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２００９年３月５日 
報道関係各位 

三 菱 商 事 株 式 会 社

イオンモール株式会社 
イオンリテール株式会社 

 

～ 新たに生まれ変わる都市型コンプレックス ショッピングセンター ～ 

「ｍｏｚｏ ｗｏｎｄｅｒｃｉｔｙ（モゾ ワンダーシティ）」 

４月２１日（火）ＡＭ９：００ グランドオープン 
 

三菱商事株式会社ならびにイオンモール株式会社が共同で取り組んで参りましたショッピング  

センター「ｍｏｚｏ ｗｏｎｄｅｒｃｉｔｙ（モゾ ワンダーシティ）」を、来る４月２１日（火）に    

グランドオープンさせて頂く運びとなりました。 

当ショッピングセンター（以下「ＳＣ」）では、旧イオンモール名古屋ワンダーシティが従来から   

目指して参りました「すべてのお客さまにご満足頂けるコミュニティの創造」というテーマを踏まえ、

新たな時代のニーズに応えられる施設とサービスの提供を目指しています。新しいシンボルマークには、

オープン以来ご愛顧頂いた沢山のお客さまから、地域のコミュニティとして、更に愛され育んで   

頂けます様にとの願いをこめて「苗木」のモチーフを採用しました。また、館内外の設備は人と地域と

環境との“自然なつながり”にも配慮し、すべての人々がショッピング＋αを楽しめる｢安心で快適な、

生活と調和したＳＣ｣を目指しています。 

尚、同ＳＣの開業を通じ、テナント企業各社が独自に募集するものも併せて、約３,５００人規模の

地域雇用を創出することになります。 
 

■「ｍｏｚｏ ｗｏｎｄｅｒｃｉｔｙ（モゾ ワンダーシティ）」の開発経緯 

当該施設用地において１９９４年にイオンモール株式会社が運営するＳＣ「イオンモール名古屋  

ワンダーシティ」が誕生し、以来１３年間に亘り地域のお客さまのご愛顧を賜りながら営業して参りま

したが、周辺地域における住宅開発等土地利用状況の変化、また多様化する消費者ニーズへの更なる対

応等をはかるため、新たな商業施設として生まれ変わるべく２００７年８月に一旦ＳＣを閉店しました。 

その後、三菱商事株式会社とイオンモール株式会社が共同にて新ＳＣの開発ならびに建設業務を進め、 

このたび「ｍｏｚｏ ｗｏｎｄｅｒｃｉｔｙ（モゾ ワンダーシティ）」として新たに開業します。 

尚、新ＳＣの運営に関しましては、旧「イオンモール名古屋ワンダーシティ」同様に、イオンモール   

株式会社が、引き続き行ないます。 
 
■「ｍｏｚｏ ｗｏｎｄｅｒｃｉｔｙ（モゾ ワンダーシティ）」の特徴 

①住宅立地で良好なアクセス環境 

当ＳＣの立地する名古屋市西区上小田井駅(名鉄犬山線、地下鉄鶴舞線)周辺は、名古屋市北部の  

ベッドタウンとして位置し、近年工場立地からマンション等の住宅地への土地利用転換が進んでいる地

域です。また、当ＳＣは、名鉄犬山線及び地下鉄鶴舞線が乗り入れる「上小田井駅」から徒歩約５分と

至近の距離にあるとともに、敷地は国道３０２号、県道名古屋外環状線に接道する、公共交通機関や車

両のアクセスに恵まれた広域からの来店を期待できる立地です。 
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②マルチコンプレックスショッピングセンター 

敷地面積約１０.７万㎡（シネマ除く）、延床面積約２４.４万㎡（シネマ除く）、店舗面積約６.９万㎡、

駐車場台数約５,０００台を擁する４層吹き抜けのモール型ＳＣです。便利な生活を提供する    

ベーシックニーズと、快適な生活を提案する「上質」「こだわり」のワンランクアップしたニーズの   

両方を提供します。 

核店舗の一方には、１Ｆ～３ＦまでＧＭＳの「ジャスコ」を、４Ｆにはサブ核店舗として「スポーツ

オーソリティ」を配し、対するもう一方のサブ核店舗として、１Ｆにカテゴリーミックス大型ファッシ

ョンライフスタイルストア「フラクサス」が東海地区に初登場するのをはじめ、２Ｆにはメンズ・レデ

ィスのヤングファッションを中心に服飾・生活雑貨の「ビブレ」、３Ｆには「Ｈｅｌｌｏ 赤ちゃん」、 

｢ペットスクエア｣、「ペットシティ」、４Ｆには書籍・ＣＤ・ＤＶＤ・文具・ゲームを揃えた超大型複合

専門書店「フタバ図書ＴＥＲＡ」を約１,１００坪で展開いたします。 

両核店舗をつなぐモール部分には、レディス・メンズ・キッズなどの多彩なファッション・雑貨の   

ショップをはじめ、レストラン・フードコート・スイーツ、アミューズメントなどのバラエティに   

富んだラインナップで、デイリーショッピングから都市型の生活トレンド提案、常に新しい情報の提案

まで地域生活者のあらゆる生活空間シーンに対応した、「都心でもない、郊外でもない今までにない  

新しいクラス感のある」ＳＣを目指しています。 

「上質」・「こだわり」・「エンジョイ」・「バリュー」をご提供するマルチコンプレックスＳＣとして、

「ｍｏｚｏ ｗｏｎｄｅｒｃｉｔｙ（モゾ ワンダーシティ）」は、家族や個々のお客さまに思いおもい

の過ごし方を楽しんで頂ける新しいショッピングスタイルを創造していきます。また、ここで過ごす生

活が地域の皆さまに根付き、そしてお客さまとの間で苗木のように共に育って行くことを願っています。 

 ※ＧＭＳ・・・総合小売業 
 

③人と環境に配慮したショッピングセンター 

私たちが創るＳＣでは、開発に当たり“人と環境に配慮したＳＣ”の実現に取り組んでいます。    

先ずユニバーサルデザインの導入に関しては、建物各所の素材、お客さまご利用施設（トイレ・休憩所

等）、サイン・案内板等の色使い、寸法など様々な設備にわたり積極的配慮を行い、健常者の方はもち

ろん、お体の不自由な方、ご高齢の方、お子さま、妊婦の方など、あらゆる人が利用しやすい施設とな

っています。 

次に環境保全の取り組みとして、高効率冷凍機（インバーターターボ冷凍機）の導入と併せ、電力   

会社が推奨する氷蓄熱空調システムを導入し、年間約１,９７５トンのＣＯ２を削減するとともに、  

電力の平準化にも貢献します。建物の外壁には合計約１,７００㎡の壁面緑化を実施し、緑化による   

ＣＯ２削減や、外壁に緑の潤いを与えることによる、建物の圧迫感軽減を実現しています。 

その他、３月２２日（日）には、約２,１００名の地域住民の皆さまとともに、環境保全・社会貢献活

動として、地域の樹木を中心とした約２万本の苗木を植樹する「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭

を開催しました。緑あふれる憩いのＳＣを実現するため、｢ふるさとの木｣の苗木を地域の皆さまととも

に、大切に育てていきます。尚、４月２１日（火）～５月６日（水・振休）には、「ｍｏｚｏ  

ｗｏｎｄｅｒｃｉｔｙ（モゾ ワンダーシティ）」にて、植樹祭写真展を開催いたします 
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「ｍｏｚｏ ｗｏｎｄｅｒｃｉｔｙ（モゾ ワンダーシティ）の概要」 

 
・Ｓ Ｃ 名 称   ： 「ｍｏｚｏ ｗｏｎｄｅｒｃｉｔｙ（モゾ ワンダーシティ）」 

・所 在 地   ： 〒４５２－０８１７ 愛知県名古屋市西区二方町４０番地 

・電 話   ： モゾ ワンダーシティ     開設事務所 ０５２－５０５－１８８８ 

           ジャスコワンダーシティ店  開設事務所 ０５２－５６３－８３１１ 

・ホームページアドレス ： ｈｔｔｐ：／／ｍｏｚｏ－ｗｏｎｄｅｒｃｉｔｙ．ｃｏｍ 

・責 任 者   ： モゾ ワンダーシティ    開設委員長 小林
こばやし

 重治
しげはる

 

          ジャスコワンダーシティ店  開設委員長 山地
や ま じ

 隆
たかし

 

