
 

２０１５年５月２０日 

報道関係者各位 

イオンモール株式会社 

イ オ ン 株 式 会 社  

 

中国でイオングループ初となる独資モールが誕生！ 

５/２９（金）｢イオンモール蘇州園区湖東｣オープン 

 

 イオンモール株式会社（以下、当社）、中国蘇州市で２店舗目となる｢イオンモール蘇州園区
そしゅうえんく

湖東
こ と う

｣（以

下、当モール）を５月２９日（金）にオープンいたします。 

 

当モールは、土地と建物を自社で所有する中国における初の独資による出店となります。エリアのさ

らなる発展に合せて、当社ならではの中長期的なモール運営ノウハウを活かしていくとともに、更なる

快適さや便利さ、楽しさを追求し、イオンモールならではのショッピングモールを構築します。 

 

 当社は、２００８年に海外のイオンモール１号店としてオープンした｢イオンモール北京国際商城｣を

皮切りに、出店エリアを北京、天津、蘇州、武漢と拡大しながら計６ヶ所のモールを展開しています。

蘇州市におきましては、１４年４月オープンの｢イオンモール蘇州呉中｣に続く２号店となります。 

なお、中国華東エリアでは、当モールのほか浙江省杭州市に「(仮称)イオンモール杭州良渚新城」、

江蘇省蘇州市に「イオンモール蘇州新区」を本年度にオープンする予定です。 

 

■｢イオンモール蘇州園区湖東｣の立地 

 計画地のある工業園区は、蘇州市旧市街の東に位置し、１９９４年より中国とシンガポール両国政府

間の重要な経済技術合作プロジェクトとして開発されているエリアです。常駐人口１０３万人を有し、

中国国内で最も成功したモデル地区に位置づけられる国家級開発区です。また、当モール周辺は、蘇州

市で最も人気を集めるマンション開発が進むエリアであるとともに、２０１３年４月に開通した蘇州市

１号地下鉄の｢鍾南街｣駅にも隣接しており、今後の更なる発展が見込まれるエリアです。 

 

｢イオンモール蘇州園区湖東｣の特徴 

 

◆エリアの新たなシンボルとなる高さ３５ｍの｢エントランスドーム｣でさまざまなイベントを開催 

浮遊感、透明感のある球体ドーム。夜間にはＬＥＤによる幻想的な色と光の美しい空間を演出します。

ドーム周辺にレストランを配置し、お食事しながらライブイベントなどをお楽しみいただけます。 

 

◆最新の｢ユニバーサルデザイン｣と｢環境配慮型設備｣を導入 

来店されるお客さまにも、環境にも｢やさしい｣施設づくりを目指します。国内外のモールで常にブラ

ッシュアップを図ってきた｢ユニバーサルデザイン｣でわかりやすく使いやすい施設を実現。環境配慮

型施設も太陽光発電など、江蘇省で最大規模となります。 

 

◆最新ファッションや雑貨、アミューズメントまで蘇州市初１５店を含む約２２０店舗が集結 

人気の日系ブランドは、「ＦＬＡＸＵＳ ＴＯＫＹＯ」、「ｅａｒｔｈ ｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙ」、「ｃｏｌｌｅｃｔ ｐｏｉｎｔ」、「ＡＵＰ

ＲＥＳ（資生堂）」「鎌倉パスタ」をはじめ、蘇州市初の「ＮＩＴＯＲＩ」、「ＳＰＯＲＴＳ ＤＥＰＯ＋ＧＯＬＦ５」、 

「合点寿司」が出店。また、フロア毎にテーマ別の“食”のゾーンを配置し、バラエティ豊かなお食

事をご提供する約８０の飲食店舗が出店します。中国のイオングループ初となる“オープンレスト

ラン”も７店舗を展開します。 
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【イオンモール蘇州園区湖東の概要】 

 

・モール名称：（日）イオンモール蘇州園区湖東（そしゅうえんくことう） 

       (中）永旺梦乐城苏州园区湖东（ｓｕｚｈｏｕ ｙｕａｎｑｕ ｈｕｄｏｎｇ） 

・所 在 地：中華人民共和国江蘇省蘇州市工業園区鍾南路２３８号 

・電   話：イオンモール蘇州園区湖東（国番号８６）０５１２－６８９５－１８８８ 

       イオン蘇州園区湖東店  （国番号８６）０５１２－６９５５－１７８１ 

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

・責 任 者：イオンモール蘇州園区湖東 ゼネラルマネージャー 楳沢 仁(うめざわ ひとし) 

