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蘇州市３号店が市内最大スケールで誕生 

｢イオンモール蘇州新区｣ 
１／１５（金）９：００グランドオープン 

 

 イオンモール株式会社（以下、イオンモール）は、１月１５日（金）、中国蘇州市高新技術開発区に

蘇州市３号店となる｢イオンモール蘇州新区｣（以下、当モール）をオープンします。 

 

当モールは、２０１４年開業の「イオンモール蘇州呉中」、２０１５年の「イオンモール蘇州園区湖

東」に続く蘇州市３号店となります。 

 イオンモールは、中国事業において、“北京・天津エリア”、“江蘇省・浙江省エリア”、“湖北省エリ

ア”、“広東省エリア”を重点エリアに設定し事業を推進しており、本年度（２０１５年）も、蘇州市を

はじめ北京市、武漢市、広州市、杭州市に６モールを出店しました。イオンモールが運営するモールは

中国全体で１２モールとなります。今後も更なる中間層の増加による内需拡大が見込まれる中国におい

て、それぞれの地域で「暮らしの未来」をつくるショッピングモールを目指してまいります。 

 

■｢イオンモール蘇州新区｣の立地 

 蘇州市高新技術開発区は、外資企業の誘致に力を入れており、既に進出している日本企業も５００社

を超え、蘇州市経済を牽引する行政単位となっています。 

当モールは、高速鉄道蘇州新区駅に隣接し、さらに、地下鉄三号線（２０１４年１０月着工）の始発

駅も開通予定です。また、２０１５年開通した中環快速路（環状高速道路）の出入り口にも隣接してお

り、広域よりアクセスしやすい立地です。モール周辺は、国家級レベルの開発区として住宅開発も進ん

でおり、マーケットおよび将来性のポテンシャルが高いエリアです。 

 

「イオンモール武漢経開」の特徴 

² 新たな街のランドマークとなるモールデザイン 

ハイテク産業が盛んな蘇州高新技術開発区の新たなランドマークとなる、ダイナミックなデザイン

の大屋根キャノピー（ひさし）をモール中央に設置。中央入り口前は噴水広場中心に、カフェやレ

ストランを設置し、賑わいと安らぎのある空間を創造します。 

 

² 蘇州新区エリアＮＯ.１の“食”の空間を実現 

伝統ある蘇州の歴史をレトロカジュアルな雰囲気で表現した１階の「美食苑」、近未来を思わせる

つくりの「美食工坊」（ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ ＦＡＣＴＯＲＹ）など６つのテーマのレストランゾーンを展開

します。さらに、天井高８ｍに大きな窓も設置した開放感のある３階フードコートと含めて、全体

の４０％以上となる約１２０店舗の飲食店を展開。お客さまのあらゆる“食”へのニーズにお応え

します。 

 

² ファミリーで共有する「感動体験」をご提供 

総合スーパー「イオン」と、“食”やエンターテイメントも充実した約２８０の専門店が集結。   

これまでに培ってきたノウハウを活かし、全ての世代が心地よい「感動体験」を実現します。    

 

 

イオンモール蘇州新区の最大の特徴 
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【イオンの中国における事業展開について】 

イオンは中国において、１９８５年から３０年にわたり事業を展開し、現在、香港を含めグループ  

１９社が約３５０店舗を運営しています。 

 今後も、小売・ディベロッパー・サービス・専門店・金融などグループ各社が一体となり、中国のお

客さまの豊かなくらしづくりをサポートしてまいります。 

 

イオングループの海外展開（小売事業、ディベロッパー事業） 

 ＧＭＳ 

総合スーパー 

ＳＭ 

スーパーマーケット 
モール型ＳＣ 

内イオンモール 

運営ＳＣ 

中国 ５０ １８ ２１ １２ 

アセアン ３５ １３７ ２８  ５ 

アセアン：ベトナム、カンボジア、インドネシア、マレーシア、タイ、に展開しています。 

 

【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 

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

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

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

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

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

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

７ 蘇州園区湖東※ １５年 ５月 約 ９９,３００㎡ 約２１８,０００㎡ 約 ７４,９００㎡ 約３,０００台 

８ 北京豊台 １５年 ９月 約 ６３,８００㎡ 約１５０,０００㎡ 約 ５８,０００㎡ 約２,０００台 

９ 杭州良渚新城※ １５年１１月 約 ９８,０００㎡ 約１７４,０００㎡ 約 ７２,０００㎡ 約３,５００台 

10 武漢経開※ １５年１２月 約１２９,０００㎡ 約２７４,０００㎡ 約１０５,０００㎡ 約５,０００台 

11 広州番禺広場 １５年１２月 約 ５１,４００㎡ 約１７３,０００㎡ 約 ７０,０００㎡ 約１,７００台 

12 蘇州新区 １６年 １月 約１３９,０００㎡ 約１６３,０００㎡ 約 ７４,０００㎡ 約３,２００台 

  ※イオンモールが土地（使用権）と建物を所有する独資モールです。 

 