・出 店 店 舗 ： 核店舗 「ジャスコ」 

  サブ核店舗 「フラクサス」、「ビブレ」、「Ｈｅｌｌｏ 赤ちゃん」 

  「ペットスクエア」、｢ペットシティ｣、「スポーツオーソリティ」、 

  ｢フタバ図書ＴＥＲＡ｣ 

           専門店数 約２３０店 

・建 物設置者  ： 三菱商事株式会社 

・施 設運営者   ： イオンモール株式会社 

・核 店 舗   ： ジャスコ（イオンリテール株式会社） 

・敷 地 面 積   ： 約１０７,０００㎡（約３２,３６０坪） 

・建物延床面積  ： 約２４４,０００㎡（約７３,８１０坪） 

・店 舗 面 積   ： 約６９,０００㎡（約２０,８００坪） 

・総 賃貸面積  ： 約８５,０００㎡（約２５,７００坪） 

・建 物 構 造   ： 店舗棟：鉄骨造 地下１階地上６階 

  立駐棟：鉄骨造 地下１階地上６階 

・駐 車場台数  ： 約５,０００台 

・駐 輪 台 数   ： 約１,３００台（内、屋根つき駐輪台数 約５２０台） 

・設 計・施工   ： 株式会社竹中工務店 

・基 本 設 計   ： 株式会社東畑建築設計事務所 

・環 境 設 計   ： 株式会社ディ・ブレイン研究所 

・外装デザイン監修 ： クライン・ダイサム・アーキテクツ 

・営 業 時 間   ： 専門店     １０：００～２２：００ 
           レストラン   １０：００～２３：００ 

ジャスコ     ９：００～２３：００ 
           （一部店舗により異なる場合があります） 

・休 業 日   ： 年中無休 

・従 業 員 数   ： ＳＣ全体約３,５００名（内ジャスコ：約５００名） 

・基 本 商 圏   ： 約１３０万人、約５５万世帯 

       ※記載面積には既存棟であるワンダーシティシネマ棟は含まれておりません。 
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■「ｍｏｚｏ ｗｏｎｄｅｒｃｉｔｙ（モゾ ワンダーシティ）」のネーミングコンセプト 
 
 

なにか動物が、土の中でちょっと体を動かしたところを想像してください。 

ｍｏｚｏ（もぞ）は何かが動き始めるときの音。生命の胎動。このＳＣに有機的な生命体としての存在感を持たせます。

そこには、文化の胎動があり、新しい生活や考え方が生まれる予感がします。 

何かが動いてる → 気になる → 行ってみたい／見てみたい。 

そんなふうに人を惹きつけ、繰り返し訪れたくする名前です。 

また、ｍｏｚｏのもつ有機的なイメージは自然や環境とも結びついています。地域の中にあって環境や安全に配慮し、

持続可能な生活スタイルを発信する、呼びやすいこのネーミングが、広くお客さまに受け入れられることを願っています。

 
 
 

〔この件に関するお問い合わせ先〕 
三菱商事株式会社    広報部報道チーム  片岡    ＴＥＬ. ０３－３２１０－８８８０ 

イオンモール株式会社  経営企画部     宮入・野口 ＴＥＬ. ０４３－２１２－６７３３ 

イオンリテール株式会社 中部カンパニー   広瀬    ＴＥＬ. ０５２－５８９－０７３３ 
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「ｍｏｚｏ ｗｏｎｄｅｒｃｉｔｙ（モゾ ワンダーシティ）の特徴」 

誕生！ 毎日行く特別な日常 

ベーシックライフと、スペシャルライフを好きなだけ 

 

■専門店モールの特徴 

「ｍｏｚｏ ｗｏｎｄｅｒｃｉｔｙ（モゾ ワンダーシティ）」の専門店モールは、名古屋 大級と  

なる約２３０の専門店（名古屋初約６０店舗）で構成されており、訪れるすべてのお客さまのニーズに  

応える充実したラインナップです。 
４つのフロアが異なるコンセプトを持ち、多様な生活に対応するテナントミックスは、核店舗に次ぐ

規模のテナントにおいても地域 大級の品揃えとボリュームを実現。レディス・メンズ・キッズアパレ

ルや多彩な雑貨ショップを始め、レストラン・フードコート、アミューズメントなどバラエティ豊かな

構成により、日常の衣食住などベーシックな暮らしのニーズはもちろん、各世代に特化したパーソナル

ニーズにも充分に対応します。高度な集積と優れたバランスは、地域のどこよりも快適で便利な生活を

ご提供できる、「都心でもない、郊外でもない今までにない新しいクラス感」のあるショッピング   

センターを実現します。 
 
・１階を「クオリティファッションとグルメ」とし、世代を超えてショッピングを楽しんで頂けるよう、

個性あふれるセレクトショップや、こだわりぬいた上質なショップなど、多岐にわたるニーズに対応

するラインナップとなります。またレストランゾーンでは、多くのお客さまが満足頂けるよう多彩な

飲食ラインを拡充、幅広いＴＰОに対応しました。気品のある洗練された 先端ファッションを取り

揃え、創造性豊かなライフスタイルを提供し、多世代を満足させるフロアです。 
 

・２階は「トレンドファッションとスタイルアップグッズ」とし、幅広い世代の女性をターゲットに、

毎日を楽しくするカジュアルスタイルからキャリアスタイルまでトレンドを意識した構成となりま

す。大型のサブ核店舗を配置し、レディスアパレル、服飾・シーズン・生活雑貨を中心に展開。    

すべての女性に人気のブランドを揃え、 新ファッショントレンドをいち早く発信します。 
 
・３階は「キッズとファミリーライフ」とし、お子さまに喜ばれるキッズアパレル、ファンシー雑貨、

玩具を中心に、ご家族でお買い物を楽しめるショップを充実させました。特にキッズアパレルは、  

エリアで一番の店舗数・売り場面積を誇り、オリジナリティー溢れる注目の人気ブランドも豊富です。

お子さまだけでなく、お母さまも大満足の圧倒的な品揃えを誇ります。 
 

・４階は「スポーツ・カルチャーとエンターテイメント」とし、多様化する個々のニーズに応え、    

｢スポーツ｣｢ホビー・カルチャー｣｢エンターテイメント｣を中心に構成しています。市内 大級の書店

や大型アミューズメント施設など、幅広い世代に魅力あるエンターテイメントゾーンとして機能  

します。 
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＜１階＞ フロアコンセプト：クオリティファッションとグルメ 
 

［気品ある洗練されたファッションと創造性豊かなライフスタイルを提供するフロア］ 

・モール西側のサブ核店舗、東海地区初出店の「フラクサス」は、ファッションシーンをリードする   

ワールドならではの楽しさ溢れるライフスタイルストアで、当ＳＣが提案する「上質」な日常を象徴

する店舗となっており、約８００坪のスケールでセンセーショナルにデビューします。「美的感動の

ある生活」をテーマに、２０代〜３０代ファミリー世代へ向けて、気品のある洗練されたライフスタ

イルをご提案します。カジュアルからフォーマルまで揃うアパレルをはじめ、ファッションアイテム、

雑貨、インテリアなど幅広い品揃えは地域生活者の日常を変化させるクオリティとボリュームです。 

・また、アパレルでは名古屋で２店舗目となる、スペイン発のファッションブランドで、旬のファッシ

ョンアイテムが豊富な「ＺＡＲＡ」や、“Ａ.Ｔ”“Ｓｅｌｆｒａｍｅ”などのブランドが揃い、バッ

グや靴などトレンドを押さえた雑貨も豊富な｢ＳＨＯＰ ＡＴ｣や、デザイナー全 英順がナチュラルモ

ードをコンセプトにしたブランド｢ＢＯＬＯ｣が日本初登場、魅力あるファッションシーンを提案する

ショップが並びます。 

・女性らしいシルエットやディテールにこだわり、様々なシーンに合わせた大人のカジュアルスタイル

を提案する｢ＧＯＵＴ ＣＯＭＭＵＮ｣（グーコミューン）、女の子はガーリッシュ、男の子はミニタリ

ー＆ワークスタイルの｢ＲＡＧＥＢＬＵＥ/Ｈｅａｔｈｅｒ」も登場し、幅広い趣向の方にご満足頂け

るラインナップです。 

・その他にも、ユナイテッドアローズグループからは、トレンド＆デイリーアイテムをご提供する 

「ｃｏｅｎ」が名古屋初登場、またジーニングカジュアルスタイルをベースに高級感＆トレンド感を

プラスした「ＡＺＵＬ ｂｙ ｍｏｕｓｓｙ」、流行に敏感なキャリア女性も楽しめるセレクトショッ

プ｢ｅａｒｔｈ ｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙ Ｓｕｐｅｒ ｐｒｅｍｉｕｍ ｓｔｏｒｅ｣も出店しま

