２００７年９月１９日
報道関係各位
イオンモール株式会社

イオンモールとダイヤモンドシティがいっしょになって、もっと楽しいプラスな関係、はじまります。

『“新生”イオンモール誕生祭』
～２００７年９月２２日（土）～９月３０日（日）まで開催～
２００７年９月２２日（土）～９月３０日（日）までの９日間、全国のイオンモールにおきまして、
『
“新生”イオンモール誕生祭』を開催いたしますので、ご案内申し上げます。
２００７年８月２１日（月）、ショッピングセンター（ＳＣ）の開発・管理・運営を行う、イオン
モール株式会社と株式会社ダイヤモンドシティが合併し、“新生”「イオンモール株式会社」として、
新たにスタートいたしました。また、９月２２日（土）より全国のＳＣ名称も「イオンモール」とし
て新しく生まれ変わり、事業パートナーとともに、これまで以上に、
「輝きのあるまち」を創造し、地
域で生活するお客さまの、より彩りのある暮らしの実現に貢献し続けます。

■９月２２日よりショッピングセンターの名称が変わります。
各ＳＣ名称を、
「イオンモール」で統一し、イオンモールの後に地名（＋愛称）を入れます。
※一部名称変更を行わないＳＣがあります。詳しくは添付資料「イオンモール・ショッピングセン
ター一覧」をご参照ください。
※ＳＣ施設の旧名称の看板等につきましては、順次変更を行ってまいります。

■『
“新生”イオンモール誕生祭』の期間中は、セールスもイベントも盛り沢山！
各ＳＣとも期間中は、
「プラス」をテーマとしたお得な商品や、全国のＳＣが厳選した「おいしいも
の」が当たる抽選会など、さまざまな記念企画をご用意し、お客さまをお待ちしております。
※『
“新生”イオンモール誕生祭』に関する企画内容は、各ＳＣにより一部異なります。
詳しくは各ＳＣへお問合せください。

■イオンモール株式会社は、「献血サポーター」として、日本赤十字社の献血推進キャン
ペーンを応援します。
期間中、全国のＳＣで各地域の赤十字献血センターのご協力のもと、
「献血活動」を実施いたします。
※各ＳＣの献血実施日は、添付資料「イオンモール・ショッピングセンター一覧」をご参照ください。

『“新生”イオンモール誕生祭』
実 施 概 要
【１】実 施 期 間：２００７年９月２２日（土）～９月３０日（日）の９日間
【２】実施場所：全国４０のイオンモール
※イオンモール名古屋ワンダーシティ、京都ファミリー、ならファミリー、大津ショッピングプラザは
実施いたしません。

【３】主な実施内容：
①『
“新生”イオンモール誕生祭』
「“新生”イオンモール」の誕生を記念して、ブーツやジャケット等、２００７年秋冬のトレ
ンドファッションアイテムの提案や各ショップからの、オトクな商品や企画がいっぱい。
また、９月３０日より、『毎月２０日・３０日 イオンモール専門店 お客様感謝デー』を
スタートし、各専門店でも、いつもよりオトクな特典が満載です。
※『“新生”イオンモール誕生祭』に関する企画内容は各ＳＣにより一部異なります。詳しく
は各ＳＣへお問合せください。

②総計４１００名様に、
“おいしいもの”が当たる！『ゴーゴーゴチソウ キャンペーン』
全国の４１のＳＣが厳選した４１種類の「おいしいもの」が勢揃い。対象期間中にイオン
モール専門店にて５,０００円（税込）以上お買い上げのお客さまに抽選でお一つプレゼント。
○応募期間：２００７年９月２２日（土）～９月３０日（日）
○当選本数：全国合計４,１００名様（各賞品１００名様）
（当選賞品一例）
・ 「殻付きほたて貝・塩うに」
・・・イオンモール下田（青森県）より
・ 「愛知三河うなぎ」
・・・イオンモール岡崎（愛知県）
・ 「神戸ビーフロースステーキ用」
・・・イオンモール伊丹テラス（兵庫県）より
・ 「国産鮮馬刺しセット」
・・・イオンモール熊本クレア（熊本県）より

