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２０１３年１０月１日 

 

東 急 不 動 産 株 式 会 社 

東急不動産ＳＣマネジメント株式会社 

 

ＣＯＣＯＥ あまがさき緑遊新都心、箕面マーケットパーク ヴィソラが「キューズモール」に。 

「あべのキューズモール」「あまがさきキューズモール」「みのおキューズモール」へ 

１０月９日（水）「キューズモール」ブランド統一の概要について 

■ブランド統一記念フェア「キューズ･フエタ･フェスタ」開催 

■あべのキューズモールの「スマイルプロジェクト」も拡大継承 

 

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、社長：金指潔、以下「東急不動産」）および、東急不動産ＳＣマネジメン

ト株式会社（本社：東京都渋谷区、社長：土屋光夫、以下「ＴＳＣＭ」）は、関西圏のモール型ショッピングセンター３施

設（「あべのマーケットパーク キューズモール（以下「あべのキューズモール」）」、「ＣＯＣＯＥあまがさき緑遊新都心

（以下「ＣＯＣＯＥ」）」、「箕面マーケットパーク ヴィソラ（以下「ヴィソラ」）」の名称を、１０月９日（水）よりキューズモー

ルブランドに統一し、それぞれ「あべのキューズモール」、「あまがさきキューズモール」、「みのおキューズモール」とし

て営業を開始いたします。また、同日より「キューズ・フエタ・フェスタ」として、各種イベントを開催いたします。 

また、キューズモールではブランドスローガン『街は、おおらか。人は、ほがらか。』を掲げ、これまで、あべのキュー

ズモールで地域一体となってエリアの活性化を目指すために実施しておりました「あべのスマイルプロジェクト」を、

「キューズモール・スマイルプロジェクト」として、全キューズモールにて、拡大・実施してまいります。１０月９日よりキュ

ーズモール・スマイルプロジェクトとして、「スマイル・フエル・プロジェクト」「みんなのポイントで、地元の図書館に絵本

を！」の２つのプロジェクトを同時にスタートいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東急不動産はこれまで、２００３年１０月開業の「ヴィソラ」や、２０１１年４月開業の「あべのキューズモール」など、モール型ショッ

ピングセンターを「マーケットパーク」シリーズとして開発し、ＴＳＣＭが運営してまいりました。 

 その後２０１２年２月には既に開業していた「ＣＯＣＯＥ」を取得し、３施設合計の賃貸面積は約１５万㎡、店舗数はのべ約５００店舗

となり、年間来場者数は５，０００万人、ポイントカード会員数は５０万人という顧客規模となりました（２０１２年度実績）。 

 この顧客規模と、更なる施設の魅力向上を目指すため、３施設を関西圏で認知度の高い「キューズモール」ブランドに統一し、お

客様への統一的なサービス提供、地域の方々とのコミュニケーションの深化を進めてまいります。 

 また名称統一にとどまらず、今後統一的なイベント施策や露出の拡大、顧客基盤の整備を行うことにより、更なる広域集客とリピ

ーターの獲得を目指し、ポイントカード会員数６０万人を目指します。 

 

 

 

 

「「「「キューズモールキューズモールキューズモールキューズモール」」」」ブランドブランドブランドブランド統一統一統一統一についてについてについてについて    



 

 

 

尼崎の誇るファッションリーダー。 

マネできない奇抜なセンスで周囲 

をいつも驚かせるそのセンスは、 

モード系なのか、ナニワのおばちゃ 

ん系なのか意見が分かれるところ 

だが、人の意見などお構いなしに 

我が道をゆく≪媚びないアネゴ≫ 

２７歳・オンナ 

 

 

ブランド統一にともなう、各施設のサービスの変更および新サービスは以下の通りです。 

 

●●●●各施設各施設各施設各施設のののの新新新新サービスサービスサービスサービス、、、、およびおよびおよびおよびサービスサービスサービスサービス変更点変更点変更点変更点 

 