す。 

・ポジティブかつアクティブな女性のためのセレクトショップ「Ｆｕｎｎｙｓｈｏｗ」や、常時    

５,０００点以上の品揃えで、メンズ・レディス・キッズの帽子が楽しめるショップ｢Ｈａｔ     

Ｈｏｍｅｓ｣も名古屋初出店で展開します。 

・その他、ネックウェアのスペシャリティショップ｢ＡＬＰＨＡ ＣＲＥＡＴＩＯＮ｣、心地よい毎日の

ための生活雑貨ショップ｢ＴＧＭ｣、美しい輝きのハート＆キューピッドダイヤモンドがいっぱいの

｢Ｐｅｔｉｔ ｐｒｉｘ｣（プチプリ）などテナントミックスのディテールにまでこだわった、    

おしゃれ上級者も大満足のフロア展開となっています。 

 

［コミュニケーション弾むレストランゾーン・スイーツとカフェ］ 

・モール中央部の入り口から西側にのびるレストラン街は、回遊性を重視したエリアとなっており、  

豊富なメニューでＴＰＯによってお選びいただける１６店舗のレストランで形成します。 
・楽しいホリデイシーンには、中国と日本の文化を融合させた新しい形のモダンチャイニーズ    

「上海柿安」や、イタリアン・コンチネンタル・和食・デザートまで５０種以上のお料理を楽しめる

「ＢＵＦＦＥＴ ＦＯＵＲ ＲＯＯＭＳ」などのブッフェレストランが活躍します。 
・名古屋初登場の店舗では、パスタ専門店｢神戸ＰＡＳＴＡ ｄｅ ＰＡＳＴＡ｣、土鍋で一釜ずつ丁寧に      

炊き上げた鯛めしや、素材を生かした身体に美味しい和食が自慢の｢鯛めしちどり｣、高級地鶏を主体 
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にブレンドした 高スープと国産小麦を使用したシコシコ麺の｢支那そばや｣も登場します。 

・地元人気店では、石釜で焼き上げるピッツァやゆであげパスタが人気の「ピッツェリア マリノ」、と

ろみとコクのあるピリ辛ルウとモチモチとした歯ざわりの極太麺を使用した名物カレーうどん 
｢若鯱家｣もご用意しています。 

・技・知恵・素材が活きる自慢のとんかつが楽しめる｢とんかつ新宿さぼてん｣や、大阪の伝統の味を  

守る老舗のお好み焼き店「鶴橋風月」などの有名店も欠かさずに、ショッピングやアミューズメント

へのご来訪と合わせて、ご家族・ご友人とのゆとり溢れるお食事の場として幅広くご利用頂けます。 
・テイクアウト中心のスイーツもレストランゾーンとは別にモール内に配置。－９℃に冷やしたコール

ドストーン（石板）の上で、クルーがその場でアイスクリームをミックスし、販売する「コールド・

ストーン・クリーマリー」では、イベント性豊かなひとときをお過ごし頂けます。名古屋初、焼きた

てのフランス菓子をテイクアウト出来る「ＭＥＮＵＥＴ」（メヌエット）や、材料に卵とお米を使い、

パティシエが一層ずつ丁寧に焼き上げたバームケーキ専門店「ＢＡＵＭＣＡＫＥ」も出店します。 

・充実したカフェタイムの為に、地元で人気の洋食店がプロデュースをする「ＫＯＴＯＫＯＴＯ    

ＣＡＦＥ」で、くつろぎのひとときを。お子さまと一緒でも気がねなく立ち寄れるキッズスペース  

付き和風カフェ「ＯＭＵＴＳＵＢＩ」も登場します。 

 

＜２階＞ フロアコンセプト：トレンドファッションとスタイルアップグッズ 
 

 [ファッショントレンドをいち早く発信する「ビブレ」をはじめ、幅広い女性に人気のファッシ

ョン、雑貨が詰まったフロア] 

・モール２Ｆ西側のサブ核店舗、｢ビブレ｣は、レディスのヤングファッションを中心に服飾雑貨、シー

ズン雑貨、生活雑貨を取り揃えており、ヤング層への提案を行います。 

・おしゃれに敏感な女性のためのファッションをトータルにサポートする「ワンウェイ／バイバイ」、  

定番から流行・個性的アイテムまで揃う｢ＡＮＡＰ｣、名古屋初出店では、古着のヴィンテージ感を  

取り入れたＬＡカジュアルスタイル｢ＳｐＲａｙ ＰＲＥＭＩＵＭ｣、ティーン世代の女の子向け  

セレクトショップ「ＰＩＮＫ‐ｌａｔｔｅ」など、女の子に圧倒的な支持を受ける店舗を取り揃えま

した。 

・その他、カジュアル系からキャリア系アイテムまで幅広くラインナップしている「ＩＮＧＮＩ」や、

大人のスタイリッシュスタイルを提案する｢ＺＡＺＩＥ｣、ランクアップ志向の女性へ、大人のリアル

クローズを提案する｢ＩＮＴＥＲＰＬＡＮＥＴ ＷＩＮＧＳ｣など、女性のニーズに幅広くお応えでき

る店舗を多数ご用意しています。 

・弾むような気持ちになれるリアルでフェミニンなＭＩＸレイアードスタイルを提案する｢ｊｏｌｉｅ      

ｂｙ ｌｅａｐ ｌｉｐｐｉｎ｣（ジョリー バイ リープ リッピン）、自分のアンテナでファッション

を楽しむ女性に“ガーリー・リラックス・ＭＩＸ”をベースにフルアイテムを提案する      

｢Ｍａｇｅｎｄｅｒ｣、着ているだけでドキドキ・ワクワクなハッピースタイルを提案するカジュアル

＆ガーリーなセレクトショップ｢ＨＥＡＲＴ ＭＡＲＫＥＴ｣も名古屋初出店で登場します。 
・ファッションアイテムでは、リーズナブルなプライスと品質のバランスを重視したレッグアイテム

専門店｢ＬＥＧＭＯ｣や、ランジェリーでは、時にかわいく、時にはセクシーに、女性の“好き”や 



ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

 
8 

 
“きれい”をお手頃価格で揃えた｢ｆｒａｎ｣（フラン）、トレンド感いっぱいの商品を幅広いサイズ

展開で取り揃えた｢ａｉｍｅｒｆｅｅｌ｣（エメフィール）も出店します。 
・アクセサリーでは、地域一番の品揃えを誇る｢ＪＥＷＥＬＲＹ ＴＳＵＴＳＵＭＩ｣、世界中から集め

た天然石とシルバーアクセサリーの専門店｢ＳＴＯＮＥ ＭＡＲＫＥＴ｣、シンプルなモノから個性的

で遊び心あふれるモノまで幅広い品揃えが魅力の｢Ｃｕｌｌｅｔ｣など、ＯＮからＯＦＦまでシーンに

合わせてコーディネート出来る展開です。 
・個性的なライフスタイルを充実させる雑貨では、ＰＬＡＺＡから選ばれた商品・新しい情報を展開  

するショップ「ミニプラ」、ガーリー･フェミニンなインテリア雑貨を中心に、カラフルで心地よいラ

イフスタイルをトータルで提案する｢ｍａ ｆａｖｅｕｒ」（マ・ファヴール）が登場します。また、

着心地のいいウエア、素材にこだわった食品、機能的なステーショナリーから家具まで、暮らしまわ

りのすべてが揃う｢無印良品」は、名古屋地区 大級で展開します。 
・書籍と雑貨を独自の視点でミックスした子供から大人まで楽しめる、遊べる本屋｢ヴィレッジ    

ヴァンガード｣ではエンターテイメント性たっぷりの楽しい時間をご提供します。 
・ファッションのコーディネートを完成させるサービスゾーンでは、ボディーケア・リフレクソロジー

の｢ＳＯＮＮＯ｣、ナチュラルジェルネイルケアを中心に、 新技術と確かな知識でニーズに合わせ、

きめ細やかなサービスを心がけているネイルサロン｢ネイルネイル｣、白・青・ピンクを基調とし   

都会的でハイセンスな店内の美容院「Ｇｉｂｓｏｎ’ｓ Ｔｗｉｎ ｓｔａｒ」を配置します。    

洋服から小物、靴、アクセサリーだけでなく、頭の上から足の先までトータルでコーディネート   

できるカテゴリーを加えた、女性にうれしいフロアとなっています。 
 

＜３階＞ フロアコンセプト：キッズとファミリーライフ 
 

 [個性溢れるファミリーを意識した、エリアで一番の店舗数・売り場面積を誇るキッズアパレルが

中心のフロア] 

・サブ核店舗の「Ｈｅｌｌｏ 赤ちゃん」は「生命誕生のすばらしい瞬間のお手伝い」をモットーに、

お母さんが安心して使い続けられるベビー・マタニティ用品を多数取り揃えました。 
・キッズアパレルは特に充実しており、日本初登場の｢ＢＥＲＲＹ ＫＩＳＳ｣を始め、D＆D、     

