
 

 

２０２２年１２月５日 

イ オ ン 株 式 会 社 

イオンモール株式会社 
 

～プノンペン南部にエデュテイメントモール～ 

「AEON MALL Mean Chey」 

12 月 15 日(木)AM9:00 先行オープン 
  
  

イオン株式会社及びイオンモール株式会社は、１２月１５日（木）にカンボジア王国（以下、 

当国）３号店となるショッピングモール「イオンモール ミエンチェイ」(以下、当モール)を一部 

先行オープン、２０２３年春にグランドオープンします。 
 

 当モールは当国の首都プノンペンの中心地から南へ８km、フンセン通り沿いに位置します。 

本エリアはプノンペンの副都心として開発され、アクセスや利便性に優れ、将来的には住宅やマン

ション、インターナショナルスクール等多数のプロジェクトが計画されるなど人口の増加が見込ま

れ、広域での集客が期待される立地環境です。 

当モールは、本開発の中心として「エデュテイメントモール」をコンセプトに、幅広い年齢層の

方々にエンターテインメントと教育を提供します。 
 

 
 
 
 

➢ 大型屋外公園＜コムサンパーク＞ 

大スケールの屋外公園「コムサンパーク」を３F 部分に設置。エデュテイメントの発信拠点 

として様々な価値を提案。 
 

➢ 新しいエンターテインメント空間の提供 

全長３５メートル、幅２.５メートル、全面ガラスのスカイブリッジや３F から２F までを 

つなぐキッズスライドを設置。 
 

➢ 国内最大級となる最新のアドバンストデジタルサイネージを導入 

当社オリジナルコンテンツの配信による空間演出、情報発信を行う大型サイネージを設置。 
 

➢ 文化を学び、未来に向けて文化を育む生活の提案 

カンボジア国内の子どもたちの協力で実現した巨大なアートプロジェクトをはじめ、 

プノンペン芸術大学との産学連携によるカンボジア文化を感じるイベントの定期開催など 

カンボジアの文化を学び、新しい文化を育む生活を提案。 
 

➢ 常に最新の「美」を提案する「コスメティックゾーン」 

コスメ・スキンケアブランドが一堂に会し、美に関するサポートやチュートリアルを通して、

一日中楽しみながらのショッピングを提案。 
 

➢ オンラインを融合した新たな買い物体験を提案 

オンラインショッピングと、リアルの場を融合した新しいお買物体験を提案。 
 

➢ アンカーストア「イオン」 

世界中の様々な食材と地元の生鮮食品も幅広く取り揃え、スーパーマーケットやドラッグスト

ア、ベビー子ども用品を扱う専門店を揃えて地域の皆さまのくらしの役に立つ空間を提供。 
 
➢ ポストコロナに向けた安全・安心の提供 

感染症予防のための新たな空調システムや大容量の発電機導入による停電への備えなど当社の

取り組みはもちろん、アフターコロナに向けさらなる安全・安心な空間を提供。 

 

「イオンモール ミエンチェイ」の特徴 



2 

 

モールコンセプト 

EDUTAINMENT 
Education + Entertainment 

    （教育）                  （エンターテインメント） 

 
イオンモール ミエンチェイは革新的なテクノロジーとカンボジアでの 

１０年にわたるモール運営の経験を結集したモールです。 
 

壮大な建物規模を活かし、ショッピングのみならず、カンボジア初の 

モール内公園（コムサンパーク）、心躍らせる様々な施設、そして 

最新トレンドとカンボジアの文化を融合したイベントを通して、 

さまざまな価値を提供します。 
 

私たちは、これまでに培った経験と最新の技術で、常に変化するライフ 

スタイル、お客さまのニーズにお応えしてまいります。 
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名   称： イオンモール ミエンチェイ（ＡＥＯＮ ＭＡＬＬ Ｍｅａｎ Ｃｈｅｙ）  

