
 

 

 

 

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、

社（本社：東京都渋谷区、社長：土屋

あべのスマイルプロジェクト」

お祝い

お祝い企画第１弾は、

周年をお祝いしよう！』を開催します。周年をお祝いしよう！』を開催します。周年をお祝いしよう！』を開催します。周年をお祝いしよう！』を開催します。

は、ほがらか

クト」の

    

■■■■あべのあべのあべのあべの

『『『『
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 ＜記念写真撮影会＞

・開催日時

・開催場所

・

 

・参加

 ＜

・

・引換場所

 ＜フォトパネル展＞

・

・開催場所

   

 

 

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、

社（本社：東京都渋谷区、社長：土屋

あべのスマイルプロジェクト」

お祝いする企画を実施します。

お祝い企画第１弾は、

周年をお祝いしよう！』を開催します。周年をお祝いしよう！』を開催します。周年をお祝いしよう！』を開催します。周年をお祝いしよう！』を開催します。

は、ほがらか。

クト」の「あべの

あべのあべのあべのあべのスマイルプロジェクト第２スマイルプロジェクト第２スマイルプロジェクト第２スマイルプロジェクト第２

『『『『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしようお祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしようお祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしようお祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしよう

【開催概要】【開催概要】【開催概要】【開催概要】 

・名 称 

・開催内容 

  

  

＜記念写真撮影会＞

・開催日時 

・開催場所 

・参加対象 

  

・参加費用 

＜写真引換場所

・引換期間 

・引換場所 

＜フォトパネル展＞

・開催期間 

・開催場所 

あべのキューズモールは、天王寺動物園１００周年を年間通じて

     
      

 

 

 

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、

社（本社：東京都渋谷区、社長：土屋

あべのスマイルプロジェクト」

する企画を実施します。

お祝い企画第１弾は、２０１５年１月１日（元旦）に２０１５年１月１日（元旦）に２０１５年１月１日（元旦）に２０１５年１月１日（元旦）に

周年をお祝いしよう！』を開催します。周年をお祝いしよう！』を開催します。周年をお祝いしよう！』を開催します。周年をお祝いしよう！』を開催します。

。」を実現する取り組みとして、

あべのスマイルプロジェクト」

スマイルプロジェクト第２スマイルプロジェクト第２スマイルプロジェクト第２スマイルプロジェクト第２

お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしようお祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしようお祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしようお祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしよう

 『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしよう

 天王寺動物園１００周年お祝いメッセージを記入したボードを持って、ステージ上で記念撮影

 をします。撮影した写真は、１００周年

 ーズモールにて

＜記念写真撮影会＞ 

 ２０１５年

 天王寺動物園内

 先着１００組

  

 無料 

写真引換場所＞ 

 ２０１５年

 あべのキューズモール

＜フォトパネル展＞ 

 ２０１５年

 あべのキューズモール

あべのキューズモールは、天王寺動物園１００周年を年間通じて

 お祝い企画

   天王寺動物園１００周年をお祝いしよう！』開催
■開催

 

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、

社（本社：東京都渋谷区、社長：土屋 

あべのスマイルプロジェクト」の一環として、

する企画を実施します。 

２０１５年１月１日（元旦）に２０１５年１月１日（元旦）に２０１５年１月１日（元旦）に２０１５年１月１日（元旦）に

周年をお祝いしよう！』を開催します。周年をお祝いしよう！』を開催します。周年をお祝いしよう！』を開催します。周年をお祝いしよう！』を開催します。

」を実現する取り組みとして、

スマイルプロジェクト」第

スマイルプロジェクト第２スマイルプロジェクト第２スマイルプロジェクト第２スマイルプロジェクト第２９９９９弾弾弾弾

お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしようお祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしようお祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしようお祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしよう

開業以来続けている「

王寺動物園とはさまざまなコラボ企画を実施

王寺動物園と

天王寺動物園１００周年を年間

タートである

お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしよう

天王寺動物園１００周年お祝いメッセージを記入したボードを持って、ステージ上で記念撮影

をします。撮影した写真は、１００周年

ーズモールにて後日

２０１５年１月１日（元旦

天王寺動物園内１００周年イベント

先着１００組 ※事前予約不可、年齢制限なし

  ※あべのキューズモールにて写真の受け渡しが可能な方

  ※１グループ様、写真は１枚まで

２０１５年１月２日（金

あべのキューズモール

２０１５年１月９日（金

あべのキューズモール

＜あべのスマイルプロジェクト

あべのキューズモールは、天王寺動物園１００周年を年間通じて

お祝い企画第１弾『お祝いメッセージと一緒に撮影して、

天王寺動物園１００周年をお祝いしよう！』開催
■開催日時：２０１５年１月１

 

