
 

２０１８年５月１６日 

報道関係者各位 

イ オ ン 株 式 会 社 

イオンモール株式会社 

中国山東省にイオンモールが初出店！ 

「イオンモール煙
えん

台金沙灘
たいきんさたん

」 

５月２５日（金）ＡＭ９：００ 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、中国山東省煙台市の経済技術開発区内に、山東省

では初となるショッピングモール｢イオンモール煙台金沙灘｣（以下、当モール）をオープンします。 

 イオンモールは、今後の成長戦略として、海外事業展開に注力しています。中国では２００８年に  

１号店をオープン以来、４つのエリア※を中心に集中的に出店を進め、現在までに合計１７モールを展

開しています。山東省では、青島市を中心にグループ企業の青島永旺東泰商業有限公司（以下、青島イ

オン）が１９９６年より事業展開しており、当モールの出店により、山東省におけるイオンブランドを

さらに高めてまいります。※４つのエリア：①北京・天津・山東省②江蘇・浙江省③湖北省④広東省 

■「イオンモール煙台金沙灘」の立地・商圏について 

 煙台市は山東半島沿海部の地級市（省に次ぐ行政単位）で、経済技術開発区として海外からの投資も活

発な山東省経済の牽引役となっています。当モールは、煙台市中心部から北西約１５kmの経済技術開発区

内に位置します。同エリアは、中国国務院に指定された１４の国家級開発区の一つで、住宅開発によりニ

ューファミリー層の人口が急増しているほか、道路などのインフラ整備も進み、広域からのアクセスも便

利なエリアです。 

 

 地域環境と未来的創造を融合したショッピングモール 

環境保全を重要視した煙台市の街づくりを基調にして、未来的デザインを融合した施設環境を実現。 

さらに、衣・食・住・アミューズメントに加え、美と健康に趣味の世界を融合させたヘルス＆ビュ

ーティーゾーンを設置するなど、新たなライフスタイルをご提案します。 

 バラエティ豊かな各種コンセプトゾーンと地域“初”の取り組み 

合計１２,０００㎡以上で各種カテゴリーごとに展開するレストランゾーンや、煙台市初となる約

３,５００㎡のスポーツファクトリーゾーンやシネマの「中影国際影城」など、山東省初出店２７

店舗、煙台市初出店３１店舗を含む計２１７の専門店が集結します。 

 ファミリー対応を強化したキッズゾーン 

地域最大級のキッズアミューズメントを導入し、「新たな遊び」体験をご提供するほか、ファミリ

ーの多様なニーズを満たす専門店が集結したキッズゾーンを合計１５,０００㎡で展開します。 

山東省最大級の「巴拉巴拉ｂａｌａｂａｌａ」に、煙台市最大級の「孩子王」を始め、合計２４店

舗のキッズ関連専門店が出店。さらに人気のアミューズメント「Ｍｏｌｌｙ Ｆａｎｔａｓｙ」、 

「卡通尼」は、合わせて約６,０００㎡で展開します。 

 「もっと素敵な日常」をお届けする食品スーパー「イオン煙台金沙灘店」 

核店舗「イオン煙台金沙灘店」では、「より安全・安心な商品がほしい」「リラックスできる空間づく

りにこだわりたい」というお客さまのご要望にお応えし、高品質と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、「もっと素敵な日常」をお届けします。 

「イオンモール煙台金沙灘」の最大の特徴 
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 モール名称： （日）イオンモール煙台金沙灘（えんたいきんさたん） 

        （中）永旺梦乐城烟台金沙滩（ｙａｎｔａｉ ｊｉｎｓｈａｔａｎ） 

        （英）ＡＥＯＮＭＡＬＬ ＹＡＮＴＡＩ ＪＩＮＳＨＡＴＡＮ 

 所 在 地： 中華人民共和国山東省煙台市経済技術開発区長江路１２０号 

 電 話： イオンモール煙台金沙灘 （国番号８６）５３５－６９５７９９９（代表） 

          イオン烟台金沙灘店   （国番号８６）５３５－６９５０９０６（代表） 

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

 責 任 者： イオンモール煙台金沙灘 ゼネラルマネージャー 大矢 憲和 

        イオン煙台金沙灘店   店長         黄 鑫（huang xin） 

 出店店舗数： 専門店数 約２２０店舗 

 核 店 舗： イオン煙台金沙灘店 

 サ ブ 核 店 舗 :  中影国際影城、ＵＮＩＱＬＯ、卡通尼、孩子王、尚悦書房、 

三福百貨、运动先锋（Ｓｐｏｒｔｓ Ｍａｓｔｅｒ）、Ｍｏｌｌｙ Ｆａｎｔａｓｙ、亜恵美食広場 

 敷 地 面 積： 約  ９３,０００㎡ 

 延 床 面 積： 約 １８８,０００㎡ 

 総賃貸面積： 約  ７２,０００㎡ 

 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（煙台）商業管理有限公司 

 開 店 日： ２０１８年５月２５日（金）  ９：００グランドオープン 

 営 業 時 間： 専門店            １０：００～２２：００ 

          シネマコンプレックス １０：００～２４：００ 

          イオン煙台金沙灘店   ８：００～２２：００ 

 休 業 日： 年中無休 

 従 業 員 数： ショッピングモール全体 約２,０００名（内、イオン煙台金沙灘店約１２０名） 

 基 本 商 圏： 車２０分圏 約７５万人 約２８万世帯 

 

