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中国広東省佛山市にイオンモール誕生！ 

「イオンモール佛
ふっ

山大瀝
さんだーりー

」 

１２月２１日（木）１０：００ 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２１日（木）中華人民共和国広東省佛山市

南海区に佛山市初出店となるショッピングモール｢イオンモール佛山大瀝｣（以下、当モール）をオープ

ンします。 

 イオンモールは、中国事業において成長力の高い４つのエリアを重点エリアとして、積極的に出店を

推進しています。この度、「広東エリア」の中で、“広佛同城”（広州市と佛山市を一体化する）の方針

に基づく開発が進められ、発展を続ける佛山市へ出店します。また、核店舗として広東永旺天河城商業

有限公司（広東イオン）が１６店目となる総合スーパー「イオン佛山南海大瀝店」を出店します。 

■「イオンモール佛山大瀝」の立地・商圏について 

 当モールは、佛山市南海区（常住人口約２７０万人、全国総合実力１００区ランキング２位）に位置

し、広州市中心市街地と佛山市の中間地点に出店します。モール周辺は、居住環境の整備と合わせ、高

級住宅開発も進み、ニューファミリー層の人口が増加しているほか、東西の主要幹線道路の広佛路およ

び広佛高速に隣接しており、広州市および佛山市の中心市街からもアクセス至便な立地です。 

 

 

 新たなライフスタイルをご提案する取り組み 

・ 総合スーパーの「イオン佛山南海大瀝」や佛山エリア初出店５０店舗を含む専門店約２４０店舗が

出店し、地域の皆さまに新しいライフスタイルを提案いたします。最新のグローバルファッション

や広東発の専門店などのほか、「食」の広州といわれるエリアに相応しいバラエティ豊かなレスト

ラン、暮らしを彩る大型ホームファッションや雑貨の専門店が出店します。 

・ ７スクリーン１,３３０席を擁するシネコンをはじめ、エリア最大級の体験型アミューズメントエ

リアなどここでしかできない体験をご提供します。 

 地域環境と調和した建物デザイン 

・ 計画的なまちづくりにより３年連続「全国文明都市」に指定されている佛山市に相応しいモール環

境を実現するため、Ｂ１Ｆの緑豊かなサンクンガーデン※を中心に各階にテラスを配置しました。

さらに、外壁は白を基調としたダブルスキン構造（２重構造）とし、内部からのライトアップによ

り、夕暮れからは日中とは違う幻想的な雰囲気を演出。非日常空間をお楽しみいただける環境を実

現しました。※サンクンガーデン：周囲の路面から一段下げて作った円形広場 

 「もっと便利で素敵な新生活」をお届けするＮｅｗ Ｓｔｙｌｅ ＧＭＳ「イオン佛山南海大瀝店」 

・ 核店舗「イオン佛山南海大瀝店」では、「より安全・安心な商品の充実」でお客さまのご要望にお

応えし、高品質かつお手頃価格を両立した商品やサービスをご提供することで、生活に「もっと便

利で素敵な」彩りをお届けします。 

 

「イオンモール佛山大瀝」の最大の特徴 
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 モール名称： （日）イオンモール佛山大瀝（ふっさんだーりー） 

        （中）永旺梦乐城佛山大瀝（foshan dali） 

        （英）ＡＥＯＮＭＡＬＬ ＦＯＳＨＡＮ ＤＡＬＩ 

 所 在 地： 中華人民共和国広東省佛山市南海区大瀝鎮聯滘滘口道１３号 

 電 話： イオンモール佛山大瀝 （国番号８６）７５７－８５５７－８６６６ 

          イオン佛山南海大瀝店   （国番号８６）３１６－３３０－６０８８ 

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

 責 任 者： イオンモール佛山大瀝 ゼネラルマネージャー 福本 義勝（ふくもと よしかつ） 

        イオン佛山南海大瀝店 店長       何 敏潔（か びんけつ） 

 出店店舗数： 核店舗   イオン佛山南海大瀝店 

        サブ核店舗 ＣＣ影城、ＮＩＴＯＲＩ、ＭＪ Ｓｔｙｌｅ、ＵＮＩＱＬＯ、 

                     ＮＩＫＥ Ｆａｃｔｏｒｙ、亜恵、モーリーファンタジー 

        専門店数計 約２４０店舗 

 敷 地 面 積： 約 ８３,０００㎡ 

 延 床 面 積： 約１９８,０００㎡ 

 総賃貸面積： 約 ６９,０００㎡ 

 駐車場台数： 約  ２,７００台 

 建 物 構 造： ＲＣ造 地上４階 地下１階 

 管理運営会社： 永旺夢楽城（佛山南海）商業管理有限公司 

 開 店 日： １２月２１日（木）  １０：００グランドオープン 

 営 業 時 間： 専門店・レストラン街 １０：００～２２：００（※金・土は２２：３０まで） 

          シネマコンプレックス １０：００～２４：００（※上映作品により異なります） 

          イオン佛山南海大瀝店 １０：００～２２：００（※金・土は２２：３０まで） 

 休 業 日： 年中無休 

 従 業 員 数： ショッピングモール全体 約２,５００名（内、イオン佛山南海大瀝店約４００名） 

 基 本 商 圏： 車２０分圏 約２１０万人 約７０万世帯 

 

