ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ
２０１６年１２月１５日
東急不動産ＳＣマネジメント株式会社

銀座では初！東急プラザ４施設で冬のセールを開催！最大８０％ＯＦＦも
東急プラザ銀座・表参道原宿・蒲田・戸塚 合同による

「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ｔｈｅ ＳＡＬＥ」開催
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：佐藤一志）が運営管理する「東急プラザ」４施設(銀座、表参
道原宿、蒲田、戸塚)では、冬セールを１月１日（日）より順次開催いたします。
昨冬より「「東急プラザ表参道原宿」「東急プラザ蒲田」「東急プラザ戸塚」で共通化した冬セールに、この冬は「東急プラザ」
のフラッグシップ店として今春オープンした「東急プラザ銀座」が加わり、「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ｔｈｅ ＳＡＬＥ」と題して約１８０店
舗が、トレンドアイテムやお得なプライスオフのアイテムを豊富にご用意してお待ちしております。

■ 実施概要 ■
【名称】

ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ｔｈｅ ＳＡＬＥ

【各施設開催期間】
東急プラザ銀座
東急プラザ銀座 １月２日（月）～１月
２日（月）～１月１５日（日）
１５日（日）
今春、銀座・数寄屋橋交差点にオープンした東急プラザ銀座が
初の冬セールを開催。対象店舗にて銀座ならではの福袋も充実。
●約６０店舗参加 最大５０％ＯＦＦ

東急プラザ表参道原宿
東急プラザ表参道原宿 １月１日（日）～１月
日（日）～１月１５日（日）
１５日（日）
１月１日（日）～1 月３日（火）は福袋購入者のみ参加できる
「笑門来福くじ」を開催。最大５万円分の商品券が当たります。
●約２５店舗参加 最大８０％ＯＦＦ

東急プラザ蒲田
東急プラザ蒲田 １月２日（月）～１月
１月２日（月）～１月９日（月・祝）
９日（月・祝）
１月２日（月）～1 月４日（水）には、東急のれん街をはじめ
約７０店舗で、お得な福袋を販売。
●約６０店舗参加 最大７０％ＯＦＦ
ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ｔｈｅ ＳＡＬＥメインビジュアル
東急プラザ戸塚
東急プラザ戸塚 １月２日（月）～１月
１月２日（月）～１月９日（月・祝）
９日（月・祝）
福袋購入者対象の「千本引き抽選会」、東急プラザポイントカード
会員限定サービスなど、セールをより楽しめる企画を開催。
●約４０店舗参加 最大６０％ＯＦＦ

※店舗数・ＯＦＦ率は１２月１５日（木）時点であり、変更となる場合がございます。
※一部、実施期間が異なる店舗もございます。

■ ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ｔｈｅ ＳＡＬＥ について ■
■タイトル
昨年より東急プラザのセールを合同開催するにあたり、共通タイトルを使用しており
ます。今年度は「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ｔｈｅ ＳＡＬＥ」という新しいタイトルを採用しました。
東急プラザであることをストレートに強調するタイトルにし、「ＳＡＬＥ」の前に定冠詞
「ｔｈｅ」を添えることで、特別感のあるセールであることを表しています。ストレートか
つシンプルな響きで、東急プラザならではの上質感と心躍る出会いをイメージしてい
ます。

■ビジュアル
「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ｔｈｅ ＳＡＬＥ」のメインビジュアルは、見慣れたはずの漢字
（「冬売」）をグラフィカルに表現することで、東急プラザのセールには刺激や活気が
あることを発信しています。お買い物の楽しさ、モノとの出会いを後押しするような昂
揚感を伝えます。一方で、タイトルには落ち着きを持たせることで、東急プラザの安
定した上質感を表現しています。同ビジュアルは、各参加施設周辺の交通広告や館
内にて掲出されるポスターなどで展開します。

■ イベント情報 ■
【東急プラザ銀座】
【東急プラザ銀座】
新春振る舞い酒
新春振る舞い酒
【開催期間】
【開催場所】
【時間】
【内容】

１月２日（月）
６階 「ＫＩＲＩＫＯ ＬＯＵＮＧＥ」数寄屋橋茶房
１０：００～ ※なくなり次第終了
東急プラザ銀座の初売りにご来店いただいたお客様
先着１０９名様に、日本酒 1 杯を無料でご提供いたします。
※お一人様 1 杯まで。
※お車を運転しご来店されたお客様、未成年者へのご提供は
控えさせて頂きます。
※６階 「ＫＩＲＩＫＯ ＬＯＵＮＧＥ」

