
 

 

２０１９年４月２３日 

報道関係各位                            

イオンモール株式会社 

イオンモール杭州良渚新城 

 

「イオンモール杭州良渚新城」 
５月２４日（金）リニューアルグランドオープン 

４月２６日（金）第１弾リニューアルオープン 
 

 イオンモール杭州良渚新城（以下、当モール）は、全体で４６店舗（全１８０店舗）を刷新し、

リニューアルオープンします。 

 

■リニューアルの概要 

 当モールは、２０１５年１１月、イオンモールの中国浙江省に１号店としてオープンし、今年

で４年目を迎えます。２０１７年１２月末には、新たに地下鉄「杜甫村駅」が、当モールの１Ｆ

食品フロア部分に直結し、通勤帰りの方など毎日多くのお客さまにご利用いただいています。 

 今回のリニューアルでは、「良渚スマートシティモール」（コンパクトオールラウンド）をコン

セプトとして、地域の皆さまのライフスタイルの変化に対応した多彩な専門店など、２３店舗の

新規専門店を含む合計４６店舗を刷新し、さらにお楽しみいただける環境をご提供します。 

 

■リニューアルコンセプト 

 

 

 

 

 

 

 

■リニューアル店舗数 

新店 移転 改装 合計 

２３店舗 ３店舗 ２０店舗 ４６店舗 

 

 

 

 

 

“良渚スマートシティモール” 
新しい街で、新しいライフスタイルと新しいカルチャーを体験する場所 
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＜＜イオンモール杭州良渚新城 施設概要＞＞ 

 

・モール名称： （日）イオンモール杭州良渚新城（こうしゅうりょうしょしんじょう） 

        （中）永旺梦乐城杭州良渚新城 

        （英）ＡＥＯＮＭＡＬＬ ＨＡＮＧＺＨＯＵ ＬＩＡＮＧＺＨＵ ＸＩＮＣＨＥＮＧ 

 

・所在地   ：中華人民共和国浙江省杭州市余杭区古墩路 1888号 〒311113 

・電話番号 ：（国番号８６）０５７１－８９３８－０１１１ 

・責任者  ：イオンモール良渚新城 ゼネラルマネージャー  能瀬 秀幸（ノセ ヒデユキ） 

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

・専門店数 ：約１８０店舗 

・核店舗  ：イオン杭州良渚新城 

・準核店舗 ：ＮＩＴＯＲＩ、中影国際影城、Ｕlife Style、ＳＡＮＦＵ、心聚心、緑茶 

・敷地面積 ：約 ９５,０００㎡ 

・延床面積 ：約１７７,０００㎡ 

・総賃貸面積：約 ６８,０００㎡ 

・駐車台数 ：約  ２,５００台 

・駐輪台数 ：約  ３,０００台 

・従業員数 ：約  ２,４００名 

・営業時間 ：専門店  １０：００～２２：００(※一部異なる専門店がございます) 

       イオン杭州良渚新城  ９：００～２２：００ 

・休業日  ：年中無休 

 

 

 

 

【本件についてのお問い合わせ窓口】 

イオンモール株式会社 広報部 ＴＥＬ：（国番号８１）４３－２１２－６７３３ 

http://hangzhou.aeonmall-china.com
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■各フロアの概要 

＜１Ｆ専門店の特徴＞ 

〜「トレンドファッション＆スポーツゾーン」に「デジタル家電ゾーン」をプラス 
・ デジタル家電の「小米之家」や「华为」を配置し新たなサービスゾーンを構成します。 

・ 人気のレディスアパレルメーカー「ＲＯＣＯＣＯ」がプロデユースする「ＡＮＴ ＣＬＵＢ」

が出店。それぞれのシーンにあわせた最先端ファッションをご提案します。 

 

 

 

 

 

 

           ＡＮＴ ＣＬＵＢ          小米之家 

・ また１Ｆレストランゾーンにシーフードを提供する人気店「严大厨酸菜鱼」が新規オープ

ン、食物販ゾーンには台湾からパンの有名専門店「酵墅（Villabort）」が登場します。 

 

 

 

 

 

 

＜２Ｆ 専門店の特徴＞ 

〜「アジアグルメとホームファッションのフロア」に人気の大型雑貨店をプラス 
・ 家具から生活雑貨までお届けする人気の「ＮＩＴＯＲＩ」とあわせ、生活空間のトータルコ

ーディネートを提案するリーズナブルな服飾雑貨専門店「ＳＡＮＦＵ」が新たに登場します。 

 

