２０１９年１１月２１日
イ オ ン 株 式 会 社
AE ON C O. (M) BHD .

アセアンで初の「イオンスタイル」を展開

１１月２１日、マレーシアの旗艦店が増床リニューアル
「イオンタマンマルリ SC」グランドオープン
AEON CO. (M) BHD.（以下、イオンマレーシア）は、１１月２１日（木）、旗艦店である
「イオンタマンマルリショッピングセンター（以下、当ＳＣ）」を、アセアンで初めての
イオンスタイル店舗となる「イオンスタイル タマンマルリ」を導入するなどの増床
リニューアルを実施し、グランドオープンします。
当ＳＣは、１９８９年１０月クアラルンプールに開店し、街の発展とともに常にお客さ
まの期待にお応えできるようサービスを提供してまいりました。２０００年２月には、拡
大するお客さまのニーズに合わせ、増床改装を実施しています。
さらに近年では、ＭＲＴ（地下鉄）の新駅創設、近隣の商環境変化に加え、お客さまの
ライフスタイルも急激に変化しています。その変化に対応するため、当ＳＣは「Everyday
Life at Your Convenience」をコンセプトに、クアラルンプール初出店の１０店を含め、
新たに９０店の専門店を導入する増床リニューアルを実施しました。ＬＲＴ（高架鉄道）
マルリ駅とも接続するＭＲＴイオンマルリ駅と店舗地下２階が直結することで、よりアク
セスが便利になるとともに、新たに拡大した専門店エリアには、お客さまの食に対する
幅広いニーズにお応えするため、飲食店舗を大幅に拡大しています。
また、当ＳＣの核店舗であるイオン タマンマルリ店は、アセアンで初めてのイオンスタ
イル店舗である「イオンスタイル タマンマルリ」に生まれ変わり、お客さまの様々なライフ
スタイルに応じ、新しい価値ある商品を中心に専門性の高い商品やサービスを提供します。
当ＳＣは、日々に必要なモノ・コトを提供し、地域のお客さまの新しいライフスタイル
のサポートを目指してまいります。
イオンは、今後も地域のお客さまに寄り添い、お客さまにお買物の楽しさと豊かなくら
しを提案してまいります。

【施設概要】
モ ー ル 名 称：イオンタマンマルリショッピングセンター
核
所

店
在

舗：イオンスタイル タマンマルリ
地：AEON Taman Maluri Shopping Centre, Jalan Jejaka, Taman Maluri,
Cheras55100, Kuala Lumpur, Malaysia

開

店

日：１９８９年１０月３０日

営 業 時 間：１０：００～２２：００（日曜～木曜）
１０：００～２３：００（金曜・土曜）
休
店

日： 年中無休
舗

数：１２２店舗

（改装前 ４９店舗）

敷 地 面 積：３７,６５８㎡ （改装前 ３８，２１２㎡） ※ＭＲＴ駅に一部が帰属
総賃貸借面積：４２,４６０㎡ （改装前 ２９，８６９㎡）
イオンスタイル：１６,７７５㎡
駐

車

場：１,７３０台

（改装前 １，６５０台）

モールＭｇｒ：Heng Ai Ling （ヘン アイ リン）
イ オ ン 店 長：Seemadaran A/L Damodaran (シマダラン アナララッキー ダモダラン)
従 業 員 数：約４００名（ＳＣ）
約４３０名（イオンスタイル）