 

【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 栗本・余(イー) ℡：（＋８１）４３－２１２－６０６１ 

「イオンモール煙台金沙灘」の概要 

http://yantaijinshatan.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年超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 
モール型ＳＣ 

内イオンモール 

運営ＳＣ 

中国 ５５ ２３ ２５ １８ 

アセアン ４１ １５５ ３０  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１７４,０００㎡ 約 ７２,０００㎡ 約３,５００台 

10 武漢経開※ １５年１２月 約１２９,０００㎡ 約２７４,０００㎡ 約１０５,０００㎡ 約５,０００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 

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

18 煙台金沙灘 １８年 ５月 約 ９３,０００㎡ 約１８８,０００㎡ 約 ７２,０００㎡ 約２,７００台 
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 モールコンセプト 

“梦想欢聚 乐享生活 ” 

（Ｇｅｔｈｅｒ Ｄｒｅａｍｓ  Ｅｎｊｏｙ Ｌｉｆｅ） 

みんなの夢がたくさん集まる、快適でリラックスした空間に、 

新たなライフスタイルをご提案します。 

 イメージパース（外観、メインゲート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「イオンモール煙台金沙灘」モールコンセプト 

※画像はイメージです。（以下同様） 
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＜１ｓｔフロア＞－ Ｇｌｏｂａｌ Ｔｒｅｎｄ Ｆａｓｈｉｏｎ ＆ Ｓｐｏｒｔｓ ＆ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ ＆ Ｓｗｅｅｔ 

 

 「１ｓｔフロア」は、ファッションやアイテムの最新のトレンドを発信するグローバルブランドが集

結。さらに、カフェやレストランなどの専門店が展開します。スポーツファッションとヤングファッシ

ョン、人気のオリジナル料理の専門店やファストフードなど、お客さまの五感を刺激する新たな体験を

ご提供します。 

 「Ｇｌｏｂａｌ Ｔｒｅｎｄ Ｆａｓｈｉｏｎ ＆ Ｉｔｅｍ」  

・ 日本の「ＵＮＩＱＬＯ」や人気の韓国大手アパレル「Ｂａｓｉｃ ｈｏｕｓｅ」、中国のデザイナ

ーズブランド「ＪＮＢＹ」やトレンドファッション「ｄｉｄｉｍａｘ」などのショップが出店しま

す。 

・ 山東省初出店となる「ＭＩＳＳ ＦＯＲＥＶＥＲ」や煙台を地元とする舒朗グループ（「Ｚ－ＺＯ

ＮＥ」、「珂蕾朵姆」、「ＧＯＧＩＲＬ」、「ＺＵ．ＫＵ醉酷」）など中国国内の人気ブランドをセレク

トしました。 

・ その他、アジア最大のドラッグストアチェーン「屈臣氏」や日系メガネブランド「ＪＩＮＳ」など、

品質の高い商品をご提供する専門店を取り揃えています。 

 「Ｓｐｏｒｔｓ Ｆａｃｔｏｒｙ」 ゾーン 

スポーツファクトリーゾーンには、「Ｎｉｋｅ ｆａｃｔｏｒｙ」や「ａｄｉｄａｓ ｏｕｔｌｅｔ

ｓ」、「ｎｅｗ ｂａｌａｎｃｅ」を中心に、イオンモール初出店となるアメリカの老舗スポーツブラ

ンド「运动先锋」（Ｓｐｏｒｔｓ Ｍａｓｔｅｒ）など、５ブランドが一堂に勢ぞろい。地域の皆さまにスポーツ

を通した新たなライフスタイルをご提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「Ｓｗｅｅｔ」ゾーン  

世界中で人気のアイスクリーム専門店「Ｂａｓｋｉｎ－Ｒｏｂｂｉｎｓ巴斯罗宾」、日式のベーカリ

ーショップ「法兰索亚面包房」、人気の抹茶スイーツ「宇治抹茶」や煙台市初出店となる「周黒鴨」

など、スイーツや食品を一堂に集めて食物販ゾーンを構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

1Ｆ食物販ゾーン 

1Ｆスポーツファクトリーゾーン 
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 「Ｇｌｏｂａｌ Ｆａｓｔｆｏｏｄ」  