住   所： # Hun Sen Blvd., Phum Prek Talong 3, Sangkat Chak Angre Krom,  

Khan Mean Chey, Phnom Penh, Cambodia  

電   話： イオンモール ミエンチェイ  ０２３－９８７－０８０ 

       イオン ミエンチェイ店    ０２３－９８８－０７０ 

公式ＴＩＫＴＯＫ               公式フェイスブック 

https://www.tiktok.com/@aeonmallmeanchey       https://www.facebook.com/AMMCaeonmallmeanchey 

 

 

 

 

 

 

責 任 者： イオンモール ミエンチェイ ゼネラルマネージャー 木村 栄介 

責 任 者： イオン ミエンチェイ店      ゼネラルマネージャー  ROUS Touch (Mr.) 

出店店舗数： 核店舗    イオン ミエンチェイ店 

       サブ核店舗  メジャーシネプレックス  

       専門店    約２５０店舗 

敷 地 面 積： 約 １７４,０００㎡ 

延 床 面 積： 約 １８０,０００㎡  

総賃貸面積： 約   ９８,０００㎡ 

建 物 構 造： ＲＣ構造３階建て（一部４階建て）  

駐 車 台 数： 約 ３,２００台 

駐 輪 台 数： 約 １,８５０台 

運営管理者： ＡＥＯＮ ＭＡＬＬ （Ｃａｍｂｏｄｉａ）Ｃｏ., Ｌｔｄ. 

モール開店日： ２０２２年１２月１５日 

営 業 時 間： 専門店    ０９：００～２２：００ 

営 業 時 間： レストラン ０９：００～２２：００ 

営 業 時 間： シネマ    ０９：００～２２：００ 

営 業 時 間： イオン    ０９：００～２２：００ 

※一部営業時間が異なる売り場がございます。 

休 業 日： 年中無休 

従 業 員 数： 約 ５,０００名 (うちイオン ミエンチェイ店 約 ５７０名) 

 

 

 

＜お問い合わせ＞ 

イオンモール株式会社 社長室 広報グループ TEL＋８１－４３－２１２－６７３３ 

施設概要 

https://www.tiktok.com/@aeonmallmeanchey
https://www.facebook.com/AMMCaeonmallmeanchey
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【フロア図】 

 

 

  

コムサンパーク 

ロイヤルプラザ 

アイコンプラザ 

デラックスプラザ 
プライムプラザ 

グランドプラザ 

イオンホール 

キッズスライド スカイブリッジ 



5 

 

 

 

“お客さまに楽しいお買物体験を提供します” 
 

イオンカンボジアは、カンボジア初のＧＭＳ（総合スーパー）として、お子さまからお年寄りま

で、すべてのお客さまに楽しんでいただけるよう、日々の生活をサポートする様々な商品をお届け

しています。主に食品、生鮮品、日用雑貨、インテリア、家電、文具、アパレル、スポーツ、玩具、

ヘルス＆ビューティーケアなどを豊富に取り揃えています。  

イオンカンボジアの第３号店となるミエンチェイ店は、新しい技術によりグローバルなトレンド

に接することで、多忙な中でもライフスタイルに新しいものを取り入れたいと考える、ニューファ

ミリーや若い世代をターゲットにしています。 
 

■グランドフロア（１階） 「新しい試みと体験」を提供するフロア  

【デリカテッセンコーナー】 

メインディッシュからデザートまで、カンボジア  

料理、日本料理、中国料理、西洋料理など約４００  

種類の料理と新鮮なサラダ、フレッシュデザートを 

お選びいただけます。 

カンボジアで人気の寿司コーナーでは、サーモン握り、

マグロ握り、えび握りなど、刺身コーナーではサーモ

ンを中心とした各種刺身盛り合わせを展開。また、  

おにぎり、焼き鮭、焼き鯖などもご用意しています。 

お客さまがご家族やご友人と一緒にお食事をしていた

だけるよう、３５０席以上のダイニングエリアを設け

ました。 

 