【蘇州市におけるイオンモールの展開】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イオンモール蘇州呉中 

イオンモール蘇州園区湖東 

イオンモール蘇州新区 
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【イオンモール蘇州新区の概要】 

 

・モール名称： （日）イオンモール蘇州新区（そしゅうしんく） 

        （中）永旺梦乐城苏州新区（ｓｕｚｈｏｕ ｘｉｎｑｕ） 

・所 在 地： 中華人民共和国江蘇省蘇州市高新区城際路１９号 

・電   話： イオンモール蘇州新区（国番号８６）０５１２－６２９１－７１１１ 

        イオン蘇州新区店  （国番号８６）０５１２－６２９１－７８１８ 

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

・責 任 者： イオンモール蘇州新区  ゼネラルマネージャー 寺川 守(てらかわ まもる) 

        イオン蘇州新区店    店長     谷川原 央尚(たにかわら てるまさ) 

・出店店舗数： （核店舗）イオン蘇州新区店（総合スーパー）  

        (アンカーテナント)１Ｆ ＵＮＩＱＬＯ（ファッション）、ＭＪ Ｓｔｙｌｅ（ファッション） 

                 ２Ｆ ＮＩＴＯＲＩ（ホームファッション）、ｈｏｔｗｉｎｄ（ファッション） 

                 ３Ｆ 金逸影院（シネマ）、ｂａｂｙ ｌｏｖｅ（キッズ用品） 

        専門店数 約２８０店舗 

・運 営 管 理： 永旺夢楽城蘇南（蘇州）商業管理有限公司 

・敷地面積： 約１３９,０００㎡ 

・延床面積： 約１６３,０００㎡ 

・総賃貸面積： 約 ７４,０００㎡ 

・建物構造： 地上３階地下１階 

・駐車場台数： 約  ３,２００台 

・開 業 日： ２０１５年１月１５日（金）午前９時オープン ※開業３日間のみ９時オープン 

・営業時間： 専門店・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 ２,５００名（うちイオン蘇州新区店 約３００名） 

・基本商圏： 自動車２０分圏 約１５３万人 

 

【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 

イオン株式会社 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部 吉川・冨山  ℡：０４３－２１２－６０６１ 

http://xinqu.aeonmall-china.com/
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【 イオンモール蘇州新区の特徴 】 

 

モールコンセプト 
 

“Over the TOP”期待を超える感動体感 
地域のお客さまの期待を超える「トキ」のご提供を通じて 

ここでしか体感できない感動を実現します。 

イオンモール蘇州新区は、お客さまに新しいライフスタイルをご提案します。 

 

 

蘇州の自然・文化・産業の要素を融合したデザインの外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メインエントランス前のランドスケープと噴水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

古くから蘇州建築に残る“格子”の直線的ラインを主体に、織物の多彩な色合い、柔らかな流

れを融合したデザイン。 
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１Ｆ～３Ｆ フロア毎に“食”のテーマゾーンを展開 

＜１ｓｔフロア＞ 『美食苑』 

世界の飲食が集まる、レトロな雰囲気に囲まれたゾーン。 
少し雑多な空間の中に点在する「食」と「空間」の融合により、 
時を楽しむことができる非日常空間をご提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜２ｎｄフロア＞  『美食工坊』 

近未来を思わせる洗練されたゾーン。 

空間に足を踏み入れる「楽しみ」を追求した 

体験したことのない「食」の空間をご提供。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜３ｒｄフロア＞  『美食広場』 
ファッショナブルで温かみのある「食」の空間を創造。 

階高を生かしたテナントファサードと、客席の構成で、 

都市を身近で感じる、開放感のあるフードコートをご提供。 
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１ｓｔフロア ～ファッション ＆ グルメ～  

 

＜グローバルブランド＆トレンドファッショングッズ＞ 

Ø 人気の日本ブランド「ａｘｅｓ ｆｅｍｍｅ」が蘇州市に初出店。さらに、日本からは「ＵＮＩＱＬＯ」や    

「ｅａｒｔｈ ｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙ」「ｃｏｌｌｅｃｔ ｐｏｉｎｔ」が登場。ファッショングッズでは、メガネの「ＪＩＮＳ」

や時計専門店「Ｔｉｍｅ Ｓｔａｔｉｏｎ ＮＥＯ」、アクセサリーの専門店など１０店舗以上が集結します。 

 

