
２０２１年１月１２日 

 

イオンモール株式会社 

 

イオンのベトナム2号店 

「イオンモール ビンズオンキャナリー」 
２０２１年１月１５日（金）リニューアルオープン 

 

イオンモール ビンズオンキャナリー（以下、当モール）は、２０１４年１１月のオープン以

来初となる大規模リニューアルを昨年春から１年に亘り実施、１月１５日（金）にリニューアル

オープンします。 
 

当モールは、ベトナム南部最大の都市ホーチミン市中心部から北へ１５㎞ほどのビンズオン

省（以下BD省）に位置し、近年外資企業の投資が増加しているエリアです。ベトナムでは、 

経済の成長が著しく、お客さまのニーズも急激に変化しています。そのような中、当モールも

オープンから６年が経ち、多様なニーズにお応えするため、BD省初出店を含む３３店舗を新た

に導入するほか、移転（１４店舗）、改装（２８店舗）を含めモール全体の６３％となる７５

店舗をリニューアルします。「Family Friendly Canary」をコンセプトに、感度の高い専門店を誘致

することで、お客さまの日々の暮らしの中に、ひとつ上のライフスタイル、新たな価値を提供

し続けるショッピングモールを目指してまいります。 
 
 

■リニューアルコンセプト 

 

 

 
 
 

■リニューアルの特徴 

家族みんなでお楽しみいただける設備、専門店揃え 

フードコートを全面リニューアル。小さいお子さまが遊べるキッズエリアやご家族、友達

皆で利用できるパーティエリアなどを備え幅広いニーズに対応。その他、HCM市内で人気

のトッポギビュッフェ「DOOKKI」や３００㎡の大型レストラン「SAYAKA」など多人数でお

楽しみいただける専門店を導入しました。 
 
 

アップデートされたファッション専門店 

当モール周辺への外資企業投資の増加に伴い、地域の人口、所得も年々増加しています。

それに伴いお客さまのニーズもより高感度、より多様性のあるものへと変化。そのような

お客さまのニーズに対応するため、「Charles and Keith」、「LEVI’S」、「FILA」などイン

ターナショナルファッションブランドを中心にアクセサリー・コスメなど幅広いニーズに

お応えする専門店を導入しています。 
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■キーヴィジュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

店舗名称： イオンモール ビンズオンキャナリー 

住    所： 1st Binh Duong boulevard,Binh Giao quarter,Thuan Giao ward, 

Thuan An City,Binh Duong Province 

責 任 者： イオンビンズオンキャナリー店 イオンベトナム営業本部長   青野 恵三 

イオンモール ビンズオンキャナリー ゼネラルマネージャー  佐川   勉 

店 舗 数： Ｇ Ｍ Ｓ： イオンビンズオンキャナリー店 

専 門 店： 約１２０店舗 

敷地面積： 約  ６２,０００㎡ 

延床面積： 約  ７０,０００㎡ 

総賃貸面積： 約  ４９,０００㎡ 

駐 車 場： バイク６,０００台 

車    １,０００台 

オーナー： ＡＥＯＮ ＶＩＥＴＮＡＭ ＣＯ.,ＬＴＤ. 

営業時間： イオンモール専門店 

平日        １０：００－２２：００  

土日・祝日      ９：００－２２：００ 

イオン ビンズオンキャナリー店 

・グランドフロア     ８：００－２２：００ 

・１stフロア（２階）・２ndフロア（３階） 

平日        １０：００－２２：００  

土日・祝日       ９：００－２２：００ 

ＣＧＶ（映画館）      ８：００－２６：００（翌２：００） 

（全館年中無休） 

従業員数： 約２,６００名 (イオンビンズオン店の従業員１,０００名を含む) 

 

イオンモール ビンズオンキャナリーの概要 
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経済発展に伴い高まるお客さまのニーズに合わせ、BD 省初出店の高感度な専門店を導入、 

ゾーン全体をアップデートしました。既存店においても 8 店舗が移転もしくは改装を実施。BD

省 No.1 のオシャレストリートとなりました。 
 

 『CHARLES ＆ KEITH』GF ★BD 省初出店 

東京をはじめアセアンの主要都市に出店しておりオ

シャレな女性向けのシューズやバッグなどを取り揃

えています。コンスタントに新作を発表し、常に新

しいトレンドをお客さまにお届けしてまいります。 
 

 『PEDRO』GF ★BD 省初出店 

洗練されたデザインの靴とアクセサリーのお店です。 

ファッション感度の高い男性、女性に人気でベルト 

や財布、レザーグッズなど幅広く品揃えしています。 

 

 『EVA DE EVA』GF ★BD 省初出店 

２００７年に立ち上げられたベトナム国内ブランド。 

若々しくエレガントなデザインでモダンな女性に人 

気です。それぞれのお客さまの個性や好みに合わせ

ご提案。おしゃれを楽しみ、幸せになって欲しいと

いうコンセプトの店舗です。 

 

 『LEVI’S』GF  

世界的に有名なクラシックアメリカンスタイルの 

ジーンズショップ。 

飾らないカッコ良さのジーンズやアクセサリーなど 

を提案します。 

 

 『FILA』GF ★BD 省初出店 

ハイクオリティなスポーツグッズとニット商品に 

特化した世界的に有名なブランドです。 

スポーツウェアでありながらエレガントでダイナ 

ミックなデザインの商品を提案します。 

 

 『innisfree 』GF ★BD 省初出店 

イニスフリーは、ユネスコ世界自然遺産にも登録 

されている、手つかずの自然があふれる韓国の 

チェジュ島の恵みを使用した自然派の化粧品ブラ 

ンドです。健やかな美しさを追求し手軽で親しみ 

やすいブランドとしてベトナムでも人気のブランド 

です。 

 

