２０１６年２月３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

開業から５年。『あべのキューズモール』初の大規模リニューアル

新規入店４２店舗発表!! ３月上旬より、続々オープン
多世代の方から愛される“大阪府下最大級・地域密着のオンリーワン施設”へ
東急不動産株式会社（本社：東京都港区、社長：植村 仁）および東急不動産ＳＣマネジメント株式会社（本社：
東京都港区、社長：土屋 光夫）は、運営・管理するショッピングセンター「あべのキューズモール」の２０１１年４月
の開業以来初となる大規模リニューアルを実施します。このたび、リニューアルで新しく入店する４２店舗※が決定
しました。２０１６年３月上旬～７月下旬まで順次オープンします。
※SHIBUYA１０９ABENOの新店舗を除く。リニューアル対象店舗は、合計１００店舗（新規４８店舗、移転・改装５２店舗）

■リニューアル背景
あべのキューズモールが立地するあべの･天王寺エリアは、
新たな観光スポットが誕生するなど、２０１１年の開業時と比較
すると大きく変化しています。周辺環境の変化と共に多様化す
る顧客ニーズへのさらなる対応の必要性、また、成長の余地
がまだあるエリアであると考え、売上高・来場客数ともに好調
に推移する中、初となる大改装を決定しました。

■リニューアルの狙い
エリアの魅力アップへの更なる貢献と同時に「キューズモール」の旗艦施設として、改めてファンの醸成を行い、
大阪府下最大級のショッピングセンターであり、また、地域密着のオンリーワン施設としての地位確立を目指しま
す。グループでの利用促進とトレンド性を付加したMD構成により、多世代・多様なお客様に対応しながらも、当施
設の強みであるファミリー層への対応をさらに強化し、エリア内での他施設との棲み分けをより明確にします。

■リニューアル期間
３月上旬～７月下旬 （３月上旬：一部先行オープン、４月２７日：グランドオープン、５月～７月：大型店オープン）

■リニューアル注目テナント・コンテンツ
① ＜キーテナントのリニューアル＞
◎「ＳＨＩＢＵＹＡ１０９ＡＢＥＮＯ」は、全１５店舗（新規６店舗、移転・改装９店舗）がリニューアルオープン。
◎新しく「ビックカメラ」が入店。「ビックカメラ」の初の試みとして、ビックカメラの「ビックポイントカード」とキューズ
モールの「キューズモールフレンズポイントカード」がダブルで貯まるサービスを始めます。

② ＜ファッション・トレンド性の強化＞
◎既存の「ユニクロ」「ザラ」に加え、「アメリカンイーグル アウトフィッターズ」、「ジーユー」、「ベルシュカ」、「フラ
イング タイガー コペンハーゲン」など、ファストファッションの大型店や雑貨専門店が集結します。
◎「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」や「A|Xアルマーニ エクスチェンジ」、「フリーズ マー
ト」、「ビルケンシュトック」、「ティーケー タケオキクチ」などが入店しファッション・トレンド性を強化します。

③ ＜ファミリー向けコンテンツの拡充＞
◎既存の「ワンピース麦わらストア」に加え、「スヌーピータウンショップ」「ディズニーストア」「どんぐり共和国」と
いったキャラクターショップが集結します。
◎子供の遊び場「キューズランド」とキッズトイレを新設。大人も子供も居心地がよく、繰り返し訪れたくなる空間
を提供し、ファミリー層への利便性と満足度の向上を目指します。

リニューアルのポイント① ＜キーテナントのリニューアル＞
●

ＳＨＩＢＵＹＡ１０９ＡＢＥＮＯ

●

全１５店舗がリニューアルします。
（新規６店舗、移転・改装９店舗）
※詳細については、㈱東急モールズデベロップメントから２月中
旬リリース予定。

ビックカメラ

最新家電を中心に圧倒的な品揃えを誇る「ビックカメラ」が
新規入店。「なんば店」に続き大阪では２番目の店舗とな
ります。初の試みとして、一度のお買物で「ビックポイン
カード」と「キューズモールフレンズポイントカード」のポイ
ントがダブルで貯まるお得なサービスが始まります。
※詳細については、㈱ビックカメラから決定次第リリース予定。