③「献血サポーター」として、全国のイオンモールで、期間中に献血推進活動を実施。
当社は、様々な地域行事、環境・社会貢献活動を推進し、企業市民として地域の皆さまに
心から愛されるショッピングセンターを目指しています。
この一環として、期間中、全国のＳＣで、各地域における赤十字献血センターのご協力のも
と、
「献血活動」を実施いたします。
※献血実施日は各ＳＣにより異なります。詳しくは添付資料「イオンモール・ショッピングセ
ンター一覧」をご参照ください。
２００７年８月に、当社は、『献血サポーター』マークを取得いたしました。ＳＣを通じて、
これまで以上に、日本赤十字社の献血推進を応援してまいります。
（参考）2006 年度、全国のイオンモールで献血推進活動・・のべ約 800 回
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【４】“新生”イオンモール誕生祭キービジュアル

【５】“新生”イオンモール ショップロゴ

○○の箇所に、各イオンモールの地名（＋愛称）が入ります。

＊＊＊ 本件についての報道関係の方からのお問い合わせ先 ＊＊＊
●各ショッピングセンターの取り組みについての窓口
各ＳＣ
営業マネージャー・営業担当
（電話）添付「イオンモール・ショッピングセンター一覧」を参照ください。

●イオンモール株式会社 本社窓口
ＳＣ営業本部 マーケティング部 東（アズマ）・小野
（電話）０４３－２１２－６４５７
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【添付資料】 イオンモール・ショッピングセンター一覧
旧ショッピングセンター名称

