
 

 

２０１５年４月９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 

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

社：東京都渋谷区、社長：土屋 光夫）は、屋上にエアトラックを設置したショッピングセンター『もりのみやキューズ

モールBASE』を、２０１５年２０１５年２０１５年２０１５年４月２７４月２７４月２７４月２７日日日日（月（月（月（月））））午前１０時午前１０時午前１０時午前１０時にグランドオープンにグランドオープンにグランドオープンにグランドオープンします。 

オープンを記念して、２０１５年４月２７日（月）のグランドオープン～５月６日（水）の１０日間を『キューズ ウマレ

タ・フェスタ』と題し、音楽イベントやスポーツイベントの開催と、各テナントでは、限定商品やノベルティのプレゼント

などさまざまなサービスをご用意します。 

 

また、２０１５年４月２７日（月）のグランドオープン当日、午前９時３５分から、

当施設の施設パートナーである「一般社団法人アスリートネットワーク」のトップ

アスリートたちが『もりのみやキューズモールBASE』の誕生を炎のリレーで演出

するオープニングセレモニーを開催します。 

    

■■■■オープオープオープオープン記念イベント『キューズン記念イベント『キューズン記念イベント『キューズン記念イベント『キューズ    ウマレタウマレタウマレタウマレタ・・・・フェスタ』開催概要フェスタ』開催概要フェスタ』開催概要フェスタ』開催概要        

名 称 ： キューズ ウマレタ・フェスタ 

開 催 日 時 ： ２０１５年４月２７日（月）のグランドオープン～５月６日（水） 

開 催 内 容 ： 各種イベント（音楽イベント・スポーツイベントなど）、限定商品の販売やノベルティのプレゼント 

 

■■■■オープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニー    

開 催 日 時 ： ２０１５年４月２７日（月）のグランドオープン当日、午前９：３５～１０：００（予定） 

出 席 者 ： 清水 隆司様 （城南連合町会会長） 

 ： 柳本 晶一様 （一般社団法人アスリートネットワーク理事長/アテネ・北京オリンピックバレーボール全日本女子チーム監督） 

 ： 朝原 宣治様 （一般社団法人アスリートネットワーク副理事長/北京オリンピック４×１００ｍリレー銅メダリスト） 

 ： 岡本 依子様 （一般社団法人アスリートネットワーク副理事長/シドニーオリンピックテコンドー女子６７ｋｇ級銅メダリスト）  

 ： 根木 慎志様 （一般社団法人アスリートネットワーク副理事長/シドニーパラリンピック車椅子バスケットボール日本代表キャプテン）  

 ： 八木 早希様 （フリーキャスター/キューズモール館内放送担当） 

 ： 岡田 正志 （東急不動産株式会社 取締役 常務執行役員） 

    

    

    

日生球場跡地に誕生の日生球場跡地に誕生の日生球場跡地に誕生の日生球場跡地に誕生のエアトラックを設置したエアトラックを設置したエアトラックを設置したエアトラックを設置したSCSCSCSC『もりのみやキューズ『もりのみやキューズ『もりのみやキューズ『もりのみやキューズモールモールモールモールBASEBASEBASEBASE』』』』    

４月２７日（月）午前１０時にグランドオープン４月２７日（月）午前１０時にグランドオープン４月２７日（月）午前１０時にグランドオープン４月２７日（月）午前１０時にグランドオープン    
さまざまなイベントが開催され、限定グッズの販売やノベルティがもらえるさまざまなイベントが開催され、限定グッズの販売やノベルティがもらえるさまざまなイベントが開催され、限定グッズの販売やノベルティがもらえるさまざまなイベントが開催され、限定グッズの販売やノベルティがもらえる!!!!!!!!    