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、社長：

 光夫）が運営

の一環として、１００周年を迎え

２０１５年１月１日（元旦）に２０１５年１月１日（元旦）に２０１５年１月１日（元旦）に２０１５年１月１日（元旦）に

周年をお祝いしよう！』を開催します。周年をお祝いしよう！』を開催します。周年をお祝いしよう！』を開催します。周年をお祝いしよう！』を開催します。当企画は、「キューズモール」の

」を実現する取り組みとして、地域一体となってエリアの活性化を目指す

第２９弾として実施

弾弾弾弾    

お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしようお祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしようお祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしようお祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしよう

開業以来続けている「

王寺動物園とはさまざまなコラボ企画を実施

王寺動物園と継続して

天王寺動物園１００周年を年間

タートである元日に天王寺動物園にて

お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしよう

天王寺動物園１００周年お祝いメッセージを記入したボードを持って、ステージ上で記念撮影

をします。撮影した写真は、１００周年

後日お渡しします。また、撮影した写真の

１日（元旦）１３：３０

１００周年イベント

※事前予約不可、年齢制限なし

※あべのキューズモールにて写真の受け渡しが可能な方

※１グループ様、写真は１枚まで

２日（金）～３１日（土）（１０：００～２１：００）

あべのキューズモール B１F インフォメーション

９日（金）～３１日（土）（１０：００～２１：００）

あべのキューズモール B１F サーティワンアイスクリーム前

あべのスマイルプロジェクト

あべのキューズモールは、天王寺動物園１００周年を年間通じて

『お祝いメッセージと一緒に撮影して、

天王寺動物園１００周年をお祝いしよう！』開催
日時：２０１５年１月１

 

 

社長：三枝 利行

運営管理するショッピングセンター「

１００周年を迎える

２０１５年１月１日（元旦）に２０１５年１月１日（元旦）に２０１５年１月１日（元旦）に２０１５年１月１日（元旦）に『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００

は、「キューズモール」の

地域一体となってエリアの活性化を目指す

弾として実施します

お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしようお祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしようお祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしようお祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしよう

開業以来続けている「あべの

王寺動物園とはさまざまなコラボ企画を実施

継続して一緒に

天王寺動物園１００周年を年間

元日に天王寺動物園にて

お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしよう

天王寺動物園１００周年お祝いメッセージを記入したボードを持って、ステージ上で記念撮影

をします。撮影した写真は、１００周年特別限定

お渡しします。また、撮影した写真の

３０～１６：００ 

１００周年イベント特設ステージ（野外ステージ跡）

※事前予約不可、年齢制限なし

※あべのキューズモールにて写真の受け渡しが可能な方

※１グループ様、写真は１枚まで

～３１日（土）（１０：００～２１：００）

インフォメーション

～３１日（土）（１０：００～２１：００）

サーティワンアイスクリーム前

あべのスマイルプロジェクト

あべのキューズモールは、天王寺動物園１００周年を年間通じて

『お祝いメッセージと一緒に撮影して、

天王寺動物園１００周年をお祝いしよう！』開催
日時：２０１５年１月１日（元旦）１３：３０～１６：００

 

東 急 不 動 産 株 式 会

東急不動産

 

 

 

 

 

 

利行）および、東急不動産ＳＣマネジメント株式会

ショッピングセンター「

る天王寺動物園

『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００

は、「キューズモール」のブランドコンセプト

地域一体となってエリアの活性化を目指す

します。 

お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしようお祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしようお祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしようお祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしよう

あべのスマイルプロジェクト」では、これまでにお隣の天

王寺動物園とはさまざまなコラボ企画を実施

一緒に地域の活性化

天王寺動物園１００周年を年間通じてお祝いすること

に天王寺動物園にてお祝い企画第１弾

お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしよう

天王寺動物園１００周年お祝いメッセージを記入したボードを持って、ステージ上で記念撮影

特別限定オリジナル写真台紙に入れて、あべのキュ

お渡しします。また、撮影した写真の

  

