
 
 

 

２０１７年１０月１０日 

報道関係各位 

イ オ ン 株 式 会 社 

イオンモール株式会社 

天津市４号店のイオンモール誕生！ 

「イオンモール天津津南」 

１０月２７日（金）９：００グランドオープン 
 

 イオン株式会社及びイオンモール株式会社は、１０月２７日（金）中華人民共和国天津市に市内

４号店目となるショッピングモール「イオンモール天津津南」(以下、当モール)をグランドオープ

ンします。 

 当モールが出店する天津市津南区は、市内中心部より南東１０ｋｍに位置します。当モールの東

側エリアは、天津大学や南開大学など複数の大学が集まる「海河教育園区」と隣接し、大学関係者

が多く居住するエリアです。また、地下鉄１号線の延伸計画や、新たに地下鉄６号線の建設計画も

あり、当モールの周辺はベットタウンとしても今後ますます人口増加が見込まれます。 

 イオンモールは、２０１０年にオープンした｢イオンモール天津ＴＥＤＡ｣を皮切りに、天津市市

内での開発を進め、２０１２年に｢イオンモール天津中北｣、２０１４年｢イオンモール天津梅江｣と

オープンし、当モールは天津市内４号店となります。また、核店舗として永旺商業有限公司（北京

イオン）のスーパーマーケット「イオン天津津南店」を出店します。 

「イオンモール天津津南」 の特徴 

＜モールコンセプト＞ 
～みんなが主役になれる場所～ 

² 各フロアにテーマを持った９つのコンセプトゾーン 

 フロアごとにテーマを持ったコンセプトゾーンを展開。ロハスをイメージした「ＧＲＥＥＮ   

ＳＴＯＣＫ」や食物販の専門店が集結した「ナイトマーケット」など、“みんなが主役になれる場

所”をご提案します。 

² 地域最大級の“グルメ＆エンターテインメント” 

・１Ｆ～３Ｆの各フロアにグルメゾーンを設置、モール全体で食の専門店約８０店舗が集結。３Ｆ

のフードコートはゾーン全体が２層分の高さで開放感あふれる空間を演出しています。さらに、

天津エリア最大級となる全９スクリーンと１,６５０席を有するシネマ「中影国際影城」も展開し

ます。 
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【イオンモール天津津南 概要】 

 

・モール名称： （日）イオンモール天津津南（てんしんじんなん） 

 （中）永旺梦乐城天津津南（ｔｉａｎｊｉｎ ｊｉｎｎａｎ） 

 （英）ＡＥＯＮＭＡＬＬ ＴＩＡＮＪＩＮ ＪＩＮＮＡＮ 

・所 在 地： 中華人民共和国天津市津南区 

・電 話： イオンモール天津津南 （＋８６）２２－２８５７－９９９９ 

 イオン天津津南店   （＋８６）２２－２８５７－６５５８ 

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

・責 任 者： イオンモール天津津南 ゼネラルマネージャー 能瀬 秀幸（ノセ ヒデユキ） 

 イオン天津津南店   店長     劉  栄（リュウエイ） 

・出店店舗数： 核店舗 イオン天津津南店（スーパーマーケット） 

 サブ核店舗 中影国際影城（シネマ）、ＹＹ ＳＰＯＲＴＳ（総合スポーツ）、 

   卡通尼（アミューズメント） 

 専門店数    約２１０店舗 

・敷 地 面 積： 約 ９１,０００㎡ 

・延 床 面 積： 約１９０,０００㎡ 

・総賃貸面積： 約  ７０,０００㎡ 

・建 物 構 造： ＲＣ造  地下１階 地上４階  

・駐車場台数： 約 ２,６００台  

・駐輪場台数： 約  ７００台 

・ディベロッパー： 永旺夢楽城典雅（天津）商業管理有限公司 

・開 店 日： ２０１７年１０月２７日（金）９：００ 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（平日・日曜）                 １０：００～２４：３０ 

    （金・土・日・祝日）           １０：００～翌２：００ 

 イオン天津津南店             ９：００～２２：００ 

                      ※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： ショッピングモール全体 約 ２,７００名 （イオン天津津南店約 １４０名） 

・基 本 商 圏： 車 ２０分圏 約 ３２５万人 約９５万世帯 

※資料内の画像はすべてイメージです。 

※資料内の情報は１０月１０日時点のもので、変更になる場合があります。 

〔この件に関するお問い合わせ先〕 

イオン（株） コーポレート・コミュニケーション部 TEL：０４３－２１２－６０６１ 

イオンモール(株)  広報部             TEL：０４３－２１２－６７３３ 
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ご参考までに 

【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年以上にわたり事業を展開しています。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暮

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 ５１  ２６ ２１ １４ 

アセアン ３９ １５０ ３４  ６ 

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】※イオンモールが土地（使用権）と建物を所有しています。 

 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 

13 河北燕郊 １６年１１月 約 ８７,０００㎡ 約２２０,０００㎡ 約 ７０,０００㎡ 約３,０００台 

14 天津津南 １７年１０月 約 ９１,０００㎡ 約１９０,０００㎡ 約 ７０,０００㎡ 約２,６００台 

 

