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 東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、

称）森ノ宮

ーズモールＢＡＳＥ
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 「もりのみやキューズモールＢＡＳＥ」は、当社が展開するモール型ショッピングセンターの統一ブランド

である「キューズモール」の４番目の施設となります。
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◎施設コンセプトを体現するサービス
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交流の場所を提供します。

◆“カラダ”を体現

ポーツコンテンツを企画・実施
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■■■■「もりのみやキューズモールＢＡＳＥ」「もりのみやキューズモールＢＡＳＥ」「もりのみやキューズモールＢＡＳＥ」「もりのみやキューズモールＢＡＳＥ」施設施設施設施設概要概要概要概要    

施設名称：もりのみやキューズモールＢＡＳＥ 

所 在 地：大阪府大阪市中央区森ノ宮中央二丁目１番２外 

構造・規模：鉄骨造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）、地上３階 

店 舗 数：約５０店舗（予定） 

敷地面積：２２，９２９．３４㎡（約６，９３４坪） 

延床面積：２４，９８５．００㎡（約７，５５８坪） 

交 通：地下鉄中央線・長堀鶴見緑地線 森ノ宮駅より徒  

  歩約１分・ＪＲ環状線 森ノ宮駅より徒歩約３分 

※隣接地では、スーパーマーケットの「  」を運営する株式会社ライフコーポレーションが、  

 事業を行う予定です。 

 

■■■■一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人アスリートネットワークアスリートネットワークアスリートネットワークアスリートネットワークについてについてについてについて    

トップアスリートたちが自主的につながり、自らの成長過程で得た「本物の感動」を子どもたちに伝えるこ

とにより、人として「生きる力」を育てていくこと、また、アスリートのセカンドキャリアの形成をサポー

トすることを目的とする団体です。 

理 事 長 ： 柳本 晶一（やなぎもと しょういち）氏 （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）

副理事長 ： 朝原 宣治（あ さ は ら のぶは る）氏 （北京オリンピック４×１００ｍリレー銅メダリスト）

 ： 岡本 依子（お か も と よ り こ）氏 （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（ね ぎ し ん じ）氏 （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）

  その他トップアスリート会員多数在籍 

       

■「■「■「■「まちライブラリーまちライブラリーまちライブラリーまちライブラリー」について」について」について」について    

「０冊からスタートする、みんなで育てるライブラリー」。利用者（会員）がお薦めの本を感想付きで持ち

寄ることで蔵書を増やしていく、みんながつくる図書館です。本の交換を通じた人と人との交流が生まれ、

地域コミュニティをつくるきっかけの場にもなっています。礒井純充（いそい よしみつ）氏が２０１１年

より提唱・実施している活動で、その数は、全国各地で１００カ所を超えています。 

 

■■■■キューズモールについてキューズモールについてキューズモールについてキューズモールについて        

「街は、おおらか。人は、ほがらか。」をコンセプトに、弊社が展開するモール型ショッピングセンターの

統一ブランドです。２０１１年４月に開業した「あべのキューズモール」をはじめ、２０１３年１０月にブ

ランド統一により加わった「あまがさきキューズモール」および「みのおキューズモール」の現在３施設を

運営しています。 

あべのキューズモールあべのキューズモールあべのキューズモールあべのキューズモール    

大阪市阿倍野区阿倍野筋１-６-１

２０１１年４月開業 

店舗数：約２５０店舗 

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    

兵庫県尼崎市潮江１-３-１(本館) 

２００９年１０月開業 

※２０１３年１０月ブランド統一

により名称変更 

店舗数：約１４０店舗 

みのおキューズモールみのおキューズモールみのおキューズモールみのおキューズモール    

大阪府箕面市西宿 1-１７-２２ 

２００３年１０月開業 

※２０１３年１０月ブランド統一

により名称変更 

店舗数：約９５店舗 

 

 
＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

東急不動産株式会社 経営管理本部 広報・ＣＳＲ推進部 広報グループ 大久保 

    ＴＥＬ：03-5458-0620   Mail：Takashi_Ohkubo@tokyu-land.co.jp 

同時配布：国土交通記者会・大阪建設記者クラブ・大阪商工記者会・南大阪記者クラブ・関西レジャー記者クラブ加盟社 