オープンイベント『キューズオープンイベント『キューズオープンイベント『キューズオープンイベント『キューズ    ウマレタウマレタウマレタウマレタ・・・・フェスタ』フェスタ』フェスタ』フェスタ』    ■４月２７日（月）～５月６日（水）■４月２７日（月）～５月６日（水）■４月２７日（月）～５月６日（水）■４月２７日（月）～５月６日（水）開催開催開催開催    

≪オープニングセレモニー開催≪オープニングセレモニー開催≪オープニングセレモニー開催≪オープニングセレモニー開催のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ≫≫≫≫    

新しい歴史がはじまる、新しい歴史がはじまる、新しい歴史がはじまる、新しい歴史がはじまる、トップトップトップトップアスリートのアスリートのアスリートのアスリートの炎の炎の炎の炎のリレーリレーリレーリレー■■■■４月２７日（月）９：４月２７日（月）９：４月２７日（月）９：４月２７日（月）９：３５３５３５３５～１０：００～１０：００～１０：００～１０：００（予定）（予定）（予定）（予定）    

           

※開催イベントは、内容が決定次第お知らせします。各テナントの限定商品・ノベルティについては、次頁以降をご確認ください。 

         柳本 晶一様            朝原 宣治様            岡本 依子様          根木 慎志様           八木 早希様 



■■■■テナントテナントテナントテナント    オープン限定商品＆ノベルティプレゼントオープン限定商品＆ノベルティプレゼントオープン限定商品＆ノベルティプレゼントオープン限定商品＆ノベルティプレゼント    

 

スーパースポーツゼビオ／１スーパースポーツゼビオ／１スーパースポーツゼビオ／１スーパースポーツゼビオ／１FFFF    

あらゆるスポーツ愛好家をサポートするスーパースポーツ

ゼビオとビギナーから本格派までをサポートするヴィクトリ

アゴルフ、アウトドアを新しい感覚でとらえたショップエルブ

レスの3業態を1つにしたスポーツ専門ショップ＆総合クラ

イミングジム施設。 
 

＜特別価格・その他＞＜特別価格・その他＞＜特別価格・その他＞＜特別価格・その他＞    

◎人気ブランドのメンズ・レディスランニングシューズ各種

を2,990～3,990円（税込）の特別価格で販売。 

◎ゼビオカード新規ご入会で10％割引券進呈。 

クリーニングルビー／１クリーニングルビー／１クリーニングルビー／１クリーニングルビー／１FFFF    

大切な衣類を確かな技術で、心を込めて、クリーニン

グ。ロイヤル仕上げで特殊しみ抜きも可能にするクリ

ーニング専門店。 

    
    

＜限定ノベルティ＜限定ノベルティ＜限定ノベルティ＜限定ノベルティ・・・・その他＞その他＞その他＞その他＞        

◎新規ご入会会員の方に、オリジナル

エコバックプレゼント（先着300名様）。 

◎新規入会特典：通常年会費300円が

100円（税込）。 

auauauauショップ／１ショップ／１ショップ／１ショップ／１FFFF    

au携帯電話の販売及び修理受付、プラン

の見直しからご家庭のインターネットまで

幅広ご対応。 
    

＜特別価格・限定ノベルティ＞＜特別価格・限定ノベルティ＞＜特別価格・限定ノベルティ＞＜特別価格・限定ノベルティ＞    

◎ 新 規 契 約 の 方 、 機 種 に 関 わ ら ず

10,800円引き、スマートフォン機種変更

(※一部機種除く)の方、10,800円引きで

販売。 ◎携帯電話のご提示で限定ノベ

ルティプレゼント（各日先着100名様）。 

itititit’’’’s so cute! (s so cute! (s so cute! (s so cute! (イッツイッツイッツイッツ    ソーソーソーソー    キュートキュートキュートキュート))))／１／１／１／１FFFF    