【天津地区のイオンモール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濱海経済技術開発区 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ガレージレストラン 

ガレージレストラン 

ナイトマーケット 

スポーツ＆雑貨 

ホームファッション＆グッズ 

レストランストリート 

レストランストリート 

フロア構成 

フードコート 

コスメゾーン 

キッズ＆ファミリー 

カジュアルレストラン 

シネマ 

ファッション＆グッズ 

シネマ 
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イオンモール天津津南の特徴の一つが、館内に点在する９つのコンセプトゾーンです。お客さまのさ

まざまなニーズにお応えするため、そのテーマに沿ったゾーンを構成しました。これまでにない賑わい

のあるショッピングセンターを創造します。 

 

² ＧＲＥＥＮ ＳＴＯＣＫ（１Ｆ） 

１Ｆの中央部分にロハスをテーマとした雑貨ゾーンを 

展開します。白を基調に自然と融合し、屋外のような開放

的な環境をご提供します。ＧＲＥＥＮＳＴＯＣＫという名

前はその名の通りＧＲＥＥＮ（緑）をＳＴＯＣＫ（蓄える）

する空間として、モールコンセプトを体現するゾーンです。 

 

² ガレージレストラン（１Ｆ～２Ｆ）＜仓库餐厅＞ 

１Ｆ、２Ｆを吹き抜けでつないだ、倉庫をモチーフとした

レストラン街です。二層分の吹き抜けを利用することで、

立体感のある賑わい豊かな飲食街を演出します。 

 

² コスメゾーン（１Ｆ）＜化妆品区域＞ 

１Ｆスーパーマーケットのイオンに隣接する化粧品専門店が集結するゾーンです。全体をグレー 

基調のデザインとし高級感のある環境を演出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

² シューズゾーン（１Ｆ）＜鞋子区域＞ 

１Ｆメインエントランスに入って直ぐに靴専門店を集積

しているゾーンです。靴の販売はもちろん、修理やクリー

ニングなど、靴に関するあらゆることに対応します。 

 

² ナイトマーケット（１Ｆ）＜特色夜市＞ 

軽食と食物販の集積ゾーン。白を基調としたメインモールの環境に対して黒を基調とした夜の市場

をイメージしています。夜の市場の賑わいを演出し、レストラン街とは違った雰囲気を演出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマごとのコンセプトゾーン展開 
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² スポーツゾーン（２Ｆ）＜运动区域＞ 

２Ｆ北側にスポーツショップを集積したゾーンです。スポーツゾーンのシンボルとして、バスケッ

トボールのデザインコートを配置、イベントなども開催し、スポーツの賑わいある空間を演出しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

² ホームファッションゾーン（２Ｆ）＜家庭时尚区域＞ 

大型家具店「ＮＩＴＯＲＩ」を中心に、家具店と家電店を

集積したゾーンです。それぞれの店舗ファサードをテラス

のようにすることで開放的な環境を演出し、思い通りにお

買物をお楽しみただける環境になっています。 

 

² Ｋｉｄｓ Ｋｉｎｇｄｏｍ（３Ｆ）＜儿童王国＞ 

３Ｆ南側半分を占める子ども関連の店舗を集積したゾーンです。汽車の通る線路を表現した床や、

お子さまが遊べるミニフットサルコート、雲を表現した照明など、お父さん、お母さんがお買物中、

お子さまは楽しく遊びながら過ごせます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

² フードガーデン（３Ｆ）＜餐厅花园＞ 

天井高１０ｍを越える開放的なフードコートです。自然を

感じるさわやかな空間で、「亜恵」（アカシア）を中心に、

お手軽に、さまざまな料理をお楽しみいただけます。 
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＜ １Ｆ ＞ 

 核店舗の大型食品スーパーのイオン、インターナショナルファッションとレストランを展開。日本基

準に基づいた｢安全・安心｣と｢品質｣をご提供します。モール中央ゾーンには、トレンドを発信しより多

くのお客さまにファッションの楽しみ方をご提案するブランドを配置し、中央ゾーンからお客さまにお

買い回りしやすい環境を実現します。 

 

² 中国で人気のレディスセレクトショップ｢Ｕｌｉｆｅｓｔｙｌｅ＆Ｌａｃｈａｐｅｌｌｅ｣や｢ＭＪ
ＳＴＹＬＥ｣、日本発では｢ＵＮＩＱＬＯ｣が出店します。 

 

² メイクの方法、色、種類を変えるだけで違った自分を表現し、その変化を楽しめるコスメブランド
をセレクトしミックスしたメイクのコンセプトゾーンを展開。人気の｢Ｗａｔｓｏｎｓ｣、｢ＡＵＰ

ＲＥＳ｣、｢植物医生｣などが出店します。 

 

² レストランエリアは、街中の路面店や小吃街をイメージした今と昔のスタイルが融合するような
｢過去と現在をつなげる｣エリアです。天津で人気レストラン｢乾园｣や｢满园春饼｣、オリジナル中華

