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２０１７年４月１８日
東急不動産ＳＣマネジメント株式会社

東急プラザ全６館合同での横断キャンペーン
「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ＷＥＥＫ」 今年はゴールデンウィークにも拡大し開催
「１０人のお買い物で 1 ㎡の森を守る」お買い物体験の提供など
４月２８日（金）～５月７日（日）の１０日間開催
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、東急プラザ銀座・表参道原
宿・蒲田・戸塚・赤坂・新長田の全６館にて、昨年ご好評いただいた全館横断キャンペーン「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ＷＥＥＫ」を、ゴ
ールデンウィークの４月２８日（金）～５月７日（日）の１０日間で開催することが決定いたしましたのでお知らせいたします。

※キャンペーンＣＭイメージ

※ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ＷＥＥＫ キービジュアル

２０１７年春の「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ＷＥＥＫ」では、新緑まばゆいゴールデンウィークにちなんだ「グリーン」をテーマに、４月
２８日（金）〜５月７日（日）の１０日間、東急プラザ全６館でお買い物頂いた方の人数に応じて、森林保全活動への支援が行
われる「１０人のお買い物で１㎡の森を守る」お買い物体験を提供するほか、５月４日（木・祝）のみどりの日限定で、東急プラ
ザ全６館にて、お買い物いただいた方先着合計２０,０００名様に花咲く「シードペーパー」のプレゼントキャンペーンを実施いた
します。また、開業５周年を迎える「東急プラザ表参道原宿」を中心に、期間中は各東急プラザにてテーマと連動したイベン
ト・キャンペーンを開催。普段とは異なる“ちょっぴり上質”で“心地良い”お買い物体験を提供いたします。

また、昨年からご好評いただいている東急プラザブランドキャンペーンＴＶＣＭ第三弾も制作。昨年冬期に放映したＴＶＣＭに
引き続き、イメージキャラクターにモデル・女優の比留川 游（ひるかわ ゆう）さんを起用。“ちょっぴり上質”な“心地良さ”を提
供する東急プラザを表現しました。本ＴＶＣＭは「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ＷＥＥＫ」 の期間中（４月２８日（金）〜５月７日（日）、関東
圏のみ）放映されます。

■ 実施概要 ■
名

称 ： 「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ＷＥＥＫ」

開催期間 ： ２０１７年４月２８日（金）～５月７日（日）
対

象 ： 東急プラザ全６館（銀座・表参道原宿・蒲田・戸塚・赤坂・新長田）

内

容 ： ①１０人のお買い物で１㎡の森を守ろう！
東急不動産の商業施設での環境保全活動「エコマキ」との連動企画。
期間中東急プラザ全６館でお買い物頂いた方の人数に応じて、森林保全活動への支援に繋がる
お買い物体験を提供します。
②花咲く「シードペーパー」プレゼントキャンペーン
５月４日（木・祝）みどりの日限定。各東急プラザ館内に設置の特設カウンターにて東急プラザでの
当日お買い物レシート提示のお客様、先着順で「シードペーパー」プレゼント。
※各館なくなり次第終了。
③テーマと連動した施設別のイベント・キャンペーンの実施

東急不動産 商業施設 環境保全活動「エコマキ」について
東急不動産の商業施設では、環境保全活動（エコ活動）を、みなさんがもっと身近に感じていた
だけるようなきっかけづくりを行っています。“あなたの普段の暮らしのなかに、小さなエコのタネ
をまくように。地道な取り組みを広げて、大きなエコの輪を育てたい。”そんな思いを込め、活動
の総称を『エコマキ』と名付けました。

■ 施設別イベント情報 ■
【東急プラザ銀座】
グルメ de ショッピングキャンペーン
【開催期間】
【開催場所】
【時間】
【内容】

４月２２日（土）、４月２３日（日）、４月２９日（土）～５月７日（日）
館内レストラン・カフェ店舗 ※一部対象外店舗あり
施設営業時間に準ずる。
レストラン、カフェのご利用でファッション・雑貨店でのショッピングで使える
５００円分のお買物券があたるスクラッチカードをプレゼント！
※お買い物券有効期限：４月２２日（土）～５月８日（月）