Ø トータルでコーディネートを提案する人気のセレクトショップが出店。中国で人気のレディスセレ
クトショップ「Ｌａ Ｃｈａｐｅｌｌｅ」やメンズも扱う「ＭＪＳｔｙｌｅ」など、トレンドファッションを発信す

る専門店が揃いました。 

 

Ø 多国籍カジュアルレストランゾーン 

  和食や洋食、アジアン料理など、中国国内でも人気の専門店が出店します。日本からは、回転寿司

の「合点寿司」（がってん寿司）や「萨莉亚」（サイゼリヤ）、本格韓国料理を楽しめる「新石器」、

タイ料理の「伍月泰」など、世界各国の味をお楽しみいただけます。 

 

Ø 中華カジュアルレストランゾーン 

中国各地の料理を一堂に集めました。中国定番食の火鍋はもちろん、広州や四川、重慶、蘭州、湖

南など、人気の中華専門店２０店舗を展開します。 

 

Ø スイーツやお菓子、デリカゾーン 

ワッフルやアイス、フレッシュジュースのお店や、食材の

お店を多数揃えました。 

  日本からは、森永製菓が初めて海外で展開するアンテナシ

ョップ「森永糖果奇境」が出店。店内ではハイチュウやチ

ョコレートなどの袋詰めやキョロちゃんグッズの販売コ

ーナーのほか、写真撮影やゲームなど、小さいお子さまに

もお楽しみいただけるコーナーを集めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中華カジュアルグルメ 

レトロモダングルメ 

ヤングファッション＆雑貨ゾーン 

スイーツ＆デリ 

カジュアルグルメ 



 

 

7 

２ｎｄフロア ～カジュアル＆スポーツ、バラエティレストラン～ 

 

＜バラエティ豊かなチャイニーズグルメが集合＞ 

Ø ２階ゾーンでは、台湾や新疆、湖南、東北料理などバラエティ豊富な中華専門店が集結。日本から
は、鉄板料理の「胡椒厨房」（ペッパーランチ）が出店します。 

そのほか、「美食工坊」エリアに、四川料理の名店「川小館」や韓国鉄板焼きの「柳氏家」、８０年

代の懐かしさと味を演出する「８０后小韵坊」など、人気のレストランが集結しました。 

 

＜ヤングカジュアル＆スポーツカジュアル＞ 

Ø 人気のファッション雑貨専門店「ｈｏｔｗｉｎｄ」やシューズ専門店「ＤＡＰＨＥＮＥ」、中国ではおなじみ
となった日本のレディス専門店「Ｈｏｎｅｙｓ」など、高感度なヤングカジュアル専門店が出店します。 

 

Ø ストリート＆スポーツカジュアルでは、世界的なスポーツブランド「Ｎｅｗ Ｂａｌａｎｃｅ」や「ＮＩＫＥ」、

「ａｄｉｄａｓ」、「哥伦比亚（コロンビア）」などが登場。 

 

Ø 住宅開発が急ピッチで進む新区エリアの住居関連商品の需要にお応えするため、ホームファッショ
ンの大型専門店「ＮＩＴＯＲＩ」が出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

バラエティチャイナグルメ 

フューチャーグルメ ヤングカジュアル＆雑貨 

ストリートカジュアル＆スポーツカジュアル 

大型専門店 
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３ｒｄフロア ～キッズ＆メンズとアミューズメント、ファストグルメ～ 

 

Ø キッズファッションはもちろん、アミューズメントや教室まで、人気の専門店を展開します。中国
で人気のキッズファッション「ｂａｎａｎａ ｐｏｃｋｅｔ」、キッズ教室「ｈｅｌｌｏｂａｂｙ」が展開します。また、

中国ですでに１００カ所以上に出店している(株)イオンファンタジーの「Ｍｏｌｌｙｆａｎｔａｓｙ」も出店し

ます 

 

Ø イオンモールが独自で運営するフードコートが誕生。これまでの中国で蓄積したノウハウをもとに
２４ブースを設置しました。 

 

Ø メンズファッションでは、日本から紳士スーツ専門店「青山洋服」（洋服の青山）が出店します。 

 

Ø シネマ「金逸院線ＫＭ影城」（大型スクリーン×２）やカラオケ「ＫＴＶ」が出店し、お子さまか
ら大人までお楽しみいただけるエンターテイメントゾーンを展開。また、中国のお客さまの健康志

向の高まりにお応えし、スポーツジム「英派斯健身」を配置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

シネマ 

エンターテイメント 

大型レストラン＆フードコート 

キッズアミューズメント 

メンズファッション＆ホビー 

キッズ＆ベビー 
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来るたびに「発見」「感動」のある店 

～華東エリアにおける４号店～ 

 