ムチャチャ、グラグラ、ジャム、ロニ、フィス、ブロック、ＢＦＷ、ミルクリッチなど、究極のライ

ンナップを揃えた｢ＯＨＩＯ ＫＩＤＳ｣（オハイオ キッズ）、カッコカワイイ子供服をセレクトした 

｢Ｋｉｄｓ Ｗｉｎｇｓ｣、着回しのきくデイリーキッズウェアと雑貨のセレクトショップ     

｢Ｐｅｐ‐Ｐｉｔｓ｣（ペップ ピッツ）、アメカジテイストな子供服・雑貨を取り扱うデイリー    

カジュアルショップ｢ＢＲＥＥＺＥ｣など豊富な店揃えとなっています。また、シーズンごとの   

トレンドに敏感に反応した完成度の高いアイテムでオシャレママのニーズに応える「ＩＮＧＮＩ  

Ｆｉｒｓｔ」も登場します。 

・ファミリーアパレルでは、テーマパークのような空間に、ポップで個性的なこだわりのアイテムを  

集めたファミリーカジュアルショップ｢ＳＴＡＲＶＡＴＩＯＮＳ｣、さりげなくトレンドを取り入れ、    
着まわしも自由で雑貨も充実した｢ａ.ｖ.ｖ｣（アーヴェヴェ）、頑張りすぎない、シーズン毎の気分   

を程よくミックスしたカジュアルウェアを提案する｢ＧＬＯＢＡＬ ＷＯＲＫ｣など、家族全員での  

お買い物も楽しんで頂けます。 
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・雑貨では、キティやシナモロール・シュガーバニーズなど人気キャラクターの商品を取り扱う 
「サンリオ ギフトゲート エンターテイメント」、スタジオジブリ作品や絵本、グッズを取り揃えた 

「どんぐりガーデン」、キャラクターや雑貨の「ＫＩＤＤＹ ＬＡＮＤ」など、お子さまが喜ぶ店舗を 
揃えました。乙女ゴコロをくすぐるキュートな雑貨がいっぱいの｢ＳＷＩＭＭＥＲ｣、女の子の学校生

活をトータルコーディネートできる｢Ｒａｉｎｂｏｗ Ｐａｒｋ＆Ｍａｃ ｓｔｙｌｅ」も揃いました。 

・その他、子供向けの文化教室では｢セイハ英語学院｣「講談社こども教室」などが出店、趣味や教育の

ニーズにもしっかりと対応します。 
・｢ペットスクエア｣では、ワンちゃん・ネコちゃんを始め、熱帯魚まで、かわいいペットが勢ぞろいで

す。ペットの健康管理を徹底して行っており、信頼できる獣医師が健康チェックを行っています。  

また、ヘルス＆ビューティーケアを実現するために、トリミング・ホテルを複合したペット専用美容

室も併設されております。さらにペットと暮らす快適なライフスタイルをサポートする 
「ペットシティ」を組み合わせると、トータルなケアができる配置となっています。 

・更に、新登場のキッズ向けエンターテイメントとして、クライミングウォールをアレンジした遊具 

「キッズクリフ」を設置。安全面には十分配慮した上で、子供たちが楽しく壁のぼりをできる    

カラフルでポップな空間を提供します。 

・カフェでは、焼きたてワッフルや摘みたて紅茶を楽しめるお店｢マザーリーフ｣、オリジナル抹茶   

ドリンクが中心の「ｎａｎａ’ｓ ｇｒｅｅｎ ｔｅａ」を配置します。バランス良いテナント編集で、

お客さまのショッピングタイムにストレスを感じさせません。 

 

[席数約８００席の大型フードコート「ＭＯＧＵ（モグ）」] 

・フードコートは一般席約７００席、お子さまと一緒に楽しめるキッズ席約５０席、開放感溢れる   

テラス席約６５席など、お客さまのニーズに対応した様々なコーナーをご用意しました。 

・できるかぎり国産の自然素材にこだわって、素朴なおいしさに仕上げた｢ＭＯＧＭＯＧ     

Ｄｏｕｇｈｎｕｔ Ｆａｃｔｏｒｙ｣は名古屋初出店で登場します。 

・地元名古屋ではおなじみのラーメン店｢スガキヤ｣のほか、大人気の名古屋名物あんかけスパゲッティ

の店「スパゲティハウス チャオニーノ」が出店します。 

・ファーストフードでは、たこ焼きの｢たこ八｣、素材にこだわったハンバーガーショップ｢モス    

バーガーファクトリー｣でショッピングの間の気軽なお食事にも対応します。 

・話題沸騰中のスンドゥブチゲも取り扱う石焼ビビンバ専門店｢韓菜｣（ハンチェ）、炭火で焼き上げる

本格的な味 ｢炭焼ビーフハンバーグステーキくに｣、特許取得の柿ポリフェノール入り麺を使った全

国で話題の新潟発のラーメン店｢越後秘蔵麺 無尽蔵｣も名古屋初出店となっています。 
・デザートでは、１,０００種類以上のフレーバーから季節にあったアイスクリームを揃える｢サーティ 

ワンアイスクリーム｣、手作り、素材にこだわった本格クレープカフェ｢ＤＲＡＧＯＮ ＣＲＥＰＥ｣（ド

ラゴンクレープ）など気軽に楽しめる全１１店が揃いました。 
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＜４階＞フロアコンセプト：スポーツ・カルチャーとエンターテイメント 
 

 [市内最大級の書店や大型アミューズメント施設など、魅力のエンターテイメントフロア] 

・サブ核店舗では、書籍・ＣＤ・ＤＶＤ・文具・ゲームを取り揃えた超大型複合専門書店「フタバ図書

ＴＥＲＡ」が約１ ,１００坪という規模で名古屋初登場です。｢本を読む、売る、また買う｣の     

ショッピング＆リサイクルをワンフロアで実現し、新刊本とリサイクル本の両方が楽しめます。 
・全国で３番目に登場の『でこぼこモータース』は、お子さま用の電動カートで遊べる施設です。ベー

スとなるカートにセガオリジナルの大型ブロックを積み上げ、お客さまだけの車を運転することがで

きます。その他、おなじみのアミューズメント施設｢セガ ワールド｣では、 新プリクラ、人気景品

のＵＦＯキャッチャーなど、お子さまから大人まで幅広く楽しめるゲーム機を取り揃えます。 
・スポーツ＆アウトドアも抜群のスケール感で展開します。フィールドスポーツ・スイミング・ゴルフ

用品や各種ウエア・シューズまで幅広いアイテムが魅力の「スポーツオーソリティ」、世界中の人々

から愛されているサーフブランドを揃えた「ＢＩＬＬＡＢＯＮＧ ＳＴＯＲＥ」、老舗アウトドア・  

ブランド「Ｌ.Ｌ.Ｂｅａｎ」、週末のリラックスタイムからウイークデイのスタイルまでトータルに

提案する「ティンバーランド」も出店します。 
・また、ムラサキスポーツが新たに発信するファッション専門店｢ムラサキスポーツ ａｎｏｔｈｅｒ  

ｓｔｙｌｅ｣が全国で２店舗目に登場。これまでのサーフスタイルファッションに、アウトドア＆  

スポーツテイストを加えたフルラインナップで展開します。 
・メンズファッションでは、名古屋初出店で、人気ブランドＧ－ＳＴＡＲを扱う｢ｒｅａｔ’ｓ｣を始め、

国内外のブランドをセレクトした｢ＧＩＧＡＳＴＡ｣、厳選古着とアンティーク雑貨を豊富に取り揃え

た｢ＢＩＮＧＯ｣など話題の店舗が集まりました。Ｎ.Ｙ.ブルックリン生まれの黒人デザイナーの、世

界を跨ぐアーバンストリートブランド｢ＫＡＲＬ ＫＡＮＩ｣も登場。男の隠れ家をコンセプトにした 

「ＨＩＤＥＡＷＡＹＳ ＮＩＣＯＬＥ｣など、こだわり派の男性向け店舗も充実しています。 
・「カッコイイ大人をつくる。素敵な夫、素敵な男になって欲しい」がコンセプトの「ＭＡＬＥ＆Ｃｏ.」

も出店します。その他、ビジネスウェアをトータルで提案するショップ｢Ｔｈｅ＠ＳＵＰＥＲ     

ＳＵＩＴＳ ＳＴＯＲＥ｣を始め、｢ＢＲＩＣＫ ＨＯＵＳＥ シャツ工房｣、｢ｍａｄｒａｓ Ｇｒｅｅｎ 

Ｌａｂｅｌ｣など、ビジネスライフをサポートするＯＮスタイルファッションのテナントも安心の  

店揃えです。 

・「ユニクロ」は、愛知県 大級で登場。メンズ・ウィメンズ・キッズのカジュアルウェアが、白を    

基調とした広く明るい店内に配置されます。 
・｢衣・食・住｣にどれだけ楽しくこだわれるかをテーマに、厳選したアイテムを提案する 
｢ｎｅｗｓｔｙｌｅ」、楽器から楽譜・音楽雑貨まで幅広く取り揃えた大型楽器専門店 
「ｔｗｏ-ｆｉｖｅ」など、変化に富んだラインナップで多様なニーズにお応えします。 