”新生” イオンモール名称

住所

電話番号
（事務所直通）

献血活動実施予定日

1 イオン柏ＳＣ

イオンモールつがる柏

青森県つがる市

0173-25-3450

9月30日

2 イオン下田ＳＣ

イオンモール下田

青森県上北郡おいらせ町

0178-50-3200

9月24日

3 イオン秋田ＳＣ

イオンモール秋田

秋田県秋田市

018-889-6500

9月23日・24日・30日

4 イオン盛岡ＳＣ

イオンモール盛岡

岩手県盛岡市

019-605-3511

9月24日・30日

5 ダイヤモンドシティ・エアリ

イオンモール名取エアリ

宮城県名取市増田字関下

022-382-9530

6 イオン太田ＳＣ

イオンモール太田

群馬県太田市

0276-47-8700

7 イオン高崎ＳＣ

イオンモール高崎

群馬県高崎市

027-310-9000

8 イオン水戸内原ＳＣ

イオンモール水戸内原

茨城県水戸市中原町西

029-259-1000

9月23日
9月29日・30日
10月1日
9月29日・30日
10月1日
9月30日

9 川口グリーンシティ

イオンモール川口グリーンシティ

埼玉県川口市安行領根岸

048-283-1005

9月26日

10 ダイヤモンドシティ・キャラ

イオンモール川口キャラ

埼玉県川口市前川

048-263-5100

10月6日

11 ダイヤモンドシティ・ミュー

イオンモールむさし村山ミュー

東京都武蔵村山市

042-566-8125

9月26日

12 イオン大和ＳＣ

イオンモール大和

神奈川県大和市下鶴間

046-200-3000

9月30日

13 イオン富津ＳＣ

イオンモール富津

千葉県富津市

0439-80-1700

9月16日

14 イオン成田ＳＣ

イオンモール成田

千葉県成田市

0476-23-8282

9月25日

15 イオン千葉ニュータウン

イオンモール千葉ニュータウン

千葉県印西市

0476-48-4111

9月23日

16 イオン高岡ＳＣ

イオンモール高岡

富山県高岡市

0766-32-1100

9月23日

17 イオン浜松志都呂ＳＣ

イオンモール浜松志都呂

静岡県浜松市

053-415-1200

9月22日

18 イオン岡崎ＳＣ

イオンモール岡崎

愛知県岡崎市

0564-59-1000

9月22日

19 イオン東浦ＳＣ

イオンモール東浦

愛知県知多郡東浦町

0562-82-2700

9月22日・24日・29日

20 ダイヤモンドシティ・キリオ

イオンモール木曽川キリオ

愛知県一宮市木曽川町

0586-84-2808

21 イオン鈴鹿ＳＣベルシティ

イオンモール鈴鹿ベルシティ

三重県鈴鹿市

059-375-0666

22 ダイヤモンドシティ・ハナ

イオンモール京都ハナ

京都府京都市右京区西院追分町

075-326-0630

9月27日

23 ダイヤモンドシティ・アルル

イオンモール橿原アルル

奈良県橿原市

0744-21-2111

9月24日

24 藤井寺ショッピングセンター

イオンモール藤井寺

大阪府藤井寺市

072-939-8851

9月27日

9月22日・24日・26日
9月27日・29日
9月22日

25 寝屋川グリーンシティ

イオンモール寝屋川グリーンシティ

大阪府寝屋川市

072-834-1125

9月25日

26 ダイヤモンドシティ・プラウ

イオンモール堺北花田プラウ

大阪府堺市北区東浅香山町

072-246-3002

9月28日

27 イオンりんくう泉南ＳＣ

イオンモールりんくう泉南

大阪府泉南市

072-480-6000

9月24日・27日・29日

28 ダイヤモンドシティ・リーファ

イオンモール鶴見リーファ

大阪府大阪市鶴見区

06-6915-8630

9月26日

29 ダイヤモンドシティ・テラス

イオンモール伊丹テラス

兵庫県伊丹市

072-773-8766

9月22日・24日・30日

30 イオン神戸北ＳＣ

イオンモール神戸北

兵庫県神戸市北区

078-983-3200

9月24日

31 イオン倉敷ＳＣ

イオンモール倉敷

岡山県倉敷市

086-430-5200

9月26日・27日

32 ダイヤモンドシティ・ソレイユ

イオンモール広島府中ソレイユ

広島県安芸郡府中町

082-561-0010

9月22日

33 イオン新居浜ＳＣ

イオンモール新居浜

愛媛県新居浜市

0897-31-0500

9月24日

34 イオン高知ＳＣ

イオンモール高知

高知県高知市

088-826-8000

9月22日･25日･30日

35 ダイヤモンドシティ・ルクル

イオンモール福岡ルクル

福岡県糟屋郡粕屋町

092-938-4682

9月22日

36 イオン直方ＳＣ

イオンモール直方

福岡県直方市

0949-29-8500

9月23日

37 イオン三光ＳＣ

イオンモール三光

大分県中津市

0979-26-8450

9月24日

38 ダイヤモンドシティ・バリュー

イオンモール宇城バリュー

熊本県宇城市小川町

0964-34-6600

9月25日

39 ダイヤモンドシティ・クレア

イオンモール熊本クレア

熊本県上益城郡嘉島町

096-235-2100

9月25日

40 イオン宮崎ＳＣ

イオンモール宮崎

宮崎県宮崎市

0985-60-8000

9月24日

＊ ワンダーシティ

イオンモール名古屋ワンダーシティ

愛知県名古屋市

052-505-1888

＊ 京都ファミリー

京都ファミリー

京都府京都市右京区

075-321-5627

＊ ならファミリー

ならファミリー

奈良県奈良市

0742-33-1201

－

＊ 大津ショッピングプラザ

大津ショッピングプラザ

熊本県菊池郡大津町

096-293-1350

－

＊ イオン羽生ＳＣ

イオンモール羽生

埼玉県羽生市

＊ イオン日の出ＳＣ

イオンモール日の出

東京都西多摩日の出町

9月24日

２００７年１１月 グランドオープン（予定）

※「SC」はショッピングセンターの略称です。
※京都ファミリー、ならファミリー、大津ショッピングプラザは名称変更いたしません。
※イオンモール名古屋ワンダーシティ、京都ファミリー、ならファミリー、大津ショッピングプラザは
「”新生”イオンモール誕生祭」は実施いたしません。
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