「星巴克」、「肯德基」、「麦当劳」、「必胜客」、日系レストランの「味千拉面」や煙台市初出店となる

「食其家」など、人気のカフェやファストフードが集結しました。中国国内で人気の「吉祥春餅」、

蟹料理専門店の「胖哥俩」、火鍋の「咕嘟火锅」などのほか、人気米粉麺（ライスヌードル）専門店

で、当社の日本国内モールにも初進出した「阿香米线」が出店します。 

 

＜１ｓｔフロアマップ＞ 
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＜２ｎｄフロア Ｙｏｕｎｇ Ｆａｓｈｉｏｎ ＆ Ｄｅｓｉｇｎ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ＞ 

  

 「２ｎｄフロア」は、ヤングレディスファッションを中心に、大型インテリアや生活雑貨の専門店を

揃えた、ライフスタイル提案のフロア。レディスファッションや雑貨など最新トレンドアイテムを揃え、

自分らしいスタイルをご提案します。また、山東省で人気のレストランを集積した中華レストランゾー

ンや、日本料理、韓国料理を中心とする多国籍レストランゾーンを配置し、バラエティ豊かで魅力的な

食の世界をご提供します。 

 

 「Ｙｏｕｎｇ Ｆａｓｈｉｏｎ ＆ Ｉｔｅｍ」  

ファッション雑貨では、個性豊かなアイテムを取り扱う「三福百貨」と「熱風ＨＯＴ ＷＩＮＤ」が

出店します。さらに、「ＡＫ」、「森林鳥」、「ｅｊａｍｅｓ」など、国内で人気のヤングファッション

ブランドに加え、中国大手アパレル「Ｌａ Ｃｈａｐｅｌｌｅ」グループが展開する８ブランドが出

店し、充実したヤングファッションゾーンを構成します。 

 

 「Ｌａｒｇｅ－Ｓｃａｌｅ Ｒｅｔａｌｌ Ｓｔｏｒｅ」 

キッズ総合専門店「孩子王」が、地域最大級となる約５,３００㎡で出店するほか、アパレルブラン

ド「森馬」（約７３０㎡）や、デジタル家電量販店「蘇寧」など、大型専門店が出店します。 

 

 「Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ Ｚｏｎｅ」 

・ グローバルレストランゾーンは、グリーンを積極的に採用し、リラックスできる空間を演出。日本

料理・韓国料理をはじめとするアジア料理、ヨーロッパ各国料理などバラエティに富んだテーブル

レストランを集積します。 

・ 中華レストランゾーンは、山東省特有の“租界”風をモチーフにした環境に、山東料理をはじめと

するオリジナリティに富んだ流行の中国料理を集積しました。地元煙台発のオリジナル中華の「田

大榜疙瘩汤」、「蜀香門第」や「洪興砂鍋」、煙台市初出店となる新彊料理の「巴依老爷」、人気の韓

国料理「青松館」や「春川鉄板小厨」、日本料理では煙台市地元発の「鰻道」や「禾牛道」等、個

性豊かなレストランが多数出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜２ｎｄフロアマップ＞ 

2Ｆ多国籍料理ゾーン 2Ｆ中華レストランゾーン 
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＜３ｒｄフロア Ｆａｍｉｌｙ ＆ Ｋｉｄｓ ＆ Ａｍｕｓｅｍｅｎｔ ＆ Ｃｉｎｅｍａ ＆ Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ ＆ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ＞ 

  

