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イオンモール株式会社 

 

イオンのベトナム１号店 

「イオンモール タンフーセラドン」 
６月２８日、面積２倍に増床リニューアルオープン 

 

 イオンモール タンフーセラドン（以下、当モール）は、イオンのベトナム１号店として２０１４年

１月に開店して以来、常にお客さまのニーズにお応えできるようサービスを提供し続けて参りました。

小売市場の成長著しいベトナムでは、お客さまのニーズも急激に変化しており、そのような多様なニー

ズにお応えするため、敷地面積は２倍に、駐車場は４倍に、専門店は８０店舗をプラスする増床    

リニューアルを実施し、新たに生まれ変わります。増床リニューアルにより、高品質の商品、サービス

の提供に加え、新しいコンセプトの商品、専門店を導入します。 

 

今回のリニューアルでは、「Bigger Scale, Bigger Value」をコンセプトに、各専門店、売場にて専門性

の高い商品やサービスをお客さまに体験いただくことを通じて、お客さまによりご満足していただける

ショッピングモールを目指してまいります。 

  

 

New AEON Mall Tan Phu Celadon「Bigger Scale, Bigger Value」 

“All of customers can enjoy new experiences and fulfill their demands at one store” 

 

イオンモール タンフーセラドンは、新しい商品やサービス通じて、全世代のお客さまの 

ご期待にお応えし、ワンストップで日常生活を豊かにするモールを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リニューアルコンセプト 
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 日本ブランドやオーガニック商品をはじめ多様な品揃えを楽しめる「グラムビューティーク」 

グラムビューティークは、「イオンウェルネス」及び「ブランドコスメ」の融合により、化粧品や

ヘルスケア用品のお買物ができる複合店舗です。 また、オーガニック商品や日本ブランドの 

商品、イオンのブランド「トップバリュ」商品など、多様な品揃えを展開します。 

 ペットの幸せのために必要なモノ、コトを提供する「ペテモ」 

「ペテモ」は、お客さまとペットのために、専門性の高い技術と幅広いサービスを展開する専門

店です。お客さまに「楽しさ」と「思いやり」あるスペースとサービスを提供します。 

 全てのフロアで美味しい料理、食事が食べられる「フードマーケット」 

グランドフロアはカフェ、デリカ中心に手軽に食べられる食事を提供し、２ndフロア（３階）の

フードコートは、１６店舗、１,０００席の広さに拡大します。また、３rdフロア（４階）では、

ベトナム料理を中心に鍋、焼肉などの世界各国の料理を提供するバラエティー豊かなレストラン

でお客さまをお待ちしています。 

 

イオンモール タンフーセラドンの概要 

店舗名称： イオンモール タンフーセラドン 

住 所： No 30 Bo Bao Tan Thang street, Son Ky Ward, Tan Phu District,  

Ho Chi Minh City 

責 任 者： イオン タンフーセラドン店 イオンベトナム営業本部長   青野 恵三 

イオンモール タンフーセラドン ゼネラルマネージャー   片岡 秀雄 

店 舗 数： Ｇ Ｍ Ｓ： イオン タンフーセラドン 

 専 門 店： ２００店 （増床前比 ＋８０店） 

敷地面積： 約 ７０,０００㎡  （増床前比 ＋３５,０００㎡） 

延床面積： 約１１６,０００㎡  （増床前比 ＋５１,０００㎡） 

総賃貸面積： 約 ８４,０００㎡  （増床前比 ＋３７,０００㎡） 

駐 車 場： バイク １０,０００台（増床前比 ＋６,０００台）   

車      ２,０００台（増床前比 ＋１,５００台） 

運 営 名： イオンベトナム 

営業時間： イオンモール専門店 

平日 １０：００－２２：００  土日・祝日 ９：００－２２：００ 
 

イオン タンフーセラドン店 

・グランドフロア ８：００－２２：００ 

・１stフロア（２階）、２ndフロア（３階） 

平日 １０：００－２２：００  土日・祝日 ９：００－２２：００ 
 

ＣＧＶ（映画館）   ８：００－２６：００（翌２：００）   
 

全館 年中無休 

従業員数： 約３,２００名 (イオン タンフーセラドン店の従業員７００名を含む) 