       イオン蘇州園区湖東店   店長     呈 懿婷(チェン イティン) 

・出店店舗数：（核店舗）イオン蘇州園区湖東店  

       (アンカーテナント)１Ｆ SPORTS ＤＥＰＯ＆ＧＯＬＦ５（約１,８００㎡） 

                ２Ｆ ＮＩＴＯＲＩ（約２,９００㎡） 

                ３Ｆ ロッテシネマ（約３,２００㎡） 

       専門店数 約２２０店舗 

・運営管理：永旺夢楽城（江蘇）商業管理有限公司 

・敷地面積：約 ９９,３００㎡ 

・延床面積：約２１８,０００㎡ 

・総賃貸面積：約 ７４,９００㎡ 

・建物構造：地上４階地下１階 

・駐車場台数：約  ３,０００台 

・開 業 日：２０１５年５月２９日（金） 午前９時オープン 

・営業時間：専門店   １０：００～２２：００ 

       レストラン  １０：００～２２：００ 

       シネマコンプレックス １０：００～２４：００ 

       イオン           ９：００～２２：００ 

       （一部店舗によって異なる場合があります） 

・休 業 日：年中無休 

・従業員数：約 ２,２００名 

・基本商圏：自動車２０分圏 約１７０万人 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

イオンモール株式会社 広報部     宮入・山谷  ℡：０４３－２１２－６７３３ 

http://yuanqu.aeonmall-china.com/
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ご参考【イオンの中国における事業展開】 

 

グループ１１社でＳＣ１５モール、ＧＭＳ４５店舗、ＳＭ１８店舗を展開しています。 

法人名 合計 ＧＭＳ ＳＭ  モール型ＳＣ 

イオンストアーズ香港 １３  ８  ５  － 

広東イオン １７ １２  ５  － 

青島イオン東泰  ９  ８  １   ７ 

イオン華南 １０  ９  １   ２ 

イオン華東  ２  ２ －  － 

北京イオン  ５  ５ －  － 

イオン湖北  １  １ －  － 

マックスバリュ広州  ３ －  ３  － 

マックスバリュ青島  １ －  １  － 

マックスバリュ江蘇  ２ －  ２  － 

イオンモール（中国） － － －   ７ 

中国事業計 ６３ ４５ １８  １６ 

〔２０１５年５月２９日予定〕 

 

【イオンモールの中国におけるモール展開】 

モール名称 開店日 敷地面積 延床面積 総賃貸面積 駐車場 

北京国際商城 ０８年１１月 約 ８９,０００㎡ 約１４７,０００㎡ 約５３,０００㎡ 約３,０００台 

天津ＴＥＤＡ １０年１０月 約 ９８,０００㎡ 約１１０,０００㎡ 約５５,０００㎡ 約２,５００台 

天津中北 １２年 ４月 約 ８９,０００㎡ 約１２５,０００㎡ 約６２,０００㎡ 約３,７００台 

天津梅江 １４年 １月 約 ７５,３００㎡ 約１５９,０００㎡ 約６３,４００㎡ 約２,４００台 

蘇州呉中 １４年 ４月 約１１４,０００㎡ 約１５４,６００㎡ 約７５,０００㎡ 約３,１００台 

武漢金銀潭 １４年１２月 約 ８８,０００㎡ 約１８２,０００㎡ 約７４,０００㎡ 約２,９００台 

 

 

【蘇州市におけるイオンモールの展開】 
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【イオンモール蘇州園区湖東の特徴】 

 

モールコンセプト 
「“夢・発見・感動”を感じる空間」 

 

新たな夢・新たな発見・新たな感動に出会える場所次世代のモールをご案内します。 
 

新たな街のシンボルとなる未来的デザインの外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高さ３５ｍの開放的な“球体”エントランスドーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蘇州工業園区にふさわしい都会的でモダンなデザインを採用。外装を全てアルミ材とガラス材で構成し、