体の中からキレイをサポートする新

感覚スイーツ「フルーツグラタン」（写

真右）を販売する洋菓子専門店。 

 
＜限定ノベルティ＞＜限定ノベルティ＞＜限定ノベルティ＞＜限定ノベルティ＞    

◎商品お買い上げの 

方に、ミニクラフティ 

をプレゼント 

（先着30名様）。 

眼鏡市場眼鏡市場眼鏡市場眼鏡市場/ALOOK/ALOOK/ALOOK/ALOOK（アルク）／１（アルク）／１（アルク）／１（アルク）／１FFFF    

フレームは店内1,500本の在

庫から、レンズは1.74超薄型

遠近両用や 超薄型非球面レ

ンズを含む30種類から自由に

選べて、レンズ付メガネ一式16,200円から。ALOOKはアパ

レルメガネショップ。1.55薄型レンズ付で5,400円から。 
  

＜特別価格＞＜特別価格＞＜特別価格＞＜特別価格＞    

◎各種対象サングラス表示価格から最大50％OFF。 

RAWRAWRAWRAW    EDGEEDGEEDGEEDGE（ローエッジ）／１（ローエッジ）／１（ローエッジ）／１（ローエッジ）／１FFFF    

ウェアから服飾雑貨、アクセサリーなど定番アイテムからト

レンドアイテムまでリーズナブルな価格で提供するデイリ

ーカジュアルのアパレルショッ

プ。 
    

＜特別価格＞＜特別価格＞＜特別価格＞＜特別価格＞    

◎ カ ジ ュ ア ル バ ッ グ 1,900 ～

3,900円を、1,080円（税込）均一

で販売（限定200個）。 

DOGDOGDOGDOG    DEPTDEPTDEPTDEPT（ドッグデプト）／１（ドッグデプト）／１（ドッグデプト）／１（ドッグデプト）／１FFFF    

アメリカ西海岸の爽やかで健康的な開放感溢れるイメー

ジをベースに人と犬とのライフスタイルを提案する“アメリ

カンカジュアルウェアブランド”。レディース・メンズ・ドッグ

ウエアからドッグ雑貨まで豊富な品揃えとサイズ展開、ワ

ンちゃんとオーナーさんとのお揃いアイテムも扱う。 
    

＜限定ノベルティ＞＜限定ノベルティ＞＜限定ノベルティ＞＜限定ノベルティ＞    

◎10,800円（税込）以上お買い上 

げの方に、オリジナルハンドタオル 

2枚組をプレゼント（先着100名様）。 

シサムコウボウ／１シサムコウボウ／１シサムコウボウ／１シサムコウボウ／１FFFF    

暮らしの中で生まれた古民具のある空間で、手仕事、質、

デザインにこだわったフェアトレード・ファッションアイテム

やオーガニック食材を扱い、これからのライフスタイルを提

案するフェアトレード専門店。 
    

＜限定商品・限定ノベルティ＜限定商品・限定ノベルティ＜限定商品・限定ノベルティ＜限定商品・限定ノベルティ＞＞＞＞    

◎43,200円相当の商品が入ったハッ

ピーバッグを10,800円（税込）で販売

（限定45個）。 ◎商品お買い上げの

方に、オリジナルプチバッグ入り

SISAM COFFEEドリップパックプレゼント（先着200名様）。 

ABCABCABCABC----MARTMARTMARTMART（エービーシー・マート）／１（エービーシー・マート）／１（エービーシー・マート）／１（エービーシー・マート）／１FFFF    

個人向けのパーソナルスポーツか

ら、新作スニーカー、レディースシ

ューズ、ビジネス、キッズまで足元

からライフスタイル＆トレンドの2つ

の視点でセレクトした靴を販売。 
 

＜限定ノベルティ＞＜限定ノベルティ＞＜限定ノベルティ＞＜限定ノベルティ＞     

◎5,000円(税込)以上お買上げの方に、saucony(サッカニ

ー)のステッカープレゼント(先着100名様)。 ◎10,000円

(税込)以上お買い上げの方に、PUMA非売品のiPhone6ケ

ースまたは、ネックピースプレゼント(先着30名様)。 

コスココスココスココスコククククレープ／１レープ／１レープ／１レープ／１FFFF    

オリジナルＭＩＸ粉を使用し、生地は注文を受けてから焼く

ので、食べ始めはお菓子のようなサクサク感、中はケーキ

風味のモチモチ感、旨味を楽しめるクレープ専門店。 
 

 