<<リニューアルの特徴>> 
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多様な品揃えで日本ブランド、オーガニック化粧品を楽しめる「グラムビューティーク」 

お客さまに「美」と「健康」を提供する日本品質の商品やサービスをお楽しみいただけるように、イオンは

「美」と「健康」の専門ショップ「グラムビューティーク」を導入しました。総面積１,３００㎡の広さに

多様な商品を品揃えし、日本ブランドのコスメやオーガニック商品などのお買物を楽しむことができま

す。また、自身の健康状態確認やカウンセリングなど通じて、お客さまの健康づくりもサポートします。 

美容提案・健康状態のチェックやカウンセリング 

「グラムビューティーク」では、トレーニングされた

専門スタッフがお客さまの年代・要望に合わせた健康

管理のお手伝いをします。また、お客さまご自身で気

軽に健康状態を確認していただけるよう、血圧計など

測定器を設置し、薬剤師によるカウンセリングを通じ

て、お客さまの健康づくりをサポートします。 

日本ブランドのコスメ売場 

多くの世代の人々に好まれる有名な日本ブランドのコ

スメを、「日本ゾーン」でご提供します。 

ナチュラル＆オーガニックゾーン 

多様な美容商品を提供します。また、天然成分で作ら

れた栄養補助食品や栄養機能食品を品揃えします。 

 

イオンのブランド「トップバリュ」商品 

お客さまの声に耳を傾けることから、イオンは独自のブランド「トップバリュ」を開発しました。   

厳格な基準に基づいて開発された商品を、高品質かつお手頃な価格でお客さまに提供しています。 

 

ペットの幸せのために必要なモノ、コトの提供「ペテモ」 

イオンベトナムのペットショップ「ペテモ」２号店では、

新しいサービスの開発、品揃えの拡大を進めます。 

「ペテモ」では、全てのお客さまが、楽しいお買物と、

ペットとの思いやりある繋がりの実現をサポートしま

す。 

 

日本基準で提供するトリミングサービス 

トリミング・サロンでは、日本の専門家からトレーニ

ングを受けたスタッフが常に訓練しています。確かな

技術や豊富なスタイルでお客さまのワンちゃんネコち

ゃんの『美』を提供します。 

 

タッチ＆トライ施設 

お客さまが、予防接種を受けたワンちゃんやネコちゃ

んと遊んだり、接していただく施設を設けました。 
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ペットホテル＆デイリーケア 

お仕事、休暇またはお買い物の際に、ペットのお世話

が大変でお困りの飼い主さまのため、高品質の設備で

心を込めてペットをお預かりするホテルを設置します。

ペットに合わせた専用のケアルームは、毎日清掃を行

い、常に清潔な状態を維持しています。 

 
 

皆が集まり、楽しめるコーナー「ガーデン テラス」 
 

広さ８００m2、３００席を有する「ガーデン テラス」は、グランドフロアでお客さまがお気軽におしゃ

べりをしながら食事を楽しんでいただける場所です。１００種類以上の品揃えの「寿司ワールド」、タ

イの技術を使ったイオンベーカリーのドーナツゾーン、ベトナムの伝統的な料理など、各国の多種多様

な料理をご提供します。 
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様々な体験をしていただくワンストップ・ショッピングモール 

当モールは、「Attraction – Experience – Outstanding – New」 (魅力・体験・最高・新鮮)をコンセプ

トに、リニューアルを通じて、全ての世代の人々に対し、新しいライフスタイルを提案し、ホーチミン

市の「エンターテインメント、ファッション、フード」を集積するエリアＮＯ.１のショッピングモー

ルを目指します。 

 
美味しい料理はどこでも味わえる「フードマーケット」 

 