 「３ｒｄフロア」は、アミューズメント、レジャー、カルチャーを集積し、三世帯ファミリーでお楽

しみいただけるフロアとしています。キッズアミューズメントは、山東省最大級となる「卡通尼」、「Ｍ

ｏｌｌｙ Ｆａｎｔａｓｙ」の２つの施設を合わせて約６,０００㎡で展開します。また、ファミリー

で気軽にご利用いただけるフードコート「亜恵美食広場」（約１,３００㎡）や、煙台市初の出店となる

「中影国際影城」など、煙台エリアの「最大級＆初」をキーワードに多くのお客さまに「驚き」と「楽

しさ」をご提供します。 

 「Ｋｉｄｓ Ａｍｕｓｅｍｅｎｔ」 

台湾地区Ｎｏ.１アミューズメント「卡通尼」、煙台市初出店の「Ｍｏｌｌｙ Ｆａｎｔａｓｙ」が出

店します。ティーンを対象とした最新ゲームやアトラクションをはじめ、小学生以下のお子さまも楽

しめる乗り物や、プレイランドなど、すべてのお子さまが笑顔になる「あそび」の世界が広がるゾー

ンです。さらに、山東省最大級の「巴拉巴拉ｂａｌａｂａｌａ」が出店するなど、「普段できない遊

び」、「憩い」、「ショッピング」を体験できる体験型のキッズゾーンを展開します。 

 「Ｌａｒｇｅ－Ｓｃａｌｅ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ」＆「Ｆｏｏｄ Ｃｏｕｒｔ」  

・ 煙台市経済技術区初出店となる「亜恵美食広場」（フードコート）が１,３００㎡で展開します。ビ

ュッフェ式中華をメインに、鍋、麺、多国籍料理など、多種多様な屋台メニューで、お客さまのあ

らゆるニーズにお応えします。 

・ 大型レストランでは、煙台市を地元とする焼肉バイキング「漢金城」や、煙台の地元産のシーフー

ドを贅沢に使用するシーフードバイキング「海宴」が約６５０㎡の規模で展開します。 



9 

 「Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ」  

イオンモール中国初となる料理教室「ｆｏｏｄ ｆｒｉｅｎｄｓ ｓｐａｃｅ」が出店します。また、

「尚悦書房」は書籍のみならず、幅広い趣味雑貨も取リ扱います。フィットネスクラブ「新動力健身」

や美容室の「千北造型」など、「カルチャー」と「趣味」「美容・健康」を融合させた新たなライフス

タイルゾーンをご提案します。 

 煙台市初出店となるシネマコンプレックス「中影国際影城」 

シネマでは、全１０スクリーンと約１,７００の席数を有した「中影国際影城」が、煙台市に初出店

します。最高の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、音質も煙台市初導入となる「ＴＨＸ」オーディオを採用し、より大迫力で臨場感あふれる中で鑑

賞いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜３ｒｄフロアマップ＞ 
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 青島イオンは、核店舗として、食品スーパー（ＳＭ）「イオン煙
えん

台金沙灘
たいきんさたん

店」（以下、「当店」）を     

オープンします。当店は、青島イオンが運営する６店目の店舗です。 

 

 当店は、小さいお子さまを持つ３０代ファミリーや１人暮らしの単身者を対象に「Ｎｅｗ Ｌｉｆｅ

Ｓｔｙｌｅ」、「お値打ち」、「地域密着」をキーワードに、日々の生活に必要な生鮮品、加工食品、日用

品を約２，８００㎡の売場に約１６，５００品目をご用意します。 

 

◎煙台エリアＮｏ.1の美味しさにあふれるデリカ 

山東省でおなじみの熟食の地元 No.1 ブランド「喜旺
し わ ん

」に加え、「龍
ろん

大
だい

」、「波尼亞
ぼ に あ

」などの品揃えを    

充実します。また、出来立てのお弁当、焼き物、揚げ物などを展開するとともに、「喜旺
し わ ん

小厨
しゃおちゅ

」が、    

青島イオン烟台莱山
えんたいらいさん

店に続き、開発区に初出店します。さらに、青島イオンの強みを活かした、地域最

大級の寿司売場を展開するほか、店内で製造した手作りサラダ、サンドウィッチなどを豊富に品揃えし、

皆さまの食卓へお届けします。 

◎おいしい料理が一箇所に集合！約１５０席を備えるフードコートを展開 

麻辣
まーらー

湯
たん

、米
み

線
せん

、肉夹馍
ろーじゃーもー

などの小吃
しゃおちー

（軽食）から、主食となる中華料理、麺類まで約２３０種類の     

豊富なメニューをご用意し、少しおなかがすいた時も、しっかり食事をしたい時も、お客さまのお好み

に応じてご利用いただけます。また、毎朝焼き上げたパンや、ケーキ、クッキーなどを展開する    

インストアベーカリーや地域の皆さまに人気のアイスクリーム「Ｄａｉｒｙ Ｑｕｅｅｎ」、     

シュークリームの「ビアードパパ」などの専門店を併設しており、様々なおいしさが集まる      

バリエーション豊かなフードコートになっています。お客さまにお食事をゆっくりお楽しみいただける

休憩の場として約１５０席数をご用意しています。 

◎約４２０品目を取り揃えたイオンのブランド「トップバリュ」 

中国で開発・生産された「トップバリュ」商品を、衣・食・住に合わせて約４２０品目展開します。    

商品の一例として、「トップバリュ 甘栗」は、栗の四大産地の河北燕山青龍満族県の栗を使用し、   

甘くておいしい、さらに皮もむいてあるので、食べやすい商品です。また、「トップバリュ ヨーグルト」

は地元莱
らい

陽
よう

市
し

でとれた朝日緑源牧場の牛乳を使用し、日本産の「ＲＸ０２」乳酸菌を加え、カップ毎に

個別発酵することで、柔らかい食感や上品な香りと甘さが特徴です。お客さまに商品の特徴を知って 

いただくために、オープン時に試食販売を実施します。また、くらしの品「ホームコーディー     

（ＨＯＭＥ ＣＯＯＲＤＹ）」は商品をどのように組み合わせても、調和が取れたコーディネートがで

きるのが特徴です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核店舗「イオン煙台金沙灘店」の特徴 
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【各売場の特徴】 

