス 26 Levi's レディス・メンズ

12 TOPFEELING 衣料総合 27 AF货仓 レディス ○

13 i：Dea デジタル 28 BOSIDENG レディス・メンズ

14 CASIO 時計 29 naturally jojo レディス

15 EIFINI レディス

B１F

１F
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NO. 店名 業種 南通初 NO. 店名 業種 南通初

30 miidii レディス 58 麦当劳 ファストフード

31 UKP レディス 59 旺府火锅 中華料理

32 JUICY JUDY レディス 60 淀川刺身 日本料理

33 BASIC HOUSE レディス 61 手作功夫茶 ジュース ○

34 naivee レディス ○ 62 必胜客 ピザ・パスタ

35 TEENIE WEENIE レディス 63 何记花甲 中華料理

36 GLORIA レディス ○ 64 环球教育 英語教室

37 KFC ファストフード 65 铜锣湾 中華料理

38 诚记甜品 デザート 66 小杨生煎 中華料理

39 FION 鞄 ○ 67 鼎泰皇 中華料理

40 zoff 眼鏡 ○ 68 你捞我烫 中華料理

41 AJIDOU アクセサリー 69 舞茶道 デザート

42 Aitu レディス 70 谷田稻香 中華料理

43 千叶珠宝 宝飾品 71 好人民间 中華料理

44 潮宏基 宝飾品 72 阿香米线 中華料理

45 玛卡玛卡滋蛋仔 デザート 73 康师傅 中華料理

46 VQ ジュース 74 礼颂至品 ベーカリー

47 周黑鸭 デリカ 75 枫堂里 各国料理

48 美珍香 デリカ 76 すき家 牛丼・カレー

49 台道火爆大鱿鱼 デリカ 77 壹加回转寿司 回転寿司

50 非常好丸 デリカ 78 bariuma ラーメン ○

51 糖福禄 デザート 79 吉祥春饼 中華料理 ○

52 欧佩拉 ベーカリー 80 新石器 焼肉料理

53 继光香香鸡 デリカ 81 辣艺 中華料理

54 西树泡芙 シュークリーム 82 犇腾牛排 ステーキ

55 iceason アイスクリーム 83 川乐小镇 中華料理

56 来伊份 菓子食品 84 味千ラーメン ラーメン

57 鑫花溪 中華料理 85 饺翻天 中華料理

86 糊世刺身 日本料理

NO. 店名 業種 南通初 NO. 店名 業種 南通初

1 NITORI 家具・インテリア大型店 ○ 14 谭木匠 生活雑貨

2 my body ランファン 15 海澜之家HLA メンズ

3 D.SING レディス ○ 16 Green party 趣味雑貨

4 fandecie ランファン 17 mulinsen 靴

5 MADIMILAN サービス 18 AK メンズ

6 colore.in レディス ○ 19 Polo sports メンズ ○

7 look optical 眼鏡 20 STCO メンズ ○

8 SANFU 趣味雑貨 21 YEEFU メンズ

9 DAPHNE 靴 22 OWOOO メンズ ○

10 miss forever レディス 23 柒牌 メンズ

11 Hotwind 生活雑貨 24 JAMSUN メンズ

12 me&city レディス 25 semir 衣料大型店

13 suxiaoyi レディス ○ 26 TIMES 眼鏡 ○

１F（つづき）
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NO. 店名 業種 南通初 NO. 店名 業種 南通初