をご提供する「Yue Wah Yuen｣、「巴依老爷」など出店します。 

 
＜ ２Ｆ ＞ 

日々の暮らしの中で自分好みの居心地のよい空間をつくるフロア。日系企業である大型ホームファッシ

ョンの専門店「ＮＩＴＯＲＩ｣を中心に、自分らしい暮らしの発見がこの場所で見つかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

² 地域最大の大型スポーツブランドショップの｢ＹＹ ＳＰＯＲＴＳ｣が出店します。スポーツブラン

ドの集積ゾーンと周辺に体験できるミニコートや飲食店から構成されバスケットやフットサルで

仲間やグループとの交流を広げることができるゾーンです。 

 

² 自分時間を楽しみ、リラックスできる“Ｔｈｉｒｄ Ｐｌａｃｅ”を見つける

ことができるレストランゾーンです。昼夜問わずゆったりした気分で本を読ん

だり、勉強したり、時には仕事をしたりできるカフェや洋食レストランなど、

思い通りの時間をお楽しみいただけます。さらに、火鍋の３大人気チェーン 

｢井格｣や｢呷哺呷哺｣、｢香天下｣などが出店します。 

 

 

 

 

 

各フロアの概要 
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＜ ３Ｆ ＞ 

 ３Ｆはキッズアミューズメントの｢莫莉幻想｣（モーリーファンタジー）が出店するなど、天津最大規

模となるファンタジーの世界で子どもから、家族皆さまで楽しい時間を楽しむフロアです。中央部のフ

ードコートはアカシアと中小の飲食店をミックスし４Ｆまで吹き抜けの開放感あるフロアになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 また、フードコードに隣接したエリアでは、台湾№１アミューズメント｢卡通尼｣が約１,７００㎡で

出店します。「アフリカの動物たち」をテーマにして「遊び」の世界を演出。高さ１２メートルの吹抜

空間を利用して、スケール感満載の体験アトラクションやアスレチックなど上下移動を楽しめるエリア

です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜ ３Ｆ～４Ｆ ＞ 

 中国最多のスクリーン数を運営する｢中影国際影城｣を導入。天津市最大級の規模となる全９スクリー

ンと約１,６５０席数を有するシネマコンプレックスが誕生します。さらに４Ｆには、体を鍛えること、

運動すること、汗をかくことで体だけでなく心も健康になれるアスレチックジム｢韦莱健身｣や、人気の

大型ビュッフェレストランの｢巴菲沃德｣が出店します。 
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～日常生活に欠かせない店舗として、確かな価値のある商品とサービスを通じて、 

豊かな暮らしづくりに貢献します～ 

 

 北京イオンは、中国では香港を含めＧＭＳ・ＳＭ７７店舗を展開しており、北京・天津エリアで９店

舗目となります。 

 

 当店は、お買物の利便性向上のため、店舗コンセプトに合わせたカテゴリーをワンフロアに集中展開

しています。「健康」「美」「リラックス」「最新トレンド」をキーワードに、天津津南エリアの皆さまに

とって身近な存在として、便利で安全・安心はもちろん、また来たいと思っていただけるような確かな

価値のある商品とサービスのご提供を通じて暮らしの豊かさをご提案する店を目指してまいります。 

 

◎天津津南エリアＮｏ.１のおいしさに溢れるデリカ 

食の多様化が進む中、バラエティ豊かなこだわりのデリカ売場を展開します。定番の中華はもとより、

味もおいしく見た目もかわいい、お子さまに大人気の動物饅頭、香港式ローストダック、四川風の味付

けをした野菜や肉類の串物に加え、九州博多風の本格だしで煮込んだおでん、かつおの香りが効いた大

阪風お好み焼き、ふっくらやわらかなさつま揚げ、新鮮な食材を使った寿司などこだわりのメニューを

展開。さらに、健康志向の方に人気の種類豊富なサラダバーや１０種類以上もの果物を使ったカラフル

でフレッシュなフルーツタルトなど、バラエティ豊かに取り揃えます。また、中国のお客さまの即食ニ

ーズに対応し、ご購入いただいた商品をすぐに店内でお召し上りいただけるよう約８０席のイートイン

コーナーを導入します。 

◎「人」と「環境」にやさしい栽培方法で育てた野菜 

山東省の「青島七彩大地国際貿易有限公司」からは、農薬や化学肥料を使わずに栽培し、中国国内の有

機認証を取得した野菜また、河北省の「張北県清北衆創種植専業合作公司」からは、太陽光発電を利用

したハウス栽培により大切に育てられたおいしく健康的な野菜などを農場から直送の採りたての状態

でご提供します。 

◎約５００品目を取り揃えたイオンのブランド「トップバリュ」 

人気のお菓子類をはじめ、イオンのブランド「トップバリュ」を食品と住居余暇商品合わせて約５００

品目展開。オープンに先立ち植樹祭や近隣居住区の皆さま対象に実施した試食会で好評だった食品を中

心に豊富に取り揃えます。また、オープンに合わせて「トップバリュ」フェアを開催します。 

  