＜限定＜限定＜限定＜限定ノベルティ・特別価格＞ノベルティ・特別価格＞ノベルティ・特別価格＞ノベルティ・特別価格＞ 

◎商品をお買い上げの方に、オリ

ジナルイヤホンジャックをプレゼン

ト（先着50名様）。 

◎アニバーサリークレープが、通常

580円を550円（税込）で販売。 



■■■■テナントテナントテナントテナント    オープン限定商品＆ノベルティプレゼントオープン限定商品＆ノベルティプレゼントオープン限定商品＆ノベルティプレゼントオープン限定商品＆ノベルティプレゼント    

 

GLANRUHEGLANRUHEGLANRUHEGLANRUHE（グランルーエ）／１（グランルーエ）／１（グランルーエ）／１（グランルーエ）／１FFFF    

新しい情報とこだわりの商品を幅広く提案。「日々の生活

が快適でたのしくありますように」という思いで、暮らしの

向上を提案するライフスタイルショップ。 
    

＜限定ノベルティ・特別価格＞＜限定ノベルティ・特別価格＞＜限定ノベルティ・特別価格＞＜限定ノベルティ・特別価格＞    

◎1,000円（税込）以上お買い上

げの方に、オリジナルハンドタオ

ルプレゼント（先着500名様）。  

◎マップ柄クッションが、通常

2,700円を50％OFFの1,350円（税込）で販売（限定100個）。 

バランス食堂＆カフェバランス食堂＆カフェバランス食堂＆カフェバランス食堂＆カフェ    アスショクアスショクアスショクアスショク／１／１／１／１FFFF    

女性の“健康に、美しく”という思い

をカタチにした、関西に初登場する

新スタイル食堂＆カフェ。 
    

＜＜＜＜特別サービス特別サービス特別サービス特別サービス＞＞＞＞        

◎栄養学に基づいた、アスショクバ

ランス定食をオーダーの方全員に、

自家製ヘルシードリンクをショットで

サービス！（ランチタイム限定 11：

00～15：00ラストオーダー）  

ArlesArlesArlesArles（アルル）／１（アルル）／１（アルル）／１（アルル）／１FFFF    

さわやかな海岸線を望む南フラ

ンスの町をイメージした店内に

て、女の子が思わず欲しくなる

プチプライスのアクセサリーを中

心に、フレンチカジュアルな雑貨

やフレグランスを豊富に販売。 
    

    

    
＜特別価格＞＜特別価格＞＜特別価格＞＜特別価格＞        

◎1,000円（税込）以上お買い上げで、5％OFF。 

アイシティ／１アイシティ／１アイシティ／１アイシティ／１FFFF    

使い捨てからカラー・遠近・ソフト・ハードまでトータルに取

り扱う利用者数№1のコンタクトレンズショップ。 
    

＜特別価格・その他＞＜特別価格・その他＞＜特別価格・その他＞＜特別価格・その他＞    

◎日本アルコンのクリアケア360ml×3

本セットが、通常3,434円を2,916円（税

込）、6本セットが、通常6,458円を5,184

円（税込）（各セット各日先着10名様限

定）で販売。 ◎コンタクトレンズケア用

品お買い上げの方に、トートバッグ、あ

るいはボールペンをプレゼント（先着200名様）。 

ガレオン／１ガレオン／１ガレオン／１ガレオン／１FFFF    

世界各地の名物や美味しい商品、雑貨を直輸入する輸入

食品と軽飲食のお店。自社工場オリジナル商品も販売。 
    

＜限定ノベルティ・その他＞＜限定ノベルティ・その他＞＜限定ノベルティ・その他＞＜限定ノベルティ・その他＞    

◎店舗にて配布するクーポン券の利

用で①商品をお買上げの方に、オリ

ジナルトートバックプレゼント（先着

2,000名様）②1,000円以上お買い上

げで、100円引き（①②共に、クーポ

ン券併用は不可）。 

Kenthouse plusKenthouse plusKenthouse plusKenthouse plus（ケントハウスプリュス）／１（ケントハウスプリュス）／１（ケントハウスプリュス）／１（ケントハウスプリュス）／１FFFF    