27 IRA メンズ 55 世界茶饮 ジュース

28 V-MEN メンズ 56 水天堂 洋食

29 不宣 レディス ○ 57 BONBON鸡 中華料理 ○

30 Mermaid Dream レディス ○ 58 渝乐江湖 中華料理 ○

31 ETHEREAL レディス ○ 59 小菜园 中華料理

32 EJAMS レディス ○ 60 五味缘串串香 中華料理

33 IN FREEZE レディス ○ 61 麦当劳甜品站 デザート

34 北仓门 カバン 62 1号果园 ジュース

35 JRY レディス 63 膳之牛 洋食

36 serina レディス 64 一品焖锅 中華料理 ○

37 Free I レディス 65 粤点王 中華料理 ○

38 Bucket Color レディス ○ 66 严厨酸菜鱼 中華料理

39 Z'DORZI レディス 67 大邻洞首尔炸鸡 デリカ

40 shop1972 レディス 68 湖畔春色 中華料理 ○

41 壹件件 レディス 69 扬厨万家炊烟 中華料理 ○

42 sosock 靴下 70 鱼情味了 中華料理

43 ClothScenery レディス 71 coco ジュース

44 s·deer レディス 72 TORONTO 海鮮ビッフェ

45 imi's ランファン 73 蜀香格格 中華料理

46 OMI 鞄 74 觅牛记 中華料理 ○

47 senlinniao レディス 75 谷色天香 中華料理

48 v.v.brown カバン ○ 76 蛙知道印象川菜 中華料理

49 欧多雅 レディス ○ 77 巴依古丽 中華料理

50 艾诗塔 ランファン ○ 78 仟之羽铁板烧 鉄板料理 ○

51 Asdet レディス ○ 79 上古捞面 中華料理

52 senlinniao メンズ 80 鲜氿捞炭烧牛蛙 中華料理

53 牛奶小姐 デザート ○ 81 汉拿山 韓国料理

54 谢蟹浓 中華料理

NO. 店名 業種 南通初 NO. 店名 業種 南通初

1 童梦国 キッズ総合 16 YEARCON 靴

2 调皮孩子 子供衣料 17 AOK 靴

3 GEBITU 子供衣料 18 宝岛眼镜 眼鏡

4 elephant Y 子供衣料 19 K-BOXING メンズ

5 BOBDOG 子供衣料 20 麦当劳甜品站 デザート

6 IN.F Kids 子供衣料 21 鲜芋仙 デザート

7 HANBABY 子供衣料 ○ 22 heyjuice ジュース

8 Deesha 子供衣料 23 荣泰按摩椅 マッサージチェア

9 DEAR DEER 子供衣料 24 布布发现 子供衣料

10 MACMIOCO 子供衣料 ○ 25 361 スポーツ

11 banana baby kids 子供衣料 ○ 26 特歩KIDS スポーツ

12 BALABALA 子供衣料 27 361kids スポーツ

13 Baby Bear キッズ総合 28 AEMAPE スポーツ

14 KIN SPACE 子供衣料 ○ 29 李宁 スポーツ

15 INMOTION スポーツ・雑貨

３F－４F

2F（つづき）
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NO. 店名 業種 南通初 NO. 店名 業種 南通初

30 ANTA スポーツ 44 护童 子供用机

31 ASISSA スポーツ ○ 45 豆豆衣橱 子供衣料

32 PRES-IOG スポーツ ○ 46 davebella 子供衣料

33 TQ.bebe 子供衣料 ○ 47 唐唐虎创意工场 キッズサービス

34 Mar Colour 子供衣料 48 乐智小天地 キッズサービス

35 Belle Kids 靴 49 XG.kids 子供衣料

36 Petit Avril 子供衣料 50 月力果 子供衣料 ○

37 kidsland 玩具 51 Molly　Fantasy 子供アミューズメント

38 Nikekids スポーツ 52 食彩荟 フードコート ○

39 Annil 子供衣料 53 FUN GAME 玩具 ○

40 BBMQ 靴 ○ 54 风车美术 美術教室 ○

41 HO 子供衣料 ○ 55 LESHANG レーシングカート ○

42 ABC kids 子供衣料 56 多奇妙 ゲームセンター

43 MAGICJOKER 子供衣料 ○ 57 中影国際影城 シネマ 〇

３F－４F（つづき）
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【イオンモール南通星湖 アクセスマップ】 

＜広域図＞ 
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