「AEON TAMAN MALURI SHOPPING CENTRE」
イオンマレーシア初出店２４店舗、クアラルンプール初出店１０店舗を含む１２２店舗で
構成し、「Everyday Life at Your Convenience」をコンセプトに日々の必要なモノ、コトを
提供し、地域のお客さまの新しいライフスタイルのサポートを目指してまいります。
◇Ｂ２階: 日々の生活をサポートするサービスと物販としてコンビニエンスストアの
「My News.Com」、靴・鞄・鍵のリペアショップ「Alpha One Cobbler & Locksmith」、
携帯電話修理ショップ「Takumiko」などが新しくオープンします。
◇１階:「ショートタイムで手軽に食べる」をコンセプトに、ファストフードの「KFC」
「Texas
Chicken」
「BURGER KING」をはじめ、スペシャリティコーヒーショップの「STARBUCKS」
、
ラテアートの世界選手権で２年連続優勝したバリスタを持つカフェ「103 CoffeeWork
shop 」
、マレーシアでも人気タピオカドリンクの「THE ALLEY」、新鮮で低価格のフルー
ツショップ「MBG」
、韓国発で４５種類以上のケーキを品揃えした「Keikeu」など３３店舗
の飲食を中心に構成しています。さらに携帯キャリアショップの「Digi」
「Celecom」
「Umobile」
などを加え、合計４４店舗を展開します。
◇２階：地元マレーシアフードをメインとした１２店舗を展開するフードコート「Food
Harbour by Food Empire」を中心に、地元料理を提供する「Warisan Nasi Kukus」
「Raintown
Restaurant」
「Ayam Penyet Best」
、また大型書籍の「Popular」、スマートフォンショップ
の「Samsung」「Huawei」「Oppo」「Vivo」、配達だけでなく公共料金支払いなどができる
郵便局の「Pos Malaysia」など３３店舗を展開します。

◇３階：アジアンフード、ウェスタンフードレストランなどが２１店舗オープンします。
ノンハラルの地元人気中華系料理であるワンタンミーが有名な「Good Taste」がイオンに
初出店するのをはじめ、
「Ipoh Ais Kopi」
「KimGery」をそろえる。そのほかのノンハラルで
は日本食の「Nakamura Bashi」
、地元Ｎｏ.１チェーンの「SushiKing」や日本でもお馴染み
の「すき家」などが新規に出店。また、当ＳＣのお客さまに長年支持されてきたチキン
料理の「Nando s」
、タイフードの「Black Canyon」などが改装オープンします。
◇４階：マレーシアで人気の RM2.10 均一ショップ「EcoShop」
、主にＤＩＹグッズを扱う
生活雑貨ショップの「Mr.DIY」
、
「Mr.DIY」プロデュースによる玩具店「Mr.Toy」など、日々
の生活をサポートする大型専門店を中心に展開しています。また、ペットショップの「Pets
Wonderland」
、矯正やホワイトニングなど治療だけでなく歯の総合ケアを３６５日休日なく
診療を行う Dental Clinic の「I Care Dental」
、またイオングループのイオンファンタジーが
展開する日本流のホスピタリティ、厳選した遊具のインドアプレグランド「Kidzoona」、
「MY PLACE MY STYLE『自分らしい』あそびや楽しさを追求できる場所」をコンセプトに
したアミューズメントセンター「PALO」など１６店舗がオープンします。
【イオングループの出店】
イオンクレジットサービスマレーシア １店舗「AEON CREDIT SERVICE」
イオンファンタジーマレーシア ３店舗「MOLLY FANTASY」
「KIDZOOONA」
「PALO」
【初出店店舗】
イオンマレーシア初出店（新業態含む）

２４店舗

エリア初出店（クアラルンプール）

１０店舗

核店舗「AEON STYLE TAMAN MALURI」
◇１階
＜生鮮コーナー＞
生鮮品では、産地直送の安全・安心で鮮度抜群な旬の商材を国内、世界各地から取り揃
え豊富に品揃えします。また、店内加工されたＲＴＣ（レディートゥークック）商品コー
ナー、カットフルーツコーナー、チーズコーナー、ハンディータイプアイスコーナー、
お客さまが選んだ肉や魚の食材でシェフがその場で調理する「Cook You Eat（クックユー
イート）
」コーナーを導入します。
＜デリカ・イートインコーナー＞
デリカでは、約２００席のイートインコーナーを中心に、マレーシアの多様な飲食への
ニーズに対応するため、お寿司、揚げ物、サラダ、サンドイッチ、ピザを展開、たこ焼き
や焼鳥、お好み焼き、焼きおにぎり、天むす等の手づくりおにぎりなどの日本食メニュー
を品揃え致します。また、お好みの惣菜を選べるミックスライスコーナーやお好みのサラ
ダ具材を選べるサラダバーコーナーを導入します。さらに、お弁当売場ではナシレマやナ
シアヤム等のローカルメニューに加え、サーモンたまご焼き弁当、さんま蒲焼弁当などの
日本式の弁当を豊富に品揃えします。なお、すべてのお客さまに安心してご利用いただけ
るよう、これらの商品はハラル対応としています。