【各コーナーの特徴】 

■食のコーナー：「健康」「美」「おいしい」「簡単・便利さ」を追求 

＜食品＞ 

・農産品売場では、こだわりの野菜や有機野菜に加え、共働き世帯の時短ニーズや学生の皆さまの「簡

単・便利さ」へのニーズに対応し、カット野菜、カットフルーツをバラエティ豊かに品揃え。 

・お肉売場では、下味を付けた調味済みのお肉、ステーキ肉に特化したコーナーを展開。 

・お魚売場では、様々な調理方法をご提案するとともに、中国の皆さまに人気のサーモンを調理方法に

合わせてカットしたアトランティックサーモンコーナーを展開。 

・輸入食品売場では、日本食をはじめアジア各国のカレーや麺料理、ヨーロッパの食材をご紹介。スイ

スやベルギーのチョコレートなどの嗜好品に加え、各国の味を手軽にお楽しみいただけるよう、簡単

に調理できる商品、冷凍食品、アイスクリームなどを取り揃え、調理方法や食べ方を紹介することで、

世界の食文化を発信。 

核店舗「イオン天津津南店」の特徴 
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・デリカ売場では、健康志向に対応し、穀物を豊富に使用した饅頭、さんまの塩焼き、低カロリーの和

惣菜などをシズル感がある売場でご提供。 

・食品売場に隣接してフードコートを配置。中華の伝統を取り入れたモダンな内装で、天津でも人気の

Ｂ級グルメの「豌豆侠麻辣燙」（辛いスープ専門店）や「絶味鴨脖」（鴨首肉専門店）、「茶桔便飲品店」

（ドリンク専門店）などを導入。 

 

■美のコーナー：「美」「健康」「体感」を追求 

＜Ｈ＆ＢＣ＞ 

・「Opera」「Barbie Ranny」「SANA」「BEAU KISS」「KISS ME」など、中国で人気の日本や韓国の基礎化粧

品、メイクアップブランドをラインアップ。植物スキンケアブランドの「Nature Republic」「Kneipp」

「One leaf」「SANSGENGHUA」など、ナチュラル、健康をテーマにした商品を多数取り揃え、テスター

も豊富にご用意します。また、おしゃれを手軽にお楽しみいただけるよう、学生や若い女性向けにお

手頃な価格の化粧品も展開。 

・若い女性に人気の中国ネイルブランド「M&X」を導入し、ネイルのデザインやケアの方法などをアド

バイス。 

＜服飾＞ 

・トレンドアクセサリーを豊富に取り揃えた日本のファッションブランンド「AN’s ART」や、優れた

機能性とファッショナブルなデザインで中国でも人気の「anello」のバッグを導入。 

 

■住居関連コーナー：「選べるたのしさ」を追求 

＜キッチン関連＞ 

・美濃焼などクラシックな日本食器をはじめ、竹の繊維でつくられたカラフルな食器やタイから輸入し

た艶やかでかわいい食器など、様々な柄や色の食器を取り揃え、お料理に合わせた食卓コーディネー

トをご提案。 

＜１０元ショップ＞ 

・日本の「DAISO」の商品を中心に、日々の生活を楽しく、生活雑貨や文具、便利な調理器具、化粧小

物など、約２,５００品目を豊富に取り揃え、１０元均一でご提供。 

 

■サービスの一例 

・お買い上げいただいた商品の無料配送を実施 ※対象地域に限ります 

・お買い上げいただいた商品の無料ギフト包装や携帯充電コーナーサービスをご提供 

 

■環境・社会貢献活動 

・毎月１１日の「イオン・デー」に「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」 

（店頭の専用ボックスに投函されたお買物レシートの１％相当の品物を、イオンが地域のボランティア

団体に寄贈する取り組み） 

・近隣の小中学生を対象に、環境に関する学習や体験など様々な活動を行う「イオンチアーズクラブ」

の取り組み 

・４歳から１５歳向けに職業体験を通じてさまざまな価値観や人と人との協力やコミュニケーションの

重要性をお伝えする「七色の花ソーシャルキャンプ」活動 

・高校生を対象に「日中小大使交流活動」 

・大学生を対象に「スカラシップ活動」 

・地域の皆さまとともに行う「植樹活動」など 
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【イオン天津津南店のフロア構成】 

フロア 構成 

１階 食品、Ｈ＆ＢＣ、日用雑貨、服飾、１０元ショップ、フードコート 

 

【イオン天津津南店の概要】 

店舗名称： イオン天津津南店 （中国語名：永旺天津津南分公司） 

電 話： ＋８６－２２２－８５７－６５５８ 

営業時間： ９：００～２２：００ 

休 日： 年中無休 

面 積： 売場面積 約 ３,９３７㎡ 

 後方面積 約 ３,１３８㎡ 

 合 計 約 ７,０７５㎡ 

店 長： 劉栄（リュウ エイ）  

従業員数： 約１４０名 
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当モールは、「Ｆｌｏａｔｉｎｇ Ｌｅａｆ」(流水に浮かぶ一枚の木の葉)をコンセプトとして設計し