ポイントカードポイントカードポイントカードポイントカードのののの統合統合統合統合とととと施設施設施設施設外提携外提携外提携外提携サービスサービスサービスサービス拡大拡大拡大拡大    

これまで施設ごとに発行されてきたカード（あべのキューズモール「キューズ

モールフレンズポイントカード」、ＣＯＣＯＥ「ＣＯＣＯＥポイントカード」、ヴィソラ

「ヴィソラポイントカード」、）は、「キューズモールフレンズポイントカード」に統

合します。これにともない、これまでそれぞれのポイントカードごとに提供して

まいりました施設外提携サービスも統合し、ますますお得になります。 

※ポイントカードの切り替え 

   あまがさきキューズモール、みのおキューズモールでは、これまでのポイントカードを

「キューズモールフレンズポイントカード」へ累積ポイントをそのまま移行する切り替え申込みを承っております。 

また、あまがさきキューズモール、みのおキューズモールでは１０月９日（水）～３１日（木）の間、新規入会キャンペーンを実施します。

期間中に新規入会のお申込みをいただきますと入会金が無料となります。 

※主な施設外ポイントカードサービス提携先 

   東急スポーツオアシス（新たに 2013 年 10 月初旬より開始予定）、セレッソ大阪、スパワールド、大阪市立美術館など 

    

無料無料無料無料Ｗｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－Ｆｉサービスサービスサービスサービス    

全キューズモールでは、右記マーク掲出の館内エリアで、公衆無線ＬＡＮをお使いいただける

ようになります。  

※ソフトバンク以外のユーザーは１日あたり３０分以内のみ利用可能となります。 

 

あまがさきあまがさきあまがさきあまがさきキューズモールキューズモールキューズモールキューズモールにおけるにおけるにおけるにおける駐車駐車駐車駐車サービスサービスサービスサービス拡充拡充拡充拡充 

あまがさきキューズモールでは、新たな駐車料金サービスを行います。キューズモールフレンズポイントカード会員

限定の駐車サービス、お買上金額に応じた駐車料金割引サービスの拡充、また最大料金の設定により、お車でお越

しの方々がゆっくりと施設をご利用いただけるようになります。 

駐車駐車駐車駐車サービスサービスサービスサービス ＣＯＣＯＥあまがさき（～2013.10.8） あまがさきキューズモール（2013.10.9～） 

初期割引サービス 

平日 入場後 2 時間無料 

土日祝日 入場後 1 時間無料 

全日 入場後 1 時間無料 

会員サービス なし 追加１時間無料 

駐車料金 ３０分につき２００円 ６０分につき４００円 

最大料金 なし 入場後２４時間１，０００円 

２，０００円以上お買上で追加１時間無料 

１円～４，０００円未満お買上で追加１時間無料 

※入場後２４時間最大７００円 お買上金額による 

割引サービス 

４，０００円以上お買上で追加２時間無料 

４，０００円以上お買上で追加２時間無料 

※入場後２４時間最大７００円 

※ＭＯＶＩＸあまがさきキューズモール、セントラルウェルネスクラブ あまがさきキューズモールご利用の方は別途割引サービスが適応 

 

●●●●キューズモールオリジナルキャラクターキューズモールオリジナルキャラクターキューズモールオリジナルキャラクターキューズモールオリジナルキャラクターにににに新新新新キャラクターキャラクターキャラクターキャラクターがががが登場登場登場登場        

あべのキューズモールのオリジナルキャラクター「アベーノアベーノ・アンド・ヒズ・ファニー・フレンズ」に、新しい仲間

が加わります。あまがさきキューズモールの顔として、生まれも育ちも尼崎出身のファンキー姉さん「アマーガガ」。 

みのおキューズモールの顔として、自称パリ生まれ！北摂のフレンチロリータこと「ラ・ミノール」。 

ニューフェイスの彼女たちがあべのキューズモールの 9 人と一緒になって、ますます明るく楽しく元気よく、キューズ

モールを！ナニワを！日本を！世界を！宇宙を！盛り上げていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ブランド統一にともなうサービス変更等と、新キャラクター 