※本資料内の画像はすべてイメージです。 

※本資料内の情報は１２月１５日時点のもので、変更になる場合があります。 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

イオンモール株式会社     広報部 宮入・山谷  ℡：（＋８１）４３－２１２－６７３３ 

イオン株式会社 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部 吉川・余（イー）  ℡：（＋８１）４３－２１２－６０６１ 

「イオンモール佛山大瀝」の概要 
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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 ２４ １７ 

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 ６４,０００㎡ 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 

17 佛山大瀝 １７年１２月 約 ８３,０００㎡ 約１９８,０００㎡ 約 ６９,０００㎡ 約２,７００台 

 

【広東省エリアにおけるイオンモールの展開】  【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 

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 
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モールコンセ 

 

 

 

 

 

 “Ｙｏｕｒ Ｎｅｗ Ｌｉｆｅ” Ｍａｌｌ 

お客さまが主役の新たなライフスタイルをご提案 

 イメージパース（外観） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「イオンモール佛山大瀝」モールコンセプト 

※画像はイメージです。（以下同様） 

 



5 

フロア構成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キッズ＆ファミリー 

シネマ 

ホームファッション＆メンズ 

 

フードコート 

デジタル 

アミューズメント 

フードテラス 

スポーツ＆アウトドア ヤングトレンドファッション 

トレンドファッション 

カジュアルレストラン＆カフェ 

フィットネス 

ビューティー 

レストラン 食物販 

ｇａｒｄｅｎ ｔｅｒｒａｃｅ ｇａｒｄｅｎ ｔｅｒｒａｃｅ 

ｇａｒｄｅｎ ｔｅｒｒａｃｅ 
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各フロアの特徴 
 

 Ｂ１Ｆ － ヘルス＆ビューティー、レストラン  

中国各地で人気のレストラン約３０店舗が集結するほか、「美」と「健康」を提案するフィットネスジ

ムや美容エステなどの専門店を配置。美しく健康な生活を実現するフロアです。 

 ヘルス＆ビューティー 

トレーニングマシンからプールまで充実したスポーツジム「菲尼克斯（Ｐｈｏｅｎｉｘ ＧＹＭ）」

がエリア初出店します。また、地元人気店の美容エステ「阿玛仕」も出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

 中国各地の人気レストランが集結 

地元の広東料理を中心に地域の人気料理店が揃います。四川激辛鍋「大龙燚」、「九毛九」等人気レ

ストランの他、「尚渔味」、「江渔儿」等のブランドが南海区初出店します。 

 

 １Ｆ － トレンドファッション＆カジュアルレストラン  

 １Ｆは、最新トレンドを発信するファッションや靴、鞄などのグローバルブランド、新しい「軽食」

（小吃）を提案する食の専門店をはじめ、カフェやレストランなど約８０店舗が新たな食のスタイルを

提案いたします。 

 

 ファッション＆ファッションアイテム 

・ 日本発のグローバルブランド「ＵＮＩＱＬＯ」のほか、広東発のファストファッション「ＭＪ Ｓ

ｔｙｌｅ」が、１・２階約２,０００㎡の地域最大規模のメゾネット形式で展開します。 

・ 中国発の人気ブランド「ＤＯＮＯＲＡＴＩＣＯ」、「ＯＣＨＩＲＬＹ」、「ｌｉｌｙ」、「Ｌａｃｈａｐ

ｅｌｌｅ」、「ＡＳＥＬＦ」や、独自のファッションを提案する「Ｊ ＰＯＷＥＲ ＣＨＡＲＭＭＩＳ」、

「Ｍｅｉｌｌｕｒｅ Ｍｏｍｅｎｔ」、「軽壤」がエリア初出店です。 

・ ファッションアイテムは、香港発のコスメ専門店「ＳＡＳＡ」、台湾発ファッションアイウェア  

「ｊｉｎｇｃｌ」や日本発「ＪＩＮＳ」、宝飾ブランドの「周生生」、「周大福」が出店します。 

 

