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ショッピングモールが果たすべき役割は、

時代とともに変わります。

常に最新の情報を発信するとともに、

その地域ならではの魅力を磨き続けること。

ショッピングだけでなく、人々が出会い、

新たな文化が生まれ育つ場になること。

商業施設の枠を超え、

お客さまのライフステージを見据えて

機能を拡充していくこと。

イオンモールは、地域とともに

「暮らしの未来」を創造します。

暮らしの未来を
デザインする。
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INDEX

イオンモールの理念

お客さま第一
基本理念

イオンモールは、地域とともに「暮らしの未来」をつくる
Life Design Developerです。

※Life Designとは
商業施設の枠組みを越えて、一人ひとりのライフステージを見据えたさまざまな
機能拡充を行い、ショッピングだけでなく、人との出逢いや文化育成なども含めた
“暮らしの未来”をデザインすること。

経営理念

コーポレート・メッセージ

アジア50億人の心を動かす企業へ
■私たちは、パートナーとともに、地域の魅力を磨きつづける究極のローカライズに
挑戦します。

■私たちは、一人ひとりがLife Design Producerとして、商業施設の
枠組みを越え、新たな「暮らし」を創造する事業領域を拓き、成長し続けます。

■私たちは、世界中の拠点をはじめとする全ての資産を活かし、永続的に発展する
ことで、強い財務体質と強固な事業基盤を構築します。

■私たちは、革新し続けるプロフェッショナル集団です。
■私たちは、お客さまに徹底して寄り添い、生涯わすれえない思い出となる最良の
体験を共有します。

経営ビジョン
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「暮らしの未来」をつくる

私たちの仕事は、その地域に求められるショッピングモールをつくり、
その価値を可能な限り高め続けていくこと。

地域の皆さまのライフデザインを行う商業ディベロッパーとして、
開発から運営・管理までトータルなモールビジネスに
携わっています。

地域の暮らしを創造するために 

ショッピングモール開発

テナントリーシング

ショッピングモールの運営・管理 

永続的な発展のために

プロパティ・マネジメント（PM）

海外事業　中国での実績と展望

海外事業　アセアン地域への展開

進化するモールビジネス 

6

当社はイオングループの中核企業としてディベ

ロッパー事業を担い、ショッピングモールの開発・

運営に携わっています。日本全国、アジア各国で約

165モールを有しており、これまでに培ってきたノウ

ハウと新たなチャレンジを融合することで国内における

事業基盤をさらに拡充するとともに、中国・アセアンへ

の出店もいっそう加速しています。

国内では、グループの経営資源を最大限に活用し、

新たな立地開発などにより事業拠点を拡大するととも

に、地域や立地の特性を最大限に活かした「コンセプト

モール」を展開しています。2015年度は上期に初の

本格的なリゾートモール「イオンモール沖縄ライカム」

を含む3モールを、下期に「イオンモール常滑」など

2モールを出店し、いずれも地域の皆さまからご好評

をいただいています。

また既存のモールについても、地域のお客さまから

継続してご支持をいただけるよう積極的なリニュー

アルに取り組んでいます。

中国では2015年に同国最大規模の旗艦店を武漢

に出店したほか12モールを展開、アセアンではカンボ

ジア、ベトナムに続いてインドネシアでも1号店をオー

プンしました。さらに中国の各エリアおよびアセアン

各国で着々と出店の準備を進めており、アジアNo.1の

商業ディベロッパーをめざして成長を続けています。

国内外のいずれにおいても、当社の商業施設は地域

の皆さまから愛され続ける存在でなければなりま

せん。小売に精通したディベロッパーとして、常にお客

さまの視点に立ち、地域とともに“暮らしの未来”を

つくるライフデザインディベロッパーでありたいと考え

ています。そのためにも私たちは、地域社会への貢献、

安全で快適なモールづくり、そして美しい環境を次

世代に引き継ぐ活動などにも社を挙げて取り組んで

まいります。

お客さま、専門店をはじめとするパートナーさま、

行政機関など、皆さまのご支援・ご協力を、引き続き

よろしくお願い申し上げます。

確かな成長基盤のもと、
アジアNo.1の
商業ディベロッパーを
めざします。

代表取締役社長

吉田  昭夫
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私たちが新しいモールを出店する際には、

