２０１４年
年１０月１５日
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

＜活動
活動結果のご報告＞
結果のご報告＞
３施設合同
施設合同 キューズモール
キューズモール・スマイルプロジェクト
・スマイルプロジェクト 第３
第３弾

「盲導犬プロジェクト
盲導犬プロジェクト」
」
１０２，０９１ポイントのご寄付をいただきました。
みなさま、ご協力ありがとうございました！
みなさま、ご協力ありがとうございまし
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
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、運営
運営管理する
するショッピングセンター「
ショッピングセンター「
ショッピングセンター「キューズモール
キューズモール」３施設
３施設
（あべのキューズモール、あまがさきキューズモール、みのおキューズモール）にて、２０１４年
（あべのキューズモール、あまがさきキューズモール、みのおキューズモール）
２０１４年４月１日～９月
４月１日～９月
４月１日～９月３
０日までの６か月間、
０日までの６か月間、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第３弾
第３弾「盲導犬プロジェクト」を実施
「盲導犬プロジェクト」を実施
「盲導犬プロジェクト」を実施し
し、お客様から
、お客様から
“地域に役立てる”ポイント
“地域に役立てる”ポイントを募り、１０２，０９１ポイント
１０２，０９１ポイント
１０２，０９１ポイントのご寄付
ご寄付をいただきました。
をいただきました。
当プロジェクト
当プロジェクトは、「キューズモール」の
は、「キューズモール」のブランドスローガン「街は、おおらか。人は、ほが
は、「キューズモール」のブランドスローガン「街は、おおらか。人は、ほが
ブランドスローガン「街は、おおらか。人は、ほがらか。」を実現する取
を実現する取
り組みとして、
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
地域一体となってエリアの活性化を目指す
地域一体となってエリアの活性化を目指す施策
施策「スマイルプロジェクト」の３施設合同
スマイルプロジェクト」の３施設合同
スマイルプロジェクト」の３施設合同「キューズ
「キューズ
モール・スマイルプロジェクト」
モール スマイルプロジェクト」の第３弾として実施
スマイルプロジェクト」
弾として実施しました
しました。

実際に寄贈した
ハーネスとコート

■みんなのポイントで
みんなのポイントで盲導犬にハーネスやコートを贈ろう。
盲導犬にハーネスやコートを贈ろう。
盲導犬にハーネスやコートを贈ろう。「
「盲導犬プロジェクト」について
盲導犬プロジェクト」について
当プロジェクト
当プロジェクトは、目の不自由な方が一人でも多く盲導犬との生活をはじめられることを願い、
目の不自由な方が一人でも多く盲導犬との生活をはじめられることを願い、
目の不自由な方が一人でも多く盲導犬との生活をはじめられることを願い、お客様から
お客様から
注１
“地域に役立てる”ポイント
“地域に役立てる”ポイントを募り、盲導犬にハーネス
盲導犬にハーネス やコートを贈ることを目的とした
やコートを贈ることを目的としたプロジェクトです。
プロジェクトです。ポイ
ポイ
ント積み立てのほか、盲導犬についてみんなで学ぶことを目的としたイベントの開催や、テナント
ント積み立てのほか、盲導犬についてみんなで学ぶことを目的としたイベントの開催や、テナント様
様の協力で盲
の協力で盲
導犬をはじめ聴導犬
導犬をはじめ聴導犬・介助犬をあわせた身体障害者補助犬
・介助犬をあわせた身体障害者補助犬 注２受け入れのステッカーを店内に表示
受け入れのステッカーを店内に表示するなど、
するなど、
盲導犬や盲導犬ユーザーにやさしいまちを目指す活動に取り組みました。 ご協力：公益財団法人 関西盲導犬協会
■ポイント還元施策 “地域に役立てる”ポイント
“地域に役立てる”ポイントについて
”ポイントについて
キューズモールの
キューズモールのポイントカード
ポイントカード「キューズモール
キューズモール
キューズモールフレンズポイントカード
フレンズポイントカード」のポイントを
フレンズポイントカード のポイントを、お客様の任意で１ポ
お客様の任意で１ポ
イント（１円に相
イント（１円に相当）から、“地域に役立てる”ポイントに還元
“地域に役立てる”ポイントに還元
“地域に役立てる”ポイントに還元し、
し、ポイント還元「スマイルプロジェクト」を通じて、
ポイント還元「スマイルプロジェクト」を通じて、
ポイント還元「スマイルプロジェクト」を通じて、寄
寄
付を行うシステムです
付を行う ステムです。これまでにも、
。これまでにも、３施設の地元図書館に絵本約８０冊を寄贈
。これまでにも、３施設の地元図書館に絵本約８０冊を寄贈するなど、このシステムを利
３施設の地元図書館に絵本約８０冊を寄贈するなど、このシステムを利
用したポイント還元
用したポイント還元「スマイルプロジェクト
スマイルプロジェクト」を実施し、多くのお客様から
スマイルプロジェクト を実施し、多くのお客様からご協力
を実施し、多くのお客様からご協力をいただいています。
をいただいています。