永旺華東（蘇州）商業有限公司は、イオンモール蘇州新区の核店舗として、総合スーパー（ＧＭＳ）

「イオン蘇州新区店（中国語名：永旺蘇州新区店）」（以下、当店）を開業します。中国において、イオ

ンは北京市、天津市、山東省、広東省、江蘇省、湖北省、浙江省、香港でＧＭＳ５０店を展開していま

す。当店は華東エリアにおける４号店、蘇州市では蘇州呉中店（２０１４年４月開業）、蘇州園区湖東

店（２０１５年５月開業）に続く３号店となります。 

 

◎お値打ちかつ高品質な品揃えと心温まるサービスでお出迎え 

当店は小さなお子さまがいらっしゃる３０代のニューファミリーを主なターゲットとし、「来るたび

に『発見』『感動』のある店」をコンセプトに、お値打ち価格と高品質を両立させた品揃えと心温まる

サービスでお客さまをお迎えします。「安全・安心」の徹底はもちろん、お求めの商品をすぐに探せる

よう陳列を工夫したり、広くて明るく清潔な売場づくりを行ったりするなど、施設やオペレーション面

でもお客さまの便利で快適なお買物体験をサポートします。 

また、蘇州１・２号店や２０１５年１１月に開業した浙江省杭州市のイオン杭州良渚新城店でご好評

をいただいた「安全・安心」への取り組みをさらに徹底するとともに、地産地消・鮮度にこだわった生

鮮食品の品揃えや、親子三世代が楽しめる「児童天地（キッズワールド）」の展開など、これまでの取

り組みをいっそう進化させていきます。 

 

◎１階：蘇州のお客さまの安心な食卓をサポート 

＜食品＞ 

地域のお客さまの日々の生活に必要な商品の品揃えを充実させます。また、「食の多様化」に対応し、

ベーカリーやスイーツコーナーを導入するほか、和洋中のバラエティに富んだデリカや輸入食品、ワイ

ンやコーヒーを中心としたグルメフードなど、新しい食のスタイルをご提案します。 

 

農産品では、「安全・安心」を重視するお客さまのニーズにお応えし、トレーサビリティの確立した

有機・無農薬野菜をお届けします。また、地元で人気の品種を中心に、鮮度抜群なフルーツを豊富に取

り揃えます。畜産品では、中国国内産および輸入の高品質な牛肉と、焼肉用調味料や調理器具などの関

連商品を集合展開します。 

また、寿司や鉄板料理、麺などのデリカに加え、サラダやデザート、カットフルーツなどを多数取り

揃え、共働き世帯の即食・中食需要に対応します。 

ワイン売場にはバーコーナーを併設し、専門知識を持った従業員がお客さまの好みに合うワイン選び

をサポートします。さらに、食とワインのマリアージュをお楽しみいただけるよう、チーズ、ハム・ソ

ーセージ、サラダの専門売場を導入します。 

 

＜ヘルス＆ビューティケア＞ 

「安全・安心」を第一に、日本をはじめとした海外ブランドの品揃えを充実させ、お肌やメイクに関

するお悩みを解決できる提案型売場を展開します。カウンセリング化粧品では、スキンケアやメイクア

ップの無料体験を実施します。 

中国のお客さまに人気のある日系ブランドの敏感肌用スキンケア「Ｃｕｒｅｌ」「Ｆｒｅｅｐｌｕｓ」

をはじめ、メイクアップでは日系の「Ｋａｔｅ」やフランスの「Ｌ‘ｏｒｅａｌ」、中国発ブランドと

して人気の高い「卡姿兰」や「珀莱雅」を展開します。 

 

核店舗「イオン蘇州新区店」の特徴 
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◎２階：トレンドを取り入れたカジュアルファッションとくらしを彩る生活用品 

＜ファッション＞ 

３０～４０代のお客さまに向けて、日常のお出掛けに最適なタウンカジュアルをメンズ、レディース

ともに展開します。グループの（株）ジーフットが展開する靴専門店「Ｇｆｏｏｔ」のカジュアルシュ

ーズやスニーカーのほか、帽子や時計、アクセサリーなど服飾雑貨と合わせたトータルコーディネート

をご提案します。 

メンズでは、若い世代に人気のカジュアルブランド「ＢＡＬＥＮＯ」を導入します。レディースでは、

近隣で取り扱いの少ないミセス、シニア向けのファッションを集合展開します。 

 

＜くらしの品＞ 

「飾る・くつろぐ」をテーマに、食卓を彩るキッチン・ダイニング商品や、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、日々のくらしがより楽しく快適になる商品を多数取り揃えます。 