・また、ワンストップサービスの向上を図り、ライフスタイルサービスゾーンには、美容室、エステ、 
リラクゼーション、クリニックなどのサービステナントも充実。お客さまに一層の利便性を提供  

します。 
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「ｍｏｚｏ ｗｏｎｄｅｒｃｉｔｙ（モゾ ワンダーシティ）の 

ユニバーサルデザイン」 

～全てのお客さまを快適に～ 

イオンモール株式会社が携わるＳＣの基本は、年齢・性別に関係なく皆さまに便利さを感じて頂く 

ことを重視しています。すべてのお客さまが満足でき、楽しく過ごすことを可能とする快適さの演出を

追及しています。また、私たちはＳＣ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、高齢者、お体の不自由な方、赤ちゃん連れの方など訪れるすべての人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ＳＣ」であることが重要であると考え、２００５年に大型商業施設

としては初めて本格的にユニバーサルデザイン（以下「ＵＤ」）を導入して以来、積極的に配慮と研究

を重ねています。  

 

＜当ショッピングセンターのユニバーサルデザインに対する考え方＞  

「どこよりも“美しく”“楽しく”“親切な”ＳＣ」を実現・具現化するために、私たちはお客さまに

対して「クオリティ」（ひとつ上・ひとつ先の毎日をお届けするために、できること。）「ホスピタリテ

ィ」（ひとつ上・ひとつ先のホスピタリティ提供のために、できること。）「コミュニティ」（ひとつ上・

ひとつ先のコミュニティとなるために、できること。）「インフォメーション」（ひとつ上・ひとつ先の

情報を発信するために、できること。）をお約束しています。そして、訪れるお客さますべての方に  

“安全・安心・快適”なショッピングを楽しんで頂く為に、環境の整備から応対（サービス）のあり方

まで、常にホスピタリティの心をもって考え実現します。その為にはＵＤの理念を導入することが必要

不可欠と考えています。 

 

＜取り組みの具体例＞   

■広いモールでもわかり易い案内サインをお客さまへ 

➢ 広い店内で的確にお客さまを目的地までご案内する為、サインの情報量を制限し、必要な情報のみ

をわかりやすくご提供できるよう文字等の大きさを設定し、サインの位置をできるだけ認識し易く

しています。 
➢ お車での来店者への駐車場誘導サインだけでなく、電車やバス利用のお客さまに対しての駅やバス

停の位置をご案内するサインを設置します。 

➢ 駐車場ゾーンのカラーリングと施設各出入口のカラーリングを色でリンクさせ、どの入口から来店   

し、どこの駐車場に停めたかわかりやすくしています。 

 

■誰でも安心してお買い物できるおもてなしをお客さまへ 

➢ ご来店されたお客さまがアクセスし易い場所である１階中央部にインフォメーションカウンター

を設置し、館内の案内、迷子のお呼び出し、車椅子の貸出しなど各種サービスを提供しています。 
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➢ 介助が必要なお客さまの為に主要な入口にインフォメーションカウンターに繋がるインター  

フォンを設置して、お買い物のサポートを行えるようにしています。 
➢ お体の不自由な方用の駐車場を屋根のある屋内駐車場の店内入口付近に分散し、約６０台設置しま

した。また、内一部はお体の不自由な方の専用駐車場とするため、リモコン開閉式のゲート方式を

採用致しております。リモコンは、１Ｆインフォメーションカウンターにて貸し出すシステムと 

しています。 

➢ 各エレベーター設置箇所毎にお体の不自由な方対応のタイプを１箇所採用しています。     

エレベーター内部は、腰掛け、大型押しボタン等、使いやすさを考慮した設備としています。 

➢ モール内に２台、防災センターに１台ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置しています。また従業

員にもＡＥＤの使用方法について講習会を実施し、従業員の誰もが緊急時にサポートできるように

取り組んでまいります。 

 

■誰もが使い易い、快適なトイレ環境をお客さまへ 

➢ 誰もが使い易い快適なトイレを目指し、衛生器具、洗面カウンター形状、手すり、表示錠などの  

設置位置や機種、大きさに配慮致しました。また、お子さま連れのお客さまへの配慮として、   

「キッズトイレ」及び「ベビー休憩室」を設置しました。女性のお客さまへの配慮としては    

「パウダースペース」を全トイレに設置しています。 

➢ 各階毎にテーマを設定した、通称「楽しいトイレ」を設置しました。モールの中央部に位置する  

トイレに各階毎にテーマ（１Ｆはエレガント・２Ｆはアーバン・３Ｆはカジュアル・４Ｆはナチュ

ラルモダン）を設定し、それぞれ違った雰囲気やまた内部の通路を大きめに設定し、ゆとりのある

快適な空間を演出しています。 
➢ 一般ブースに加え、ベビーカーや車椅子をご利用のお客さまも安心して利用できる広めのブースに

は、ベビーベッドやフィッティングボードに加え、オストメイト対応便器も設置しています。 

※オストメイト対応便器・・・オストメイト（人工肛門）の方に配慮したトイレ 
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 「環境保全・社会貢献活動への取り組み」 

 

「環境保全」や「地域の文化・社会の振興」を柱に、さまざまな環境保全・社会貢献活動に取り組んで

います。 
 
＜取り組みの具体例＞ 

■環境及び省エネルギー関連の取り組み 
➢ 壁面緑化の実施 

→建物の外壁に合計約１,７００㎡の壁面緑化を実施しており、緑化によるＣＯ２削減や、外壁に

緑の潤いを配置する事で、建物の圧迫感軽減を実現しています。 

➢ 氷蓄熱空調システムの導入 
→電力の平準化を目的として、エネルギー利用効率に優れた氷蓄熱空調システムを導入しています。 

➢ 高効率冷凍機（インバーターターボ冷凍機）の導入 
  →ショッピングモールの中でも電力消費の大きい、空調システムのモーターの回転数を負荷に応じ

て制御します（インバーター制御）。これにより従来の固定速のモーターと比較して、大幅な  

エネルギー削減が可能となり、ＣＯ２の排出削減が向上します。 
➢ 井戸水の利用 

→館内トイレの洗浄水に利用し、上水の使用量を削減しています。 
➢ リサイクル資材の積極利用 

→再生砕石（旧イオンモール名古屋ワンダーシティの解体材）の採用 
→再生材使用インターロッキングブロックの採用 

➢ 長寿命・高効率光源の導入 
→外壁看板の光源に長寿命なＬＥＤを使用しています。また立体駐車場棟の一部に高反射板を採用

した高効率の照明器具を採用します。 
➢ 環境への取り組み紹介 
  →館内にショッピングモールでの環境への取り組みを紹介するコーナーを設け、情報発信を行い、 

環境啓発活動に努めます。 
➢ オープン以降、毎月１１日をクリーンデーとし、テナント従業員も含め、周辺地域の清掃活動を  

行う｢クリーン活動｣に取り組む計画です。 
➢ 「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭 

→イオンでは、地域のお客さまとともに取り組む環境保全・社会貢献活動として、ＳＣの敷地内に、

その地域に自生する「ふるさとの木」の苗木を、地域のお客さまとともに植えて大切に育てて  

いく「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭を開催いたしました。２万本の苗木を植樹し、ご参加

頂いたお客さまには、毎年開催予定の育樹祭（植樹いただいた苗木に施肥などお手入れを行って

頂く催し）にもご参加頂き、地域の皆さまとともに社会貢献活動を実施します。 
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【ジャスコワンダーシティ店の特徴】 

 

【ジャスコワンダーシティ店の特徴】 

新たらしく生まれ変わった「ジャスコワンダーシティ店」は、地域のお客さまの生活シーンに根ざし、

学校・社会・地域行事に対応した売場と地元の味にこだわった“地産地消”を推進してまいります。ま

た、リカー売場の｢イオンリカーアドバイザー｣や｢ワインアドバイザー｣(日本ソムリエ協会認定資格)、

鮮魚売場の｢イオン鮮魚士」、サイクル売場の｢イオンサイクルアドバイザー｣などの専門知識を持った従

業員がお客さまに質の高いサービスをご提供してまいります。施設面では、お客さまのご要望の多かっ

た｢イオンラウンジ｣や、授乳やオムツ替えの出来るミルクルーム、｢喫煙ルーム｣を新たに設置いたしま

した。 

当店では衣・食・住まで生活の必需品を納得価格でより低価格にお届けする｢ベストプライスｂｙ   

トップバリュ｣をはじめお客さまの生活をサポートするイオンのプライベートブランド｢トップバリュ｣

を豊富に品揃えいたします。 

 