・ ファッションゾーンでは「Ｄ.ＳＩＮＧ」「西町村屋」など、レディス専門店が充実。また、

メンズファションでは、人気の「ＨＬＡ」「ＵＰＭＡＲＫ」が新規に出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

・ グルメゾーンには、地元杭州で人気の「緑茶」を新規オープンし、本格的な杭州料理を個室

で堪能していただけます。 
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＜３Ｆ 専門店の特徴＞ 

〜「キッズとエンターテイメントフードパークのフロア」で「キッズゾーン約１,０００㎡拡大」 
・ 新たに拡大したキッズゾーンでは、キッズの大型店「心聚心」をはじめ、子供家具の「ＫＩ

ＤＳ ＭＯＭＥＮＴ」、地元で人気の「ＪＮＢＹ ＢＹ ＪＮＢＹ」が出店し、杭州市最大級の

キッズゾーンを展開します。 

・ シネマコンプレックス「中影国際影城」は、良渚エリアで最大となる巨大スクリーン（１５

×２４ｍ）と最新音響設備を新たに導入。８スクリーンと座席数１,６５０席を備え、最新の

エンターテインメントを発信します。 

 

 

 

 

 

 

 

         心聚心                  ＫＩＤＳ ＭＯＭＥＮＴ 
 

＜施設・環境面でのリニューアル＞ 

・ タッチ式デジタルサイネージを新たに設置し、店舗案内や検索機能を備えたデジタル館内マ

ップなど、お客さまの快適なショッピングをサポートします。 

 

・ 北広場側２Ｆに充電できる休憩スペースを新設します。スマートホンの充電や、パソコンを

利用したメールチェック、家族での語らいなどにご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

・ 南広場側３Ｆのキッズ広場を全面リニューアル。お子さまが安心して遊べるように、床面や

遊具などクッションなどの安全面も強化し、新たに知育などの遊具も増設しました。 
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＜イオンモール杭州良渚新城 リニューアル 店舗リスト＞ 

 

◆１階 新規８店舗 改装５店舗 
新規店舗 

番号      店名 業種 
１ ＡＮＴ ＣＬＵＢ レディス 
２ 酵墅 食品 
３ 阿甘锅盔 食品 
４ 三只松鼠 食品 
５ 小米之家 デジタル．雑貨 
６ 华为 デジタル．雑貨 
７ 伊佐拉 レディス 
８ 严大厨酸菜鱼 酸菜魚 
 

改装店舗 
番号    店名        業種 
１ JINS 眼鏡 
２ The green party 雑貨 
３ 优禾生活 デリカ 
4 LNO アクセサリー 
5 Newbalance スポーツ 
 
◆２階 新規店舗 8 改装店舗 12 

新規店舗 
番号      店名 業種 
１ ＳＡＮＦＵ 雑貨 
２ ⻄町村屋 レディス 
３ Gcrues レディス 
４ ＨＬＡ（海澜之家） メンズ 
５ 积上 メンズ 
６ UPMARK メンズ 
７ 绿茶 杭州料理 
８ D.sign レディス 
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改装店舗 
番号    店名       業種 
1 漫⾏⼈ メンズ、レディス 
2 森林鸟 レディス 
3 IRA レディス 
4 Ejams レディス 
5 茉莉屋 ホームファッション 
6 依芮 レディス 
7 雅黛丽 インナーウェア 
8 SKE 眼鏡 
9 片断（移設） レディス 
10 娅茜（移設） インナーウェア 
11 YINOHQ メンズ 
12 LILANZ メンズ 
 
◆３階 新規店舗 7 改装店舗 6 

新規店舗 
    店名 業種 
１ JNBY BY JNBY キッズ 
２ 马卡乐 キッズ 
３ 心聚心 キッズ総合 
４ KIDS MOMENT キッズ 
５ Manhojia+ キッズ 
６ 江博士 キッズ 
7 ABCkids キッズ 
 

改装店舗 
1 XTEP メンズ、レディス 
2 coco奶茶 ドリンク 
3 童人小街 キッズ 
4 潮品馆 生活雑貨 
5 suresee style 眼鏡 
6 adidas kids（移設） キッズ 
 

 

 

新規店舗 ２３店舗 移転店舗 ３店舗  改装店舗 ２０店舗  合計 ４６店舗 
本資料に記載の内容はすべて４月２０日現在のため、変更となる場合もございます。 