キッチン雑貨コーナーでは、和洋中どの料理も映えるお皿や茶碗、マグカップ、グラスなどの食器を取

り揃え、多様化する蘇州のお客さまの豊かな食卓づくりをサポートします。 

 

◎３階：親子三世代が楽しめる「児童天地」と体験型の書店 

＜児童天地（キッズワールド）＞ 

子ども・ベビー向け衣料やおもちゃなどの「モノ」と、体験コーナーなどの「コト」を融合させた「児

童天地（キッズワールド）」を導入します。お買物の楽しさを満喫しながら、親子三世代でゆっくりお

くつろぎいただけるフロアです。 

子ども向け衣料では、「ｎｅｗ ｂａｌａｎｃｅ」「Ｎｉｋｅ」「ＣＯＮＶＥＲＳＥ」などグローバルス

ポーツブランドや、「ＮＡＵＴＩＣＡ」「Ｊｅｅｐ」などカジュアルブランド衣料や靴を豊富な品揃えで

展開します。 

ベビー用品売場では、中国の安全基準を満たしたベビーカーやチャイルドシート、衣料、ベビー玩具

などを取り揃えます。また、赤ちゃん連れのお客さまが安心して利用できる「赤ちゃんルーム」を売場

内に配置します。授乳や休憩スペースを設けるほか、子育てに関する情報もご提供します。 

おもちゃ売場では、日本の玩具メーカーのご協力のもと、おもちゃに触って遊べる体験コーナーを導

入。タカラトミー社との取り組みでは、大型ジオラマで「プラレール」の組み合わせを体験できるコー

ナーを設置。また、バンダイ社のガンダムプラモデルで遊べる売場を展開します。そのほか、「ＬＥＧ

Ｏ」をはじめ、子どもの創造性をはぐくむ知育玩具コーナーを設けます。 

トラベル売場ではイオンのブランド「トップバリュ」のキャリーケースをはじめ、旅行関連商品を充

実させるとともに、旅行代理店を隣接し、旅行に関する商品・サービスをワンストップでご提案します。 

 

＜文具・書籍＞ 

蘇州の総合的な文化情報発信基地を目指して、体験型の書店を展開します。 

お子さまの情緒開発を目的とした絵本の読み聞かせやお絵かき講座、さらに、想像力をはぐくむこと

を目指した物語の主人公を演じる演劇講座など、さまざまな体験プログラムをご用意します。 

書店ではお子さまと一緒にお楽しみいただくために、絵本などの児童書から、ワインや食文化などに

関連した大人向けの趣味の本まで、多様なカテゴリーの書籍を取り揃えます。 

 

◎その他サービス 

＜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」を実施します。 
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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。すべてのお客さまにご満足いただけ、楽しくお過ごしいただけ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、そこにく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
色使いを工夫しています。 

 

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 雨天の際も濡れずにご利用いただけるよう、屋内駐車場を地下に約７５０台設置しました。 

 

Ø ＬＥＤ表示の駐車場管理システムを地下に導入し、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 

お子さまから高齢の方まで、すべての方に快適にご利用いただけるように、ユニバーサルデザイン

の観点からトイレ基準の見直しを実施。館内に設置した１２カ所の多目的トイレ（みんなのトイレ）

だけではなく、各フロア中央付近のトイレにはベビールームとキッズトイレを設置し、お子さまを

お連れのご家族が利用しやすくしています。（全３カ所）また、すべての女子トイレにはパウダー

ルームも設置し、トイレ付近には、レストスペースを併設しています。 

 

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。 

    
Ø 休憩スペース 
広いモール内で歩き疲れを癒すため、館内に休憩用ソファを約１００台配置しました。 

 
【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としているほか、エスカレータにも落下防止のガラスパーテーションを設置して
います。 

 
Ø 受動喫煙を防ぐため、喫煙室を館内９カ所に設置します。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。 
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【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えて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つくる「太陽光温水パネル」を、屋上部分約１,２００㎡にわたり設置しま

した。１日に最大で約９５㎥の温水（１家庭の１年分）を供給可能でフードコートなどで利用します。

さらに、モール屋上に、約３５０㎡の太陽光発電パネルを取り付けました。最大で約６０ｋＷ／ｈを

発電し、館内照明などで利用します。 

 

Ø 緑化駐車場・壁面緑化 

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、

壁面部分に、蘇州伝統の格子柄をイメージした壁面緑化を実施しました。 

 

 

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 ＵＶカットの取り組み 

屋上部分サイドのガラス部分に、館内への空調負荷の低減と直射日光をカットするため「ドット柄

ＬＯＷ－Ｅガラス」を設置しています。 

 