ました。メインモールは「流水」をモチーフに都会の洗練された空間、サブモールは「葉っぱ」をモチ

ーフに自然の落ち着いた居心地の良い空間（サブモール）を演出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 メインモール(流水)はストライプの連続柄で表現し、ＬＥＤ間接照明と連動させ、洗練された動きの

あるダイナミックな空間を創造。またゾーン毎に異なるストライプの柄を用いることにより一体感を保

ちつつ変化がある賑わい空間を演出します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サブモールは葉っぱをモチーフにした柄を天井、床に表現。光を通す幕天井で木漏れ日を表現すると

ともに彩度を落とし落ち着いた空間とし、自然の中を歩いているような居心地の良く、親しみの持てる

空間を提供します。 

 

また、館内に配置するサインと備品も葉っぱ柄をモチーフとしたデザインで統一し、館内全体で葉っ

ぱが散りばめられる、親しみの持てる環境を演出します。 

 

 

環境デザインの特徴について 
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１．木漏れ日+賑わいの外装照明演出 

  建物コンセプトである「葉っぱ」からの「木漏れ

日」と、ショッピングモールの「賑わい」を掛け

合わせた照明の演出を行っています。建物中央の

カーテンウォールを利用し、内部空間の賑わいが

木漏れ日のように外部に波及する照明配置をし

ています。 

２．自然の景色をイメージした４つの広場（Ｎａｔｕｒｅ－Ｓｃａｐｅ－Ｓｑｕａｒｅ) 

コンセプトである「流水」と「葉っぱ」を連想させる自然風景をイメージした広場を配置し、賑わ

い空間に親しみやすさをプラスしています。 

Ø Ｎｏｒｔｈ－Ｓｑｕａｒｅ：風の翼  

～風穴をイメージした楕円形の広場。 

 

 

 

 

 

 

Ø Ｃｅｎｔｅｒ－Ｓｑｕａｒｅ：海の心  

～青のストライプ柄で海の透明感を表現 

 した空間。 

 

 

 

 

 

Ø Ｓｏｕｔｈ－Ｓｑｕａｒｅ：旭の絃  

～朝日の見える風景をイメージした広場。 

 

 

 

 

 

 

Ø Ｓｕｂ－Ｓｑｕａｒｅ：森の幻  

～大きな木を中心とした森の中をイメー

ジした広場。 

 

 

 

 

 

施設の取り組みについて 



 

３．緑あふれる空間 

  快適なお買物環境の実現のため、館内に大小合わせて約１,４７０鉢の植物プランターを配置し

ました。 

 

４．くつろぎの空間の創出 

  館内各所には、ゆっくりとお休みいただける休憩スペースを設置。館内で計１２０台のベンチ

を設置しています。 

 

５．シャトルバスの運行 

  お客さまの来店利便性を高めるため、新設する「イオンモール前」バス停に６路線のシャトル

バスを運行します。 

 

 取り組みの具体例  

１．「安全・安心」の取り組み 

Ø お子さまが身を乗り出して転落することのないよう、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に設定しています。 

 

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）や館内の随所

に防犯カメラ９４９個を設置し、防犯や災害時の対応を強化しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全・安心、防災・防犯の取り組み 
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 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を追求しています。 

 当モールでは、ユニバーサルデザイン（以下、ＵＤ）の更なる進化のため、ＵＤによる施設づく

りの専門家であり、日本国内のイオンでもＵＤの取り組みを実施してきた島根大学大学院総合理工

学研究科の田中直人教授のご指導をいただき、館内サインや駐車場計画、トイレなどにおいて新た

な視点でＵＤの取り組みを実施しています。 

 

 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 フロア内を色彩やデザインでゾーンを区別し認識しやすくします 

施設内において、当モールのデザインモチーフである葉っぱを異なる色と形に分類し、エント

ランスまわりやエレベーターホール等のデザインを統一することで、現在地や方向がわかる 

目印として活用しています。また、車を駐車した場所が認識しやすいように駐車場をエリアご

とにカラーで分けています。さらに、屋上・立体駐車場の店内入り口にはエレベーター、エス

カレーターの位置が遠目からでもわかるよう大きなピクトグラムを表示します。 

 

１階エントラス     エレベーターホール   駐車場ゾーン案内  屋上の館内入口 

 

エスカレーター案内 

 

 

 

 

 

館内ゴミ箱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユニバーサルデザイン（ＵＤ） 
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Ø わかりやすく見やすいサイン 

わかりやすく見えやすいサインをめざし、工事期間中にサインの実物大模型を用意し、特に配

慮が必要な屋上駐車場店内入口とトイレ入口のサインについて、お客さま目線で、わかりやす

さの検証をしています。また館内の誘導サインは、今までのモックアップ検証で見出した   

データに基づき、最適な場所にサインを設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 駐車場誘導と乗降支援機能を備えたエスカレーターの乗り口サイン 

駐車場エリアのカラーと連動させたサインにすることで、

お買物を終えたお客さまがスムーズに駐車場へ移動できる

ようサポートします。さらに、サイン上部には手すり機能

をつけています。お体が不自由なお客さまのエスカレータ

ー乗車時の補助になるように配慮しています。 

 