リニューアルのポイント② ＜ファッション・トレンド性の強化＞
【注目新テナント】
● アメリカンイーグル アウトフィッターズ

● ベルシュカ

１９７７年にアメリカで誕生、全世界に
１，０００店舗以上展開するグローバ
ルファッションブランド。ジーンズを中
心とした、トレンド性のあるアメカジア
イテムを展開。

「ZARA」を展開するINDITEXグループが手掛けるバルセロ
ナ発のカジュアルブランド。都会的でシックな雰囲気のコレ
クションはベーシックからトレンドアイテムまで豊富なデザ
イン展開。

● ジーユー

● フライング タイガー コペンハーゲン

「ファッションを、もっと自由に。」
ウィメンズ・メンズ・キッズを豊富な品
揃えで、最新のスタイルを、驚きの価
格で提供。

ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザインのアイ
テムを通じて、驚きとエンターテ
イメントにあふれたショッピング・
エクスピリエンスを提供する北欧
デンマーク・コペンハーゲン発祥
の雑貨ストア。

● ユナイテッドアローズ

●A|Xアルマーニ エクスチェンジ

● フリーズマート

グリーンレーベル リラクシング

１９９１年誕生。GIORGIO ARMANIのスピ
リットを受け継ぐ革新的でポジティブなイ
タリアンカジュアルを提案し、ファッション
に敏感で時代とともに自分自身も進化す
る人々へ発信す
るスタイルブラン
ド。

キーワードは「リラックス＆オシャ
レ」。リラックス感をベースに旬な
気分を程良くトッピング。心地のよ
い西海岸のリアルカジュアルを提
案。

● ビルケンシュトック

● ティーケー タケオキクチ

● ジージーディー

２４０年以上の歴史を誇るドイツのフッ
トウェアブランド。独自のフットベット
（中敷）の機能性と、ファッションの両
面を兼ね備えた商品は世界中で愛さ
れ続けている。直営店ならではの品
ぞろえにも注目。

｢TK」から「ｔｋ.TAKEO KIKUCHI」へ。
今シーズンより新たにブランドの世界観を
刷新し、リニューアル。時代を超えて支持
されるトラディショナルな
アイテムをベースに自由
な発想を取り入れたミッ
クススタイルを提案。

訪れるたび新しい発見があって心が
豊かになる「モノ」「コト」を提案する服
と雑貨のブラ
ン ド 。 「 Be
Happy 」 を コ ン
セプトにしたシ
ョップ。

エディション
TOKYOストリートファッションの今
をリアルに表現した時代の最先端
を走り続けるブランド。トレンドに斬
新なデザインを加えたコーディネー
トを提案。

関西初

リニューアルのポイント③ ＜ファミリー向けコンテンツの拡充＞
【注目新テナント】
【その他既存店】

● スヌーピータウンショップ

● ディズニーストア

● どんぐり共和国

人気のスヌーピーや仲間たちの
かわいいグッズが揃う「ピーナッ
ツ」のオフィシャルショップ。ぬい
ぐるみやお土産グッズなどお気
に入りがきっと見つかるはず！

大人の女性をターゲットとし
た新コンセプトストア。都会
の公園をイメージした店内
は、壁面には大阪の様々な
名所がディズニーのキャラク
ターたちと共に描かれ、ここ
でしか体験できない空間を
演出。

「となりのトトロ」「魔女の宅
急便」「千と千尋の神隠し」な
ど、スタジオジブリ作品の
キャラクターグッズ専門店。
店内は、木のぬくもりにあふ
れた、やすらぎの空間になっ
ている。

● ワンピース

麦わらストア
大人気アニメ「ワンピ
ース」の専門ショッ
プ。

子供の遊び場「キューズランド」の新設（３F）
子供が遊ぶだけでなく、それを見守る大人同士のコミュ
ニティーの場にもなる空間です。大人も子供も居心地
が良く、繰り返し訪れたくなる環境を提供することで、お
客様の利便性と満足度の向上を目指します。