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

の森づくり」植樹祭を開催しています。 

 当モールでは、２０１５年１１月２１日(土)に植樹祭を開催し、地域にお住まいの６００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。 
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Ø 公益財団法人イオン環境財団「中国 蘇州植樹」 

公益財団法人「イオン環境財団」は２０１４年、護岸工事による開発が進む太湖湖畔の景観を守る

蘇州市の活動に賛同し、湖畔の埋め立て地への植樹を行いました。植樹地には東山鎮固有種で他の

地域では見られない柑橘系樹木の植樹、育樹を実施し、地域の環境意識の向上とともに、東山鎮の

古い町並みや文化を保護し後世へ残します。 

 

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ＡＳＥＡＮ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、昨年も７月と１０月に日

中相互の国を訪問しました。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

まざまな活動にともに取り組むことで、相互理解を深めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他施設の取り組みについて】 

Ø 緑化計画 

快適なお買い物環境のために、館外に約２６万本の植栽を実施し、館内にも大小合せて約４００鉢

の植物プランターを配置しました。 

 

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。 

 

【その他の特徴について】 

² 建築設計の特徴 

全体コンセプトは蘇州の街並みに多く残る「格子」をテーマに、全体構成を作成しました。蘇州の

悠久の歴史と現代の蘇州が融合したデザインを目指しています。 

２０１４年オープン「イオンモール蘇州呉中」では“扇子”、２０１５年「イオンモール蘇州園

区湖東」は“球体”をモチーフに、モール中央にシンボルモニュメントを設置しました。この度、

当モールでは蘇州伝統の“格子”の直線的ラインを主体にした、大屋根キャノピー（ひさし）を設

置しました。また、大屋根キャノピーの下は、噴水を中心としたイベント広場になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イオンモール蘇州呉中 

イオンモール蘇州園区湖東 

イオンモール蘇州新区 
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【アクセスマップ】 

 

＜広域地図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜近隣地図＞ 
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【イオンモール蘇州新区 専門店一覧】 