・新コンセプト「スイーツ＆デリ」 

生ケーキ、プリン、おはぎ、抹茶カフェ、フレッシュジュース、アイスクリーム、ミニクロワッサン

などのスイーツコーナー。 

鉄板焼き、海鮮丼、焼き鳥、パスタなどの手軽な和・洋食が楽しめるコーナーです。 

 

・デリコーナー 

サンドイッチやチョップドサラダなどのファストフードに加え、

スタッフが対面販売で提供する主菜・副菜を取り揃えた   

「リワードキッチン」コーナーなど、専門店の雰囲気が手軽に 

味わえるコーナーを設置します。 

 

・カフェコーナー 

挽きたてのコーヒーとともに、オーガニック・植物由来の原材料

を使用した食品のラインアップを充実させ、お客さまの新たな 

ニーズである健康志向、食の多様性にお応えしていきます。  

イオンは、充実した商品、品揃えを提供してまいります。 

 

 

「イオン ミエンチェイ店」の特徴 

 」の特徴 
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【生鮮食品コーナー】 

青果コーナーでは、地元の安全・安心な旬の野菜や

果物を豊富に取り揃えています。 

地元で採れた新鮮な野菜や果物、季節の野菜などを

リーズナブルな価格でご提供します。また、ニーズ

が拡大するオーガニック商品も取り揃えます。 

人気の「サラダバー」を拡張し、サラダ野菜、カッ

トフルーツ、ドライフルーツなどの品揃えが充実。 

鮮魚コーナーでは、カンボジア人が大好きなサーモンを、さまざまな調理法で提供する「サーモン

ワールド」を展開。肉類コーナーでは、オーストラリア・タスマニアの自社牧場から空輸する「トッ

プバリュ タスマニアビーフ」や、日本から輸入する「和牛」などを販売します。また、急増する共

働き家庭の需要に対応するため、調理済み商品、ミールキット商品も豊富に取り揃えています。 

 

【トップバリュ＆スーパーマーケットコーナー】 

日本から輸入した約１,２００種類の「トップバリュ」

商品に加え、タイやマレーシアの「トップバリュ」商

品も取り揃え、さまざまなご要望にお応えできる「ト

ップバリュストリート」を設置。 

また、商品カテゴリーを常温、冷蔵保存温度、冷凍保

存温度の３つの温度帯に分け、低価格で販売していま

す。 

トップバリュストリート以外にも、グロサリー、季節

商品、飲料、チルド、冷凍商品など、お客さまのニー

ズに合わせて世界各国から商品を取り揃えています。 

 

【ホームコーディ】 

イオンのホームファッションプライベートブランド

「HÓME CÓORDY」は、シンプルで、機能性に富み、あき

のこないデザインで統一されており、それぞれの商品

を組み合わせたコーディネートが可能です。 

当店では、２,０００アイテム以上のラインナップを

揃えており、快適な睡眠をサポートするマットレス、 

クールベディング、枕など寝具、ソファ、チェア、カ

ーペットなどのインテリア用品に加え、キッチン用品

などを豊富に展開します。HÓME CÓORDY はお客さまの快適な生活をサポートするため、リビングやベ

ッドルームのコーディネートについてのご相談を承り、お好みのお部屋のコーディネートをご提案

します。 
 

【家庭用品コーナー】 

家庭用コーナーでは、食器セットやカトラリー、テーブルファブリックなど、食卓を好きな色や色

調でコーディネートをお楽しみ頂けます。 調理器具では、和包丁、ピーラー、調理バサミなど、職

人も使える高品質な商品をラインナップ。また、フライパンは低価格帯の商品からプロ仕様の商品

まで幅広く取り揃え、用途に応じて使い分けられるようにしています。 

 
【グラムビューティーク GlamBeautique 】 

カンボジア初出店のグラムビューティーク。 

お客さまの日常にかかせない日用雑貨、化粧品、お薬

を展開。ビューティーケアとナチュラルコーナー設置

し、新しいヘルス＆ビューティーケアを提案します。 
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■１Ｆ（２階）「ファッション、スポーツ、キッズ、ホーム」のライフスタイルを提案するフロア  