キューズランドイメージ

キッズトイレの新設（３Ｆ）
ファミリー層への利便性向上のために、キッズトイレを
新設します。壁面の一部には施設キャラクターをデザ
インし、楽しく賑やかな空間を演出します。

壁面イメージ

■新規出店テナントリスト
新規４２店舗（ＳＨＩＢＵＹＡ１０９ＡＢＥＮＯの新規店舗除く）
トピック 階数

業種・業態

B１階 靴下

テナント名

フリガナ

会社名

オープン予定日

靴下屋

クツシタヤ

タビオ㈱

4月27日

Ｔｈｅ Ｌｉｂｒｅｔｔｏ ＭＡＲＫＥＴ

ザ リブレット マーケット

大和書店㈱

3月18日

B１階 フットウェア

ＢＩＲＫＥＮＳＴＯＣＫ

ビルケンシュトック

㈱ビルケンシュトック ジャパン

4月23日

B１階 チョコレート

ゴディバ

ゴディバ

ゴディバ ジャパン㈱

4月27日

B１階 レディス・服飾雑貨・雑貨

１０＄

テンダラーズ

㈱シュクレ

4月予定

B１階 アクセサリー・雑貨

ｇｒｉｆｆｏｎｎｅｒ

グリフォネ

㈱エフタイム

4月27日

B１階 レディス・服飾雑貨・フォーマル ｆｏｒｍ ｆｏｒｍａ

フォルムフォルマ

㈱東京ソワール

4月22日

B１階 キャラクター雑貨

どんぐり共和国

ドングリキョウワコク

㈱ピーチクラブ

3月19日

B１階 服飾雑貨

Ｍａｇｉｃａｌ Ｂｏｘ

マジカルボックス

㈱クー

4月予定

B１階 生活雑貨

ＭＡＭＡＩＫＵＫＯ

ママイクコ

㈱システムジュウヨン

4月7日

エリア初 B１階 生活雑貨・ステーショナリー

B１階 レディス・服飾雑貨

ＣＯＴＥＲＩＥ

コーテリ

㈲リガーズ

3月2日

B１階 バッグ･服飾雑貨

ｍａｒｍｅｌｏ ｖｉａｇｅｍ

マルメロ ヴィアジェン

㈱アンビリオン

4月27日

トピック 階数

関西初

業種・業態

テナント名

フリガナ

会社名

オープン予定日

１階 キャラクター雑貨

ディズニーストア

ディズニーストア

ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱

4月27日

１階 レディス・服飾雑貨

Ｆｒｅｅ’ｓ Ｍａｒｔ

フリーズマート

㈱サンエー・ビーディー

4月27日

１階 洋服・バッグのお直し

ＯＳＨＡＲＥＫＯＵＢＯＵ（おしゃれ工房） オシャレコウボウ

㈱おしゃれ工房

4月予定

１階 レディス・雑貨

ＯＺＯＣ

オゾック

㈱ワールド

4月27日

１階 アクセサリー･雑貨

ｃｌａｉｒｅ’ｓ

クレアーズ

クレアーズ日本㈱

4月27日

１階 メンズ・レディス・キッズ・雑貨

ｃｏｅｎジェネラルストアー

コーエン ジェネラルストアー

㈱コーエン

4月27日

１階 メンズ・レディス・服飾雑貨

Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ Ｄｅｐｔ.