 １Ｆ 

番号 店名 業種 番号 店名 業種 

１ wilding care 化粧品 46 missforeer レディス 

２ day by day  化粧品 47 爱柔仕 靴 

３ ATM ATM 48 the face shop 化粧品 

４ 电影院售票处 映画チケット販売 49 百武西 レディス 

５ 龙凤珠宝 宝飾 50 博观表行*2 時計 

６ 美丽春天 雑貨 51 中国黄金 宝飾 

７ 纽西之谜*1*2 化粧品 52 the green party 雑貨 

８ 玛瑞纳 雑貨 53 优禾生活 お茶、食品 

９ shoes station 靴 54 冰冰糖糖 スイーツ 

10 法国玖玖 化粧品 55 蒂娜朵拉 アイスクリーム 

11 Ｔｉｍｅ ｓｔａｔｉｏｎ ＮＥＯ 時計 56 厚呷 スイーツ 

12 ＪＩＮＳ メガネ 57 漂流木 スイーツ 

13 ｃｏｌｌｅｃｔ piont レディス 58 Wolf Waffle*2 スイーツ 

14 ＵＮＩＱＬＯ レディス・メンズ・キッズ 59 juicecc スイーツ 

15 earth music＆ｅｃｏｌｏｇｙ レディス 60 Bubble Bee スイーツ 

16 H:connect レディス 61 明洞 house 食品 

17 LNO アクセサリー 62 森永 *1*2 食品 

18 Lａ Ｃｈａｐｅｌｌｅ レディス 63 爱有梅有 食品 

19 only レディス 64 花丸乌冬 うどん 

20 jackjones メンズ 65 继光香香鸡 フライドチキン 

21 sursee*2 メガネ 66 西树泡芙、摩提工房 スイーツ 

22 selected メンズ 67 广龙轩 ラーメン 

23 veromoda レディス 68 德克士*2 フライドチキン 

24 樱工房 化粧品 69 面包新语*2 ベーカリー 

25 卡罗妮 アクセサリー 70 Yo-get-it スイーツ 

26 中国银行 金融 71 鲜芋仙*2 スイーツ 

27 ph7 アクセサリー 72 就这么拌 四川料理 

28 june アクセサリー 73 味道江湖 湖南料理 

29 AHAOFANG 雑貨 74 阿香米线 中華料理 

30 MJStyle レディス・メンズ 75 好人民间四川小吃 四川料理 

31 希尔维亚 レディス 76 忆小面 重慶料理 

32 cachecache レディス 77 饭饭面面 蘭州料理 

33 ETAM レディス 78 盆派胃菜 四川料理 

34 LEE レディス・メンズ 79 绿味 中華料理 

35 纽茵茨*1*2 レディス 80 7分甜 スイーツ 

36 PUELLA レディス 81 上海德志生煎包 中華料理 

37 RE调香师 化粧品 82 三个男人的店 中華料理 

38 mixblu レディス 83 毋米滋吹 広州料理 

39 mindbrdige レディス 84 萨莉亚 イタリアン料理 

40 VILAN*2 レディス 85 有道酸菜鱼 中華料理 

41 雅瓷 雑貨 86 呷哺呷哺 火鍋 

42 dickies レディス・メンズ 87 陈先生的肉肉 中華料理 

43 axes femme*1*2 レディス 88 世界茶饮 ドリンク 

44 basic house  レディス 89 春起三月 中華料理 

45 AITU レディス 90 小碗鲜*2 中華料理 
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 １Ｆ(つづき) 

番号 店名 業種 番号 店名 業種 

91 饺翻天*2 中華料理 101 酷选 韓国料理 

92 奔腾西餐厅 ステーキ 102 合点寿司 寿司 

93 康师傅私房牛肉面 中華料理 103 食其家 牛丼 

94 星巴克 カフェ 104 新石器 韓国料理 

95 欢记冰室 香港料理 105 麦当劳 ファーストフード 

96 白雪公主 カフェ、スイーツ 106 猫山王 スイーツ 

97 左邻右舍*1*2 シンガポール料理 107 周黑鸭 軽食 

98 伍月泰 タイ料理 108 爱蒂宝 スイーツ 

99 原麦谷香 カフェ、軽食 109 一点点 ドリンク 

100 饺翻天*2 中華料理    

 

 

 ２Ｆ 

番号 店名 業種 番号 店名 業種 

１ dubaoiu 鞄 31 80后小韵坊*2 中華料理 

２ 优格 雑貨 32 jackwolfskin スポーツ、アウトドア  

３ 流行美 アクセサリー 33 esguard スポーツ、アウトドア  

４ eruner レディス 34 哥伦比亚 スポーツ、アウトドア  

５ 华尔顿 サービス 35 newbalance スポーツ、アウトドア  

６ blablalra ランファン 36 维多利亚 レディス 

７ 奥康 靴 37 holymoly レディス・メンズ 

８ imi's ランファン 38 sofit 靴 

９ mybody ランファン 39 森林鸟 レディス・メンズ 

10 达芙妮 靴 40 dsign*1*2 レディス 

11 organicwork レディス・メンズ 41 tyakasha レディス・メンズ 

12 魔法传奇 化粧品 42 sosock 靴下 

13 pacopublic*1*2 メガネ 43 OUDU レディス 

14 hotwind*2 レディス・メンズ 44 Candies レディス 

15 La Babite レディス 45 honeys レディス 

16 j&m 靴 46 布景 レディス 

17 swjeans レディス・メンズ 47 蜗牛之家 雑貨 

18 O&Y レディス・メンズ 48 杰奎琳 ランファン 

19 Hangten レディス・メンズ 49 323鞋业 靴 

20 stco レディス・メンズ 50 cefiro*2 鞄 

21 adidas スポーツ、アウトドア 51 标利数码 デジタルグッズ 

22 adidasneo スポーツ、アウトドア 52 国际雅兰 エステ 

23 nike スポーツ、アウトドア 53 plus five レディス 

24 cream soda*1*2 レディス・メンズ 54 MISIFU 化粧品 

25 mlb スポーツ、アウトドア 55 彩票 宝くじ 

26 斯凯奇*1 スポーツ、アウトドア 56 中国电信 携帯電話 

27 NITORI 家具、インテリア 57 沃尔德英语 英会話教室 

28 柳氏家*1*2 韓国料理 58 玄音琴行 楽器 

29 川小馆 四川料理 59 首选 ヘアサロン 

30 小城渔家 中華料理 60 莫妮卡 ネイル 
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 ２Ｆ(つづき) 

番号 店名 業種 番号 店名 業種 

61 如意菜饭 中華料理 75 蒸锅门 中華料理 

62 百味卷*2 軽食 76 关之北 東北料理 

63 乐茶生活 ドリンク 77 帕夏提*2 新疆料理 

64 詺汐法式铁板烧 鉄板料理 78 浒怡轩*2 中華料理 

65 孺子牛*2 中華料理 79 庄家小镇 湖南料理 

66 鱼味亭 日本料理 80 Coco ドリンク 

67 四海游龙赞味坊*2 中華料理 81 逾粤小厨 スイーツ 

68 胡椒厨房*2 鉄板料理 82 锅巴锅 中華料理 

69 和福顺三汁焖锅*1*2 中華料理 83 小菜园徽菜*2 安徽料理 

70 汉拿山 焼肉 84 彩虹雪 スイーツ 

71 品蟹轩 中華料理 85 玉山春天*2 蘇州料理 

72 红不让 台湾料理 86 半亩塘 魚火鍋 

73 火爆鱿鱼 軽食 87 青一色火锅*2 火鍋 

74 花猫食堂 スイーツ    

 