 

 

 

ファッション＆コスメゾーン 
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男性のお客さまに人気の『AN PHUOC』や『OWEN』に加え、多様化するお客さまのニーズに合わせ

これまでBD省に未出店の高感度ブランドを誘致し、エリア全体のアップデートを図っています。 

 

 『CIZA』 GF  ★BD 省初出店 

アジアやヨーロッパを中心に３０年の歴史のある 

ブランドです。 

ナチュラルでエコフレンドリーな素材を基本に 

デザイン性の高い商品を取り扱っています。 

 

 『SAMSONITE』 GF ★BD 省初出店 

１９１０年に設立され２０２０年に１１０年目を 

迎えたトラベルグッズ、バッグを取り扱うブランド 

です。革新的な技術を追求して作られたトランク 

などを中心に人気の店舗です。 

 

 『MEUW』 GF  ★BD 省初出店 

ベトナム人デザイナーが立ち上げた他の人と差別化 

したいベトナム人男性に向けたファッションブラン 

ド。ハイクラスなビジネスやフォーマルの装いを 

好む若者を中心に人気のブランドです。 

 

 

 

 

１Ｆには日本の『コーナン』が出店。日用品から専門的な工具まで幅広く取り揃えています。さ

らに、『コーナン』に続く通りをファミリーゾーンとして、家具や寝具の専門店やベトナムに工

場を持つ家庭用品の『INOCHI』、家電アクセサリーショップの『GO JOY』など、家庭用品を中心に

日々の生活に必要な物を取り揃えています。 
 

 『ARIZEHOME』１F ★BD 省初出店 

韓国の伝統的な模様や様々な色味を調和させて空間 

を構成するというコンセプトのハイクラス家具、 

寝具の韓国発のブランドです。 

 

 『VUANEM』１F  

ベトナム最大のマットレス、ベッド、寝具のブラン

ド。２３の市や省に出店し、幅広い品揃えとお手頃

な価格が人気です。 

 

 

 

 

 

 

 

メンズゾーン 

ファミリーゾーン 
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『PHUC LONG』、『HighLands Coffee』、『Trung Nguyen Coffee』などベトナムの主要なコーヒー店を

揃えるカフェゾーンでは、バブルティーで人気の『GONG CHA』も全面改装。 

さらに、『KOI The』も出店し、バブルティーの飲み比べもお楽しみいただけるようになりました。 

また、ダラットのコーヒーやお茶などを提供する『L’ANGFARM』もオープン。お土産需要にも 

対応しています。 
 

 『L’ANGFARM』 GF  ★BD 省初出店 

高原地方のダラット産の農産物を中心にベトナム人 

に好まれるアーティチョークティー、コーヒー、 

ナッツ、ジュース、ハーブ、乾燥肉、ティーバッグ、

ドライフルーツなど、高品質で安全、信頼性のある 

商品をお手頃な価格でご提供します。 

 

 『KOI The』 GF   

台湾発。ホーチミン市内でも人気のミルクティーの 

お店です。温度管理を徹底したお茶や新鮮さにこだ 

わったタピオカなどが特徴のブランドです。 

 

その他、BD 省初となる『Starbucks Coffee』が８月にオープン予定です。 

 

 

これまで BBQ や鍋のブッフェを中心にご好評いただいている飲食店ゾーンに、今回さらにトッ

ポギブッフェやステーキレストランなどバラエティ豊かな店舗を導入しました。 

また、フードコート横には３００㎡の大規模ブッフェレストランを誘致、多人数のお客さまも、

スムーズに入店、一緒にお楽しみいただける空間になりました。 

 

 『SAYAKA』 ２F  

お手軽な値段で一つのテーブルで鍋と BBQ が同時  

に楽しめるコンセプトの店舗です。 

３００㎡、１５０席ありご家族でお楽しみいただけ 

る店舗となっています。 
 

 『DOOKKI』  ２F 

ベトナムで初めてトッポギブッフェというジャンル 

を展開したブランドで３０種類以上のトッピング 

  と７種類のソースからトッポギ鍋が選べ、若者を中 

心に人気の店舗です。 

 

 『Le Monde Steak』２F ★BD 省初出店 

ハノイ発のステーキをメインにしたフレンチレス 

トランです。お手軽な値段でステーキやパスタなど 

がお楽しみいただける店舗が BD 省に初出店しまし 

た。 
 

その他、McDonald‘s も BD 省に初出店。デリバリーも実

施し、BD 省地域には当店から配送を行っています。 
 

カフェゾーン 

さらに充実した飲食店 
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小さいお子さまに楽しんでいただけるコンテンツのタッチパネルやキッズスペースをご用意し

ました。ご家族やお友達とご利用いただける無料のパーティスペース（要予約、通常は客席とし

て使用）などもご用意しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館内１３か所にデジタルサイネージを追加。オープン以来使用しているセンターコートの大型 

ビジョンも入替。専門店のプロモーションやイベントなど様々な情報を発信していきます。 
 
 

 

 

 

 

 
 

また、館内６か所にデジタルフロアガイドを導入。ホームページ、イオンモールアプリと連動

し、タイムリーに情報をアップデートしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

館内２か所にお子さま用の遊び場を囲んだシーティングスペースを設置。 

その他、家族向けの休憩スペースや飲み物を飲みながらおくつろぎいただけるエリアなどをご用

意いたしました。 

※現在はコロナ感染症拡大防止のため、遊び場は閉鎖しベンチのみ距離を取って開放しています。 

 

 

全面改装したフードコート 

施設、設備面のリニューアル 