ステージ（野外ステージ跡）

※事前予約不可、年齢制限なし 

※あべのキューズモールにて写真の受け渡しが可能な方

※１グループ様、写真は１枚まで 

～３１日（土）（１０：００～２１：００）

インフォメーション 

～３１日（土）（１０：００～２１：００）

サーティワンアイスクリーム前

あべのスマイルプロジェクト 第２９弾

あべのキューズモールは、天王寺動物園１００周年を年間通じて

『お祝いメッセージと一緒に撮影して、

天王寺動物園１００周年をお祝いしよう！』開催
元旦）１３：３０～１６：００

 

東 急 不 動 産 株 式 会

東急不動産

および、東急不動産ＳＣマネジメント株式会

ショッピングセンター「あべの

天王寺動物園を２０１５年の年間を通じて

『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００

ブランドコンセプト

地域一体となってエリアの活性化を目指す

お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしようお祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしようお祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしようお祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしよう』』』』についてについてについてについて

スマイルプロジェクト」では、これまでにお隣の天

王寺動物園とはさまざまなコラボ企画を実施してきました。

活性化に取り組みたいという

お祝いすること

お祝い企画第１弾

お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしよう

天王寺動物園１００周年お祝いメッセージを記入したボードを持って、ステージ上で記念撮影

オリジナル写真台紙に入れて、あべのキュ

お渡しします。また、撮影した写真のフォトパネル展も開催します。

ステージ（野外ステージ跡）

※あべのキューズモールにて写真の受け渡しが可能な方

～３１日（土）（１０：００～２１：００） 

～３１日（土）（１０：００～２１：００） 

サーティワンアイスクリーム前 

第２９弾＞ 

あべのキューズモールは、天王寺動物園１００周年を年間通じて

『お祝いメッセージと一緒に撮影して、

天王寺動物園１００周年をお祝いしよう！』開催
元旦）１３：３０～１６：００

  

２０１４年

東 急 不 動 産 株 式 会

東急不動産 SC マネジメント株式会社

および、東急不動産ＳＣマネジメント株式会

あべのキューズモール

２０１５年の年間を通じて

『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００

ブランドコンセプト「街は、おおらか。人

地域一体となってエリアの活性化を目指す施策「スマイルプロジェ

についてについてについてについて    

スマイルプロジェクト」では、これまでにお隣の天

てきました。そして、

に取り組みたいという

お祝いすることを決定し、２０１５年のス

お祝い企画第１弾を開催します。

お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００周年をお祝いしよう』 

天王寺動物園１００周年お祝いメッセージを記入したボードを持って、ステージ上で記念撮影

オリジナル写真台紙に入れて、あべのキュ

フォトパネル展も開催します。

ステージ（野外ステージ跡） 

※あべのキューズモールにて写真の受け渡しが可能な方 

あべのキューズモールは、天王寺動物園１００周年を年間通じてお祝いします！

『お祝いメッセージと一緒に撮影して、

天王寺動物園１００周年をお祝いしよう！』開催
元旦）１３：３０～１６：００ 

年１２月２５日

東 急 不 動 産 株 式 会 社

マネジメント株式会社

および、東急不動産ＳＣマネジメント株式会

キューズモール」は、

２０１５年の年間を通じて一緒に

『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００

「街は、おおらか。人

スマイルプロジェ

スマイルプロジェクト」では、これまでにお隣の天

そして、今後も天

に取り組みたいという思いから、

２０１５年のス

を開催します。 

 

天王寺動物園１００周年お祝いメッセージを記入したボードを持って、ステージ上で記念撮影

オリジナル写真台紙に入れて、あべのキュ

フォトパネル展も開催します。 

します！! 

『お祝いメッセージと一緒に撮影して、 

天王寺動物園１００周年をお祝いしよう！』開催 

 

日 

社 

マネジメント株式会社 

および、東急不動産ＳＣマネジメント株式会

は、

一緒に

『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００『お祝いメッセージと一緒に撮影して、天王寺動物園１００

「街は、おおらか。人

スマイルプロジェ

スマイルプロジェクト」では、これまでにお隣の天

天

思いから、

２０１５年のス

天王寺動物園１００周年お祝いメッセージを記入したボードを持って、ステージ上で記念撮影

オリジナル写真台紙に入れて、あべのキュ

 



   

＜ご参考＞＜ご参考＞＜ご参考＞＜ご参考＞    

    

■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（２０１１年４月～（２０１１年４月～（２０１１年４月～（２０１１年４月～））））    

第１弾 あべのスマイルこいのぼり ２０１１年４月２６日～５月８日  

第２弾 
天王寺動物園プロジェクト 

（ケープハイラックス） 

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月ナベヅル移送費寄贈） 
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  

