
 

※新型コロナウイルス感染拡⼤による政府からの緊急事態宣⾔の発令を受け、 
4 ⽉ 25 ⽇（⼟）のリニューアルオープンは延期となりました。 
オープン⽇などの詳細につきましては、随時施設 HP にて開⽰して参ります。 

 
   

 
２０２０年１月２０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 

＜みのおキューズモールが開業以来最大規模となるリニューアル＞ 

リニューアル５０店舗（新規３８店舗、移転１２店舗）発表！ 
２０２０年４月２５日（土）リニューアルオープン！ 

～人々が交流し「つどい」を育むライフスタイルセンターへと進化します～ 

 
東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、社⻑：⼤隈郁仁）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、社⻑：粟 稔泰）が運営・管理する商業施設「みのおキューズモール」は、２００
３年の開業以来、最⼤規模となるリニューアルを実施します。 

 このたび、新規３８店舗・移転１２店舗を含むリニューアル店舗５０店舗が決定しました。リニューアル
オープンは、２０２０年４月２５日（土）を予定しています。 

■リニューアルコンセプト「To・gather」 

地域の皆さまの「つどい」を育むライフスタイルセンターへと進化します！ 

リニューアルコンセプトの「To・gather」には、人々のつどい・交流を示す「Gather」と、地域の方々に愛
され、共に育っていきたいという想いの「Together」、２つの意味をこめています。 

今回のリニューアルでは、地域の皆さまに愛着をもっていただき、毎日の生活に彩りを与え、今まで経験し
たことのない日常と居心地の良さをつくり出す「箕面のリビングルーム」のような存在を目指します。 

「衣食住・趣味趣向」に応える店舗の拡充はもちろん、ライフスタイルセンターとして地域の皆さまの「つ
どい」を育み、施設や地域の賑わいを創出しリアルな商業施設ならではの価値を追求します。 

 

 

 

 

 
 
 
 

イメージ イメージ 

【注目の店舗・コンテンツ】 

①より豊かな生活を育むため、「衣食住・趣味趣向」に応える店舗を拡充 
②イオン箕面店は「イオンスタイル箕面」として全面リニューアル 
➂施設に賑わいを生みだす、大型フードコートの新設 



 

 
 2

①より豊かな生活を育むため、「衣食住・趣味趣向」に応える店舗を拡充 
現在出店している大型店舗の「109 シネマズ」・「SPORTS DEPO」・「コ・ス・パ みのお」・      

「ユニクロ」・「Right-on」・「GU」・「Seria」等に加え、大型の家電量販店の「Joshin」、幅広い品揃えが魅
力の書店「くまざわ書店」、手作り生活を応援する手芸用品「手芸センターGRAND ドリーム」などが新たに出店
します。また北摂で人気のベーカリーカフェ「ブーランジェリー&カフェ サニーサイド」、スポーツスタイル
の提案をする「ABC-MART SPORTS」など地域の皆様のライフスタイルをより豊かにする店舗が新しくオープ
ンします。 
 

 
 
  

  

 
 
  

■近隣のお客様の利便性・満足度をさらに向上！大型店舗が新しく入店 

Joshin 

あらゆる世代に対応する生活シ
ーンを提案。商品の販売はもち
ろん、お届けから工事、修理ま
で一貫した体制で、お客様のさ
まざまなニーズにスピーディー
にお応えします。 

くまざわ書店 

新刊書・話題の本から仕事に役立つ
ビジネス書・資格書等、幅広い品揃
えでお客様にとって魅力のある店
作りを目指します。また漢検、英検
などの各種試験の受付も承ってお
ります。 

手芸センターGRAND ドリーム 

手芸センター����� ドリームで
は手芸用品やハンドメイド材料を
豊富に取り揃え、人々の手作り生
活を応援いたします。 

■お子様連れのママにも人気のお店をラインナップ 

⻄松屋チェーン 

マタニティ用品をはじめ出産準備
用品から、赤ちゃんの日用品、大型
育児用品、カジュアル衣料や肌着等
の実用衣料、服飾雑貨、玩具にいた
るまで、あらゆる育児用品を豊富に
低価格で取り揃えたお店です。�  

