２０１５年３月１２日
２０１
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

＜みのおスマイルプロジェクト
みのおスマイルプロジェクト
みのおスマイルプロジェクト第３
第３弾＞
地域一体となってエリアの活性化を目指すプロジェクト

第１回 箕面まちかどロゲイニング
第１回『箕面まちかどロゲイニング
箕面まちかどロゲイニング』開催
』開催!
２０１５年３月１３日（金
２０１５ ３月１３日（金）
）より参加者募集
者募集
東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、社長：
東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、 社長：三枝 利行）および、東急不動産ＳＣマネジメント株式会社（本
利行 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）は、
は、運営管理
管理するショッピングセンター「
ショッピングセンター「みのおキューズモール
ショッピングセンター「
キューズモール」にて、２０１５
キューズモール
２０１５
年５月２日（土）に
年５月２日（土）に、みのおスマイルプロジェクト第３弾
みのおスマイルプロジェクト第３弾
みのおスマイルプロジェクト第３弾『箕面まちかどロゲイニング
箕面まちかどロゲイニング』を開催します。
箕面まちかどロゲイニング を開催します。つきましては、
つきましては、こ
のイベントへの参加者の募集を
イベントへの参加者の募集を
イベントへの参加者の募集を２０１５年３月１３日（金）
２０１５年３月１３日（金）
２０１５年３月１３日（金）より開始します。
より開始します。
ロゲイニングとは、
ロゲイニングとは、当日スタート前に
当日スタート前に配られる地図を
配られる地図を
配られる地図を頼りに、自分の足で制限時間内にチェックポイントを高得点
に、自分の足で制限時間内にチェックポイントを高得点
になるようにまわる、ゲーム感覚のチーム競技です。「みのおキューズモール」を拠点に箕面市のグルメポイントや
名所を楽しく街歩きし、ゲームを通
名所を楽しく街歩きし、ゲームを通じて、箕面のま
じて、箕面のまちの魅力を発見していただきます。参加費は、「キューズモール
ちの魅力を発見していただきます。参加費は、「キューズモール
ちの魅力を発見していただきます。参加費は、「キューズモールス
ス
マイルプロジェクト」の地域貢献費用として全額寄付します。
マイルプロジェクト」の地域貢献費用とし 全額寄付します。
当イベントは
当イベントは、「キューズモール」の
「キューズモール」のブランド
ブランドスローガン
スローガン「街は、おおらか。人は、ほがらか
「街は、おおらか。人は、ほがらか
「街は、おおらか。人は、ほがらか。」を実現する取り組みと
」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
して、地域一体となってエリアの活性化を目指す施策
地域一体となってエリアの活性化を目指す施策「スマイルプロジェクト」
「スマイルプロジェクト」の
の一環として
一環として実施します。
。
■みのおスマイルプロジェクト第
スマイルプロジェクト第３
３弾 『箕面まちかどロゲイニング
箕面まちかどロゲイニング』
』実施概要
みのおスマイルプロジェクト第
・名

称 『箕面まちかどロゲイニング』

・ イベント開 催 日 時 ２０１５年５月２日（土）１０：３０
２０１５年５月２日（土）
０～１４：３０（予定
０（予定） ※雨天決行 荒天中止
・集

合

場

所 みのおキューズモール （受付：１
（受付：１F かやの広場）

・参

加

資

格 小学生以上※小学生のみの参加は不可、
小学生以上※小学生のみの参加は不可、１８歳以上の保護者が同伴参加
１８歳以上の保護者が同伴参加

・参

加

費

用 １名１，０００円

・種

目 男子の部、女子の部、男女混合ミックスの部、ファミリーの部（小学生１名以上を含む）
男子の部、女子の部、男女混合ミックスの部、ファミリーの部（小学生１名以上を含む）

・チ ー ム 人

数

・募

員 各種目合計２００
種目合計２００名
種目合計２００
※先着順

集

・参

定
加

２～４名

賞 オリジナル T シャツ（お一人様１枚）、キャラクターストラップ（１チーム２体）

・応

募

期

間 ２０１５年３月１３日（金）～４月２０日（月
２０１５年３月１３日（金）～４月２０日（月）※定員に達し次第終了
）※定員に達し次第終了

・応

募

方

法 スポーツエントリーのホームページ（
スポーツエントリーのホームページ（http://www.sportsentry.ne.jp
http://www.sportsentry.ne.jp/event/t/59633
http://www.sportsentry.ne.jp/event/t/59633）からエントリー
/event/t/59633）からエントリー
スポーツエントリーホームページ→ロゲイニング→箕面まちかどロゲイニング

・問

合

せ 先

メール
メール：takamori-yuji@freeasyworks.co.jp
yuji@freeasyworks.co.jp TEL：０８０－４３９４－９３３１
０８０－４３９４－９３３１

＜競技ルール＞
競技ルール＞
□チーム参加者全員で
チーム参加者全員で
チーム参加者全員で、競技エリア
競技エリアに設けられた
に設けられた得点の異なるチェックポイント
の異なるチェックポイント（約４０カ所
の異なるチェックポイント 約４０カ所）を、まわります。
）を、まわります。
□チェックポイントにて撮影者以外のチームメンバー全員が写
□チェックポイントにて撮影者以外のチームメンバー 全員が写るように写真撮影をしていただきます。
るように写真撮影をしていただきます。
□チェックポイントを回る順番やコースは自由で、制限時間（４時間）内の合計得点を競います。
チェックポイントを回る順番やコースは自由で、制限時間（４時間）内の合計得点を競います。
□合計得点が同じ場合
合計得点が同じ場合
合計得点が同じ場合、先にゴールしたチームが勝ちとなります。
、先にゴールしたチームが勝ちとなります。
□チェックポイントの位置と得点を記入した地図は、競技開始の約１５分前に配布します。
チェックポイントの位置と得点を記入した地図は、競技開始の約１５分前に配布します。
□競技中の移動は、徒歩またはランニングのみです。自動車や自転車での移動はできません。
競技中の移動は、徒歩またはランニングのみです。自動車や自転車での移動はできません。
□競技時間を超過すると減点
競技時間を超過すると減点
競技時間を超過すると減点になります。
になります。
□不正行為が発覚した場合は失格となります。
不正行為が発覚した場合は失格となります。