◆食品 

・ 野菜売場では、煙台市だけでなく、周辺の膠 州
じゃおちょう

市、莱西
ら い し

市などから直接商品を仕入れることで、

お値打ち価格だけでなく、鮮度と品質にもこだわっています。また、安全・安心、健康をご提供で

きるように、「朝日
ちゃおり

緑源
りゅゆぇん

」や「七色
ちすぇぁ

大地
だーでぃ

」ブランドなどの有機野菜を約１００品目、洗浄済みで、

袋から出してすぐに使えるカット野菜を３０品目品揃えします。 

・ 果物売場では、地元で有名なりんごをはじめ、「海南
はいなん

市のライチ」、「膠州市のブルーベリー」、  

「平度
ぴんどぅ

市のぶどう」など、旬の商品を品揃えします。また、ドリアン、ドラゴンフルーツなど、   

東南アジアを中心とした輸入商品を取り揃え、地域一番の味と品質にこだわります。 

・ 水産売場では、煙台で水揚げの多い「イシモチ」、「サバ」などに加え、隣接する 威
うぇい

海
はい

からは     

「カレイ」、「サンマ」を、対岸の大連
だいれん

からは「スズキ」、「アンコウ」を直送します。また、海鮮料

理の食材として人気の「ホンビノス貝」、「トリ貝」などの貝類の品揃えを強化します。さらに、   

安全・安心、利便性で年々需要が高まっている冷凍水産品は、約６０品目を品揃えします。 

・ 畜産売場では、２年以上の期間をかけて飼育した、内モンゴル産「科尔沁
く ぇ あち ん

」ブランドの牛肉を品揃

えします。この牛肉は５００kg以上の牛を厳選しているほか、店頭に並ぶまで４回の残留農薬検査

を実施している安全・安心な商品です。また、鶏肉は、莱
らい

陽
やん

の「春 雪
ちゅんしゅえ

」ブランドの商品を産地か

ら直送して、鮮度にこだわったおいしい商品をご提供します。 

・ お菓子売場では、ニューファミリーのお子さまへ、玩具菓子、キャラクター商品などを集合した、   

見て楽しい、一度来たら何度も来たくなるお菓子ストリートを展開します。また、日本、韓国、   

東南アジアなどの輸入菓子の品揃えを充実させ、子どもから大人まで家族全員でお楽しみいただけ

る売場を展開します。 

 

◆暮らしの品 

 台所用品、バス・トイレ用品を中心に、お客さまが日々

の暮らしの中で新たな発見ができるよう、生活シーンやカ

ラーなどをテーマに「キッチン」や「バスルーム」などの

部屋別に生活提案を行います。 

・ 台所用品売場では、日本で有名な焼き物の産地「美濃

焼」や「有田焼」のお椀、お皿などを豊富に品揃えし

ます。品質はもとより、中国イオンで集約して仕入れることで、お値打ち価格でご提供します。ま

た、健康志向が高まり中で「ヘルシー」をテーマに酵素を壊さずスムージーが作れる「低速ミキサ

ー」や、油の量を減らすことができる「ノンオイルフライヤー」などの調理家電を充実させます。 

・ バス・トイレ用品売場では、季節に合わせたカラーコーディネートの提案、様々な小物関連、毎日

のお掃除が楽しくなるような清掃用品などを品揃えします。 
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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、楽しく過ごすことができるよう快適さを追求しています。また、

私たちはショッピングモールが単にモノやサービスを提供するだけの場ではないと考えています。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が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、中国・日本におけるこれまでのノウハウを活かし、館内サインや駐車場計画において

ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の取り組みを積極的に導入しています。 

 

 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「キャラクターカート」の貸し

出しなど、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。 

 雨に濡れない屋内駐車場を地下１Ｆと４Ｆに約９００台設置しました。 

 ＬＥＤ表示の駐車場管理システムを導入し、駐車場の空きスペース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。 

 広い駐車場内で、お客さまが車を簡単に探し出せるよう、車番入力による車探索システムを各風除

室に導入します。 

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９箇所（イオンゾーン含む）のほか、館内の３箇所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４箇所、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（９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 

高齢者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

としています。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 

 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に約４０台設置しました。車室の幅を通常より

広くすることで、ドアを大きく開けての車椅子での乗降を可能にします。 

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、

サインや照明へのＬＥＤ採用によるＣＯ２削減や空調熱源運転を行うことで熱源の効率化を図ります。

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 

館内共用部の照明すべてに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、駐車場の照明はビルマネジメントシステムと直結させ、効率的な照度を常時提供すること