Ø 床を活用した誘導サイン 

エスカレーターの乗降口では、離れた場所からでも上り方向が確認できるよう床材の色の貼り

分け、ゼブラ柄の誘導サインを敷設しています。さらに、メインモールのトイレ入口までは、

床デザインに誘導機能を持たせることで、お客さまが直観的に迷わず移動できるよう配慮して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 照明により誘目性と視認性を高めたサイン計画 

大空間のモールに設置する各種サインは、遠目からでも見やす

く（視認性）、見つけやすい（誘目性）よう、内照式のサイン

をバランスよく設置しています。また内照式でないサインの場

合は、照明の光を盤面にあてることで、誘目性を高めています。 
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２．ストレスフリーな駐車場を実現します。 

Ø 屋内駐車場、車寄せスペースの設置 

雨に濡れない屋内駐車場を地下１Ｆと４Ｆに約１,５００台設置しました。また、大きなお荷物

をお持ちの場合や小さなお子さまをお連れの場合など、車への乗降がしやすいようにエントラ

ンス近くに車寄せを設けています。 

 

Ø 車室誘導システム 

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。お

客さまが駐車した場所から店内入口までスムーズに移動できるよう、大きくわかりやすい店内

誘導サインを要所に設置しています。また、駐車した場所がわかりやすいよう、場内にはゾー

ン毎の色分けをし、最寄りの店内入口まわりにも同じゾーンカラーを採用しています。 

 

３．誰もが安心してご利用いただける居心地のよい空間を創造します。 

Ø 小さなお子さまも楽しく利用できるキッズトイレ、親子トイレ 

小さなお子さまには、楽しく利用できるキッズトイレと、

大人用と子ども用の便器を設置し親子一緒に利用できる

「親子トイレ」を各階１箇所設置するなど、お子さまの

状況に応じたトイレのタイプをご用意しています。 

  

 

Ø 一体的に配置されたキッズトイレとベビー休憩室 

キッズトイレとベビー休憩室を一体的に配置することで、より機能的にご利用いただけるよう

にしました。ベビー休憩室は、中国では一般的な大型ベビーカーでも快適にご利用できる広さ

を確保しました。授乳エリアには、男女でご利用できるオープンコーナーと女性専用の個室を

ご用意し、様々なシーンに対応できる施設になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø より重度な障害をお持ちのお客さまにも対応した多機能トイレ 

多目的にご利用できる「多機能トイレ」を１１箇所設置しています。

また、より重度な障害をお持ちでトイレ介助が必要なお客さまにも

安心してトイレをご利用いただけるよう、大人も利用できる折り畳

み式のベッドを設置します。 
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Ø わかりやすい施設内の配慮 

サインをはじめ館内のあらゆる空間で弱視の方にも見やすい色使いを

導入することで、誘目性・視認性の高いサインとともに、移動しやす

い環境をご提供しています。 

 

Ø 中国対応のピクトグラム 

地域に根差したわかりやすさを追求して、中国の空港や駅などパブリ

ックスペースで用いられている一般的なピクトグラムを採用しました。

また、見えやすさを考慮し、従来のピクトグラムよりもサイズ大きく

し、枠を取り除きました。 

 

Ø お身体の不自由なお客さま専用駐車場の設置 

お身体の不自由なお客さまの専用駐車場を平面駐車場１０台、地下駐車場４１台、４Ｆ屋内駐

車場６台の合計５７台設置しました。車室の幅を通常より広くすることで、ドアを大きく開け

ての車椅子乗降を可能としています。 

 

 

 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」を通じて「次世代を担う青少年の健全な育成」「諸外国との友好親善の促進」「地域社会

の持続的発展」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  

１．ＬＥＤ器具の採用 

館内共有部の照明すべてにＬＥＤを採用し、消費電力の削減、ＣＯ２排出抑制に努めています。  

さらに、地下駐車場の照明には車の通行や人の通行を感知する人感センサーを備えており、無

駄な電力消費を低減しています。 

 

２．充電ステーションの設置 

  電気自動車の充電ステーションを地下と平面駐車場に合計７７個設置しています。 

 

３．インバーター式施設の積極採用 

  館内のエスカレーターや空調用ターボ冷凍機は、出力を制御する省エネ効率の高いインバータ

ー式を採用しています。 

 

４．発電パネルの太陽光パネルを採用 

  屋上に、約５４０㎡の太陽光発電パネルを取りつけ、最大で８５ｋＷを発電し、館内の照明な

どの電力として利用します。 

 

環境保全・社会貢献活動の取り組み 
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５．「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

アセアン諸国の高校生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年より実施してい

ます。本年も日中両国の高校生計１４０名がお互いの国を

訪問し交流をしています。 

 

６．「クリーン＆グリーンキャンペーン」の実施 

  イオンでは、毎月１１日に社員ボランティア活動として「クリーン＆グリーン活動」を実施し

ており、周辺地域の清掃を行っています。イオンモール天津津南では、工事期間中よりこの活

動を実施しています。 

 

７．「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭 

  イオンは、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、モール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、ともに大切に育ててい