 

フランスのモンマントルの丘生ま 

れ(自称)。ひどい方向音痴でナイ 

アガラの滝を見に海外に出たが、 

たどりついたのは箕面の滝だった 

らしい。もみじの天ぷらをつまみに、 

箕面ビールを飲む。そんなアンニュ 

イな昼下がりが好きな≪北摂の 

フレンチロリータ≫２１歳・オンナ 

 

「「「「アマーガガアマーガガアマーガガアマーガガ」」」」（あまがさきキューズモール） 「「「「ララララ・・・・ミノールミノールミノールミノール」」」」（みのおキューズモール） 



 

 

 

各施設ではこのほか、人気アーティストによるスペシャル・ミニライブや、地元のキッズたちによるダンスコンテ

ストを開催します。これらと並行して３施設で１０月９日（水）から１１日（金）まで、ポイントカード会員限定のキャッ

シュバックキャンペーンを実施します。 

また、新たにキューズモールとなるあまがさきキューズモールとみのおキューズモールでは、あべのキューズ

モールの人気店舗「東急ハンズ」による「キューズモール×東急ハンズ お買い得市」を開催いたします。 

 

 

人気アーティストが出演するスペシャル・ミニライブをあべのキューズモール、あまがさきキューズモールの２

施設で実施します。出演は、ダンスボーカルユニットＬｅａｄ、今年１月にメジャーデビューを果たした注目シンガ

ー・塩ノ谷早耶香、昨年ＣＨＥＭＩＳＴＲＹとしての活動を休止してソロ活動中の川畑要です。 

また、みのおキューズモールではメジャーデビューを目標に日々エイベックス・アーティス

トアカデミー大阪校でレッスンを受けている受講生・特待生などのパフォーマンスを行う「エ

イベックス・チャレンジステージ」を開催いたします。今回のステージには、大阪校の先輩が

所属する東京女子流とＤａ－ｉＣＥがゲストとして出演いたします。 

 

あべのキューズモールあべのキューズモール ３Ｆスカイコート 

Ｌｅａｄ ミニライブ＆握手会 

１０月１４（月・祝）１３：００～／１７：００～ 

あまがさきキューズモール ２F 緑遊広場 

１０月１４（月・祝） 

１３：００～ 塩ノ谷早耶香 ミニライブ＆握手会（仮） 

１６：００～ 川畑要 ミニライブ＆トークショー（仮） 

みのおキューズモール ＥＡＳＴ １Ｆエルステージ 

１０月１４（月・祝） 

エイベックス・チェレンジステージ 

１１：００～１３：３０（第１部） 、１３：３０～１５：００（第２部）、１５：００～１７：３０（第３部） 

※東京女子流は第１部と第３部、Ｄａ－ｉＣＥは第２部にそれぞれ出演します。ステージ終了後、握手会を行います。 

 

 

各地で大きなムーブメントとなっているキッズダンスのコンテストを実施します。 

４〜１５歳までのチームを対象に、あべの・あまがさき・みのおの３施設にてそれぞれ予選大会を開催し、各会場

上位５〜７チームによる決勝大会で、「初代チャンピオン」を決定します。 

◎予選大会：１０月１３日（日）１３：００～ 

あべのキューズモール ３Ｆスカイコート 

あまがさきキューズモール ３Ｆレンガの広場 

みのおキューズモール ＥＡＳＴ １Ｆエルステージ 

◎決戦大会：１０月２０日（日）１３：００～ 

あべのキューズモール ３Ｆスカイコート 

    

    

１０月９日（水）～１１日（金） 

ポイントカード会員限定キャンペーンです。当日お買上レシート５，０００円毎に 

つき「キューズモールギフトカード５００円」をキャッシュバックします。 

※キャッシュバック対象のお買上金額は１０万円が限度額となります。（キャッシ 

ュバックは最大１万円まで） 

※「キューズモールギフトカード」は当日の配布予定枚数に達し次第、終了いたします。 

 