カリフォルニア デプト

㈱ダブルジェイスタンダード

4月27日

１階 メンズ・レディス・服飾雑貨

ＧＧＤ ｅｄｉｔｉｏｎ

ジージーディーエディション

㈱メックス

１階 メンズ・レディス

ＢＲＩＣＫ ＨＯＵＳＥ ｂｙ Ｔｏｋｙｏ Ｓｈｉｒｔｓ ブリックハウス バイ トウキョウシャツ 東京シャツ㈱

4月27日

１階 レディス・メンズ・キッズ

ＧＵ

6月上旬

２階 生活雑貨

Ｆｌｙｉｎｇ Ｔｉｇｅｒ Ｃｏｐｅｎｈａｇｅｎ

フライング タイガー コペンハーゲン Ｚｅｂｒａ Ｊａｐａｎ㈱

２階 メンズ・レディス・服飾雑貨

アメリカンイーグル アウトフィッターズ

アメリカンイーグル アウトフィッタ－ズ

㈱イーグルリテイリング

6月下旬

２階 メンズ・レディス・服飾雑貨

Ｂｅｒｓｈｋａ

ベルシュカ

㈱ベルシュカ･ジャパン

7月下旬

２階 バッグ･服飾雑貨

ＧＲＡＮ ＳＡＣ’Ｓ

グランサックス

㈱東京ﾃﾞﾘｶ

4月27日

２階 帽子・雑貨

１４+

イチヨンプラス

ＰＯＲＴ ＳＴＹＬＥ㈱

4月27日

２階 メンズ・レディス・服飾雑貨

A|X ARMANI EXCHANGE

アルマーニ エクスチェンジ

ジョルジオ アルマーニ ジャパン㈱

5月下旬

２階 メンズ・レディス・服飾雑貨

ＢＩＬＬＡＢＯＮＧ

ビラボン

ジーエスエムジャパン㈱

4月27日

２階 レディスシューズ

Ａｎｇｅｌｉｑｕｅ

アンジェリーク

㈱おく田

4月27日

２階 レディス・雑貨

クチュールブローチ

クチュールブローチ

㈱ワールド

4月27日

２階 メンズ・レディス・キッズ

ＵＮＩＴＥＤ ＡＲＲＯＷＳ ｇｒｅｅｎ ｌａｂｅｌ ｒｅｌａｘｉｎｇ

ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング

㈱ユナイテッドアローズ

4月8日

２階 メンズ・雑貨

ｔｋ.ＴＡＫＥＯ ＫＩＫＵＣＨＩ

ティーケー タケオキクチ

㈱ワールド

3月1日

２階 スマートフォンアクセサリー

ｓｍａｒｔｐｈｏｎｅ ｃａｓｅ ｓｔｏｒｅ

スマートフォン ケースストア

㈲ソレイユ

4月予定

ジーユー

㈱ジーユー

4月27日

5月下旬

３階 注文住宅、新築マンションの相談 スーモカウンター

スーモカウンター

㈱リクルート住まいカンパニー

4月23日

３階 キッズ

アプレレクール

㈱Ｆ･Ｏ･インターナショナル

5月下旬

アプレレクール

３階 アウトドア

ＬＯＧＯＳ ＳＨＯＰ

ロゴスショップ

㈱アウンティングスペース

4月27日

３階 メンズ・服飾雑貨

Ｋａｒｌ Ｋａｎｉ

カールカナイ

㈱ピート

4月22日

３階 キャラクター雑貨

スヌーピータウンショップ

スヌーピータウンショップ

㈱キデイランド

4月27日
4月27日

３階 書籍・雑貨

ＶＩＬＬＡＧＥ/ＶＡＮＧＵＡＲＤ

ヴィレッジヴァンガード

㈱ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

３階 カメラ・パソコン・テレビ・家電

ビックカメラ

ビックカメラ

㈱ビックカメラ

5月予定

３階 １００円ショップ

ダイソー

ダイソー

㈱大創産業

4月27日

＜施設概要＞
施設名称：
所 在 地：
開業年月：
店 舗 数：
営業時間：
駐 車 場：
敷地面積：
延床面積：
代 表 TEL：
公 式 H P：
ア ク セ ス：

あべのキューズモール
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－６－１
２０１１年４月
約２４０店 （リニューアル後）
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
※一部店舗により異なる
約１，５００台
３７，８０３㎡（約１1，４３５坪）(あべのキューズタウン全体)
１８３，７３３㎡（約５５，５７９坪）(あべのキューズタウン全体)
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