 カジュアルレストラン＆カフェ 

総合スーパー｢イオン｣の食品ゾーンから隣接する

エリアに、ファストフードやベーカリー、ドリンク

など食関連の専門店１１店舗が集結し、お客さまが

お好み通りに楽しめるグルメゾーンを展開。日本か

ら輸入食品を取り揃えた「森永糖果奇镜」のほか、

今人気のお茶ベースをアレンジしたドリンクを提

供する「愿茶」や「一零八抹茶茶廊」、「布维记」が

展開します。 
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 ２Ｆ － ヤングファッション＆スポーツ、グルメレストラン  

２Ｆは、若者をターゲットにカジュアルファッション、スポーツ、アウトドアブランドに加え、地域

最大となるアミューズメント「环游嘉年华」が展開します。 

 

 ヤングファッション＆雑貨  

中国の人気専門店「ｗｅｓｔｌｉｎｋ」のサブブランド雑貨専門店の「ｆｕｎｌｉｎｋ」が佛山市

に初出店します。さらに、人気のファッションアイテムが揃う「ｈｏｔｗｉｎｄ」や「ＯＳＮＩＣ」

や、ランジェリーショップ「ｍｙ ｂｏｄｙ」が出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

 スポーツ＆アウトドアファション 

・ スポーツブランド「ＮＩＫＥ」、「ａｄｉｄａｓ」、「ｎｅｗ ｂａｌａｎｃｅ」をはじめ、アウトド

アではオーストラリア発の「ＫＡＩＬＡＳ」やドイツ発「ＶＡＵＤＥ」が展開します。 

・ 上海のファッションブランド「Ｍｅｔｅｒｓ/ｂｏｎｗｅ（メータスバンウイ）」グループの最新ブ

ランド「ＮＥ．ＷＥＡＲ」「ＨＹＳｔｙｌｅ」が新たに登場します。 

 

 

 

 

 

 グルメレストランテラス 

地元で人気の洋食店「杯子紅」をはじめ、雲南料理の「蒙自源」、火鍋料理「鱡船」など中国なら

ではの料理などを中心に展開。テラス席で景色を楽しみながらお食事いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 アミューズメントパーク 

エリア初出店のアミューズメント「环游嘉年华（ワーラップ）」は、ミニボーリングやゲーム、ダー

ツ、シューティングゲーム、体験ＶＲなど、お子さまはもちろんファミリーでお楽しみいただけます。 
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 ３Ｆ ― ファミリー＆アミューズメント  

３Ｆは、キッズ・ファミリー向けの衣料品や雑貨専門店をはじめ、約２,０００㎡の規模で展開するキ

ッズアミューズメントパーク「ＭＯＬＬＹ ＦＡＮＴＡＳＹ」など、ファミリーで時間を楽しめるフロ

アです。さらに、幼児教育の「ＧＹＭＢＯＲＥＥ」などのサービス専門店も充実します。お食事は、ご

家族でお好きなメニューをお選びいただけるフードコート「亜恵美食広場」（約２,０００㎡）を展開す

るほか、エリア初で最大規模となるシネマコンプレックス「ＣＣ影城」が出店します。 

 

 アミューズメント 

広東省最大規模で出店する「ＭＯＬＬＹ ＦＡＮＴＡＳＹ」は、自然との交流をコンセプトに、ファ

ミリーで安心して心ゆくまで楽しめる場所を演出します。 

 

 フードコート 

エリア初出店となるフードコート「亜恵美食広場」はエ

リア最大級となる約２,０００㎡の規模で、ビュッフェ

スタイルの中華料理を中心に、ご当地中華グルメや韓国

料理など豊富なメニューで、皆さまのご要望にお応えし

ます。 

 

 大型ホームファッション専門店 

広東省に初出店となる大型ホームファッション専門店「ＮＩＴＯＲＩ」は、お客さまに新しい居住

空間とくらしをご提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 シネマコンプレックス「ＣＣ影城」 

「上海シネマ株式有限公司」グループの「ＣＣ影城」が、全７スクリーンに約１,３３０席にカジ

ュアルなカフェテリアも併設した、地域最大規模のシネマコンプレックスとして出店します。最

先端映像システム「ＩＭＡＸ」と最新の音響システム「ＴＨＸ」の効果で臨場感あふれる映画鑑

賞を体験いただけます。 
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核店舗「イオン佛山南海大瀝」の特徴  

 

「日々の心地よいくらしから、最新のトレンドまで」 

豊かなライススタイルをご提案するお店 

 

広東イオンは、核店舗として、総合スーパー（ＧＭＳ）「イオン佛山南海大瀝店」（以下、「当店」）を

オープンします。当店は、広東イオンが運営する２２店目の店舗です。これにより、イオングループの

中国（香港を含め）におけるＧＭＳは５３店舗となります。 

 