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭２０１７ ＬＪＦエリアコンサート
【開催期間】 ５月４日（木・祝）～５月６日（土）
【内容】
今年で１３回目を迎える日本最大級のクラシック音楽祭
「ラ・フォル・ジュルネ」。
東急プラザ銀座では、５月４日（木・祝）・５月６日（土）の２日間で、
屋上のキリコテラスで銀座エリアの景色を一望しながらのコンサートを
開催。併設の櫻ノ茶屋では、ドリンクや軽食もお楽しみいただけます。
※LFJ エリアコンサート公式ページ
（http://www.lfj.jp/lfj_2017/event/article_10.html）
〈東急プラザ銀座開催概要〉
【開催期間】 ５月４日（木・祝）、５月６日（土）
【開催場所】 屋上キリコテラス グリーンサイド
【時間】
各日１４：００～１４：３０
※天候により会場の変更、または中止となる場合がございます。

※画像はイメージです

【東急プラザ表参道原宿】
ＯＭＯＨＡＲＡ ＢＥＥＲ ＦＯＲＥＳＴ ｂｙ ＹＯＮＡ ＹＯＮＡ ＢＥＥＲ ＷＯＲＫＳ
【開催期間】 ４月２８日（金）～５月７日（日）
【開催場所】 ６F 屋上テラス おもはらの森
【時間】
平日１６：００～２０：００ 土日祝日１２：００～２０：００
※ラストオーダーは、フードが営業終了１時間前、
ドリンクが営業終了３０分前です。
【内容】
毎年人気のＢＥＥＲ ＦＯＲＥＳＴに３年連続でＹＯＮＡ ＹＯＮＡ
ＢＥＥＲ ＷＯＲＫＳが出店。「よなよなエール」や「水曜日のネコ」な
ど人気のクラフトビールをドラフトでお楽しみいただけます。
「ＣＯＬＤ ＳＴＯＮＥ ＩＣＥ ＣＡＮＤＹ」 ＰＯＰ ＵＰ ストア
【開催期間】
【開催場所】
【時間】
【内容】

４月２８日（金）～５月８日（月）
５F エレベーターホール
１１：００～２１：００
人気の「ＣＯＬＤ ＳＴＯＮＥ ＩＣＥ ＣＡＮＤＹ」 のショップが期間限定で
東急プラザ表参道原宿に出店いたします。

【東急プラザ蒲田】
豆しば×花テラス
【開催期間】
【開催場所】
【時間】
【内容】

開催中～５月７日（日）
屋上かまたえん
１０：００～１８：００
人気キャラクター豆しばと東急プラザ蒲田がコラボ！
屋上かまたえんを中心に館内に豆しばに関連した装飾やイベントが
盛りだくさん。５月７日（日）には館内を豆しばが練り歩きます。

豆しばガラポン
【開催期間】
【開催場所】
【時間】
【内容】

５月３日（水・祝）～５月７日（日）
７F イベントスペース
施設営業時間に準ずる。
お買上レシート、税込３,０００円ごとに１回引けるガラポンイベントを開催。
東急プラザ蒲田館内でご利用頂けるお買い物券が当たります。

【東急プラザ戸塚】
お花畑のキャンドルつくりワークショップ
【開催期間】
【開催場所】
【時間】
【内容】

５月７日（日）
１Ｆ 上りエスカレーター横イベントスペース
１０：３０～、他４回
母の日にもぴったりなドライフラワー入りのジェルキャンドルつくりの
ワークショップです。
※各回先着１０名様、参加費５００円。
※写真はイメージです

ワゴンバザール
【開催期間】
【開催場所】
【時間】
【内容】

４月２８日（金）～５月７日（日）
館内各ショップ
施設営業時間に準ずる。
各ショップのおトクな商品が目白押し！均一商品やセール品、
サービス特価商品など、見逃せないアイテムが盛りだくさんです。

※各施設イベント開催期間・内容は４月１８日（火）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】
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。