施設を包み込む有機的なフォルムと繊細なシルクをイメージした流れの中にダイナミックな球体空間を

創造しました。 

蘇州市１号店のイオンモール蘇州呉中に引き続き、街の新しいシンボルを目指して、球体モニュメントを

採用しました。浮遊感、透明感のある繊細かつ大胆で直感的な外装の球体ドームの内部では光(ＬＥＤ)と

音による演出と各種イベントを連動し、特別な時間をご提供します。 
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＜各フロアの特徴＞ 

 

１ｓｔフロア 「ＦＡＳＨＩＯＮ＆ＧＯＵＲＭＥＴ」 

●トレンドファッションとスポーツ、カジュアルレストラン＆ファストフードのフロア 

  

 ＜トレンドファッションとスポーツゾーン＞ 

 ・ティーンからＯＬ層まで幅広い層に人気の「Ｌａ Ｃｈａｐｅｌｌｅ」をはじめ、「ＵＮＩＱＬＯ」やフランス発

のファストファッション「ＣＡＣＨＥ ＣＨＡＣＨＥ＋ＢＯＮＯＢＯ」など、ファッション感度の高いイン

ターナショナルブランドが出店します。 

 ・日系テナントでは、レディスファッション特化型ライフスタイルストア「ＦＬＡＸＵＳ ＴＯＫＹＯ」や  

「ｅａｒｔｈ ｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙ」、株式会社ポイントのブランドを集積したメンズ・レディス大型複合店

「ｃｏｌｌｅｃｔ ｐｏｉｎｔ」、中国で人気の日本ブランド「Ｈｏｎｅｙｓ」、メガネの「ＪＩＮＳ」が出店します。 

 ・アンカーテナントとして、蘇州市初出店となる「ＳＰＯＲＴＳ ＤＥＰＯ＋ＧＯＬＦ５」が約１,８００㎡で

展開、さらに、スポーツブランドゾーンとして、「ＮＩＫＥ」、「ａｄｉｄａｓ」、「Ｎｅｗ Ｂａｌａｎｃｅ」、「ＣＯＮＶ

ＥＲＳＥ」など、人気ブランドが集結します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜カジュアルレストラン＆ファストフード＞ 

 ・人気のジャパンフード「食其家」(すき家)、「ＣＯＣＯ一番屋」、「镰仓意面」(鎌倉パスタ)、「花丸

乌冬」(はなまるうどん)が出店するほか、中国２号店となる「合点寿司」（がってん寿司）が蘇州

市に初出店します。 

 ・グローバルチェーンの「星巴克咖啡」(スターバックスコーヒー)や「汉堡王」（ＢＵＲＧＥＲ ＫＩＮＧ）、

韓国で人気のプレミアムデザートカフェ「ＭＡＮＧＯＳＩＸ」、「ＳＵＢＷＡＹ」など気軽にお楽しみいただ

ける店舗も揃えています。 
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２ｎｄフロア 「ＣＨＩＮＥＳＥ ＧＯＵＲＭＥＴ＆ＩＮＴＥＲＩＯＲ ＧＯＯＤＳ」 

●チャイニーズグルメとアジアグルメをテーマにした大型レストランとホームファッションのフロア 

 

＜ホームファッションとバラエティ雑貨＞ 

・蘇州市初出店のホームファッション雑貨店「ＮＩＴＯＲＩ」がアンカーテナントとして約２,９００㎡で展開

するほか、コスメ・雑貨の「ＫＡＷＡＩＩ」、服飾雑貨の「Ｔｈｅ Ｇｒｅｅｎ Ｐａｒｔｙ」などバリエーション豊かに展開

しています。 

＜チャイニーズ＆アジアグルメゾーン＞ 

・中国各地の人気レストランを中心に大型レストランが集結。火鍋の人気店「徳荘火鍋」、四川料理の

「蜀香格格」、上海料理の「東北小橱」、香港発のヘルシー中華「港玉」などが展開します。 

・本格タイ料理のレストラン｢伍月泰泰国餐庁」、韓国料理の｢宋家韓国料理」、焼肉の｢新石器｣などバラ

エティ豊かにお食事を楽しめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ｒｄフロア 「ＫＩＤＳ ＆ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」 

●キッズとエンターテイメント、バラエティ雑貨のフロア 

 

・総合スーパー「イオン」から専門店へ連続して、キッズ関連のゾーンを展開します。中国人気ＮＯ.