その時代、立地、市場をふまえてどのような商業施設をつくるのがふさわしいかを検討し、

個々の特色を打ち出したコンセプトを策定します。

2015年4月には初めての本格的なリゾートモール「イオンモール沖縄ライカム」が誕生。

地域に暮らす皆さま、国内外から訪れる多くの観光客の皆さまに、

沖縄独特の文化や豊かな自然をお楽しみいただいています。

また、同年12月に愛知県・中部国際空港の対岸にオープンした「イオンモール常滑」は、

敷地内に2.6万㎡におよぶ自然と融合した屋外体験型エンターテイメントパークを設けるとともに

「和のおもてなし」を追求し、県外・海外からも

広くご来店をいただいています。

いずれにおいても、それぞれのコンセプトを

外観・内装のデザイン、リーシング、イベントなどに

一貫させることで、そこにしかない個性的な

モールづくりに取り組んでいます。

また、遠方からお越しになるお客さまはもちろん、

近隣にお住まいの皆さまにも

その地域の文化・産業・観光資源などの

魅力を再発見していただけるような

コンセプトゾーンを設けるなど、

その地域ならではの魅力を映し出す

モールのあり方を追求しています。

その時代、その場所にふさわしい
特色あるモールを各地に展開します。

地域の暮らしを創造するために

地域の魅力を発信するために、地元の作家や窯元と協力して常滑と
縁の深い招き猫を各所に配置。中でも世界最大級（高さ約7m）
のモニュメントはフォトスポットとして人気を博しています。

イオンモール常滑

水槽容量100トンを超える観賞用大水槽「ライカムアクアリウ
ム」を設置。色鮮やかな熱帯魚など約25種類1,000尾が回遊
し、神秘的な空間を演出しています。

イオンモール沖縄ライカム
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地域とひとつになって、
愛される商業施設をつくります。

ショッピングモール開発

立地調査

モール企画・開発

建　設

リーシング

運営・管理

デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン

ショッピングモール開発の流れ

イオンモール幕張新都心（千葉県）：2013年、年間約2,200万人が来街する千葉市のベイエリアに旗艦店としてオープンしました。

これからのショッピングモール開発は、まちづくりから暮らしづくりへ。

私たちが地域で果たすべき役割はローカライズの深耕。地域の皆さまの暮らしの一部

そして未来そのものをモールで実現することだと私たちは考えています。

お客さまから支持されるモールづくりには、

地域の自治体や地域社会との連携・協力が不可欠です。

これまでも地域と一体となり、新しい産業振興や都市整備の中核事業として

位置づけられた開発事業などを数多く手がけてきました。

新たなモールを出店する際には、綿密な市場調査とこれまでに蓄積したノウハウをもとに、

「そこにどんな商業施設が求められているのか」という視点でコンセプトを策定するほか、

周辺道路の交通状況や自然環境に与える影響も調査し、必要に応じてモール周辺の道路整備、

環境保全対応などを計画に盛り込みます。

また、将来における市場動向やライフスタイルの

変化を見据えて、数年後の増床に

対応する余地を設けるなど、長期的な視点で

地域の皆さまのニーズに応えることを

重視しています。

AEON MALL  Company Profi le 11AEON MALL  Company Profi le10



ショッピングモールの価値を高めるためには、

多様化するライフスタイルや日々変化するニーズに応え、

バラエティ豊かな商品・サービス・情報を取り揃えることが不可欠です。

私たちは豊富な経験と実績に基づくマーケティング力、

そして多種多様な企業さまとの膨大なネットワークを活用し、

緻密に計算された独自のテナントリーシング

（テナント企業さまの誘致契約）を行っています。

専門店の導入にあたっては、

ナショナルチェーン店、地元専門店、地域初出店を

バランスよく配置することによって

新鮮さと親近感を兼ね備えた空間を創造しています。

館内を歩くこと自体に楽しみがあり、

何度でも足を運びたくなるような

魅力的で居心地のよい

ショッピングモールづくりを追求し、

お客さま一人ひとりに最高の満足を

お届けしてまいります。

魅力的かつ回遊性の高いテナント誘致を実現し、
お客さまの多様なニーズにお応えします。

テナントリーシング 

各モールのコンセプト

地域特性
把握の

徹底リサーチ

成功・失敗
事例の検証を
踏まえた分析

多彩で
広範囲な
ネットワーク

テナントさまの誘致

契約内容の確認・合意

テナントさまとの契約

テナントリーシングの流れ
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ショッピングモールがオープンしたあと、