 

あべのキューズモールでも人気の東急ハンズによる「ハンズお買い得市」を、 

あまがさきキューズモールでは１０月９日（水）～３１日（木）、みのおキューズモ 

ールでは、１０月９日（水）～２７日（日）、それぞれ期間限定で出店します。

「「「「QQQQ’’’’ssssＭＡＬＬＭＡＬＬＭＡＬＬＭＡＬＬ    ＳＰＥＣＩＡＬＳＰＥＣＩＡＬＳＰＥＣＩＡＬＳＰＥＣＩＡＬ    ＥＶＥＮＴ！ＥＶＥＮＴ！ＥＶＥＮＴ！ＥＶＥＮＴ！」」」」 

「「「「キューズモールキューズモールキューズモールキューズモール××××東急東急東急東急ハンズハンズハンズハンズ    ハンズハンズハンズハンズおおおお買買買買いいいい得市得市得市得市」」」」（あまがさき・みのお）    

「キューズ・フエタ・フェスタ」 

「「「「キューズキューズキューズキューズ・・・・スーパーキッズダンスコンスーパーキッズダンスコンスーパーキッズダンスコンスーパーキッズダンスコンテストテストテストテスト」」」」    

    

「「「「キューズモールキューズモールキューズモールキューズモール    キャッシュバックキャンペーンキャッシュバックキャンペーンキャッシュバックキャンペーンキャッシュバックキャンペーン」」」」 



 

 

 

 

 

キューズモールではブランドスローガン『街は、おおらか。人は、ほがらか。』を掲げ、これまで、

あべのキューズモールで地域一体となってエリアの活性化を目指すために実施しておりました「あ

べのスマイルプロジェクト」を、「キューズモール・スマイルプロジェクト」として、キューズモール全

施設にて、拡大・実施してまいります。 

１０月９日よりキューズモール・スマイルプロジェクトとして、「スマイル・フエル・プロジェクト」「みん

なのポイントで、地元の図書館に絵本を！」の２つのプロジェクトを同時にスタートいたします。 

 

 

警察署や消防署、病院をはじめとする地域を見守り、地域で働く方々と、地域に根差すショッピングモールを目

指すキューズモールにご来館頂いた地元の方々の、笑顔の写真を撮影させていただき、皆様からいただいた笑

顔をつないだ“スマイル・アート”を期間限定で展示いたします。お客様をお迎えするキューズモール各施設の共

用部分各所に掲げて、地元の人々との対話や交流、新たなスマイルを生み出す第一歩としてまいります。 

掲出期間：１０月９日（水）～３１日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※左より、あべのキューズモール、あまがさきキューズモール、みのおキューズモール各施設の掲出イメージ 

 

 

地元の子供たちにもっと、絵本に触れていただく機会を増やすために、ポイント

カード会員様に寄付いただいたポイントを集めて、地元の図書館に絵本をプレゼ

ントいたします。併せて、キューズモールのキャラクターオリジナル絵本も寄贈も

計画しております。 

ポイント積立：１０月９日（水）～  

ポイント積立期間は２０１４年２月末まで、絵本寄贈は３月末を予定しています。 

 

        ※右の絵本は、２０１１年から２０１２年にかけてあべのキューズモールにてスマイル 

プロジェクト第６弾としてポイント積立を行い、２０１３年１月に大阪市立大学医学 

 部附属病院小児医療センターに寄贈したオリジナル絵本です。 

 