シェフがこだわりを持って厳選された材料を使いひとつひ

とつ丁寧に手作りされたお菓子を販売する洋菓子専門

店。 
    

＜限定商品・特別価格＞＜限定商品・特別価格＞＜限定商品・特別価格＞＜限定商品・特別価格＞    

◎オープン記念特別お楽し

み袋（リーフパイ詰合せ、オ

リジナル焼き菓子詰合せ）

1,296円（税込）（各限定50

個）。 

La Chocolaterie de EkChuahLa Chocolaterie de EkChuahLa Chocolaterie de EkChuahLa Chocolaterie de EkChuah（ショコラトリーエクチュア）（ショコラトリーエクチュア）（ショコラトリーエクチュア）（ショコラトリーエクチュア）／１／１／１／１FFFF    

「四季を表現するアトリエ」を意識したエクチュアのチョコレ

ート工房。店舗の前の工房で制作されたできたてチョコレ

ートを販売するチョコレート菓子専門店。オリジナルソフト

クリームは、もりのみやキューズモールBASE店限定。 
 

＜限定商品＞＜限定商品＞＜限定商品＞＜限定商品＞    

◎プリンセルオレンジSが、通常ビターチ

ョコのところを、ミルクチョコバージョンで

もりのみや店限定で発売972円（税込）

（4月27日～5月10日、各日限定10個）。 

ペットショップペットショップペットショップペットショップ    WEWEWEWE    AREAREAREARE    OneOneOneOne（ウィー（ウィー（ウィー（ウィー    アーアーアーアー    ワン）ワン）ワン）ワン）／２／２／２／２FFFF    

最高のおもてなしをモットーに”コ

ンシェルジュ”を配置し、お客様の

ワンちゃん・ネコちゃんライフを全

力でサポート。 
    

＜イベント＞＜イベント＞＜イベント＞＜イベント＞    

◎ハズレなしガチャポン抽選会：2,000 円（税込）以上お買

い上げの方対象（4月27～30 日）。最高 1万円の商品券プ

レゼント。 ◎ドッグトレーナーによる無料しつけコーナー

※雨天中止（4月 27日、先着 10 名様）。 

調剤薬局マツモトキヨシ／２調剤薬局マツモトキヨシ／２調剤薬局マツモトキヨシ／２調剤薬局マツモトキヨシ／２FFFF    

全国どちらの医療機関の処方

せんでも受付可能な調剤薬局

です。ジェネリック医薬品、その 

他お薬のご相談も行っています。 

 

＜イベント＞＜イベント＞＜イベント＞＜イベント＞    

◎ＡＥＤ体験講習会の開催 

（自由参加／27日：2回開催 

予定）。 

ハニーズ／２ハニーズ／２ハニーズ／２ハニーズ／２FFFF    

「高感度・高品質・リーズナブルプライ

ス」をコンセプトに多彩な商品をそろ

え、ファッションをトータルで提案する

レディスアパレルのお店。 
    

＜限定ノベルティ＞＜限定ノベルティ＞＜限定ノベルティ＞＜限定ノベルティ＞    

◎商品お買い上げの方に、ヘア 

ターバンをプレゼント（各日先着 

30名様）。 



■■■■テナントテナントテナントテナント    オープン限定商品＆ノベルティプレゼントオープン限定商品＆ノベルティプレゼントオープン限定商品＆ノベルティプレゼントオープン限定商品＆ノベルティプレゼント    

 

SeriaSeriaSeriaSeria（セリア）／２（セリア）／２（セリア）／２（セリア）／２FFFF    

彩り豊かな100円ショップ。キッチン・イ

ンテリアなどのほか、手芸雑貨も充

実。ゆとりのある空間で買物を楽 

しめる。 
    

    