【インナーカジュアル iC】 

イオンのプライベートブランド機能性イン

ナーをフルコンセプトでカンボジアに２号

店としてオープン。 

インナーウェア、スポーツインナー、ホーム

ウエア、スポーツウェアを提供する専門店です。 
 

【Doublefocus(ダブルフォーカス)】 

イオンのプライベートブランドショップ。 

カンボジア１号店となる「ダブルフォーカス」をオープンします。 

カジュアルにトレンドミックスして、新しさと楽しさを提案するテイーンズブランド。 

ヤング達が楽しめるファッションブランドです。（２０２３年２月オープン予定） 
 

【スポーツウェア、スポーツ用品コーナー】 

アクティブなスポーツ（個人スポーツ、チームスポーツ）、

キャンプ、インドア、アウトドア活動に使用されるスポー

ツウェア、スポーツ用品、ハードウエアを展開します。 

また、スポーツウェアのプライベートブランド「Sporsium」

を展開します。 

 

【キッズリパブリック】 

妊娠期から出産・成長期まで、必要なものがすべて揃うように、ヤングファミリー層をターゲット

にした特別な空間、キッズリパブリック。高品質のベビー服、素材、遊具、子供の日用品を展開。 

プノンペン最大の玩具売場では、トミカ、レゴ、ズールの有名な子供向けおもちゃに加え、ぬいぐる

み、教育玩具など取り揃えています。 
 

【キッズーナ】 

アミューズメント施設として有名な Kidzooona では、

「エデュテイメント」というコンセプトを導入し、 

子供たちは遊びながら学ぶことができます。 

トイマスターコーナーや大画面デジタルサイネージ

で遊びながら学べます。 
 

【ホームファッション】 

ホームファッションコーナーでは、アーティスティックなフラワーグリーン、ウォールデコレーシ

ョン、カーペット、収納用品コーナーなど、「HÓME CÓORDY」商品とも組み合わせやすい商品を取り

揃えています。また、IRIS OYAMAブランドのチェストや収納ボックスをカンボジアで初めて品揃え

し、お部屋の 整理をサポートします。 
 

【家電・テレビ・通信コーナー】 

「調理家電」と「家事家電」に分けて実用化カウンターを設置。家電製品の機能や使用方法の説明を

受けながら購入を検討いただけます。スマートフォンやタブレットＰＣなどを販売するマルチメデ

ィアカウンターのほか、JAPAN BRANDSを中心としたオーディオ・ビデオ商品も取り揃えています。 

 

【日本文具コーナー「i-Rashiku」（アイ・ラシク）】 

日本の高機能文具や、かわいい文具を集めたコーナーを設置。 

ブランドペンや筆記具、ノートなど、ジャパンクオリティの文房具を 

試すことができます。 
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■サービスについて ～お買い物を楽しんでいただくためのサービスの充実～ 

お客さまにお買い物を楽しんでいただくために、サービスを充実させました。  

⚫ ドライブピックアップカウンター（イオンオンラインアプリでご注文の品の店頭受け取りサー

ビス） 

⚫ デリカテッセンのセルフサービス化 

⚫ ２４のエリアへの配送   

⚫ 大型家電・家具の宅配・設置サービス   

⚫ ラッピングサービス   

⚫ ママと赤ちゃんのためのベビールーム   

⚫ イオンカードなどとの提携による分割払いサービス 

⚫ キャッシュレス決済 

⚫ ギフトクーポン   

 

【イオン ミエンチェイ店の概要】 

店舗名称：ＡＥＯＮ Ｍｅａｎ Ｃｈｅｙ Store（イオン ミエンチェイ店） 

営業時間：９：００～２２：００ ※規制よって営業時間が異なる場合がございます 

休 日：年中無休 

売場面積：約１６,０００㎡ 

店 長：ROUS Touch (ロウス・トウチ) 

従業員数：約５７０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