１階 食・美・健康のフロア 

 

＜食品売場＞ 

食品売場では、｢安全・安心｣に加えて、｢おいしさ｣、｢健康｣をテーマに便利で楽しめる売場を展開

し、お客さまの日々の暮らしに必要な品々を豊富に取り揃え、お買い得価格でご提供いたします。 

・ 惣菜売場では、お客さまの食卓の“おかず屋”として、いつでもできたてのお惣菜を提供いたしま

す。名古屋名物の｢手羽先｣や｢炭火焼き鳥｣など｢鶏惣菜コーナー｣も展開いたします。 

・ リカー売場では、リカー全般のご要望にお応えする｢イオンリカーアドバイザー｣のほか、ワインに

関するスペシャリスト｢ワインアドバイザー」がお客さまのお好みやご予算、料理などの相性に合わ

せてよりよいワインをお選びいたします。味や飲み頃、ワインの適温や保管方法などワインに関す

る様々なご要望やご質問にもお応いたします。 

・ 銘店売場では地元で人気の和菓子｢みの亀｣や｢備前屋」、｢青柳ういろう」、｢ダイナゴン」、｢松河屋｣

のほか、漬物・佃煮の｢大和屋 守口漬｣、｢柿安しぐれ煮」、｢貝新｣等を品揃えいたします。 

・ 農産売場では、西春青果市場より直送の地場野菜コーナーを設置し、新鮮なお野菜を日々ご提供い

たします。また、果物や野菜のばら売りコーナーでお客さまが必要な量をお選びいただけます。 

・ 水産売場では、近隣漁港より水揚げされた新鮮な魚貝類を、｢イオン鮮魚士｣がお客さまのご要望に

応じて調理サービスを実施いたします。 

・ 畜産売場では、おいしさにこだわり飛騨牛や名古屋コーチンのほか、イオンが肉骨粉・遺伝子組み

換え飼料などを一切使用せずタスマニアの自社直営牧場で育てた｢トップバリュ グリーンアイ タ

スマニアビーフ｣や、イオン指定農場で有効微生物をたっぷり含んだ飼料を使用し、ひよこから健康

に育てた｢純輝鶏｣など、｢安全・安心｣な商品をご提供いたします。 

・ デイリー売場では地元名古屋の｢味匠くすむら｣の豆腐のほか、鬼まんじゅう、ひよこの老舗｢浪越軒｣

をコーナー展開いたします。 
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＜サイクル売場＞ 

トップバリュのサイクルを中心に、ファッションサイクルやスポーツサイクルの人気ブランド商品を

展開するとともに、スポーツサイクル専用パーツの品揃えを充実いたしました。また、修理メンテナン

スについても、「イオンサイクルアドバイザー」を配置し、アフターサービスも充実させてまいります。 

 

＜ヘルス＆ビューティー売場＞ 

・ カウンセリング化粧品コーナーでは、中部エリアのジャスコでは初となるＤＨＣ化粧品のカウンセ

リングカウンターを新たに設置し、サプリメントから男性・女性化粧品のカウンセリング販売を実

施いたします。 

・ 医薬品コーナーでは、新たに調剤薬局を併設し処方箋調剤やお客さまの健康へのアドバイスを行い

ます。 

 
 
２階 レディス・メンズのファッションフロア 

 
＜イオンスタイル ストア＞ 

新たな商品開発や、接客・販売体制・売場づくりを進化させ、ライフスタイルに合わせた売場を構成

し｢普段の生活シーン｣から｢フォーマルな生活シーン｣まで様々なシーンに合わせたコーディネート  
など、ファッションの楽しさを提案する｢イオンスタイル ストア｣を展開いたします。 
・ ファミリー世代の婦人・紳士カジュアルファッションでは、トップバリュコレクションを提案いた

します。 
・ 婦人フォーマルコーナーは、ブラックフォーマルの｢ソワール｣や｢イギン｣、｢ラブリー｣に加えて、

若い女性のパーティー＆セレモニーシーンに対応したショップ｢ボ・ドレ｣を展開いたします。 
・ 紳士ビジネスコーナーでは、世代別、生活シーン別に新しいビジネス売場を展開いたします。団塊

ジュニア３０代を中心とした世代にスポーツ・ジーニングの２L～５L サイズを品揃えした大きい 
サイズコーナー｢グレイティス｣を展開いたします。 

・ トラベル＆ウォーキングコーナーでは、｢旅行｣をテーマにキャリーケース、トラベル小物から、   
｢健康｣をテーマにウォーキングシューズなど関連商品を総合的に取り揃えております。 

 
 
＜ＳＥＬＦ＋ＳＥＲＶＩＣＥ＞ 

環境に配慮したエコロジー・リサイクルをテーマとし、衣服から生活雑貨をトータルに扱うショップ

です。お客さまが不要になった｢ＳＥＬＦ＋ＳＥＲＶＩＣＥ｣の衣料を回収し、リサイクルを行う取組み

を実施するとともに、ファッション性の高いエコロジー商品を提供してまいります。 
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３階 キッズ共和国プラスとホームファッション・デジタルのフロア 

 
＜キッズ共和国プラス＞ 

・ ３,０００㎡以上のゆったりとした売場に、出産準備用品からベビーカーやベビー服、こども服、玩

具、ファンシィー文具に加えて、アミューズメントの｢モーリーファンタジー｣のほか、小さなお子

さま連れのお客さまには、スムーズにご家族と一緒に授乳やオムツ替えなどができ、地域で 大の

１０６㎡の広さを持つ｢トイレ付の赤ちゃん休憩室｣を併設し、ご家族でお楽しみいただける売場を

ご提供いたします。 
 

＜ホームファッション・デジタルの売場＞ 

・ ダイニング売場では、お箸、スプーン、フォークから茶碗、漆器まで９８円コーナーを充実いたし

ました。また、子育て世代のお客さまが多いことに対応した、人気キャラクターの弁当箱や弁当作

り用品、スポーツボトルを充実いたしました。 

・ 寝具売場では、ベッドパット、ボックスシーツなどのベッドライフ消耗品の品揃えを充実させると

ともに、ベッドライフ用インテリア照明コーナーも隣接させ、お買いまわりのしやすい売場を実現

いたしました。 

・ ステーショナリー売場では、学用品、幼児文具に加えて大人向け文具も品揃え、ファミリーでご利

用いただける売場を展開いたします。 

・ デジタル売場では、写真撮影からプリント、保存にいたるまでの関連商品を集めたホームラボ売場

を展開いたします。 

 

＜専門資格を有した従業員がきめ細かなサービスをご提供＞ 

・ 店内では、店長をはじめ３９名のサービス介助士がご高齢者、ハンデキャップをお持ちの方々に  

ご要望に応じて介添えさせていただきます。 
・ 食品売場は、厚生労働省認定の｢イオン鮮魚士｣や｢イオンホットデリカマスター｣、｢イオンリカーア

ドバイザー｣、｢ワインアドバイザー｣を配置し、お客さまのサポートをいたします。 
・ サイクル売場には自転車安全整備士や自転車組立整備士の資格を有する｢イオンサイクルアドバイ

ザー｣を配置してお客さまのご要望・ご相談に応じます。 
 

＜お客さまが便利で快適にご利用いただけるサービスの一例＞ 

トイレ付赤ちゃん休憩室 

乳児をお連れのお客さまにも安心で快適にご利用いただけるよう進化した赤ちゃん休憩室をご用意

いたしました。室内を授乳スペースとオムツ換えスペースに分け、さらにトイレを設置いたしました。

また、専門知識を持った保育士を配置し育児相談も承ります。 

イオンラウンジ 

｢イオンラウンジ｣は、イオンオーナーズカード会員さま、および当社でのご利用頻度が高いイオン 

カード会員さまに、お買物の合間などにごゆっくりとおくつろぎいただくため店内に設けたラウンジ

(サービス施設)です。５２席をご用意いたしております。 
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ユニバーサルデザインのフィッティングルーム 

お子さま連れのお客さまをはじめ、車イスをご利用のお客さま、妊婦・ご高齢のお客さまにも、ゆっ

たりと安心してご利用いただける施設となっております。 

トイレ横に喫煙ルームを設置 

たばこを吸われる方と吸われない方が共に快適に過ごせるショッピング環境を目指し、｢分煙｣のため

の喫煙ルームを各階のトイレ横に設置いたしました。 

電子マネー『ＷＡＯＮ』の導入 

イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ（ワオン）」の導入をはじめ、ＮＴＴドコモケータイ「ｉＤ」の非接