＜ご参考＞
■あべの
あべのキューズモール
あべのキューズモールの
キューズモールのスマイルプロジェクト（２０１１年４月～
スマイルプロジェクト（２０１１年４月～）
（２０１１年４月～）
第１弾

あべのスマイルこいのぼり

第２弾

天王寺動物園プロジェクト（ケープハイラックス）

第３弾

アベノあめ村

第４弾
第５弾

スマイル七夕短冊
キューズ夏祭り

第６弾

市大病院小児病棟 絵本プレゼント

第７弾

第１２弾
第１３弾
第１４弾
第１５弾
第１６弾
第１７弾

バレンタインプロジェクト
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
関西学生落語グランプリ （休津亭プロジェクト）
市大病院小児病棟オリジナル絵本読み聞かせ会
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
スマイル七夕短冊
キューズ夏祭り
キューズ上方怪談
「こども１１０番の家」旗寄贈プロジェクト
第二回関西学生落語グランプリ（休津亭プロジェクト）
あべのまちかどロゲイニング

第１８弾

天王寺動物園プロジェクト（ナベヅル）

第１９弾
第２０弾
第２１弾

スマイル七夕短冊
あべの おやこらぼ
キューズ夏祭り
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）
あべ天ストリート
スマイル七夕短冊
キューズ夏祭り
福島のみんなを応援したいねん！プロジェクト
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 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！！
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！

第８弾
第９弾
第１０弾
第１１弾

第２２弾
第２３弾
第２４弾
第２５弾
第２６弾
第２７弾
第２８弾
第２９弾

２０１１年４月２６日～５月８日
２０１１年４月２６日～１２月１４日
（２０１１年１２月１５日寄贈）
２０１１年５月２６日～
２０１２年３月２０日
２０１１年７月２日～７月７日
２０１１年８月１３・１４日
２０１１年１２月１５日～
２０１２年１０月３１日（ポイント受付）
２０１２年２月１日～１４日

カードポイント還元

カードポイント還元

２０１２年３月１１日
２０１２年３月９日
２０１２年１２月１１日
２０１２年４月２０日～５月１４日
※商品発売 ７月２日～８月中旬
２０１２年６月２９日～７月１日
２０１２年８月１１・１２日
２０１２年８月１９日
２０１２年１１月１日～
２０１３年２月１８日
２０１３年３月１６日
２０１３年６月１４日～９月３０日
（２０１３年１０月ナベヅル移送費寄贈）
２０１３年６月２８日～３０日
２０１３年８月１１日
２０１３年８月１７日・１８日

カードポイント還元

カードポイント還元

２０１４年３月１９日
２０１４年４月３０日・５月１日
２０１４年７月５日～７月１３日
２０１４年８月２３日
２０１４年９月２７日～２８日
２０１４年１１月２５日～３０日
２０１４年１２月２１日
２０１５年１月１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の
あまがさきキューズモールのスマイルプロジェクト（２０１４年３月～）
第１弾
第２弾

「あまかしの家」
「あまだるの日」

２０１４年３月１５日・１６日
２０１４年８月３０日・３１日

■みのお
みのおキューズモール
スマイルプロジェクト（２０１４年３月～）
みのおキューズモールの
キューズモールのスマイルプロジェクト（２０１４年３月～）
第１弾
第２弾

「まーぶ夢フェスタ」
「交通ルールを一緒に学ぼう！プロジェクト」

２０１４年３月２３日
２０１５年３月８日

■３施設合同
３施設合同の
キューズモールスマイルプロジェクト（２０１３年１０月～）
３施設合同のキューズモールスマイルプロジェクト（２０１３年１０月～）
第１弾
第２弾
第３弾
第４弾

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！
盲導犬プロジェクト
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

２０１３年１０月９日～１０月３１日
２０１３年１０月９日～２０１４年３月３１日
２０１４年４月１日～９月３０日
２０１４年１０月１日～２０１５年３月３１日
（予定）

カードポイント還元
カードポイント還元
カードポイント還元

２０１５年２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＞
施設名称
所 在 地
店 舗 数
営業時間
代 表 TEL
公 式 HP
ア ク セ ス
施設名称
所 在 地
店 舗 数
営業時間
代 表 TEL
公 式 HP
ア ク セ ス

施設名称
所 在 地
店 舗 数
営業時間
代 表 TEL
公 式 HP
ア ク セ ス

みのおキューズモール
大阪府箕面市西宿１－１７－２２
約１１０店舗
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
０７２－７２９－１０９０
http://qs-mall.jp/minoh/
北大阪急行電鉄南北線「千里中央」駅より直行バス約１０分
あべのキューズモール
大阪市阿倍野区阿倍野筋１－６－１
約２５０店舗
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
０６－６５５６－７０００
http://qs-mall.jp/abeno/
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
あまがさきキューズモール
兵庫県尼崎市潮江１－３－１
約１４０店舗
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
０６－６４９３－５５８３
http://qs-mall.jp/amagasaki/
JR 神戸線・宝塚線・東西線「尼崎」駅北口直結