＜限定ノベルティ＞＜限定ノベルティ＞＜限定ノベルティ＞＜限定ノベルティ＞    

◎商品を5点以上お買い上げの方に、

オリジナルエコバッグプレゼント（4月

27日～29日、各日先着350名様）。 

Gap Factory StoreGap Factory StoreGap Factory StoreGap Factory Store（ギャップ（ギャップ（ギャップ（ギャップ    ファクトリーストア）ファクトリーストア）ファクトリーストア）ファクトリーストア）／２／２／２／２FFFF    

メンズ・ウィメンズ・キッズ・ベビーま

で、ファミリーで楽しめる洗練された

商品を魅力的なプライスで提供する

世界的アメリカンカジュアルブランド

Gapが発信するバリューブランド。 
    

＜限定ノベルティ・特別価格＞＜限定ノベルティ・特別価格＞＜限定ノベルティ・特別価格＞＜限定ノベルティ・特別価格＞ 

◎5,000円（税込）以上お買い上げの方に、オリジナルエコ

バッグをプレゼント（先着1,000名様）。 ◎4月27～28日

は、店内20％OFFが、携帯メルマガに登録で、30％OFF。 

ORIHICAORIHICAORIHICAORIHICA（オリヒカ）／２（オリヒカ）／２（オリヒカ）／２（オリヒカ）／２FFFF    

メンズ・レディスのビジネス＆ビ

ジカジスタイルを提案するスー

ツのお店。 
    

＜特別価格＞＜特別価格＞＜特別価格＞＜特別価格＞    

◎メンズスーツ、フォーマル、 

ジャケット、レディススーツが

30％OFF。さらに2着目以降半

額。その他、3,024円（税込）以

上のアイテムを20％OFFで販

売。 

英会話のミネルヴァ／２英会話のミネルヴァ／２英会話のミネルヴァ／２英会話のミネルヴァ／２FFFF    

ベネッセ×ベルリッツによる外

国人講師プログラムは、英語

を習うのではなく英語を使って

体験することで実際に“使える

英語力”を育てる。 
 

＜限定ノベルティ・その他＞＜限定ノベルティ・その他＞＜限定ノベルティ・その他＞＜限定ノベルティ・その他＞    

◎新規入会特典：通常10,800円の入会金を、50％OFFの

5,400円（税込）、体験レッスンから1週間以内の入会で、入

会金100％OFF。 ◎新規ご入会の方に、英語の絵本プレ

ゼント（先着30名様）。  

カルチャープラザ森ノ宮／２カルチャープラザ森ノ宮／２カルチャープラザ森ノ宮／２カルチャープラザ森ノ宮／２FFFF    

全国100ヶ所以上でカルチャー

センターを展開。一流講師の下

ですばらしい仲間とともに、趣味

を広げる講座を多数用意。 
 

＜限定ノベルティ・その他＞＜限定ノベルティ・その他＞＜限定ノベルティ・その他＞＜限定ノベルティ・その他＞    

◎新規ご入会の方に、オリジナルエコバッグをプレゼント

（先着600名様）。  

◎新規入会特典：入会金半額、さらに素敵なプレゼントを

進呈（～5月31日まで）。 

ハンズカフェ／２ハンズカフェ／２ハンズカフェ／２ハンズカフェ／２FFFF    

おいしいカフェごはんやスイー

ツ、こだわりのコーヒーと共に、

ワークショップや「毎日の美習

慣」をテーマにした雑貨などを

提供するハンズらしいカフェ。 
 

＜限定ノベルティ・その他＞＜限定ノベルティ・その他＞＜限定ノベルティ・その他＞＜限定ノベルティ・その他＞ 

◎店内でご飲食いただいた方に、オリジナルボールペンプ

レゼント（500本限定）。  

◎5月7日（木）から使える5％OFFクーポン進呈。 

たこ八／２たこ八／２たこ八／２たこ八／２FFFF    

創業35年。大阪・道頓堀に本店を構え

るたこ八は、外はカリッ、中はとろーりと

したたこ焼やお好み焼・焼そば・いか焼