１の子ども服「ｂａｌａｂａｌａ」や木製おもちゃの「木玩世家」が出店。さらに、児童向けの教室「祺迹」

や「乐乐派」なども出店します。 

・フードコート「アカシア」と隣接して、イオンモール中国初の試みとなるオープンレストランを７店

舗配置しました。開放的なテラス席で、四川料理、蘇州料理、イタリア料理、韓国料理などを気軽に

お楽しみいただけます。 

・韓国のシネマコンプレックス「ＬＯＴＴＥ ＣＩＮＥＭＡ」は、７スクリーンと座席１,１００席を備え、最新

のエンターテイメントを発信。さらに、「大魯閣」が運営するボーリング場やレーザー迷路、ビリヤー

ド場のほか、キッズアミューズメントとして中国でも人気の「イオンファンタジー」が展開します。 
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【ユニバーサルデザイン】 

 

 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、楽しく過ごすことを可能にする快適さの演出を追及しています。

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、お体の不自由の方、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」であることが重要であると考えています。 

 

■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。 

Ø 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、より

わかりやすくしています。 

 

Ø 入館場所が認識しやすいように、各入り口にモニュメント
サインを表示。さらに、ゾーンカラーをエリア毎に区別し

ました。 

  

２．ストレスフリーな駐車場をご提供します。 

Ø 雨に濡れない屋内駐車場を、地下と４階部分に約１,５２０台設置しました。 

 

Ø 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わかりやすいように、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ています。 

 

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提供します。 

Ø みんなのトイレ、キッズトイレ 

多目的に利用できる「みんなのトイレ」を、中国のモールでは最多の１２ヶ所設置したほか、各フ

ロアの中央付近には、ベビールームとキッズトイレを設置するなど、全ての世代のお客さまが快適

にご利用いただけるトイレ環境をご提供します。また、全ての女子トイレにはパウダールームも設

置しました。 

 

Ø バリアフリー 

高齢者やお体の不自由な方など全てのお客さまが歩きやすいように、施設内は全ての段差を取り除
き、バリアフリーとしています。 
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【安全・安心、防災・防犯への取り組み】 
 

■取り組みの具体例 
１．安全・安心の取り組み 
Ø お子さま等が身を乗り出して転落することがないよう、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としています。 

 
Ø 受動喫煙を防ぐため、喫煙室を館内９箇所に設置します。分煙することで喫煙されないお客さまへ
配慮しています。 

 
２．防災・防犯の取り組み 
Ø お客さまに安心してお買物いただけるよう、駐車場（地下、平面、屋内、屋上）、館内の随所に防
犯カメラを設置し、防犯や災害時の対応を強化しています。 

 

【環境保全・社会貢献活動への取り組み】 

 

 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削減や空調熱源の弾力運転を行うことで熱源負荷の効率化を

図ります。 

 また、イオングループの各社が加盟し運営する公益財団法人｢イオンワンパーセントクラブ｣を通じ、「環

境保全」「国際的な文化・人材交流・人材育成｣「地域の文化・社会の振興｣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 

Ø ＬＥＤ器具の採用 

館内共有部の照明および外部サインすべてに、従来の蛍光灯等の球管に替わりＬＥＤを採用し、消費

電力の削減、ＣＯ２排出抑制に努めています。また、専門店でも積極的にＬＥＤ使用を推進し、モー

ル全体で館内気温の低減および省エネに取り組んでいます。 

 

Ø 温水パネルと発電パネルの２種類の太陽光パネル 

太陽光を使用して温水を作る「太陽光温水パネル」を、屋上部分に１０９枚

（約２１０㎡）設置しました。１日に最大で約１５㎥の温水を供給可能で、

フードコートなどで利用します。さらに、モール南東部の外壁面には、約４

００㎡の太陽光発電パネルを取り付けました。最大で４３ｋＷを発電し、館

内照明などで利用します。 

 

Ø 「緑色二星」の取得 

当モールでは、中国の建設省が認証する建物の環境性能評価基準制度で、「緑色二星」を取得しまし

た。イオンモール蘇州呉中に続く２店舗目の認証取得となります。 

 