 当店は、健康や流行に対する関心が高い、３０代ファミリーを主なターゲットに、品質や鮮度にこだ

わった価値のある商品と快適なサービスを通じて、「日々の心地よいくらしから、最新のトレンドまで」

豊かなライススタイルをご提案する店づくりに努めてまいります。 

 

【各フロアの特徴】 

◎１階： 「安全・安心」「おいしさ」「健康・美」を追求するフロア 

<食品> 

食品売場では、食の「安全・安心」への関心の高まりを受け、有機野菜、冷凍食品や作り立てパンな

ど品揃えを拡大し、お客さまの豊かな食生活をサポートします。また、デリカ売場では、中華料理はも

ちろん、お寿司やサラダなど和食・洋食の料理を取り揃え、バラエティ豊かな食卓づくりをご提案しま

す。 

  

<イートインコーナー> 

即食ニーズが高い中国のお客さまに向けて、ご購入いただいた商

品をすぐに店内でお召し上がりいただける約１００席のイートイン

コーナーを設置しています。イートインコーナーには、焼きたてパ

ンを提供するベーカリーや地域の皆さまに人気の「遇煎
ゆじぇん

包
ばう

」（焼き饅

頭）、「香
しゃん

筒
とん

骨
ぐ

」（豚骨）、「嘿
へい

小 面
しゃおみゃん

」（素麺）などの専門店を併設し

ます。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。 

 

<Ｈ＆ＢＣ > 

Ｈ＆ＢＣ売場では、スキンケア、ヘアケア、ボディケア商品の品揃えを強化するほか、パッケージが

可愛く、若いお客さまに人気の日韓ブランド「Ahalo Butter」、「Novella」、「BRM」などを導入します。

また、お客さまが実際に香りや色みなどを自由にお試しいただけるテスターを充実させた売場を展開し

ます。 
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◎２階：総合ファッション・キッズワールド・住余余暇提案型フロア 

<総合ファッションエリア> 

総合ファッションエリアでは、シーズンに合わせた 機能性に優

れた着心地のいい肌着や靴下に加え、服飾 雑貨アイテムも豊富に

取り揃えます。 

デザインと豊富なカラーバリエーションでコーディネートしや

すく、若い女性の間で人気の高い日本のバッグブランド「ANELLO」

を展開します。また、イオングループの靴専門店ジーフットが展開

している「ASBEE」に加え、「アシックス」（亜瑟士）、「ミズノ」（美津濃）などの日本ブランドやアメリ

カの「スケッチャーズ」（斯凯奇）、「ディッキーズ」（迪凯斯）などの有名シューズブランドを導入しま

す。 

 

<キッズワールド> 

周辺５キロ圏内に数多くの小学校や幼稚園があることから、

幼稚園関連商品を充実させました。妊娠・出産からベビー、幼

児、キッズに至るまで、成長段階に合わせて「安全・安心・安

産」に配慮したマタニティ用品、ベビー用品などを豊富に品揃

えます。 

 

<住居余暇> 

住居余暇売場では、掃除にかける時間を短くできるアイディア清

掃用品や、整理整頓しやすい収納商品など、多忙な共働きファミリ

ーのニーズに対応した商品を多数に展開します。また、肌触りの良

い高品質なタオルなど入浴関連の商品を集合展開し、心身ともにリ

ラックスできる空間をご提案します。 

また、キッチン用品コーナーでは、さまざまな厨房収納用品や材

質とタイプが異なる食器などを豊富に取り揃えます。 

■その他のサービス  

・１階のイートインコーナーに無料の携帯充電スペースと Wi-Fiスポットを設置 

・保冷・保温袋と傘の無料貸し出しサービスを実施 

・お買い上げいただいた商品の無料ギフト包装サービス（一部商品除外）を実施 

・授乳やおむつ交換及び休憩い用の広く清潔なベビールームを導入    

  

■イオン佛山南海大瀝店の環境・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） 
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環境デザインについて  

 佛山市は３年連続で「全国文明都市」に指定されるなど、緑豊かな自然環境の保護に力を入れ、将来

に向けても積極的な環境投資をしています。 

 当モールは、地域の自然環境保護の取り組みに協調し「Ｙｏｕｒ Ｎｅｗ Ｌｉｆｅ」をキーワードに

設計しました。館内では曲線を用いた未来的で白を基調とした空間に、自然素材を組み合わせることで

非日常的な空間に、居心地の良い環境をご提供します。 

 

 緑でつながるコンセプトゾーン「ｇａｒｄｅｎ ｔｅｒｒａｃｅ」 

駐車場からダイレクトに行けるサンクンガーデンを中心に、Ｂ１Ｆから３Ｆまで緑でつながるガー

デンテラスを設置しました。飲食店のオープンエアな客席として、日中は緑豊かな環境を、そして、

夕暮れからはイルミネーションで幻想的な世界を演出、くつろげる雰囲気の中でお食事をお楽しみ

いただける場をご提供します。 

 ※サンクンガーデン：周囲の路面から一段下げて作った円形広場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｎｅｗ Ｌｉｆｅを奏でる【夢縁鐘】 