と揃う粉モン専門店。持ち帰りも可能。 
    

＜限定ノベルティ＞＜限定ノベルティ＞＜限定ノベルティ＞＜限定ノベルティ＞    

◎1,000円（税込）以上お買い上げの方

に、オリジナルたこ焼ソース(350g入)を 

1本プレゼント（各日先着30名様）。 

海鮮王海鮮王海鮮王海鮮王PREMPREMPREMPREMIUMIUMIUMIUM（プレミアム）／２（プレミアム）／２（プレミアム）／２（プレミアム）／２FFFF    

大阪堂島、海鮮丼の名店「まぐろ・とろ専門 堂島とろ家」

が提案する新スタイルの海鮮丼専門店。静岡県直送の

「まぐろ」をはじめ、産地、ネタ、組合せ、調理法にこだわっ

たワンランク上の海鮮丼を提供。 
 

＜特別価格＞＜特別価格＞＜特別価格＞＜特別価格＞    

◎「静岡県産 特撰まぐろ丼」

が、通常750円を500円（税込）で

販売（各日先着30名様）。 

長崎ちゃんぽん長崎ちゃんぽん長崎ちゃんぽん長崎ちゃんぽん    リンガーハット／２リンガーハット／２リンガーハット／２リンガーハット／２FFFF    

「長崎ちゃんぽんを世界の日常食

に」を合言葉に全国に約570店舗を

展開する「長崎ちゃんぽん」の専門

店。安心・安全でおいしい日本の野

菜を使用した豊富なメニューを提供。 
    

＜限定商品＞＜限定商品＞＜限定商品＞＜限定商品＞    

◎お食事券1,000円分、オリジナル生姜ドレッシングが入っ

た国産野菜の「お得袋」を1,000円（税込）で販売（先着200

名様）。 

FRESHNESS BURGERFRESHNESS BURGERFRESHNESS BURGERFRESHNESS BURGER（フレッシュネスバーガー）（フレッシュネスバーガー）（フレッシュネスバーガー）（フレッシュネスバーガー）／２／２／２／２FFFF    

「おいしくて身体にいいものをていねいに手づくりする」

をメニューの基本とするハンバーガー専門店。オリジナ

ルドリンクも充実しておりカフェとしての利用も可能。 
 

＜特別価格＞＜特別価格＞＜特別価格＞＜特別価格＞    

◎クラシックバーガードリン

ク特別割引セットが、通常

799円を540円（税込）で販

売（4月27日～29日の3日間

限定）。 



■■■■テナントテナントテナントテナント    オープン限定商品＆ノベルティプレゼントオープン限定商品＆ノベルティプレゼントオープン限定商品＆ノベルティプレゼントオープン限定商品＆ノベルティプレゼント    

 

 

施 設 名 称 ： もりのみやキューズモールＢＡＳＥ 

開 業 日 時 ： ２０１５年４月２７日２０１５年４月２７日２０１５年４月２７日２０１５年４月２７日（月）（月）（月）（月）午前１０：００～午前１０：００～午前１０：００～午前１０：００～    

所 在 地 ： 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央２－１－７０ 

営 業 時 間 ： １０：００～２１：００ （※一部店舗により異なる） 

所 在 地 ： ４９店舗 （スポーツ４店舗／物販１４店舗／ 飲食・食物販１３店舗／サービス１５店舗／その他３店舗） 

階 数 ： 地上３階 

代 表 Ｔ Ｅ Ｌ ： ０６－６９４１－１０９０ （４月２７日より開通） 

ア ク セ ス ： 
ＪＲ大阪環状線「森ノ宮」駅より徒歩約３分、大阪市営地 

下鉄中央線・長堀鶴見緑地線「森ノ宮」駅より徒歩約１分 

駐 車 場 ： 約４００台 

Ｕ Ｒ Ｌ ： http://qs-mall.jp/morinomiya/（４月中旬開設） 

施 設 運 営 ： 東急不動産ＳＣマネジメント株式会社 

    

 

施設概要／フロアマップ施設概要／フロアマップ施設概要／フロアマップ施設概要／フロアマップ    