Ø 緑化駐車場・屋上駐車場に憩いと彩りの「庭園」 

平面駐車場の駐車スペースは、エココンクリートレンガに芝生を植えた緑化駐車場を導入したほか、

屋上にも緑豊かな「庭園」を設置しました。 
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Ø 環境保全への取り組み紹介および啓蒙活動 

当モールの環境保全への取り組み紹介する「エコインフ

ォメーション」を設置。お客さまへの啓蒙活動を実施し

ます。 

 

 

 

Ø イオンホール 

モール内には最大で約３００名を収容可能な｢イオンホ

ール｣を設置。地域の皆さまのさまざまな活動の場として

ご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

Ø 「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」の苗木を植えて大切に育

てていく「イオン ふるさとの森作り」植樹祭を開催し

ています。 

 当モールでは、２０１５年５月９日(土)に植樹祭を開

催し、地域にお住まいの７００名の皆さまとともに「金

葉女貞」「紅葉石楠」などの蘇州市に自生する樹木を中心

に約３,０００本を植樹しました。 

 

Ø 「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年よりスタートし、本年も７月と１０月に日中

相互の国を訪問する予定です。蘇州市をはじめ、中国の各地から高校生が参加し、日本の高校生と

さまざまな活動に共に取り組むことで、相互理解を深めていきます。昨年までの２年間で蘇州市の

高校より計３０名が参加しました。 
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【その他施設の取り組みについて】 

 

Ø 快適なお買い物環境の実現のため、館外に約４００００本の
植栽を実施し、館内にも大小合せて約２００鉢の植物プラン

ターを配置しました。 

 

Ø くつろぎの空間 

  館内各所には、ゆっくりと休める休憩スペースを設置。館内

で計１００台のクッション付ベンチを配置しています。 

 

Ø 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。リラックスできるソファや女性用のパウダールーム、喫煙室なども準備しています。 

 

【アクセスマップ】 

 

＜広域地図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜近隣地図＞ 
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核店舗「イオン園区湖東店」の特徴 
～“新しい発見・新しい体験”に満ちた店～ 

 
～イオンモール蘇州園区湖東に総合スーパー「イオン」華東２号店を開業～ 

 

 永旺華東（蘇州）商業有限公司は５月２９日（金）、イオンモール蘇州園区湖東の核店舗として、総

合スーパー（ＧＭＳ）「イオン園区湖東店（中国語名：永旺园区湖东店）」（以下、「当店」）をオープン

します。中国では現在、北京市・天津市、山東省、広東省、湖北省、香港でＧＭＳを展開しており、当

店は華東地域における２号店です。中国全土においては４５店目の出店となります。 

 

◆“新しい発見・新しい体験”に満ちた店づくり 

  当店は “新しい発見・新しい体験”に満ちた店を目指し、食品から化粧品、ファッション、ホーム

雑貨まで多彩なカテゴリーにおいて、「安全・安心」「信頼」をキーワードに、豊富な品揃えを実現しま

す。 

  小さいお子さまをお持ちのファミリー層のお客さまをメインターゲットに、食品フロアは「おいし

さ発見」、ファッション・服飾雑貨フロアは「自分スタイル発見」、くらしの品・キッズフロアでは「家

族の便利発見」をテーマに掲げ、ご来店のたびに“新しい発見・新しい体験”をご提供します。 

 

◆１階：おいしさ発見 食品フロア 

地域のお客さまの日々の生活に必要な商品を豊富に品揃えます。また生鮮品については、品質面を

最優先に、「安全・安心」はもちろん、地元・鮮度、そして旬にこだわった商品をご提供します。 

デリカでは鉄板香油粉（鉄板で炒めたきしめん状の麺）などの主食、畜産では地元のブランド豚「蘇

州豚」、水産では淡水魚や、マグロやサーモンなどの刺身を展開。農産ではトロピカルフルーツなど

輸入フルーツを充実させるとともに、トマトなどサラダ用野菜、有機・無農薬の野菜を強化します。 

また、「食の多様化」に対応し、ベーカリー＆スイーツ、輸入食品＆コーヒー、欧風デリカ、ワイ

ンなど、食卓に彩りのある生活を演出する商品・サービスを一堂に集めてご提案します。当店では、

スイーツやファストフードをまとめて展開するスイーツバザール“甜品芭莎”や、コーヒーを中心に

ゆとりある食生活を提案するこだわり食品コーナー“品味生活馆”を蘇州エリアで初めて導入します。 

 