サンクンガーデンを見渡せる高台に「夢縁鐘」（夢

縁＝夢と縁のある＝夢が叶う）のモニュメントを

設置しました。来場した人々にちょっとした願い

事や記念日の演出としてお楽しみいただくこと

はもちろん、建物に設置した望遠カメラで、鐘を

鳴らす様子を撮影し、その写真を館内ビジョンで

発信することができるガジェットサービスも展

開します。 
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 ３つのテーマで構成したデザインエリア 

 多くのお客さまがご利用になる化粧室・エレベーターホールは、各フロアを縦割りに３つのグループ

に分け、それぞれ違ったコンセプトを持つデザインで統一しています。 

 

テーマ１：モール東側（総合スーパーのイオン側）のデザインコンセプトは【Ｋａｗａｉｉ】 

     お子さま連れのファミリー層や女性が楽しくなるような、ＰＯＰなデザインとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ２：モール中央のデザインコンセプトは【Ｎａｔｕｒａｌ】 

     最もお客さまの行き交うエリアのデザインは自然をテーマにした落ち着いた雰囲気で、癒し

と心地よさを感じていただけるデザインです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ３：モール北側（シネマ側）エリアのデザインコンセプトは【Ｆｕｔｕｒｅ】 

    洗練されたクールでオシャレな、近未来的なデザインで先進的な雰囲気を演出しています。 
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イオンのショッピングモールは、コミュニティの拠点として、地域に望まれ、そこに暮らす人々の生

活をより豊かにすることに貢献し、ご高齢の方、お体の不自由な方、赤ちゃんをお連れの方など、訪れ

るすべての方々に安全・安心で快適にショッピングを楽しめる「人と環境に配慮したショッピングモー

ル」の実現を目指しています。 

 当モールでは、ユニバーサルデザイン（以下、ＵＤ）の更なる進化のため、「直感的に分かりやすく」

「記憶に残りやすく」をテーマに、ＵＤにストーリー性を与え空間全体をデザインしています。 

 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。 

 色彩やデザインでゾーンを認識しやすくします 

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

色使いなどのデザインを工夫しています。 

 インフォメーションカウンターの設置 

お客さまを目的の場所へスムーズにご案内できるようインフォメーションカウンターを設置。施設

案内はもちろん、迷子や落し物への対応、車椅子や中国で大人気の「キャラクルカート」の貸し出

しやラッピングサービスなど、お客さまの多様なご要望にお応えします。 

２．ストレスフリーな駐車場をご提供します。 

 駐車場管理システムを導入し、各階の駐車場の空き台数を表示し空き区画を探しやすくしました。

また、お客さまが駐車した場所が見つけやすいように、場内もゾーン毎に色分けし、それぞれの標

識サインも設置します。 

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創造します。 

 多機能トイレ、キッズトイレ 

「多機能トイレ」を１２箇所（イオンゾーン含む）のほか、館内の３箇所（モールゾーン１Ｆ～   

３Ｆ）にキッズトイレを設置しました。また、授乳やおむつ替えができる「ベビールーム」を館内

に３箇所（モールゾーン１～３Ｆ）、化粧直しができる「パウダーコーナー」をモール内のすべて

の女性用トイレ（１２箇所）に設置するなど、お客さまに快適なトイレ環境をご提供しています。 

 歩きやすく、わかりやすい施設内の配慮 

ご高齢の方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、施設内は段差が少ない

構造とするほか、弱視の方にも見やすい色使いをサインやトイレ施設で実践しています 

また、定点サインやデジタルサイネージを設置し目的地までスムーズに誘導し、ゾーンごとに空間

デザインを変えることで現在地も明確化しています。 

 お体の不自由なお客さま専用駐車場の設置。 

お体の不自由なお客さまの専用駐車場を平面駐車場１７台、地下駐車場１９台、４階屋内駐車場 

１３台、屋上駐車場１１台の合計６０台設置しました。駐車スペースの幅を通常より広くすること

で、ドアを大きく開けての車椅子乗降を可能としています。 

 

 

 

ユニバーサルデザイン（ＵＤ） 
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 当モールは、“人と環境に配慮したモール”の実現に取り組んでいます。環境保全の取り組みとして、