で、電力消費の低減に努めます。 

２．全熱交換器の採用 

  全室の空気をそのまま排出するのではなく、導入する外気の１／３相当量を全熱交換器を介して排

出することにより、エネルギーロスを抑制します。 

３．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の一部は、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。 

４．太陽光パネルを採用 

  シネマ屋上に、約２,３００㎡の太陽光発電パネルを取り付け、最大で３２０ｋＷを発電し館内の

照明などの電力として活用します。また、３２０ｋＷの発電量は、中国のイオンモールにおいて最

大規模となります。 

５．雨水の再利用 

  雨水の一部を緑化の散水設備用として、再利用します。 

６．水蓄熱システムの導入 

夜間に電力を蓄え、日中に使用することができる「水蓄熱システム」を採用します。地域の日中電

力負荷を分散させ、効率的な電力供給を実現します。 

７．電気自動車充電ステーションの整備 

  平面駐車場には電気自動車の充電ステーションを２２台設置します。今後の普及の一翼を担うため、

カーシェア用の電気自動車も常備し、簡単な会員登録でどなたでも利用が可能になっています。 

８．「日中ティーンエイジアンバサダー」（日中高校生交流） 

  公益財団法人「イオンワンパーセントクラブ」は、中国や

アセアン諸国の高校生と日本の高校生が交流する「ティー

ンエイジアンバサダー事業」を１９９０年より実施してい

ます。本年も日中両国の高校生がお互いの国を訪問し交流

する予定です。 

環境保全・社会貢献活動の取り組み 
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９．「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。イオンモール煙台金沙灘では、工事期間中よりこの活動を実施してい

ます。 

１０．「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、２０１８年４月２１日（土）に

植樹祭を開催し、地域にお住まいの５００名の皆さまとともに、サクラ

やタイワンツゲ、オオベニウツギなど６種類の苗木約２,５００本を植樹

しました。 

 

 

 

 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、モール吹き抜けの手すりの高さを通常より高

い各階１.４ｍに設定しています。さらに、お子さまが車道に飛び出し、けがをすることがないよ

う、歩道の車道の間に植栽帯を設けるなど、歩車分離対策を徹底しています。 

 

２．防災、防犯の取り組み 

 お客さまに安心してお買い物いただけるよう、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、館内外周部にも防犯センサーを導入し、防犯や災害時の対応を強化しています。 

安全・安心、防災・防犯の取り組み 
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 煙台経済技術開発区は、１９８４年に中国で認定された１４箇所の国家級開発区の一つで、未来に向

けて継続して積極的な投資をしている地域です。 

 当モール周辺は、整備された美しい海岸や公園が点在し、夏季には多くの観光客が訪れるリゾートエ

リアです。当モールは、地域性を活かし、「あたらしい海岸線」をキーワードに設計しました。館内で

は「砂浜」「港湾」「波」「岩石」など、海岸からイメージされるモチーフを建築要素に取り入れ、組み

合わせることで、お客さまに「煙台」を感じていただきつつも、非日常的で楽しめる空間をご提供しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境デザインの特徴について 

海の波をイメージした 
中庭「ウェルカムコート」 

海岸線をイメージした 
「メインモール中庭」 
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 お客さまからご要望の多い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 

館内各所に、双方向通信を備えた本格的なデジタルサイネージを導入します。目的の店舗を探したり、

施設位置の検索など、お客さまの利便性を高めます。また、モールのホームページと連動してセール

情報やイベント情報を常時表示します。 

２．デジタルバナーの設置 

季節感の演出とお客さまへの商品紹介などを目的としたモー

ルバナーをデジタル化して設置します。館内の演出と一体化し

たデザインを液晶画面に表示し、一部画面にはアニメーション

を導入して楽しさを表現します。 

３．シースルーＬＥＤビジョンの導入 

  メインコートに巨大なシースルーＬＥＤビジョンを導入しま

す。季節演出や、時報機能、エンターテインメント要素を盛

り込み、お客さまに魅力的な演出をご提供します。 

 

 

１．噴水広場 

モール正面の中央の入り口前には、音楽に合わせて噴水が飛び出す噴水広場を設置しています。夏

季の取り組みとして、お子さまにも人気の演出です。 

 

２．外観のライトアップ演出 

外壁の照明演出として、ＲＧＢカラー（光の３原色）に対応したＬＥＤ照明を設置し、四季折々に

合わせた照明演出が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、施設の取り組みについて 

デジタル化の推進 
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３．緑あふれる空間を演出 

  快適なお買物環境の実現のため、館外にも広範囲にわたり植栽を実施し、館内にも大小合わせて約

２００鉢の植物プランターを配置しました。 

 

４．くつろぎの空間の創出 

  館内各所には、ゆっくりとお休みいただける休憩スペースを設置しており、お客さまのペースに合

わせたお買い物が可能です。 

 