＜イオンのブランド「トップバリュ」＞ 

日本で展開している「トップバリュ」アイテムに加え、中国のお客さまのニーズに合わせ、「安全・

安心」に配慮し中国で開発した「トップバリュ」の商品をご提供します。お客さまが日常的にご家庭

で使用される調味料、米、麺や菓子などを中心に展開します。 

 

◆２階：自分スタイル発見 ファッションと服飾雑貨のフロア 

＜ヘルス＆ビューティケア＞ 

「安全・安心」を基本に、ビューティアドバイザーがカウンセリングを行い、一人ひとりのお客さ

まの肌質に合った商品をご提案します。スキンケア部門を強化し、中国のお客さまに人気のカネボウ

化粧品の「ＫＡＴＥ」「ＦＲＥＥ ＰＬＵＳ」をはじめ、敏感肌基礎化粧品として人気の高い花王の

「キュレル」を蘇州エリアで初めて導入します。 

 

＜ファッション＞ 

イオンのブランド「トップバリュ コレクション」、当社が独占販売契約を結ぶアメリカのリゾート

カジュアルブランド「カリビアンジョー」（メンズ）、中国の若者に人気のカジュアルブランド「ＢＡ

ＬＥＮＯ」（メンズ）、さらにフレンチスタイルをベースにした旬のコーディネートを提案する「ＰＡ

ＲＴ２ ＢＹ ＪＵＮＫＯ ＳＨＩＭＡＤＡ」（レディス）など、地域のお客さまに新しいファッション

をご紹介します。 

インナーでは「トップバリュ」を中心に豊富に品揃えし、ソックス、ストッキングなど足元のおし

ゃれを提案するレッグファッションのコーナーを新たに導入します。 
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◆３階：家族の便利発見 くらしの品とキッズのフロア 

＜くらしの品＞ 

「飾る・くつろぐ・憧れ」をテーマに快適なライフスタイルをご提案します。 

食卓に彩りを加える食器や使うだけで楽しくなる調理器具を中心に品揃えしたダイニング売場や、お

部屋でのくつろぎをテーマにしたホームファッションなど、日々のくらしをより楽しく快適に過ごす

ための商品を多数ご用意します。 

また、健康を切り口にした商品など、生活の質を向上させる商品・サービスを通じて、新しいライ

フスタイルをご提案します。 

生活家電では蘇州で人気のあるパナソニック社の生活館を設けます。理美容・健康をテーマにした

生活家電をはじめ、冷蔵庫や洗濯機、テレビなど大型白物家電まで幅広く展開します。 

 

＜キッズ＞ 

子ども服では、「お出掛け」「スポーツ」などシーンを想定したトータルコーディネートをご提案します。 

おもちゃ売場では、「ドラえもん」「ハローキティ」「ディズニー」などお子さまに人気のキャラク

ター関連商品をコーナー展開します。 

ベビー用品売場では、新たに施行された法規制に対応し「安全・安心」に配慮したチャイルドシー

トを豊富に品揃えます。 

さらに売場内に遊び場を設け、お子さまを安心して遊ばせながらお買物を楽しんでいただけます。 

 

◆その他サービス・施設 

＜イオン赤ちゃんルーム＞ 

お母さんと赤ちゃんが安心して休憩できる「イオン赤ちゃんルーム」を、ベビー売場に併設します。

「サービス機能」「安全性への配慮」「細かい気配り」にこだわり、育児に役立つさまざまな情報発信

も行います。 

 

＜宅配サービス＞ 

「お米や水など重いものや大きいものなどを自宅まで持ち帰るのが大変」というお客さまの声にお

応えし、お買い上げいただいた商品をご自宅までお届けする「イオン宅配便」をオープンと同時に実

施予定です（蘇州市内にお住いの方対象）。 
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【イオンモール蘇州園区湖東 専門店一覧】 

 