触決裁サービスを導入し、お買物の利便性向上に努めてまいります。 

おいしい水のサービス 

麦飯石自然ろ過方式でフレッシュなミネラル軟水を生成する“おいしい水“のサービスをいたします。

イオンカード・オーナーズカード・シニアカードのいずれかをお持ちのお客さまには無料にてご利用い

ただけます。 

 

 

【環境保全・社会貢献活動】 

 

＜地球温暖化防止活動＞ 

イオンでは、レジ袋大幅削減に向けて、レジ袋提供方法見直し(無料配布中止)を行政や市民団体の皆

さま、地域のお客さまのご理解、ご協力のもと実施しております。当店におきましても、開店時よりレ

ジ袋無料配布を行わず、お客さまとともにレジ袋削減に取り組んでまいります。 
 

＜従業員２００名が「認知症サポーター養成講座」を受講＞ 

イオンでは、２００７年よりグループ会社の多くの従業員が、認知症の方及びそのご家族を的確に   
サポートさせていただくことができるよう、「認知症サポーター養成講座」の受講者(サポーター)の育成

に取り組んでまいりました。この度のオープンにあたり、３月１９日(木)、２０日(金)の２日間、従業員      
２００名が｢認知症サポーター養成講座｣を受講いたします。 
 

＜いい日・いい街・イオンデー＞ 

イオンでは毎月１１日を｢いい日・いい街・イオンデー｣とし、地域のボランティア団体へ、投函レシ

ート金額の１％相当の品物をお渡しして活動に役立てていただき、地域に還元する｢イオン 幸せの黄色

いレシートキャンペーン｣や、従業員が店舗周辺や公共施設などの清掃を行う｢クリーン＆グリーン活

動｣など、さまざまな地域貢献活動を実施してまいります。 
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【ジャスコワンダーシティ店の構成】 

キッズ共和国プラスとホームファッション・デジタルのフロア ３階 

子ども、ベビー、玩具、文具、パンドラ（手芸用品）、台所・家事用品、バス・

トイレ用品、寝具、インテリア、収納用品、家電、携帯電話機 

ギフト、アミューズメント 

レディス、メンズのファッションフロア ２階 

婦人、紳士、ランファン、肌着、靴、鞄、服飾雑貨、トラベル、セルフサー

ビス 

食・美・健康のフロア １階 

農産、水産、畜産、デリカ、デイリー、グロッサリー、リカー、ベーカリー、

銘店、スイーツ 

日用雑貨、医薬品（調剤薬局）、化粧品、健康食品、サイクル、ガーデニング 

 

 

【ジャスコ専門店一覧】 

１階 ９店 
 店舗名 業種  店舗名 業種 
■ レニエ 洋菓子  サロン・ド・ボヌール 洋菓子 

 ビアード・パパ 洋菓子  柿安口福堂 和菓子 
■ 藤田屋 和菓子 ■ 風来坊 鶏惣菜 

 タンタン 中華惣菜  焼魚屋さん 焼魚 
 パン工場 ベーカリー 
２階 １店 
 店舗名 業種 
 グリーンボックス 靴 
３階 １店 
 店舗名 業種 
 モーリーファンタジー アミューズ 

＊現時点での予定でございますので、業種や店舗名などは変更になる場合がございます。 
（３月５日現在） 

＊合計１１店舗 ■愛知県地元店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

 
19 

 

 

「ｍｏｚｏ ｗｏｎｄｅｒｃｉｔｙ（モゾ ワンダーシティ） 出店リスト」 
 

１Ｆ 
 番号 店名 業種 地元企業 名古屋初 

専門店 

1 おしゃれ洗濯じゃぶじゃぶ クリーニング     

2 MENUET スイーツ     

3 BAUMCAKE スイーツ     

4 コールド・ストーン・クリーマリー アイスクリーム     

5 名古屋銀行 ATM ATM ●   

6 ゆうちょ銀行 ATM ATM     

7 十六銀行 ATM ATM   

8 TORIIDO コスメ ●   

9 Hat Homes 帽子専門店     

10 Bou Jeloud レディス   ● 

11 VICEVERSA インテリア・生活雑貨・輸入菓子     

12 RAGEBLUE/Heather  メンズ・レディス     

13 CLEARIMPRESSION/Vigny レディス・雑貨   

13 arne style インテリア・雑貨 ●   

14 coen レディス・メンズ・雑貨   ● 

15 CHELSEA New York インテリア・雑貨   ● 

16 LUSH 自然派化粧品     

17 GOUT COMMUN レディス   ● 

18 ZARA レディス・メンズ     

19 Petit prix 宝飾   ● 

20 パラス パレス レディス・メンズカジュアル ●   

21 BOLO レディス   ● 

22 SHOP AT レディス   ● 

23 OMUTSUBI 託児スペース付和風カフェ   ● 

24 フラクサス ファッションライフスタイル   ● 

25 ALPHA CREATION 紳士雑貨   ● 

26 メゾンドゥ レディス ● ● 

27 宝くじチャンスセンター 宝くじ     

28 JEWEL PINK レディス ●   

29 Funnyshow 婦人雑貨   ● 

30 ZiZè レディス     

31 Alphabet's alphabet レディス   ● 

32 quatre feuilles レディス・メンズ・雑貨   ● 

33 LACOSTE レディス・メンズカジュアル     

34 & by Pinky&Dianne レディス     

35 レプシィム ローリーズファーム レディス     

36 THE KISS & RoseMarry アクセサリー ●   

37 ZWEI Begin's salon 結婚相手紹介サービス     

38 TAiSEiKAN リラクゼーション ●   

39 AZUL by moussy ジーニングカジュアル ● ● 

40 natural couture NICE CLAUP レディス     

41 earth music＆ecology Super premium store レディス     

42 Mason Apartment セレクト・雑貨   ● 

43 rovtski レディス・メンズ     

44 THE BODY SHOP 自然派化粧品     

45 TGM 生活雑貨     

46 KITANO ACE 食品全般     

47 にぎりたて おにぎり専門店 ●   

48 澤屋 テイクアウト ●   

49 イオン銀行 銀行     

 

50 QB ハウス ヘアカット     
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１Ｆ 
 番号 店名 業種 地元企業 名古屋初

レストラン 

51 上海柿安 中華ビュッフェレストラン     

52 若鯱家 うどん・そば・丼 ●   

53 BUFFET FOUR ROOMS ブッフェレストラン   ● 

54 炭火焼ハンバーグ カキヤス ハンバークレストラン     

55 鯛めしちどり 和食   ● 

56 しゃぶしゃぶ謝々まる 鍋食べ放題専門店 ●   

57 キッチン松栄堂 洋食 ●   

58 鶴橋風月 お好み焼     

59 とんかつ新宿さぼてん とんかつ専門店     

60 ロンフーダイニング 中華 ●   

61 神戸 PASTA de PASTA パスタ＆スイーツ   ● 

62 支那そばや ラーメン   ● 

63 串家物語 串揚げビュッフェ     

64 ピッツｴリア マリノ イタリアン ●   

65 KOTOKOTO CAFÉ 洋食&カフェ ●   

 

66 海転寿司 魚河岸 回転寿司 ●   

  

 

 

２Ｆ 
 番号 店名 業種 地元企業 名古屋初

専門店 

1 Eco Craft 靴修理・合鍵     

2 マジックミシン 洋服のお直し     

3 リサイクルキング 貴金属リサイクル     

4 B-Three ストレッチパンツ専門店     

5 Anna Kerry レディス    

6 axes femme レディス     

7 enracine レディス     

8 ORIBE 陶器・インテリア雑貨     

9 cylis Diamond キッズ・雑貨・インテリア ●   

10 SleepING Factory 寝具・インテリア用品・パジャマ ● ● 

11 無印良品 衣料雑貨・生活雑貨・食品     

12 graniph T シャツ専門店     

13 ヴィレッジヴァンガード 書籍・雑貨 ●   

14 PINK-latte ティーンズカジュアル   ● 

15 ワンウェイ／バイバイ レディス     

16 jolic by leap lippin レディスヤングカジュアル ● ● 

17 ミニプラ 輸入雑貨 ●   

18 HEART MARKET レディス   ● 

19 KLEIN PLUS＋ レディス     

20 aimerfeel レディスインナー     

21 スターバックスコーヒー スペシャリティコーヒーストア     

22 SERIELUCE ジュエリー ● ● 

23 ARROW レディス ●   

24 cactus..cepo.  レディスカジュアル   ● 

25 LEGMO レッグウェア   ● 

26 ビブレ レディス・メンズ・カジュアル  ● 

27 ANAP レディスカジュアル     

28 Style Lab レディス   ● 

29 C.D.S. レディス ●   

30 Beehive レディスシューズ     

31 V-EX by vence レディス     

32 CINDERELLA-CHANCE アクセサリー・雑貨     

 