く「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭を実施しています。

当モールでは、２０１７年９月９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、ヒメツゲ、サ

ンゴミズキ、ニシキギなど６種類の苗木約６,０００本を植樹

しました。 

 

８．ウェルカムエコステーション（仮称） 

  イオンモールが取り組んでいる、人と環境に配

慮したモール”の取り組みや、当モールにおけ

る環境の取り組みを紹介する「ウェルカムエコ

ステーション（仮称）」を１階の「風の翼広場」

に設置します。また大型ＬＥＤディスプレイに

よるイベントステージも併設します。 

 

９．大型壁面緑化：グリーン・ストック・ウォール（仮称） 

緑と共生する空間:Ｌｉｖｅ Ｇｒｅｅｎ(绿色共生) 

植物の二酸化炭素や各種化学物質を吸収し空気

浄化機能や、葉から蒸散する水分の自然の加湿効

果などを活用し、室内の環境改善を図ります。壁

面に設置する植物は室内でも太陽光の代わりに

ＬＥＤ照明で元気に旺盛に育ち、さらにハーブや

ミント等の植物からは心地よい香りも漂います。 
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【イオンモール天津津南 専門店一覧】 

 １Ｆ 

NO. 店名 業種 天津初 NO. 店名 業種 天津初 

１ The green party  雑貨  39 优格花园 和洋菓子 〇 

２ 元本优品 輸入食品  40 爱有没有 和洋菓子  

３ 木北造型 美容、美髪 〇 41 甘兔庵 和洋菓子 〇 

４ 畹町 雑貨  42 九龙巴士 和洋菓子 〇 

５ ME&CITY レディス  43 百武西 雑貨 〇 

６ RMOORZ レディス 〇 44 DQ 和洋菓子  

７ D.SIGN CO 鞄 〇 45 MJstyle レディス・メンズ 〇 

８ LNO  雑貨  46 Ulifestyle レディス・メンズ  

９ SELECTED レディス・メンズ  47 乐遇 レディス・メンズ 〇 

10 金至尊 宝飾品 〇 48 优衣库  レディス・メンズ・キッズ  

11 千叶 宝飾品  49 满园春饼 中国料理 〇 

12 curly girl  アクセサリー  50 必胜客 洋食  

13 六福 宝飾品  51 食其家 ファストフード  

14 周大生 宝飾品  52 85℃ 洋食 〇 

15 星期六 靴 〇 53 麦当劳 ファストフード  

16 达芙妮 靴  54 粤港茶餐厅 中国料理 〇 

17 zss  靴 〇 55 乾园 中国料理 〇 

18 kefafu 靴 〇 56 越来悦 中国料理 〇 

19 千百度 靴  57 老城街小面 中国料理  

20 J&m 靴  58 美珍香 デリカ、惣菜  

21 MAP 靴  59 周黑鸭 デリカ、惣菜  

22 glass miki  メガネ  60 第一佳鸡排 デリカ、惣菜  

23 ONLY レディス  61 萨莉亚 洋食  

24 JACK JONES メンズ  62 鲜果时间 ジュース  

25 VERO MODA レディス  63 茶太良品 ジュース 〇 

26 欧泊莱 化粧品・ＨＢＣ  64 禾の鲜 多国籍料理 〇 

27 植物医生 化粧品・ＨＢＣ  65 卤底捞 デリカ、惣菜 〇 

28 美目优瞳 コンタクト 〇 66 杯子大师 ジュース 〇 

29 璀璨印象 化粧品・ＨＢＣ 〇 67 肯德基 ファストフード  

30 MARIE DALGAR 化粧品・ＨＢＣ  68 鲜芋仙 和洋菓子  

31 芳淑蛋挞 和洋菓子  69 巴依老爷 中国料理  

32 吾饮良品 ジュース 〇 70 二人锅 多国籍料理 〇 

33 悸动烧仙草 和洋菓子 〇 71 孙家外婆 中国料理 〇 

34 巴黎贝甜 洋食  72 卡琦玛 多国籍料理 〇 

35 派派味里 多国籍料理 〇 73 卡西欧 腕時計  

36 琛哥茶餐厅 和洋菓子 〇 74 ABLE JEANS  レディス  

37 星巴克 カフェ  75 MGGM レディス 〇 

38 弥茶 カフェ 〇 76 阿吉豆 レディス  
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 １Ｆ（つづき） 