 １Ｆ 

番号 店名 業種 番号 店名 業種 

１ ＳＰＯＲＴＳ  ＤＥＰＯ＋ＧＯＬＦ５ スポーツ 41 法国玖玖 アロマ 

２ ａｄｉｄａｓ スポーツ 42 百武西 雑貨 

３ ＬＡ ＣＨＡＰＥＬＬＥ アパレル 43 Basic House アパレル 

４ ｏｎｌｙ アパレル 44 酷乐潮玩 雑貨 

５ ｊａｃｋ ｊｏｎｅｓ アパレル 45 FLAXUS TOKYO アパレル 

６ ＣＡＣＨＥ ＣＡＣＨＥ＋ＢＯＮＯＢＯ  アパレル 46 earth music＆ecology アパレル 

７ ＵＮＩＱＬＯ アパレル 47 collect point アパレル 

８ 神滙 アップルストア 48 Buckaroo Jeans アパレル 

９ ＪＩＮＳ メガネ 49 DOTACOKO アパレル 

10 ＮＩＫＥ スポーツ 50 VERO MODA アパレル 

11 ＣＯＮＶＥＲＳＥ スポーツ 51 GOGO FOOD 飲食 

12 ＬＮＯ アクセサリー 52 食其家（すき家） 飲食 

13 Ａ³ アパレル 53 小城渔家 飲食 

14 中国銀行 ＡＴＭ 54 汉拿山 飲食 

15 中信銀行 ＡＴＭ 55 广龙轩 飲食 

16 上海浦発銀行 ＡＴＭ 56 可颂坊 飲食 

17 蘇州銀行 ＡＴＭ 57 好人民间 飲食 

18 建設銀行 ＡＴＭ 58 仙芋传奇 飲食 

19 ｈｏｔ ｗｉｎｄ アパレル・雑貨 59 乐食派 飲食 

20 ｃｈｏｃｏ ｔｅｄｄｙ 雑貨 60 阿香米线 飲食 

21 Ｈｏｎｅｙｓ アパレル 61 咕嘟火锅 飲食 

22 ＡＵＰＲＥＳ 化粧品 62 你捞我烫 飲食 

23 櫻工坊 化粧品 63 陳先生的肉肉 飲食 

24 龍鳳金店 ジュエリー 64 果舞天下 飲食 

25 七部甜 飲食 65 汉堡王 飲食 

26 茗豪茶葉 食品 66 桃花源记 飲食 

27 紅周坊 食品 67 厚呷 飲食 

28 蒂娜朵拉 飲食 68 COCO 一番屋 飲食 

29 酷酷璐 飲食 69 康师傅 飲食 

30 魔力指尖 飲食 70 星巴克咖啡 飲食 

31 大三皮鲷鱼烧 飲食 71 镰仓意面（鎌倉パスタ） 飲食 

32 MOMI&TOYS 飲食 72 约克小镇 飲食 

33 倍康莱 食物販 73 樱桃咖啡 飲食 

34 优禾生活 食物販 74 MANGOSIX 飲食 

35 清潭洞、西树泡芙、摩提工坊  食物販 75 subway 飲食 

36 中泽手表 腕時計 76 花丸乌冬(はなまるうどん) 飲食 

37 中国珠宝 ジュエリー 77 合点寿司 飲食 

38 唯美尚 化粧品 78 酒窝甜品 飲食 

39 THE GREEN PARTY 雑貨 79 NEW BLANCE スポーツ 

40 阿吉豆 アクセサリ 80 电影院售票处 サービス 
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 ２Ｆ 