■公益財団法人 関西盲導犬協会
盲導犬の育成普及を願う市民が集まって１９８０年に発足。１９８３年、国家公安委員会から盲導犬を訓練し認定する
法人として指定を受けました。現在は、年間１０～１５頭前後の盲導犬を育成し、目の不自由な方に歩行訓練などを
実施した上、無料で貸し出しています。２００４年、盲導犬と盲導犬を取り巻く人々の姿を描いて公開された映画「クイ
ール」は、当協会が舞台でした。また、目の不自由な方が盲導犬と快適に暮らしていけるよう社会的な理解を得るた
めに、見学会開催など啓発活動に取り組んでいます。（公式ホームページ http://www.kansai-guidedog.jp/ ）
注１ ハーネス、コート
ハーネスは盲導犬が体につけている胴輪のことです。ハーネスを通して盲導犬の動きがユーザーに伝わり、安全な歩行をサポートする、
盲導犬を象徴するアイテムです。コートは、毛の飛散を防止する役目があり、１頭ごとに盲導犬の体に合せて作られる、いわば“盲導犬
の正装”とも言うべきものです。
注２ 身体障害者補助犬
視覚障害者を安全に快適に誘導する「盲導犬」、聴覚障害者の生活を安全で安心できるものにするため必要な音をタッチして教え音源
に導く「聴導犬」、身体障害者の杖の代わりとなって起立を助けたり物を取ってきたりドアを開けたりするなどの補助を行う「介助犬」を合
せて呼ぶ呼称。２００２年施行の「身体障害者補助犬法」では、その訓練方法などを定めるとともに、「国、地方公共団体、公共交通事業
者、不特定多数の者が利用する施設の管理者等は、その管理する施設等を身体障害者が利用する場合、身体障害者補助犬の同伴を
拒んではならない」、「民間事業主及び民間住宅の管理者は、従業員又は居住者が身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努
めなければならない」と定めています。（案内ステッカー等では「ほじょ犬」とも表記。）

＜ご参考＞
■あべの
あべのキューズモール・スマイルプロジェクト
あべのキューズモール・スマイルプロジェクト（２０１１年４月～２０１４年９月）
キューズモール・スマイルプロジェクト（２０１１年４月～２０１４年９月）
第１弾
第２弾

あべのスマイルこいのぼり
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

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
天王寺動物園プロジェクト
（ナベヅル）
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

第８弾
第９弾
第１０弾
第１１弾
第１２弾
第１３弾
第１４弾
第１５弾
第１６弾
第１７弾
第１８弾
第１９弾
第２０弾
第２１弾
第２２弾
第２３弾
第２４弾
第２５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～

カードポイント還元

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
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

カードポイント還元

■あまがさきキューズモール・
あまがさきキューズモール・スマイルプロジェクト（２０１４年３月～）
あまがさきキューズモール・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・
みのおキューズモール・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（２０１４年３月～）
スマイルプロジェクト（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施設合同キューズモール
３施設合同キューズモール・
キューズモール・スマイルプロジェクト（２０１３年１０月～）
スマイルプロジェクト（２０１３年１０月～）
第１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

第２弾
第３弾
第４弾

２０１３年１０月９日～１０月３１日
２０１３年１０月９日～２０１４年３月３１日

カードポイント還元

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

２０１４年９月末現在
＜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