インストアベーカリーの La Boheme（ラ・ボヘム）では、２種類のパンをベースに、
１５種類からお好みの具材をはさむことができるコッぺパンの対面販売を導入します。
また、日本産の抹茶を使用した、抹茶ドリンク、抹茶ソフトクリームなどを品揃えする
抹茶カフェを導入します。
＜海外輸入食品＆リカーコーナー＞
C’EST LA VIE（セラビ）では、日本やアセアン各国からの輸入食品をコーナー展開します。
日本で人気のお菓子や調味料をはじめ、世界の産地より取り揃えたワインの展開、日本酒
等イオンならではの商品の品揃えをし、お客さまに提供します。また、C’EST LA VIE 内に
ノンハラルレストランを導入、テラス席を併設します。

＜家電とキッチン、ダイニングのコーナー＞
新たなライフスタイルの提案として、お客さまの日々の暮らしに必要な生活家電、調理
家電とともに、食器やキッチン雑貨がミックスした売場を展開しています。宣伝販売員に
よるデモンストレーションコーナーを配置し、お客さまの目の前で家電製品を使った調理
提案コーナーを併設します。

◇２階
＜キッズコーナー＞
イオンマレーシアで４店舗目となる「KIDS REPUBLIC」では、国内最大級のベビー売場
を展開します。マタニティー用品からベビー用品、ベビー服まで、準備品から出産後に必
要となる商品まで幅広い品揃えを展開します。
また、ベビー・ケアルーム、シッティングエリア、マタニティーのお客さま優先レジを
設置し、ストレスのないお買物を楽しんでいただけます。さらに、海外のイオンで初めて
イオン独自のアドバイザー資格を取得したベビーアドバイザー２名がお客さまへ適切なア
ドバイスをすることで、初めて出産されるお客さまにも安心してご利用いただけます。
おもちゃ売場では、タッチ＆トライコーナーを設け、親子で遊んで楽しめる場所を提供
します。

＜ファッションと服飾コーナー＞
多くのお客さまにファッションを楽しんでいただけるようにサイズバリエーションを拡
大、レディスではハウスプランドの「Scarlet Plus」、メンズでは大きいサイズコーナーを拡
大します。
新たな売場として、アスレジャ－・ブランド「GIORNO MIMOSA」を導入、機能性を備
えた最新のファッションをお楽しみいただけます。
コスメティック売場では人気のナチュラル＆ヘルシーな化粧品、食品、雑貨、グッズを
豊富に品揃えします。

＜ホームファッションコーナー＞
ホームファッションのコーナーでは、地域のお客さまの暮らしをサポートするベーシッ
クな商品からお好みの色や柄でコーディネートを楽しめる商品、インテリア雑貨まで取り
揃えております。文具売場では便利なオフィス用品からかわいらしいファンシー文具まで
幅広く用意しております。

ドラッグストア「AEON Wellness」
イオンマレーシアでは、美と健康をトータルサポートする商品やサービスを幅広く取り
揃えたドラッグストア「AEON Wellness」の展開を進めています。薬剤師や専門知識を有
するスタッフが、お客さまの美と健康に関する日々のお悩み解決をお手伝いするソリュー
ションストアを目指します。
同店舗では、お客さまの期待にこたえ「ネイルサロン」や「鍼灸院」など新たなサービ
スにも取り組んでおります。

【イオンマレーシアの概要】
名

称： AEON CO.(M) BHD.

所 在 地： 3rd Floor, AEON Taman Maluri Shopping Centre, Jalan Jejaka, Taman Maluri
Cheras, 55100, Kuala Lumpur, Malaysia
設

立： １９８４年９月１５日

資 本 金： RM７０２,０００,０００（約１８３億円/１RM：２６円として）
代 表 者： 鷲澤 忍
事業内容： 総合小売業