５．従業員用施設 

  モール内で働く専門店や清掃などの従業員がリフレッシュしやすいように、専用の休憩室を後方部

分に設置しています。 

 

６．公園との直結 

  敷地西側には政府が整備した「柳林河公園」があり、敷地と直結しています。お買い物の前後に立

ち寄り散策する事も可能です。 

 

７．シャトルバスの運行 

お客さまの来店利便性を高めるため、２路線のシャトルバスを運行します。路線１は「金桥澎湖山

庄」、「俞景华城」、「海信慧园西区」、「海信慧园」、「海天花园」、「奇章市场」、「凤台小区」を経由し、

近隣のみなさまおよび周辺の高等職業学校の関係者さまにご利用いただけます。路線２は約６万５

千人の従業員を有する「フォックスコン」のメイン出入口、「天馬相城」を経由します。 
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広域アクセスマップ 

近域アクセスマップ 
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山東省初出店：２２店舗、煙台市初出店：３１店舗、新業態出店：５店舗、煙台市地元企業：２９店舗。 

※店名・業態及び本資料については、５月８日現在の情報となります。 

※煙台市地元企業：煙台市に本社を持つ企業となります。 

※山東省初⇒山東省初出店 煙台市初⇒煙台市初出店  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イオンモール煙台金沙灘 専門店一覧 

No. 店名 業種 山東省初 煙台市初 地元企業

1 精典泰迪的奶茶铺 ドリンク ○

2 阿拉提 新彊料理 ○

3 麦当劳 ファーストフード

4 美人船 マーラータン 新業態

5 肯德基 ファーストフード

6 星巴克 カフェ

7 皇家美孚 ベーカリー

8 必胜客 ピザ

9 葱伴侣 山東料理 新業態 ○

10 喜家德 餃子

11 陕西味道 陝西料理 ○

12 红唇啵啵鱼 魚料理 ○

13 HUNTER GATHERER オーガニック料理 ○ ○

14 贡茶 ドリンク

15 Z-ZONE レディス ○

16 运动先锋 スポーツ

17 Nike factory スポーツ

18 adidas outlets スポーツ ○

19 安踏奥莱店 スポーツ ○

20 德莎 化粧品 ○

21 宜百利 雑貨

22 新石器烤肉 焼肉 ○

23 鱼酷 魚料理

24 胖哥俩 蟹料理

25 青竹小栈 家庭料理

26 山丘面皇 ラーメン ○

27 噢啦噢啦烤肉 焼肉 ○

28 zoocoffee カフェ ○

29 富贵吉祥春饼 中国料理 ○

30 阿香米线 ライスヌードル

31 六乃喜 山東料理

32 咕嘟火锅 火鍋

33 食其家 牛丼 ○

34 味千拉面 ラーメン

35 老城街重庆小面 ラーメン

36 串派三叔 火鍋 ○

37 张氏宽窄巷 成都料理

38 马路村干果店 ドライフルーツ ○

1stフロア
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No. 店名 業種 山東省初 煙台市初 地元企業