私たちはお客さまに安全で快適な時間をお過ごしいただくために、

毎日のきめ細かな運営・管理を行っています。ご来店されるすべてのお客さまが

常に安心してお買い物やお食事を楽しむことができるよう、防災・警備・清掃などの強化に努め、

顧客満足度の向上に取り組んでいます。

また集客力を高めるために、商業ディベロッパーとしてのノウハウと

独自のマーケット調査を駆使し、ご来店につながるさまざまな集客施策・販売促進活動を

企画・推進しています。

テナントさまに対しても、密接なパートナーシップをベースに

接客力向上教育、売上情報の収集・分析や売場づくりのアドバイスなど

多角的なサポートを行うほか、従業員専用のコンビニエンスストアや

快適な休憩スペースを設置するなど、

働きやすい環境を整えることで“出店したいモール”

という評価をいただいています。

365日、休まず地道な取り組みを積み重ねることで、

お客さまからもテナントさまからも

選ばれるモールをめざします。

お客さまから選ばれ、
専門店からも選ばれるモールであるために。

ショッピングモールの運営・管理   

小売業の
ノウハウを駆使した
テナントサポート

専門店会による
教育研修事業

安全確保
衛生管理

モール全体で行う
集客イベント

モール運営の特徴

防災センター
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いつ来ても新しい発見と魅力に満ち溢れていること。

これはショッピングモールにとって欠かすことのできない要素です。

目まぐるしく変化する市場やライフスタイルに先んじて対応し、

いつまでも価値の高いモールとして地域から愛され続けるために、

私たちは蓄積してきたノウハウを活かした運営を継続して行っています。

計画的な増床やリニューアルを実施するとともに、

変化するお客さまのニーズに対応した専門店の入れ替え、施設の改善などを行い、

常に新鮮さの維持に努めています。

また、地域にとってなくてはならない商業施設として、

物販や飲食はもちろん、シネマコンプレックスや

アミューズメント施設、さらに医療、行政窓口、銀行など

公共性の高いサービスを取り揃え、

多機能複合型のモールとして楽しさと利便性を

兼ね備えた空間を生み出しています。

大人から子どもまで、各世代のさまざまな

ニーズを満たす時間をご提供するとともに、

訪れるたびに驚きと感動がある

モールづくりをめざしています。

いつも新しい発見があり、
いつまでも輝き続けるまちへ。

永続的な発展のために

郵便局

総合クリニック
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イオンモール筑紫野（福岡県）：2015年のリニューアルで増床棟を新設するとともに、全体の約90%の店舗を刷新しました。
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私たちが展開するショッピングモールの中には、

土地や建物を所有するオーナーさまから商業施設に関する

さまざまな業務を受託している

「プロパティ・マネジメント（PM）」と呼ばれる物件があります。

たとえばまちと商業と人々の暮らしが三位一体となった商業施設の開発や、

多彩なネットワークを駆使したテナントリーシング。

市場の動きを的確に把握したマーケティングや、適切な指導、アドバイスをご提供する

コンサルティング。さらには徹底したコストマネジメントや、きめ細かなレポーティングワーク、

そしてお客さまのニーズに応えるリニューアルまで。

私たちは与えられた条件の中で、その商業施設の価値を最大限に

高めることを目的とし、実践していきます。

商業施設を常に活性化し、進化させ続けるための
さまざまなノウハウを活用します。

プロパティ・マネジメント（PM） 

フルパッケージから個別業務まで、さまざまな対応が可能です。

ディベロップ
メント

マーケ
ティング

コスト
マネジメント

レポーティング
ワーク

●物件調査　●開発交渉　●建築管理
●モールの基本戦略及び開発コンセプト策定 

●リーシング戦略立案
●マーチャンダイジング
　コンサルティング
●テナント誘致
●契約管理

●プランニング
●コスト検討　
●実施検証

●オーナー及び
　投資家への報告

●施設、損益管理
●短・中・長期資産管理
●テナント従業員研修、教育
●売上数値管理

●環境対応計画
●管理計画
●日常的及び
　中・長期的維持、管理

テナント
リーシング

リニューアル

コンサル
ティング

●全体目標管理
●販売促進予算管理
●販売促進計画

商業施設を常に活性化し進化させ続けるノウハウ
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中国では、2008年に海外のイオンモール1号店として