 

 ３Ｆ 

番号 店名 業種 番号 店名 業種 

１ 美乐树国际英语培训 英会話 26 大三皮鲷鱼烧 たい焼き、スイーツ 

２ 我乐橱柜 キッチン家具 27 麦当劳甜品站 ファーストフード 

３ ABC KIDS キッズ 28 翡翠男装 メンズ 

４ 迪迪鹿 キッズ 29 康博 メンズ 

５ yami布丁 スイーツ 30 柒牌 メンズ 

６ 哈皮乐园 アミューズメント 31 杰西欧文 メンズ 

７ 巴拉巴拉 キッズ 32 七匹狼 メンズ 

８ kidsland*2 キッズ 33 polo sport メンズ 

９ 迪士尼 キッズ 34 青山洋服 メンズ 

10 allo&lugh*2 キッズ 35 momo elephont*2 キッズ 

11 minipeace キッズ 36 贝甜 キッズ 

12 bady love キッズ用品 37 adidas kids,nike kids キッズ 

13 马拉丁 キッズ 38 护童 文具 

14 marcolor キッズ 39 cherrychocolate キッズ 

15 yeehoo キッズ用品 40 hao キッズ 

16 bb.miqi キッズ靴 41 gxg kids キッズ 

17 乐乐派 アミューズメント 42 甲壳虫 キッズ 

18 hellobady キッズ教室 43 petites pois vert キッズ 

19 diyai キッズ 44 可蜜可蜜 キッズ 

20 爱美家 生活雑貨･インテリア雑貨  45 爱法贝 キッズ 

21 mamaland 生活雑貨･インテリア雑貨  46 巴布豆 キッズ 

22 倪氏眼镜 メガネ 47 百贝多 キッズ 

23 零食工坊 食品 48 home‘s キッズ 

24 优之良品 食品 49 xtepkids キッズ 

25 星角甜品 スイーツ 50 乐鲨 キッズ 
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 ３Ｆ(つづき) 

番号 店名 業種 番号 店名 業種 

51 banana pocket キッズ 67 庐州香豆腐 豆腐料理 

52 Ｍｏｌｌｙfantasy アミューズメント 68 三姐娃娃鱼 徐州料理 

53 旺点小笼包 中華料理 69 100℃沸瓦罐饭 中華料理 

54 兰芳园 香港料理 70 儒德公 カレー、その他 

55 鑫花溪 中華料理 71 尚品香锅 锅料理 

56 苏城巷味 中華料理 72 酒旗风泡饭 中華料理 

57 top小铁板 鉄板料理 73 肉魔方 韓国料理 

58 西北馍王 中華料理 74 牛当道 中華料理 

59 阿拉提 中華料理 75 谷物料理 スイーツ 

60 至尊蛋蛋饭 中華料理 76 果满满 ジュース 

61 一面之雅 中華料理 77 深海 800米*2 海鮮ブッフェ 

62 妯娌 中華料理 78 水天堂*2 洋食 

63 韩味园 韓国料理 79 K-show カラオケ 

64 你捞我烫 中華料理 80 英派斯*2 ジム、アミューズメント 

65 禾肴御品煲仔饭 中華料理 81 金逸*2 シネマ 

66 成都驿站 成都料理    

 

 

 

 

注：１／１５時点の情報です。 合計：約２８０店舗  

※１：蘇州市初専門店(１１店舗)  

※２：イオンモールが運営する中国のモールへ初出店（４０店舗） 

 

日系専門店：計２０店舗 

１Ｆ：Ｔｉｍｅ Ｓｔａｔｉｏｎ ＮＥＯ、ＪＩＮＳ、ｃｏｌｌｅｃｔ ｐｏｉｎｔ、ＵＮＩＱＬＯ、ｅａｒｔｈ ｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙ、桜工房、     

ａｘｅｓ ｆｅｍｍｅ、森永糖果奇境、はなまるうどん、サイゼリヤ、がってん寿司、すき家 

 ２Ｆ：ＮＩＴＯＲＩ、ｈｏｎｅｙｓ、胡椒厨房（ペッパーランチ） 

 ３Ｆ：洋服の青山、ｈａｏ、ｐｅｔｉｔｅｓ ｐｏｉｓ ｖｅｒｔ、Ｍｏｌｌｙｆａｎｔａｓｙ 