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  

第２２弾 
天王寺動物園プロジェクト 

（おやつタイム・ごはんタイム看板設置） 
２０１４年３月１９日 

 

 

第２３弾 あべ天ストリート ２０１４年４月３０日・５月１日  

第２４弾 スマイル七夕短冊 ２０１４年７月５日～７月１３日  

第２５弾 キューズ夏祭り ２０１４年８月２３日  

第２６弾 福島のみんなを応援したいねん！プロジェクト ２０１４年９月２７日～２８日  

第２７弾 
未来のクリエイターの君たちへ  

あべのキューズモールＣＭコンテスト 
２０１４年１１月２５日～３０日  

第２８弾 
2014 あべのから東北へ  

みんなで贈ろうクリスマスプレゼント！！ 
２０１４年１２月２１日  

 

■あまがさきキューズモールあまがさきキューズモールあまがさきキューズモールあまがさきキューズモールののののスマイルプロジェクト（２０１４年３月～）スマイルプロジェクト（２０１４年３月～）スマイルプロジェクト（２０１４年３月～）スマイルプロジェクト（２０１４年３月～）    

第１弾 「あまかしの家」 ２０１４年３月１５日・１６日  

第２弾 「あまだるの日」 ２０１４年８月３０日・３１日  

 

■みのおみのおみのおみのお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（２０１４年３月～）（２０１４年３月～）（２０１４年３月～）（２０１４年３月～）    

第１弾 「まーぶ夢フェスタ」 ２０１４年３月２３日  

 

■３施設合同３施設合同３施設合同３施設合同ののののキューズモールスマイルプロジェクトキューズモールスマイルプロジェクトキューズモールスマイルプロジェクトキューズモールスマイルプロジェクト（２０１３年１０月～）（２０１３年１０月～）（２０１３年１０月～）（２０１３年１０月～）    

第１弾 スマイル・フエル・プロジェクト ２０１３年１０月９日～１０月３１日  

第２弾 みんなのポイントで、地元の図書館に絵本を！ ２０１３年１０月９日～２０１４年３月３１日 カードポイント還元 

第３弾 盲導犬プロジェクト ２０１４年４月１日～９月３０日 カードポイント還元 

第４弾 
みんなのポイントで「新一年生に防犯ブザーを

贈ろう！」プロジェクト 

２０１４年１０月１日～２０１５年３月３１日

（予定） 
カードポイント還元 

２０１４年１１月末現在 
 



   

＜＜＜＜キューズモール各施設概要キューズモール各施設概要キューズモール各施設概要キューズモール各施設概要＞＞＞＞    

 

施 設 名 称 あべのキューズモール  

所 在 地 
〒５４５－００５２ 

大阪市阿倍野区阿倍野筋１－６－１ 

店 舗 数 約２５０店舗 

営 業 時 間 

物販：１０：００～２１：００  

３F フードコート１０：００～２２：００ 

４Ｆレストラン１１：００～２３：００ 

代表 TEL ０６－６５５６－７０００ 

公 式 HP  http://qs-mall.jp/abeno/ 

ア ク セ ス 
JR 大阪環状線・阪和線・関西本線「天王寺」、近鉄南大阪線「大阪阿部野橋」、大阪市営地下鉄御

堂筋線・谷町線「天王寺」・谷町線「阿倍野」、阪堺電車上町線「天王寺駅前」（路面電車）各駅前 

 

 

施 設 名 称 あまがさきキューズモール  

所 在 地 〒６６１－０９７６ 

兵庫県尼崎市潮江１－３－１ 

店 舗 数 約１４０店舗 

営 業 時 間 物販１０：００～２１：００ 

飲食１１：００～２３：００ 

※一部営業時間の異なる店舗有り 

代表 TEL ０６－６４９３－５５８３ 

公 式 HP  http://qs-mall.jp/amagasaki/ 

ア ク セ ス JR 神戸線・宝塚線・東西線「尼崎」駅北口直結 

 

 

施 設 名 称 みのおキューズモール  

所 在 地 〒５６２－００３４ 

大阪府箕面市西宿１－１７－２２ 

店 舗 数 約１１０店舗 

営 業 時 間 物販１０：００～２０：００ 

飲食１１：００～２２：００ 

※一部営業時間の異なる店舗有り 

代表 TEL ０７２－７２９－１０９０ 

公 式 HP  http://qs-mall.jp/minoh/ 

ア ク セ ス 北大阪急行電鉄南北線「千里中央」駅より直行バス約１０分 

 

 