「イオンモール北京国際商城」をオープンしたのち、

北京・天津エリアで複数のモールを展開。さまざまなノウハウを蓄積するとともに、

江蘇省・浙江省エリア、湖北省エリア、広東省エリアを合わせた4エリアで積極的に

出店準備を進め、多店舗展開に向けた事業基盤を構築してきました。

2014年には蘇州市（江蘇省）と武漢市（湖北省）にそれぞれエリア1号店を出店し、

いずれもお客さまから高い評価をいただきました。2015年には杭州（浙江省）、広州（広東省）にも

出店を果たしたほか、武漢市南西部の経済技術開発区に中国最大規模の旗艦店となる

「イオンモール武漢経開」がオープン。さらに、河北省、山東省でも出店計画を推進し、

中国での事業展開をさらに拡大しつつあります。また、武漢市人民政府および

天津市商務委員会とは、それぞれ5年以内に5拠点以上のショッピングモール開発を進める

協力協定を締結し、エリア内における優位性の確保を図っています。

中国国内でのイオンモールの認知とブランド価値をさらに高めるとともに、

多くのローカルスタッフとも力を合わせ、持続的な成長をめざします。

確かな事業基盤のもとで多店舗展開を推進し、
持続的な成長をめざします。

海外事業 中国での実績と展望
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イオンモール北京国際商城
イオンモール北京豊台

イオンモール天津TEDA
イオンモール天津中北
イオンモール天津梅江

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

イオンモール杭州良渚新城

イオンモール広州番禺広場

イオンモール武漢金銀潭
イオンモール武漢経開

北京・天津エリア

江蘇省・浙江省
エリア

広東省エリア

湖北省エリア

イオンモール河北燕郊（河北省）
（仮称）イオンモール武漢石橋（湖北省）
イオンモール佛山大瀝（広東省）
イオンモール天津津南（天津市）
（仮称）イオンモール広州金沙洲（広東省）

新規オープン予定店舗
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当社では、経済成長の著しいアセアン地域においても新しいライフスタイルを提案し、

情報発信の拠点となるモールづくりを推し進めています。

イオングループでは、1980年代からタイ、マレーシアでスーパーやショッピングモールを

展開しており、その他のアセアン各国とも社会貢献活動を通じて交流を深めてきました。

イオンモールの出店は、流通の近代化、国民の生活向上、小売技術の伝承、海外からのテナント誘致

などに貢献することから、各国より大きな期待が寄せられています。

2014年には、カンボジアの1号店として首都プノンペンに「イオンモール プノンペン」がオープン。

ベトナムではホーチミンに「イオンモール タンフーセラドン」「イオンモール ビンズオンキャナリー」を、

首都ハノイに「イオンモール ロンビエン」を出店し、いずれも地域のお客さまから高い支持を得ています。

また、2015年にはインドネシア1号店「イオンモールBSD CITY」がオープンしたほか、

タイ、ラオス、ミャンマーにおいても事業展開に向けたフィージビリティスタディを推進しています。

パートナー企業や地域の皆さまとの信頼関係や協力体制を築きつつ、それぞれの地域で

お客さまに最も支持されるショッピングモールづくりをめざしています。

各国の伝統や文化と調和しながら
ライフタイルを提案し、発展に寄与します。

海外事業 アセアン地域への展開

イオンモール タンフーセラドン
イオンモール ビンズオンキャナリー

イオンモール ロンビエン

イオンモールBSD CITY

イオンモール
プノンペン

インドネシア
イオンモール ジャカルタ ガーデンシティ

（仮称）イオンモール セントゥールシティ
（仮称）イオンモール デルタマス

ベトナム
イオンモール ビンタン

カンボジア
カンボジア 2号店

新規オープン予定店舗
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社会や地域とともに

すべてのお客さまが安心して快適な時間が過ごせること。
地域の発展に貢献すること。そして、美しい環境を未来へ引き継ぐこと。

必要な商品やサービスを提供するだけでなく、
「いつまでもここにあってほしい」と皆さまから望まれる
商業施設であるために、イオンモールはさまざまな取り組みを
続けています。