サインや照明をＬＥＤ採用にすることでＣＯ２削減を図ります。また、イオングループが拠出する公益

財団法人「イオンワンパーセントクラブ」を通じて「次世代を担う青少年の健全な育成」「諸外国との

友好親善の促進」「地域社会の持続的発展」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  

１．ＬＥＤ器具の採用 

館内共用部の照明及び外装・外構照明に１００％ＬＥＤを採用し、消費電力の削減、ＣＯ２排出抑

制に努めています。さらに、階段室の照明には人の通行を感知する人感センサーを備え、電力消費

の低減に努めています。 

２．インバーター式施設の積極採用 

  館内のエスカレーターやターボ冷凍機は、出力を制御し省エネ効率の高いインバーター式を採用し

ています。 

３．太陽光発電システムを採用 

  シネマ屋上に、約１,０００㎡の太陽光発電パネルを取り付け、最大で１９０ｋＷ／ｈを発電し館

内の照明などの電力として活用します。 

４．電気自動車急速充電ステーションを設置 

  １F駐車場内に４０台電気自動車の急速充電ステーションを設け、エコカーを支援します。 

５．屋上駐車場風除室壁面ハイサイドライトを採用 

  屋上駐車場の壁面を窓にすることで施設内へ自然光を取り入れ、消費電力の削減に取り組みます。

また、日中外部から店内へ入った時の明暗差を抑え、安全に昇降機へ乗ることができます。 

６．「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、

周辺地域の清掃を行っています。当モールでも、工事期間中よりこの活動を実施しています。 

７．「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に自生する「ふるさ

との木」の苗木を植えて、ともに大切に育てていく「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、   

２０１７年１１月２５日（土）に植樹祭を開催し、地域にお住ま

いの６００名の皆さまとともに、オオバナサルスベリ、トベラ、

ギンコウボクなど６種類の苗木約５,０００本を植樹しました。 

８．エコステーション 

  イオンモールが行っている環境保全への取り組みをわかりやすく紹

介する「エコインフォーション」を１Ｆ「イオン」前の通路に設置し、リアルタイムに太陽光発電シ

ステムの発電量も紹介します。 

 

 

 

環境保全・社会貢献活動の取り組み 
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 取り組みの具体例  

１．「安全・安心」の取り組み 

 お子さまが身を乗り出して転落することのないよう、モール吹き抜けには落下防止用安全パネル

（１.４ｍ）付き手すりを設置しております。 

 車椅子とキャラクルカートの貸し出しサービスを実施し、お客さまのスムーズな移動やショッピン

グのお手伝いをします。 

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。 

 施設内に警察立寄り所を２ケ所設置し防犯や事故・災害が発生した場合、速やかに対応し安全を確

保します。 

  

 

 デジタル技術を導入し、ショッピングをより便利に楽しくなるサービスをご提供します。 

 

 取り組みの具体例  

１．デジタルサイネージの導入 

館内４０箇所にデジタルサイネージを設置します。店舗案内や検索機能

などを備えたデジタル館内マップをはじめ、モールのホームページと連

動して最新のセール情報やイベント情報を常時更新し表示します。 

また、３Ｆキッズゾーンには画面の前での動きが映像に反映されるイン

タラクティブシステムを導入し、環境とともに子どもにもお楽みいただ

ける空間を演出しています。 

２．大型ビジョンの設置 

季節感の演出とお客さまへの商品紹介などを目的に大型ビジョンを、館内に合計５面設置します。館

内の演出と一体化したデザインをＬＥＤ画面で表示します。 

屋外サンクンガーデンにも３面の大型ビジョンを設置し環境演出を実施、また、施設案内を含め最新

の情報やイベントなどに連動した画像で、賑わいや楽しさを演出します。さらに、サンクンガーデン

の夢縁鐘にいるお客さまを記念撮影し、その画像がこの大型ビジョンで表示されるシステムを導入、

お客さまの晴れの日（非日常）の演出をサポートします。 

３．ｗｉ-ｆｉ環境の強化 

  館内約９０箇所でアンテナ設備を行なうことで、ｗｉ-ｆｉのアクセス環境強化に取り組んでいま

す。また、エレベーター内も含め通信アンテナを多数配置し、館内のどこにいても安定した通信環

境をご提供します。 

  