タリーズコーヒー with U 

世界各国より厳選した豆のみを使
用し、最高の品質を追求し、一杯一
杯手作りでご提供する本格的なエ
スプレッソやコーヒーを気軽にお
楽しみいただけるスペシャルティ
コーヒーショップ。また店内にキ
ッズスペースを設けて親子で楽し
める空間をご用意します。�
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②イオン箕面店は「イオンスタイル箕面」として全面リニューアル 

新たな食の提案と生鮮食品にこだわり、毎日のお買い物が楽しいお店に！ 
毎日の生活に必要な商品やサービスをワンフロアに集約し、「新たな食の提案と生鮮食品にこだわり、毎日

のお買い物が楽しいお店」をコンセプトに、共働きで忙しい３０〜４０代のファミリーや、６０代以上のご家
族の日々の生活をサポートします。 

お買い物の楽しさと利便性を追求し、地域に根差した品揃えを実現することで、より一層お客さまにご支持
いただける店づくりを目指します。 

  

■毎日の食に彩を添えるこだわりの店舗 

カルディコーヒーファーム 

こだわりのオリジナルコーヒー
豆 ��種をはじめ、見ているだけ
で楽しくなるような世界各国の
珍しい食材、お菓子、ワイン、チ
ーズ、スパイスなどが所狭しと
並んでいます。 

■北摂エリアの人気店舗 ■快適なスポーツライフを提案 

鮮魚たかぎ 

昭和の時代の魚屋は活気溢れる掛
け声と笑顔であふれていました。�
そんな時代の魚屋を再現し、お客様
と店員、お客様とお客様の心触れ合
う場となるお店作りに励んでおり
ます。�
鮮魚たかぎが提供するもの「活き、
元気、笑顔」 

肉工房 千里屋 

お客さまにとってなくてはならな
いお店を目指し、とびきり新鮮で美
味しいお肉を超破格値でご提供し
ます。 

八百司（やおじ） 

日々の食卓には欠かせない、お野菜
を中心に「新鮮でより良い商品をよ
り安く！」をモットーにご提供をさ
せて頂いております。 

ABC-MART SPORTS 

より快適なライフスタイルのため�
「������� �����」を日常提案す
るショップです。�
�������� 限 定 モ デ ル の 他 、
�����������などの人気ブランド
スニーカーの最新トップモデルが
続々入荷いたします。�

ブーランジェリー＆カフェ サニーサイド 

サニーサイドでは ���� 年の創業
当時からオールスクラッチによる
パン作りにこだわり、焼きたて・揚
げたて・作りたてを大切にしていま
す。また焼き立てパンと焙りたてコ
ーヒーの美味しさを味わって頂く
ためにカフェスペースを設置して
います。 
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【“漁港直送鮮魚”“産直野菜”など地元のおいしさを毎日の食卓にお届け】 
近畿地方の各漁港で水揚げ、直送された「地獲れ鮮魚」、大阪府内やイオン直営農場等からの産直野菜や

果物など、鮮度にこだわった地域の食材を取り揃えます。   
 

【“五感”で楽しむ食のライブ「Ｌｉｖｅ Ｋｉｔｃｈｅｎ」】 
オープン以来地域のお客さまにご愛顧いただいている、ロテサリーチキンを使ったお弁当やサンドイッチ

でご提供するほか、焼き立てパン、手作りスイーツ等を展開し、お買い物途中のひとときやモーニング、ラ
ンチなど、お客さまの生活スタイルに合わせてお求めいただけます。 
 
 
 

 
 
 
➂施設に賑わいを生みだす大型フードコートの新設 

バリエーション豊かな１２店舗の出店が決定、賑わいを創出します！ 
CENTER 棟２階に新設する大型フードコートは約６５０席の客席からなり、ボックス席や小上がり席などを

設置。また配膳のお手伝いをするスタッフを配置して様々なお客さまがお買い物の合間にホッと一息つける
場所になります。 

バリエーション豊かな１２店舗が出店、大阪名物の串カツからお馴染みのファーストフード、またキッズ向
けメニューの充実など幅広い食のニーズに対応します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ラーメン横綱 かつ満 韓国料理 bibim' はなまるうどん リンガーハット 