77 卡洛西咖啡 カフェ  83 ｏｒｇａｎｉｃｗｏｒｋ レディス  

78 E.LAND レディス  84 飞亚达 服飾雑貨  

79 FIVE PLUS レディス  85 屈臣氏（ｗａｔｓｏｎｓ） コスメ  

80 ROEM レディス  86 樊文花，BINCA コスメ  

81 boy  メンズ 〇 87 小米 デジタル家電  

82 太平鸟 レディス  88 海鸥表 時計  

 
 ２Ｆ 

NO. 店名 業種 天津初 NO. 店名 業種 天津初 

1 YYSPORTS スポーツ、アウトドア  32 伶俐 雑貨  

2 Palladium スポーツ 〇 33 MY BODY  ランファン  

3 New Balance スポーツ  34 松山棉店 雑貨  

4 AK レディス・メンズ 〇 35 弹丸滋地 和洋菓子  

5 CACHE CACHE  レディス・メンズ  36 童梦园  キッズ用品 〇 

6 QIAOYA 靴下  37 乐食派 中国料理  

7 SHOP 1972 レディス  38 韩罗苑 多国籍料理  

8 S.DEER レディス  39 巴蜀诱惑 中国料理  

9 OMI 鞄、雑貨  40 提鱼 中国料理 〇 

10 食草堂 鞄、雑貨  41 滋滋烤锅 中国料理 〇 

11 7度 レディス 〇 42 蛙宝厨 中国料理 〇 

12 热风 レディス・メンズ  43 香天下 中国料理 〇 

13 JU レディス・メンズ 〇 44 MR.猪 多国籍料理 〇 

14 D.SIGN レディス  45 淘弟弟养生粥 中国料理 〇 

15 森林鸟  レディス  46 呷哺呷哺 中国料理  

16 REMAX デジタル家電  47 阿香米线 中国料理  

17 乐趣数码馆 デジタル家電 〇 48 九毛九 中国料理  

18 JG メガネ、雑貨  49 弄堂小笼包 中国料理  

19 DFC数码生活 デジタル家電 〇 50 井格 中国料理  

20 鲜疯 ジュース 〇 51 筝龙 中国料理 〇 

21 VVHEDY 雑貨  52 豪尚豪 洋食  

22 Asdet 雑貨 〇 53 好利来 洋食  

23 多贺谷日本生活馆 雑貨 〇 54 宝岛 メガネ、コンタクト  

24 NITORI ホーム雑貨、家具  55 UP MARK メンズ  

25 利迪莱  鞄、雑貨 〇 56 IRA メンズ  

26 MINISO 雑貨  57 STCO メンズ  

27 织梦圆 雑貨 〇 58 DANCING WOLVES メンズ  

28 Y.SING レディス 〇 59 小时候 和洋菓子  

29 lift style レディス  60 i转角 ジュース  

30 华为 デジタル家電 〇 61 EALL.CZ 雑貨  

31 Adaro  雑貨  
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 ３Ｆ 

NO. 店名 業種 天津初 NO. 店名 業種 天津初 

1 中影 シネマ  31 VR体验馆 ゲームセンター  

2 彤德莱 中国料理  32 小猪版纳  キッズ  

3 顺水鱼 中国料理 〇 33 达芙妮童鞋 キッズ 〇 

4 米斯特 洋食  34 显丹木 キッズ 〇 

5 天绿寿司 多国籍料理  35 CARTER'S キッズ 〇 

6 黄记煌 中国料理  36 丽家宝贝  生活雑貨･インテリア雑貨  

7 LILANZ メンズ 〇 37 balabala  生活雑貨･インテリア雑貨  

8 HODO HOME  雑貨  38 乐友  生活雑貨･インテリア雑貨  

9 SEPTWOLVES メンズ  39 跳跃无限 教室 〇 

10 SEMIR レディス・メンズ  40 江一湖 中国料理  

11 威斯利吉他 教育  41 一品蹄督 中国料理 〇 

12 NATIONAL GEOGRATHIC 雑貨 〇 42 玉林串串香 中国料理 〇 

13 法魔力 雑貨  43 清河传家 中国料理  

14 美邦 レディス・メンズ  44 美食广场 フードコート  

15 以纯 レディス・メンズ  45 遇见奶牛 ジュース 〇 

16 C&F キッズ  46 鹿谷制茶 ジュース 〇 

17 林芊国际 キッズ 〇 47 东巴郎俏米巧面 中国料理 〇 

18 童衣库 キッズ  48 八方云集 ジュース 〇 

19 OKAIDI キッズ  49 火辣椒 中国料理  

20 ANTA KIDS キッズ  50 犟骨头 中国料理 〇 

21 NIKE KIDS キッズ  51 柒牌男装 メンズ  

22 adidas kids キッズ  52 vitoco メンズ  

23 零度乐园 アイスクリーム  53 尚渔味 中国料理  

24 OBA家后花园 雑貨 〇 54 汉堡王 ファストフード  

25 lining kids キッズ  55 星巴克 カフェ  

26 蓝斯克轮滑 カルチャー教室 〇 56 牛子牛书店 本屋  

27 创意盒子 生活雑貨･インテリア 〇 57 贝迪堡 ゲームセンター 〇 

28 莫莉幻想 ゲームセンター  58 卡通尼乐园 ゲームセンター  

29 MYGYM カルチャー教室 〇 59 KIDSLAND 雑貨  

30 milibam キッズ 〇  

 ４Ｆ 

NO. 店名 業種 天津初 NO. 店名 業種 天津初 

1 巴菲沃徳 中国料理 〇 2 韦莱健身房 ジム 〇 

 

 

 

 

 

注：１０／１０時点の情報です。 合計：約２１０店舗  

※１：天津市初専門店(７８店舗)  
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＜広域地図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜周辺地図＞ 
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