安全・安心、防災・防犯の取り組み 

デジタル化の推進 
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※地域初⇒ 佛山市初出店 

Ｂ１Ｆ 

NO 店名 業種 地域初 NO 店名 業種 地域初 

１ 菲尼克斯 各種教室  15 龙凤餐室 中華料理  

２ 自然醒 生活・インテリア雑貨  16 牛皇叔 中華料理  

３ 食其家 和食  17 吃喝丸乐 デリカ  

４ 义碗面 中国料理  18 阿玛仕 理容・美容・ネイル  

５ 大龙燚 中国料理  19 万岁 和食  

６ 九毛九 中華料理  20 汉泰丰 中国料理 ○ 

７ 巴蜀诱惑 中華料理  21 老炮鸭 中国料理  

８ 汉拿山 多国籍料理  22 江渔儿 中国料理 ○ 

９ 蟹大虾 中華料理 ○ 23 尚渔味 中国料理  

10 玛雅铁板烧 中華料理  24 犇腾牛排 洋食  

11 遇见凤凰 中華料理  25 浪花屋 和食  

12 遵义张六虾子羊肉粉 中華料理  26 名创优品 生活・インテリア雑貨  

13 大通冰室 デリカ・惣菜  27 两颗鸡蛋 デリカ・惣菜 ○ 

14 蛙小宝 中華料理 ○ 

 

１Ｆ 

NO 店名 業種 地域初 NO 店名 業種 地域初 

１ ＴＨＥ ＧＲＥＥＮ ＰＡＲＴＹ 生活・インテリア雑貨  22 歌莉娅 婦人衣料  

２ 酷乐潮玩 趣味雑貨  23 演绎妍美 化粧品・HBC  

３ ＵＮＩＱＬＯ 衣料大型店  24 博观表行 時計  

４ ＧＹ 紳士衣料  25 周生生 婦人衣料  

５ ＤＩＬＩ 婦人衣料  26 六福 宝飾品  

６ 轻壤 婦人衣料 ○ 27 ＮＯＭＥ 生活・インテリア雑貨  

７ ＤＣＤＣＭＩＳＳ 婦人衣料 ○ 28 大卡司 ジュース  

８ Ｊｉｎｇｃｌ 眼鏡・コンタクト ○ 29 七分甜 ジュース  

９ 速品 婦人衣料  30 森永 輸入食品・グロサリー ○ 

10 ＬＯＯＷＯＯ 婦人衣料 ○ 31 果 C 益佰 カフェ ○ 

11 ＥＬＬＥ ａｃｔｉｖｅ 婦人・紳士衣料 ○ 32 一零八抹茶茶廊 和洋菓子 ○ 

12 Ｌａｃｈａｐｅｌｌ 婦人衣料  33 ＩＭ Ｎａｔｕｒａｌ 和洋菓子  

13 ＭＪ Ｓｔｙｌｅ 衣料大型店  34 漫糖 和洋菓子  

14 南海农商 金融・保険  35 愿茶 お茶・コーヒー・お酒 ○ 

15 ＡＳＥＬＦ 婦人・紳士衣料 ○ 36 布维记 カフェ  

16 ｓａｓａ 化粧品・HBC  37 林清轩 化粧品・HBC  

17 周大福 宝飾品  38 Ｍｅｉｌｕｒｅ Ｍｏｍｅｎｔ 婦人衣料  

18 小米之家 情報家電  39 NOVACHIC 婦人衣料 ○ 

19 ＢＣ ＶＯＧＡ 婦人衣料  40 MGGM 婦人衣料  

20 ＨＲ 鞄  41 efini 婦人衣料  

21 ＳＥＤＡＴＥ 婦人衣料  42 Lee 婦人・紳士衣料  

イオンモール佛山大瀝 専門店一覧 
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１Ｆつづき 

NO 店名 業種 地域初 NO 店名 業種 地域初 

43 谜底 婦人衣料  59 鲜芋仙 カフェ  

44 ILAVIEYA アクセサリー  60 水墨江山 中華料理  

45 茵曼 婦人衣料 ○ 61 72 街 ファストフード  

46 lily 婦人衣料  62 三个辣椒 ファストフード  

47 OCHIRLY 婦人衣料  63 阿香米线 ファストフード  

48 ＤＯＮＡＲＡＴＩＣＯ 婦人・紳士衣料  64 圣安娜饼屋 ベーカリー  

49 JINS 眼鏡・コンタクト  65 KFC ファストフード  

50 百武西 婦人衣料  66 唤彩茶 カフェ ○ 

51 千叶珠宝 宝飾品  67 星巴克 カフェ  

52 SUNION 情報家電  68 高乐雅咖啡 カフェ ○ 

53 D.VALLEY 靴  69 牛檬王 多国籍料理  

54 J POWER CHARMMIS レディス・靴 ○ 70 汉堡王 ハンバーガー  

55 资生堂 化粧品・HBC ○ 71 PIZZA HUT ファストフード  

56 Ray Ban 眼鏡・コンタクト  72 屈臣氏 化粧品・HBC  

57 摩斯米汉堡 ファストフード  73 缇盖 カフェ ○ 

58 味千 和食  74 芝吱挞 和洋菓子 ○ 

 