33 INGNI レディス     
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２Ｆ 
 番号 店名 業種 地元企業 名古屋初

専門店 

34 SpRay PREMIUM レディス   ● 

35 Janiss レディス     

36 Cullet アクセサリー     

37 ネイルネイル ネイルケア   ● 

38 SONNO リラクゼーション   ● 

39 Gibson's Twin star 美容院 ●   

40 Magender レディス   ● 

41 INTERPLANET WINGS レディス ● ● 

42 ZAZIE レディス     

43 GAJA バッグ・雑貨 ●   

44 JEWELRY TSUTSUMI 宝飾     

45 STONE MARKET 天然石＆アクセサリー     

46 M.deux レディス ●   

47 fran ランジェリー ●   

48 ma faveur ライフスタイル雑貨 ● ● 

 

49 HANAGOROMO 呉服・和装小物   ● 

  

 

 

３Ｆ 
 番号 店名 業種 地元企業 名古屋初

専門店 

1 保険テラス 保険代理店  ● 

2 伊神切手社 チケットショップ ●   

3 Plus Heart 生活雑貨     

4 drug store's SHOP ファミリーカジュアル     

5 靴下屋 靴下専門店     

6 URBAN SELECTION by style eyes アイウェア   ● 

7 SWIMMER 雑貨 ●   

8 Right-on ジーンズ＆カジュアル     

9 KIDDY LAND 雑貨     

10 BERRY KISS キッズ   ● 

11 Rainbow Park & Mac style ファンシー文具・雑貨・アクセサリー     

12 3can4on/pink adobe ファミリー・レディス     

13 Prism バラエティ雑貨 ●   

14 GLOBAL WORK レディス・メンズ     

15 マザーリーフ カフェ   ● 

16 吉田商店 駄菓子・玩具・トレカ ●   

17 サンリオ ギフトゲート エンターテイメント キャラクター雑貨     

18 Cram Cream 生活雑貨・アクセサリー ●   

19 こども写真城 スタジオアリス 子供写真スタジオ     

20 Lunar World インテリア・生活雑貨     

21 Hello 赤ちゃん ベビー・マタニティ用品 ●   

22 ペットスクエア 
ペット販売・ペットファッション・トリミングホテ

ル・アクア・小動物・飼育用品 
  

  

23 ペットシティ ペットショップ     

24 イルーシー300 雑貨     

25 OHIO KIDS キッズ・雑貨     

26 Pep-Pits べビ−・キッズ・雑貨   ● 

27 PASSPORT インテリア雑貨 ●   

28 Kids Wings キッズ ●   

29 クレアーズ アクセサリー・雑貨     

30 INGNI First キッズ   ● 

31 どんぐりガーデン キャラクター雑貨 ● ● 

32 BREEZE キッズ・ベビー・雑貨     

 

33 manatee シューズ ●   
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３Ｆ 
 番号 店名 業種 地元企業 名古屋初 

専門店 

34 セイハ英語学院 こども英会話     

35 講談社こども教室 幼児教室     

36 nana's green tea 和カフェ ●   

37 暮らす服 レディス・キッズ   ● 

38 Mother garden なごみ雑貨     

39 AMO'S STYLE インナー・ランジェリー     

40 STARVATIONS ファミリーカジュアル   ● 

41 a.v.v レディス・キッズ・雑貨     

42 BARNS soho street シューズ     

 

43 
any FAM by KUMIKYOKU FAM /  

any SiS by KUMIKYOKU SiS 
レディス・キッズ ● 

  

大型フードコート ＭＯＧＵ 

44 DRAGON CREPE スペシャルティ クレープ     

45 越後秘蔵麺 無尽蔵 ラーメン ● ● 

46 韓菜 石焼ビビンバ スンドゥブチゲ専門店   ● 

47 スガキヤ ラーメン＆ソフトクリーム ●   

48 モスバーガーファクトリー ハンバーガー     

49 スパゲティハウス チャオニーノ あんかけスパゲティ ●   

50 丸亀製麺 讃岐うどん     

51 炭焼ビーフハンバーグステーキくに ハンバーグ・ステーキ ● ● 

52 たこ八 たこ焼・お好み焼     

53 サーティワンアイスクリーム アイスクリーム     

 

54 MOGMOG Doughnut Factory ドーナツ専門店   ● 

  

 

 

 

４Ｆ 
 番号 店名 業種 地元企業 名古屋初 

専門店 

1 ザ・ダイソー バラエティ雑貨   

2 スポーツオーソリティ スポーツ専門店   

3 two-five 楽器販売・音楽教室・レンタルスタジオ   ● 

4 ムラサキスポーツ another style ライフスタイルファッション   ● 

5 L.L.Bean メンズ・レディス・キッズ＆アウトドアグッズ   ● 

6 G-LAND EXTREME アメリカンカジュアル     

7 KARL KANI メンズ   ● 

8 BILLABONG STORE サーフカジュアル     

9 セガ ワールド アミューズメント   

10 Ikka メンズ・レディス・キッズ     

11 ユニクロ カジュアルウェア     

12 HIDEAWAYS NICOLE メンズ     

13 GIGASTA ファッション雑貨   ● 

14 Z-CRAFT メンズ・レディス ●   

15 atrium102 メンズ・レディス     

16 The @ SUPER SUITS STORE スーツ     

17 MALE ＆ Co. メンズ     

18 madras Green Label ウォーキング＆カジュアルシューズ ●   

19 サンマルクカフェ カフェ     

20 Museum 24 時計     

21 コーハウス インテリア     

22 アシックス ウォーキング ショップ シューズ     

23 JTB トラベランド 旅行業     

24 フタバ図書 TERA 本・文具・CD・DVD・ゲームソフト  ● 

25 カメラのアマノ 写真サービス ●   

26 リフレッシュサロン ラフィネ リラクセーション     

27  KNT ツーリスト 旅行業     

 

28 チャイハネ エスニックファッション雑貨     
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４Ｆ 
 番号 店名 業種 地元企業 名古屋初

専門店 

 29 Opt LABEL セレクトメガネ     

 30 Chronostaff DAH DAH 時計・アクセサリー ● ● 

 31 BRICK HOUSE シャツ工房 レディス・メンズシャツ     

 32 BLESS シルバーアクセサリー  ● 

 33 ティンバーランド メンズ・フットウェア   

 34 HushPuppies メンズ・レディス・靴・雑貨   

 35 Garbo メンズカジュアル  ● 

 36 PEACE NOW ファッション＆グッズ   

 37 なでしこ歯科 歯科医院   

 38 METHOD ユニセックスカジュアル   

 39 Beach Sound サーフカジュアル   

 40 reat's メンズ・レディスカジュアル ● ● 

 41 ZERO8 シルバーアクセサリー・革製品  ● 

 42 BINGO 雑貨・古着  ● 

 43 newstyle 書籍・雑貨・カジュアル ●  

 44 ASBee シューズ ●  

 45 はん・印刷の OTANI 印章・印刷   

 46 クリスタル アイクリニック 眼科   

 47 ミュゼプラチナム 脱毛専門サロン   

 48 α＋清里記念クリニック 内科・美容皮膚科・健診 他 自由診療 ●  

 49 コンタクトのアイシティ コンタクトレンズ   

 50 やせる専門店 ミスパリ ダイエットセンター エステティックサロン   

 51 ドコモショップ 携帯ショップ   

 52 メガネの愛眼 メガネ・補聴器   

 53 ソフトバンクショップ 携帯ショップ   

54 au 取扱店ケイタイショップ 携帯ショップ   
 

55 ウィルコムカウンター 携帯ショップ   

  

 

 

ＧＭＳ               １～３Ｆ 
 番号 店名 業種 地元企業 名古屋初

 1 ジャスコ GMS   
  

 
 

名古屋初出店：６２店舗   地元企業：５６店舗 ※「地元」表記は愛知県企業です。 
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「フロアガイド」 

（ＤＭＣ手配） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

２ Ｆ 

ビブレ 

 

ジャスコ 

 

 

 

１Ｆ 

 レストランゾーン 

フラクサス 

 

ＪＵＳＣＯ 

 

ジャスコ 
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 スポーツオーソリティ

フタバ図書ＴＥＲＡ

 ４ Ｆ 

Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん 

３ Ｆ 

ペットスクエア 

 ペットシティ 

 

ジャスコ 

 
 

  ＭＯＧＵ 
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「アクセスマップ」 

 

【広域地図】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【周辺地図】 