「お客さまの安全、安心」のために

ユニバーサルデザイン

環境保全活動

地域・社会への貢献
新たな暮らしを創造するディベロッパーとして、イオンモールはお客さまの利便性や快適性をさらに

向上する構想を実現しようとしています。

その柱のひとつが、次世代デジタリゼーションの活用です。お客さまとの接点拡大、館内を移動するモ

ビリティサービスの導入、ロボットコンシェルジュなど新たなコミュニケーションチャネルの提供、そし

てスマートフォンやウェアラブル端末のさらなる活用など、さまざまな角度からこれまでにない顧客体

験の創造をめざしています。

また、地域のお客さまの日々の生活を心身ともに豊かなものにする「ヘルス&ウェルネス」への取り組

みとして、食や医療、カルチャーやスポーツ、音楽や旅、笑いやリラクゼーションなど、多彩なイベントや

プログラムを通して、皆さまのライフスタイルをサポートしてまいります。

いつまでも魅力あふれる生活を提案する存在であり続けるために、新しい時代に果敢に挑戦する企業

風土を育んでいます。

最新テクノロジーを導入し、より便利で楽しい
ショッピング体験を提供してまいります。

進化するモールビジネス 

ソフトバンクロボティクス（株）のPepperを活用し、当社が独自に実施しているものです。
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モールの運営・管理の中で、最も優先されるのはお客さまの安全です。

事故防止や食品衛生管理はもちろん、万一災害が発生した際の安全性を確保するために、

私たちはさまざまな取り組みを行っています。

国内のほとんどのモールでは、

あらかじめ防災活動への協力などに関する協定書を

地方行政と締結し、万一の際には地域の防災拠点として機能する体制を整えています。

また、日頃より専門店のスタッフも参加して避難誘導や消火活動などの

防災訓練を定期的に実施しています。

さらに、近年にオープンしたモールでは

建物の耐震性能をいっそう強化しているほか、

停電時にも受水槽内の水や太陽光パネルが

発電する電力を活用できるようにすることで、

被災時の復興拠点としての機能確保にも

努めています。

これからも、地域の皆さまから

「イオンモールにいれば安全だ」と

思っていただけるよう、

たゆまぬ安全性の追求を続けます。

不測の事態を想定して
毎日の地道な努力を続けます。

「お客さまの安全、安心」のために

非常時の断水・停電状態でも受水槽内の水を飲料用に利用する
ために災害時用バルブを取り付けています。

飲料水の確保

万一の災害の際には、モールが安全・安心の拠点として地域の
皆さまのお役に立てるよう、災害時の協力支援を約束する防災
協定を自治体と締結しています。

防災協定
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イオンモールでは、広い館内に小さなお子さまからご高齢の方までの幅広い年代層、

またお体の不自由な方や外国人のお客さまも多くお迎えしています。

ご来店いただくすべてのお客さまに安全・安心・快適にショッピングを楽しんでいただくために、

私たちは他の商業施設に先駆けて本格的なユニバーサルデザインを

導入して高い評価をいただいてきました。

エレベーターや通路、トイレ、駐車場、案内表示など随所にわたって

形状、配色、寸法などを徹底的に吟味し、

わかりやすさと使いやすさを両立したデザインを採用。

ご利用いただくお客さまの声をお聞きして

さらに研究を重ねることで、すべてのお客さまに

配慮したモールづくりを行っています。

こうしたハード面の取り組みに加えて、

従業員がお客さまに自然な心づかいや

気配りができる意識づくりを進め、

どなたにも「来てよかった」と思っていただける

ショッピングモールをめざしています。

すべての人に、より快適で安心感に満ちた
時間を過ごしていただくために。

ユニバーサルデザイン 

館内中央のわかりやすい位置にインフォメーションカウンター
を設置。館内サインは遠くからでも見やすい色や大きさを検証
し、適切な箇所に設置しています。

お客さまへのご案内

ご高齢の方や車いすをご利用の方にも便利な多目的トイレや、
お子さま専用トイレを設置。さらに、一般のトイレにおいても車
いすのままご利用いただけるような配慮をしています。