39 COCO奶茶 ドリンク

40 中国珠宝 貴金属・宝石

41 中国黄金 貴金属・宝石

42 lagogo レディス

43 MISS FOREVER レディス ○

44 JACK JONES メンズ

45 LANO 兰诺 雑貨

46 The Green Party 雑貨

47 VICUTU メンズ

48 JNBY レディス

49 Mind bridge レディス

50 法摩康 化粧品・HBC ○

51 JUCY JUDY レディス

52 BASIC HOUSE レディス

53 THE CLASS メンズ ○

54 ONLY レディス

55 OTR メンズ・レディス

56 达芙妮  靴・鞄

57 new balance スポーツ

58 SEDATE水云间 レディス

59 La Babite レディス

60 ME&CITY メンズ・レディス

61 didimax レディス

62 ST&SAT 靴・鞄

63 ecco 靴・鞄

64 SELECTED メンズ

65 珂蕾朵姆 レディス ○

66 JINS メガネ ○

67 UNIQLO メンズ・レディス・キッズ

68 GOGIRL レディス ○

69 gcrues レディス

70 DIDBANNA レディス ○

71 La Chapelle レディス

72 VERO MODA レディス

73 屈臣氏 化粧品・HBC

74 格個尚 サービス ○

75 福奈特 クリーニング

76 法兰索亚 ベーカリー

77 Baskin-Robbins 芭斯罗缤 アイスクリーム

78 宇治茶铺 カフェ

79 I转角 ジュース

80 日尝食食 食品 新業態 ○

81 周黑鸭 食品 ○

82 幸世 とんかつ ○

83 狐狸爸爸 食品 新業態

84 来伊份 食品

85 爱咪欧 ドリンク

1stフロア（つづき）



21 

No. 品牌名称 業種 山東省初 煙台市初 地元企業

1 巴依老爷 新彊料理 ○

2 十八道褶 天津料理 ○

3 田大榜疙瘩汤 山東料理 ○

4 洪兴砂锅 山東料理 ○

5 蜀香门第 四川料理 ○

6 羊鲜森 火鍋 ○

7 鳗道 うなぎ料理 ○

8 禾牛道 焼肉 ○

9 世界茶饮 ドリンク ○

10 苏宁 デジタル家電

11 森马 メンズ、レディス

12 POTE メンズ

13 金通智能 デジタル家電 ○

14 天府国 　四川料理　 ○

15 青松馆 韓国料理 ○

16 玛喜达 韓国料理

17 春川铁板小厨 韓国料理

18 天绿回转寿司 寿司 ○

19 犇腾牛排餐厅 ステーキバイキング ○

20 灶二火锅 火鍋 ○

21 皇城根 北京料理

22 燃尖儿 串物局 串料理 ○

23 我家牛排 ステーキ ○

24 鸿运当头 回転火鍋

25 IZOLA レディス ○

26 OSNIC レディス

27 AIKE レディス

28 漫行人 レディス ○

29 森林鸟男装 メンズ

30 森林鸟女装 レディス

31 ETHEREAL レディス

32 Concept one メンズ ○

33 D.SIGN レディス ○

34 ZU.KU醉酷 レディス ○

35 非尝锅气 飲茶 ○

36 欧多雅 レディス ○

37 都宝路 鞄

38 稻草人 鞄

39 LENLE 伶俐 服装品

40 VESHINE ランジェリー・ファンデーション ○

41 娅茜 ランジェリー・ファンデーション ○

42 艾诗塔 ランジェリー・ファンデーション

2ndフロア
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No. 品牌名称 業種 山東省初 煙台市初 地元企業

1 Moly Fantasy アミューズメント

2 亚惠美食广场 フードコート

3 大渝火锅 火鍋

4 汉金城 焼肉バイキング ○

5 Food Friends Space 料理教室 新業態 ○

6 新动力健身 スポーツジム ○

7 海晏 シーフードバイキング ○

8 中影国际 シネマ ○

9 美蔻琳 美容

10 娃娃部落 UFOキャッチャー

11 U美 UMEI ネイル ○

12 千北造型、铂颜 美容室 ○

13 COMBO康博男装 メンズ

14 lesmart メンズ ○

15 七匹狼 メンズ

3rdフロア

No. 品牌名称 業種 山東省初 煙台市初 地元企業

43 XYING香影 レディス ○

44 食草堂 鞄

45 谭木匠 雑貨

46 红谷 鞄

47 Puella+7M レディス

48 维意定制 家具

49 曲知 レディス ○

50 奥康 靴・鞄

51 Candie's レディス

52 S.DEER レディス

53 shop1972 レディス

54 IRA メンズ ○

55 热风hotwind メンズ・レディス

56 三福百货 メンズ・レディス・雑貨

57 A|K メンズ

58 ejams レディス ○

59 古田森 メンズ・レディス ○

60 不宣 レディス ○

61 名创优品 雑貨

62 Ulife Style家居 雑貨 ○

63 可路莎 レディス ○

64 摩达莎 雑貨 ○

65 POLO SPORT メンズ・レディス

66 孩子王 キッズ

2ndフロア（つづき）
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No. 品牌名称 業種 山東省初 煙台市初 地元企業

16 ROOKIE キッズ

17 阿奇木 キッズ ○

18 衣拉拉 キッズ ○

19 x.g kids キッズ ○

20 泰兰尼斯 キッズ

21 polo sport kids キッズ

22 抹茶王子 ドリンク

23 沪上阿姨 ドリンク

24 2平米 学習デスク

25 荣泰 マッサージチェア

26 Linqian Meimei キッズ

27 阳光宝贝 キッズ ○

28 棉创优居 キッズ ○

29 D.DaaBeer キッズ ○

30 Lamourbebe キッズ

31 8EM童装集合店 キッズ ○

32 护童 学習デスク

33 MAGICJOKER魔法乔克 キッズ ○

34 歌瑞家 キッズ

35 巴拉巴拉balabala キッズ

36 尚悦书房 書籍

37 adidas kids キッズ

38 ME&CITY KIDS キッズ

39 La chapelle kids キッズ

40 艾美家 寝具

41 LILANZ メンズ

42 欧派 家具

43 兔宝宝健康定制 家具 ○

44 Hi找货 雑貨

45 BTT 美容

46 麦当劳甜品站 スイーツ

47 小茶时光 ジュース

48 KFC甜品 スイーツ

49 黑龙茶 ドリンク

50 卡通尼 アミューズメント

3rdフロア（つづき）

 

 

 

 

 