■■■■最新最新最新最新ののののスマイルプロジェクトスマイルプロジェクトスマイルプロジェクトスマイルプロジェクト    

直近のスマイルプロジェクトは、あべのキューズモールで２０１３年６月１４日より展開して

いました「天王寺動物園ナベヅルプロジェクト」です。“天王寺動物園に絶滅危惧種「ナベヅ

ル」のお婿さんを連れてこよう”との呼びかけを行い、お客様からカードポイントの積み立て

を募ってまいりました。 

あべのキューズモールのポイントカードは、５００ポイントを５００円分のお買物券に交換で

きる等の特典以外に、お客様の任意で１ポイント（１円に相当）から、地域に還元するプログ

ラムに寄付が行えるシステムにしております。 

今回のプロジェクトではお客様にご協力いただき積み立ててきた本カードポイント（３３，３

９８ポイント※９月２７日にて締切）と、施設内のイベントでお客様にご参加いただき集まった

催事収益金をあわせた合計１５７，５００円を活用いたします。 

なお、井の頭自然文化園から天王寺動物園へのナベヅルの移送は、１０月下旬頃の予定です。 

「「「「スマイルスマイルスマイルスマイル・・・・フエルフエルフエルフエル・・・・プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」    

「「「「みんなのみんなのみんなのみんなのポイントポイントポイントポイントでででで、、、、地元地元地元地元のののの図書館図書館図書館図書館にににに絵本絵本絵本絵本をををを！！！！」」」」    

          あべのキューズモールの地域連携施策「スマイルプロジェクト」を拡大継承 



 

 

＜＜＜＜ごごごご参考参考参考参考＞＞＞＞    

 

■あべのあべのあべのあべのキューズモールキューズモールキューズモールキューズモールでででで展開展開展開展開してきたしてきたしてきたしてきた過去過去過去過去ののののスマイルプロジェクトスマイルプロジェクトスマイルプロジェクトスマイルプロジェクト一覧一覧一覧一覧    

第１弾 あべのスマイルこいのぼり ２０１１年４月２６～５月８日  

第２弾 天王寺動物園プロジェクト 

２０１１年４月２６日～１２月１４日 

（２０１１年１２月１５日寄贈） 

カードポイント還元 

第３弾 アベノあめ村 

２０１１年５月２６日～ 

２０１２年３月２０日 

 

第４弾 スマイル七夕短冊 ２０１１年７月２日～７月７日  

第５弾 キューズ夏祭り ２０１１年８月１３・１４日  

第６弾 市大病院小児病棟 絵本プレゼント 

２０１１年１２月１５日～ 

２０１２年１０月３１日（ポイント受付） 

カードポイント還元 

第７弾 バレンタインプロジェクト ２０１２年２月１日～１４日  

第８弾 

東日本大震災復興支援チャリティ 

阿倍野まちかどロゲイニング&ライブ 

２０１２年３月１１日  

第９弾 

関西学生落語グランプリ 

（休津亭プロジェクト） 

２０１２年３月９日  

第１０弾 

市大病院小児病棟 

オリジナル絵本読み聞かせ会 

２０１２年１２月１１日  

第１１弾 

げんべいビーチサンダル   

ファンキーデザインコンテスト 

２０１２年４月２０日～５月１４日 

※商品発売 ７月２日～８月中旬 

 

第１２弾 スマイル七夕短冊 ２０１２年６月２９日～７月１日   

第１３弾 キューズ夏祭り ２０１２年８月１１・１２日  

第１４弾 キューズ上方怪談 ２０１２年８月１９日  

第１５弾 

「こども１１０番の家」 

旗寄贈プロジェクト 

２０１２年１１月１日～ カードポイント還元 

第１６弾 

第二回関西学生落語グランプリ 

（休津亭プロジェクト） 

２０１３年２月１８日  

第１７弾 あべのまちかどロゲイニング ２０１３年３月１６日  

第１８弾 

天王寺動物園プロジェクト 

（ナベヅル） 

２０１３年６月１４日～９月３０日 

※２０１３年１０月寄贈予定 

カードポイント還元 

第１９弾 スマイル七夕短冊 

２０１３年６月２８日～３０日 

（短冊受付） 

 

第２０弾 あべの おやこらぼ ２０１３年８月１１日  

第２１弾 キューズ夏祭り ２０１３年８月１７日・１８日  

２０１３年９月現在 

 

 

 

  