「マクドナルド」、「パリスバケット」などグランドフロアのファストフード、２nd フロア（３階）の

大型フードコートや、３rd フロア（４階）の「メイウェイ （中華料理）」、「スシケイ」、「ホアン・イ

エンレストラン」等、お客さまの好みに合わせて、多様なスタイルのフードゾーンを全フロアに配

置しています。  

 

３rdフロア（４階）では、様々な国の料理をご用意しております。 

 どんなトコロでも美味しい料理が味わえる 

お客さまにお求めいただきやすいように入口に近い場所に「デザート・ドリンク」ゾーンを配置

しています。 

 ホーチミン市内最大級のフードコート 

面積２,１００m2に１６店舗と１,０００席を配置した市内最大級の広さを誇るフードコートは、

様々な国の様々な種類の料理をご用意してお客さまをお待ちしています。 

 

 カジュアルとフレンドリー 

ベトナム料理から日本料理、洋食など、多種多様な料理をお客さまのご利用シーンに合わせて  

提供します。 
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ファッション  

＃ＯＯＴＤ（#Outfit of the day） 

今日の服をコンセプトにした、「ファッション アベニ

ュー」では、お客さまそれぞれの年代・性別に合わせ

た多様なファッションスタイルを楽しみながら、お買

物ができます。さらに、「ビューティーガーデン」をコ

ンセプトに、お客さまの美を最大限に引き出せるよう

様々な美容やサービスを提案します。 

 

お客さまの様々なライフスタイルに合わせて、世界中で人気のある「CC DOUBLE O」、「LYN」、 「OVS」、

「Jelly Bunny」、「MANGO」、「H:Connect」など幅広いブランドが導入され、ビジネスウェアからスト

リートウェアまで、多種多様なスタイルをご提案します。 

 

当モールでは、「アディダス」、「ナイキ」、「ニューバランス」など有名スポーツブランドショップに加

え、フランス発の総合スポーツ専門店「デカトロン」がオープンします。広さ２,６００㎡を有する店

内には、７０種目以上のスポーツアイテム、１４,０００点の品揃えを実現しました。未経験者からプ

ロまで様々なスポーツレベルや年代のお客さまに対応し、実際に商品をお試しいただけます。 
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エンターテインメント・教 育 

 

「tiNiWorld」は、小学生以下のお子さまに安心して遊んで

いただける施設です。実際の様々な遊び体験を通じて創造

力を養えるプログラムをご用意しています。 

 

 

 

 

「FANPEKKA」は、北欧のフィンランドの風景をコン

セプトに展開します。ここでは、フィンランドの文化

や教育を遊びに取り入れ、 お子さまが遊びを通じて

発想力・論理力を伸ばし「変化に対応する力」を育む

ことを目指しています。 

 
 
 
 

生 活 雑 貨 
 

「KOHNAN」は、お客さまの心地良いくらしをサポ

ートするホームセンターです。材料、台所用品、家

庭用品、家具、家電商品、植物、文房具など豊富な

品揃えでベトナムの皆さまに新たなライフスタイル

を提案します。 

 

 

 

 

 

「LOCK&LOCK」は、高級家庭用品の専門店です。 

高品質で安全な商品を幅広く品揃えし、お客さまに 

気軽に選んでいただくことができます。 

 

 

 

ベトナム１号店となる韓国発のライフスタイルショップ 

「JAJU」は、“The best choices for your everyday life”

をテーマに、韓国のライフスタイルをベトナムに紹介する

事業を展開しています。ここでは、最新のトレンドを反映

した家庭用品からファッション、生活用品まで豊富な商品

を品揃えしています。 
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フロアガイド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存フロア 増床部分 

１stフロア（２階） 

 

グランドフロア 

２ndフロア（３階） 

３rdフロア（４階） 

ガーデンテラス 

ペテモ 

インターナショナル 

ファッションゾーン 

エンターテイメントゾーン 

エンターテイメントゾーン 

エンターテイメントゾーン 

レストランゾーン 

フードコート 

グラムビューティーク 