サーティワン 
アイスクリーム 

大起水産 
街のみなと 

【新店舗・移転店舗】フードコート１２店舗 

イメージ イメージ 

鳥さく 牛めし・肉丼  
勝大 マクドナルド 
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■ 施設概要  
施 設 名 称： みのおキューズモール 
所 在 地： 大阪府箕面市⻄宿１−１７−２２ 
店 舗 数： 約１１０店舗（リニューアル後） 
営 業 時 間： 物販１０：００〜２０：００、飲食１１：００〜２２：００ 

※一部店舗により異なる 
代 表 Ｔ Ｅ Ｌ： ０７２−７２９−１０９０ 
開 業 年 月： ２００３年１０月 
リニューアル開業日： ２０２０年４月２５日 
敷 地 面 積： ３７,４６６㎡ 
公 式 Ｈ Ｐ： https://qs-mall.jp/minoh/ 
ア ク セ ス： 北大阪急行電鉄「千里中央」駅より直行バス 
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■出店店舗リスト 
①新規３８店舗  

フロア 業種 店舗名 備考 

CENTER-1F 

鮮魚 鮮魚たかぎ  
精肉 肉工房 千里屋(せんりや)  
⻘果 八百司（やおじ）  

コーヒー豆・輸入食品 カルディコーヒーファーム  
バラエティ雑貨 オリンピア チョコレートレーベル  

レディースファッション ベルーナ  
食料品、生活雑貨、医薬品、化粧品 イオンススタイル箕面  

CENTER-2F 

家電・おもちゃ・携帯電話 Joshin  
ゲームセンター SOYU GAME FIELD  

鞄・小物・服飾雑貨 ドゥ サックス  
ドラッグストア ココカラファイン  

ベーカリーカフェ ブーランジェリー＆カフェ サニーサイド  
イタリア料理 カプリチョーザ  

化粧品・エステ POLA THE BEAUTY  
フルーツジュース 果汁工房 果琳  

服飾雑貨 La Melange  
下着・靴下 tutuanna with Life  

CENTER-2F 
フードコート 

ラーメン ラーメン横綱  
とんかつ・かつ丼 かつ満  

韓国料理 韓国料理 bibim'  
ドーナツ ミスタードーナツ  

⻑崎ちゃんぽん リンガーハット  
とり専門店 鳥さく  

アイスクリーム サーティワンアイスクリーム  
寿司・海鮮和食・丼 大起水産 街のみなと  

焼肉・丼 牛めし・肉丼 昭和大衆ホルモン  
串カツ・天ぷら 串カツ・揚げもん 勝大  
ハンバーガー マクドナルド  

EAST1-1F 
スペシャルティコーヒーショップ タリーズコーヒー with U   2020 年 6 月 OPEN 予定 

自転車の販売・修理 イオンバイク  2020 年 3 月 OPEN 予定 

EAST1-2F 

タピオカドリンク タピオカスイーツ BullPulu  
スマートフォン・タブレット修理・買取 スマートクール 2020 年２月 OPEN 予定 

シューズ ABC-MART SPORTS  
手芸用品 手芸センターGRAND ドリーム 2020 年 3 月 OPEN 予定 

ベビー・キッズ用品 ⻄松屋チェーン  
EAST2-2F 書籍 くまざわ書店  
EAST2-3F 焼き鳥 地鶏焼肉 一鳥  
WEST1-2F 鍼灸接骨院 iCure 鍼灸接骨院  

※店舗名・業種及び OPEN 日については一部変更になる可能性がございます。  
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②移転１２店舗 
フロア 業種 店舗名 備考 

CENTER-1F 
旅行会社 HIS  

くつ・かばん修理、合かぎ、くつクリーニング クツショウテン  
クリーニング クリーニングルビー  

CENTER-2F 
旅行会社 JTB  

メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器 メガネのアイガン  
CENTER-2F フードコート 讃岐うどん はなまるうどん  

EAST2-1F アウトドア mont-bell   
 

2020 年 11 月 OPEN 予定 

EAST2-2F 

携帯電話 ソフトバンク  
携帯電話 ワイモバイル  

住宅関連の講座・相談サービス 
 

スーモカウンター  
リサイクルショップ・買取 ベストライフ  

携帯電話 au ショップ  

※店舗名・業種及び OPEN 日については一部変更になる可能性がございます。  

 
 