２Ｆ 

NO 店名 業種 地域初 NO 店名 業種 地域初 

１ 环游嘉年华 ゲームセンター  21 歌瑞尔 ランファン  

２ adidas スポーツ・アウトドア  22 dfdfcoco 婦人衣料  

３ HALE BOSS 婦人・紳士衣料 ○ 23 VVHEDY 生活・インテリア雑貨  

４ BC MAN 紳士衣料  24 天使韩城 婦人衣料  

５ AK 紳士衣料 ○ 25 六町目 婦人衣料  

６ NEW BALANCE スポーツ・アウトドア  26 my body ランファン  

７ NEW BALANCE スポーツ・アウトドア  27 哈瑞生活馆 生活・インテリア雑貨  

８ NE.WEAR 婦人・紳士衣料 ○ 28 涵者 婦人衣料  

９ NIKE スポーツ・アウトドア  29 NEYO 靴下  

10 HYSTYL 婦人・紳士衣料 ○ 30 都宝路 その他服装品  

11 Polo Sports 婦人・紳士衣料  31 AYILIAN 阿依莲 婦人衣料  

12 FEICUI 紳士衣料  32 森林鸟 婦人衣料  

13 KIKC 紳士衣料  33 In Shop 婦人衣料  

14 hotwind 婦人・紳士衣料  34 OSNIC 婦人衣料  

15 ＩＮ ＦＲＥＥＺＥ 紳士衣料  35 3D 婦人衣料  

16 卓诗尼 靴  36 优禾生活 ドラッグストア  

17 DSIGN 婦人衣料 ○ 37 Aiduguka 紳士衣料  

18 ETHEREAL 婦人衣料 ○ 38 V-MEN 紳士衣料  

19 熳洁儿 ランファン  39 G2000man 紳士衣料  

20 本言 婦人衣料  40 CABBEEN 紳士衣料  
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２Ｆつづき 

NO 店名 業種 地域初 NO 店名 業種 地域初 

41 LOHO 眼鏡・コンタクト  51 板田寿司 和食  

42 funlink 婦人・紳士衣料  52 鱡船 中国料理 ○ 

43 westlink 婦人・紳士衣料  53 匆忙哥 ファストフード ○ 

44 KAILAS スポーツ・アウトドア  54 叹包 TIMEZ ファストフード ○ 

45 VAUDE スポーツ・アウトドア  55 娅茜（Asdet） ランファン  

46 佐丹奴 紳士衣料  56 森巴烤肉音乐餐厅 多国籍料理  

47 JOY&MARIO 靴下  57 杯子红 洋食  

48 三熊主义 カフェ ○ 58 摩根士 洋食  

49 东家 和食 ○ 59 HOUCALLER 洋食  

50 蒙自源 中華料理  60 环游嘉年华 ゲームセンター  

 

３Ｆ 

NO 店名 業種 地域初 NO 店名 業種 地域初 

１ 才子 紳士衣料  23 MOLLY FANTASY アミューズメント  

２ SIMWOOD 紳士衣料 ○ 24 T100 子供衣料  

３ 膳魔师 生活・インテリア雑貨  25 因否 KIDS 子供衣料  

４ Lotus Pond 生活・インテリア雑貨 ○ 26 DAVE&BELLA 子供衣料 ○ 

５ Ｋ－ＢＯＸＩＮＧ 紳士衣料  27 EYOO KIDS 子供衣料 ○ 

６ 量点空间 生活・インテリア雑貨  28 DEAR DEER 子供衣料  

７ 尚品宅配 生活雑貨  29 小猪班纳 子供衣料  

８ IGE VR アミューズメント ○ 30 安踏 kids スポーツ・アウトドア  

９ 伊丽汇 理容・美容・ネイル  31 五洲会 輸入品・グロサリー  

10 要晒 カフェ ○ 32 ADIDAS KIDS 子供衣料  

11 嘟寇斯 紳士衣料  33 九芯净水 生活・インテリア雑貨  

12 青蛙皇子 子供衣料  34 LILANZ 紳士衣料  

13 balabala 子供衣料  35 Ogawa 生活・インテリア雑貨  

14 MINOTI 子供衣料  36 GYMBOREE 幼児教育  

15 361° 子供衣料  37 CC 影城 シネマ ○ 

16 Kalamel 卡拉美 子供衣料  38 中国移动专营店 情報通信サービス  

17 我很懒 ジュース  39 海马床垫 生活・インテリア雑貨  

18 裙朵 子供衣料  40 BOSE CD・AV  

19 卓兰生活馆 生活・インテリア雑貨 ○ 41 亚惠 フードコート  

20 NITORI 家具・インテリア ○ 42 牛满分 中国料理  

21 靓家居 生活・インテリア雑貨  43 HUAWEI华为体验店 情報通信サービス  

22 咪达 アミューズメント  44 FG Hair 理容・美容・ネイル  
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