番号 店名 業種 番号 店名 業種 

81 达卡海鲜自助餐厅 飲食 122 MUK アクセサリー 

82 德庄火锅 飲食 123 3three2two3three 靴 

83 港玉 飲食 124 新感觉 インナー 

84 shimala(しまむら) アパレル 125 师家班艺术 サービス 

85 MISS FOREVER アパレル 126 犇腾牛排 飲食 

86 NITORI インテリア 127 香港故事茶餐厅 飲食 

87 森林鸟 アパレル 128 新石器 飲食 

88 达芙妮 靴 129 贡茶 飲食 

89 牧羊人生 靴 130 鲜之恋情 飲食 

90 佳人苑（JRY) アパレル 131 汇品轩 飲食 

91 流行美 アクセサリ 132 500CC 飲食 

92 燕来堂 雑貨 133 乐茶生活 飲食 

93 SOCK DEAWER(袜柜) 雑貨 134 木缘新豆花 飲食 

94 MOFAN アパレル 135 狐狸家 飲食 

95 华尔顿 サービス 136 LEMOON 飲食 

96 美丽春天 化粧品 137 Rotiboy Bakeshoppe 飲食 

97 杰奎琳 インナー 138 石锅渔乡 飲食 

98 由已 アパレル 139 萨莉娅 飲食 

99 HOLY MOLY アパレル 140 幽悠亭 飲食 

100 雅柏丽 インナー 141 乐享缤纷 飲食 

101 banana baby アパレル 142 YO-GET-IT 飲食 

102 乐适生活 電気製品 143 伍月泰泰国餐厅 飲食 

103 鲜果 ING 飲食 144 宋家韩国料理 飲食 

104 一品大虾 飲食 145 蜀香格格 飲食 

105 TYAKASHA アパレル 146 东北小橱 飲食 

106 J&M 靴 147 金莎申美 サービス 

107 ERQ アパレル 148 一米花香 サービス 

108 布景 アパレル 149 爱不释手美甲 サービス 

109 ERUNER アパレル 150 首选造型 サービス 

110 MLB,PAUL FRANK GOLF アパレル 151 礼安医药 サービス 

111 魔美名作 アパレル 152 中国联通 サービス 

112 C.P.T アパレル 153 威特斯洗护 サービス 

113 organic work アパレル 154 三三旅游 サービス 

114 晟昌眼镜 眼鏡 155 玛瑞娜 アクセサリ 

115 KAWAII 雑貨 156 膜法传奇 化粧品 

116 奥康 靴 157 花渡 雑貨 

117 公牛世家 靴 158 卡罗妮 アクセサリ 

118 apples 鞄 159 GLASSES COVE 眼鏡 

119 璞华 アクセサリ 160 米阑 アクセサリ 

120 艾诗塔 インナー 161 港汇板仔 化粧品 

121 OPEN BOX アパレル 162 PH7 アクセサリ 
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 ３Ｆ 

番号 店名 業種 番号 店名 業種 

163 世界茶饮 飲食 192 milibam 雑貨 

164 LOTTE(影院) シネマ 193 Deesha アパレル 

165 孙记甜品 飲食 194 HAO アパレル 

166 乐鲨 アパレル 195 巴布豆 アパレル 

167 NEWSKY ホビー 196 美吉姆 教室 

168 婴雅阁 キッズ 197 kids land 玩具 

169 祺迹 教室 198 南京吴良材眼镜 眼鏡 

170 大鲁阁 アミューズメント 199 Blue Coggirl アパレル 

171 爱婴岛 キッズ総合 200 Banana Pocket アパレル 

172 小巧编 アパレル 201 可蜜可蜜 アパレル 

173 乐乐派 アミューズ 202 艺之翼美术教育 教室 

174 home's キッズ総合 203 红黄蓝 アパレル 

175 迪士尼童装 アパレル 204 唛兜儿  アパレル 

176 童趣园 アミューズ 205 KAPPA KIDS アパレル 

177 田鸡堂婴童精品店 キッズ総合 206 燕安居 飲食 

178 艾美家 寝具 207 欢记冰室 飲食 

179 BALABALA アパレル 208 炙然锅品小屋 飲食 

180 维意定制 サービス 209 KAKA 飲食 

181 贝甜 アパレル 210 土大力 飲食 

182 彩虹堂 キッズ雑貨 211 鱼味亭 飲食 

183 MEILUO 寝具 212 新贝乐 飲食 

184 味站 食物販 213 湖畔春色 飲食 

185 贝斯琴行 サービス 214 小门肉饼 飲食 

186 Aeon Fantasy アミューズ 215 川小馆 飲食 

187 爸爸的北鼻和底儿 キッズ総合 216 阿拉提 飲食 

188 护童学习桌 家具 217 亚惠美食广场 飲食 

189 马达加斯加国际儿童摄影 サービス 218 如意菜饭、如意馄饨 飲食 

190 Carrera赛车 玩具 219 木玩世家 雑貨 

191 kids station アパレル 220 漂亮宝贝 雑貨 

 

 

 

※５/２０時点の情報です。約２２０店舗  

※下線：日系企業テナント(１６店舗) 水色塗り：蘇州市初出店（１５店舗） 