快適なトイレスペース
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当社は地域に密着した事業活動を行う企業として、

「人と環境に配慮した」モールづくりを実践し、社会の持続的な発展に貢献するための

取り組みを積極的に行っています。

CO2排出などの環境負荷を低減するために、

各モールでは自然エネルギーを活用する環境設備などを導入するとともに、

LED照明への切り替え、EV（電気自動車）の充電ステーション設置、

公共交通機関の利用促進などを行っています。

2013年には、イオンモール幕張新都心が国内の

大規模商業施設として初めて国際的な建築物の

環境性能評価「LEED認証」を取得。

また、モールの開発にあたっては生物多様性にも

配慮し、これまでに5モールが一般社団法人 

いきもの共生事業推進協議会（ABINC)の

「いきもの共生事業所®認証（都市・SC版）」を

取得しました。

中国では、2014年にイオンモール蘇州呉中が

中国のイオングループで初めて同国の

環境評価基準制度によって認証される

「緑色二星」（設計段階）を取得。

これまでに計5モールがこの認証を取得しており、

環境に配慮したモール開発に高い関心が

寄せられています。

今を輝かせるだけでなく、次の世代も輝き続けるように、
持続可能なモールづくりをめざします。

環境保全活動 

太陽光発電システムを順次導入し、館内で使用する電力の一部
をまかなっています。発電量などのデータはリアルタイムでお
客さまがご覧いただけるようにしています。

自然エネルギーの活用

地球環境の保全、持続可能な社会の実現をめざし、CO2を排出
しない電気自動車やプラグインハイブリッド車の普及に対応す
るため、お客さま駐車場に充電器の設置を進めています。

EV（電気自動車）充電器の設置
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私たちは、「地域の発展なくしてモールの発展はない」というポリシーのもと、

地域とのさらなる共生をめざしています。

それぞれのモールは数千人単位の安定した雇用を創出するほか、

地元企業のビジネスチャンス拡大、人口や税収の増加など、

地域経済の活性化に広く貢献しています。

また、地元の農産物や伝統的な食品を守り育てるための「地産地消」、

さらにはその特産物を全国のモールで販売する「地産全消」を推進しています。

あわせて、祭事などの伝統行事やさまざまな市民の文化活動へのサポートを行うなど、

地域になくてはならないコミュニティの中心となる

モールづくりをめざします。

また広く社会の一員として、

私たちは環境や地域社会へ貢献することを

大切に考えています。

1991年より取り組んできた、

地域に自生する樹木の苗木をお客さまとともに

植樹する「イオン ふるさとの森づくり」は、

グループでの累計植樹本数が

1,000万本を超えています。

今後も地球環境保全、社会貢献活動に

取り組んでまいります。

コミュニティの中心として機能し、
地域とともに成長します。

地域・社会への貢献 

それぞれの地域に伝わる祭事などを尊重し、会場の提供をはじ
め各種のサポートを実施。商業施設の枠を超えて地域コミュニ
ティの中心的な役割を果たしています。

地域行事のサポート

1991年よりイオングループで取り組む「クリーン＆グリーン活
動」の一環として、毎月11日のイオン・デーには専門店の従業員
も参加して、開店前にモール周辺の清掃活動を行っています。

クリーン＆グリーン活動
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イオンは10の事業をもつ純粋持株会社体制のもと、 
バランスよく成長する日本最大の小売業グループです。
その中でイオンモールはイオングループの中核企業として 

ディベロッパー事業を担っています。

イオンの中核企業として 
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イオンモール株式会社は、
環境マネジメントシステムの
国際規格「ISO14001」の
認証取得企業です。

〒261-8539
千葉県千葉市美浜区中瀬 1丁目5番地 1
TEL: 043-212-6450（代）
http://www.aeonmall.com

会社案内
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