新春抽選会
【開催期間】 １月２日（月）、１月３日（火）
【開催場所】 ３階 インフォメーション向かい特設カウンター
【時間】
１月２日（月） １０：００～２０：００
１月３日（火） １１：００～２１：００
【内容】
東急プラザ銀座で使えるお買物・お食事券やレストランでの
ディナーコースなど豪華景品が当たる抽選会を開催いたします。
期間中５,０００円（税込）以上のお買上げレシート 1 枚につき１回
ご参加いただけます。
※当日分の景品がなくなり次第終了。

【東急プラザ表参道原宿
東急プラザ表参道原宿】
表参道原宿】
笑門来福くじ
【開催期間】 １月１日（日）～１月３日（火）
【開催場所】 ３階 お客様用エレベーターホール特設会場
【時間】
1 月１日（日） １０：００～１９：００
１月２日（月）、1 月３日（火） １１：００～２１：００
【内容】
２,５００円（税込）以上の福袋購入者限定、最大５万円分の商品券があたる巨大くじです。

【東急プラザ蒲田】
【東急プラザ蒲田】
新春初打ち・子ども和太鼓体験
【開催期間】
【開催場所】
【時間】
【内容】

１月２日（月）
屋上かまたえん
１３：３０～、１６：００～
和太鼓の新春「初打ち」と子ども和太鼓体験を実施いたします。また、来場されたお客様先着順で、
温かいおしること、その日から使える１００円分のお買い物券が入った大入り袋をプレゼントいたします。
※雨天、荒天の場合中止。
※先着順につき、なくなり次第終了。

【東急プラザ戸塚
東急プラザ戸塚】
戸塚】
千本引き大抽選会
【開催期間】
【開催場所】
【時間】
【内容】

１月２日（月）
１階 上りエスカレーター横イベントスペース
１０：００～
※限定１,５００本。なくなり次第終了
福袋お買上げ毎に「千本引き抽選会」にチャレンジ。はずれなし、
人気家電などが当たる年始めの運試しです。また東急プラザポイント
カード会員限定で、おみくじ付お年賀(お菓子)をプレゼントいたします。

トリの市
【開催期間】 １月７日（土）～９日(月・祝)
【内容】
東急プラザポイントカード会員限定、スタンプラリーとカード提示
サービスを同時開催。お買上げスタンプをためるとボーナスポイント
がもらえる企画のほか、各ショップでカードを提示するだけでお得な
サービスが受けられるキャンペーンを実施いたします。

※各施設イベント開催期間・内容・店舗数は１２月１５日（木）時点であり、変更となる場合がございます。

■ 施設情報 ■
【東急プラザ銀座
【東急プラザ銀座】
銀座】
所在地
： 東京都中央区銀座５－２－１
営業時間 ：

１１：００～２１：００（ショッピング・サービス・カフェ）
１１：００～２３：００（レストラン・フード） （営業時間が異なる店舗もございます）

施設代表 TEL ： ０３－３５７１－０１０９（１１：００～２１：００）
公式 HP ：

http://ginza.tokyu-plaza.com/

アクセス

東京メトロ 銀座線・丸の内線・日比谷線 「銀座駅」Ｃ２・Ｃ３出口 徒歩１分

：

東京メトロ 日比谷線・千代田線 「日比谷駅」Ａ１出口 徒歩２分
東京メトロ 有楽町線 「有楽町駅」Ａ０出口 徒歩２分
ＪＲ山手線・京浜東北線 「有楽町駅」銀座口 徒歩４分

【東急プラザ表参道原宿】
所在地
： 東京都渋谷区神宮前４－３０－３
営業時間 ：

１１：００～２１：００（６･７階８：３０～２３：００）

施設代表 TEL ： ０３－３４９７－０４１８
公式 HP ：

http://omohara.tokyu-plaza.com/

アクセス

ＪＲ山手線「原宿駅」徒歩４分、東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前＜原宿＞駅」出口５ 徒歩１分

：

東京メトロ千代田線・半蔵門線・銀座線「表参道駅」出口 A２ 徒歩７分

【東急プラザ蒲田】
所在地
： 東京都大田区西蒲田７－６９－１
営業時間 ：

１０：００～２１：００（営業時間が異なる店舗もございます）

施設代表 TEL ： ０３－３７３３－３２８１
公式 HP ： http://kamata.tokyu-plaza.com/
アクセス

：

ＪＲ線、東急池上線・東急多摩川線「蒲田駅」直結

【東急プラザ戸塚】
所在地
： 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６－１
営業時間 ：

１０：００～２１：００（営業時間が異なる店舗もございます）

施設代表 TEL ： ０４５－８６２－５３１１
公式 HP ：

http://totsuka.tokyu-plaza.com/

アクセス

ＪＲ東海道本線、横須賀線、横浜市営地下鉄「戸塚駅」西口直結

：

※営業時間は、いずれも休館日・年末年始を除きます。

