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２０１７年１２月１日
東急不動産ＳＣマネジメント株式会社

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、４施設合同の冬セール「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ｔｈｅ ＳＡＬＥ」を２０１８年１月１日（月・祝）より順次開
催いたします。今冬を魅力的に彩るファッションアイテムが最大８０％ＯＦＦと、お得なバーゲンプライスでお買い物をお楽しみ
いただけるほか、各施設では最大５万円分の商品券などが当たる「笑門来福くじ」や和太鼓の新年「初打ち」など、新春を彩る
様々なキャンペーンやイベントを開催いたします。

■ 実施概要 ■
【名称】

ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ｔｈｅ ＳＡＬＥ

【各施設開催期間】
東急プラザ銀座 １月２日（火）～１月２２日（月）
東急プラザ銀座の冬の大セール。上質なアイテムをお得に手にする
チャンス！大人の好奇心を満たす売り切れ必死の福袋も勢揃い。
●約５０店舗参加 最大７０％ＯＦＦ
東急プラザ表参道原宿 １月１日（月・祝）～１月３１日（水）
今冬を魅力的に彩るアパレル・ファッションアイテムが
おトクなプライスで勢揃い。大吉で５万円分の商品券も当たる
福袋購入者限定の「笑門来福くじ」も実施。
●２０店舗参加 最大８０％ＯＦＦ
東急プラザ蒲田 １月２日（火）～１月８日（月・祝）
蒲田の冬をもっと楽しめるアイテムが勢ぞろい。
約６０店舗で、おトクな福袋も販売。
●約５０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 １月２日（火）～１月３１日（水）
「お年玉ポイントガチャ」など、セールを
さらにお楽しみいただけるイベントを同時開催。
●約４０店舗参加 最大７０％ＯＦＦ
※店舗数・ＯＦＦ率は１２月１日（金）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。

■ イベント情報 ■
【東急プラザ銀座】
“初”運だめし 「新春抽選会」（仮）
【開催期間】 １月２日（火）～１月３日（水）
【開催時間】 １月２日（火）１０：００～
１月３日（水）１１：００～ ※両日とも景品がなくなり次第終了
【開催場所】 ３階インフォメーション前
【内容】
新年“初”運だめし！豪華景品が当たる大抽選会を開催。
【東急プラザ表参道原宿】
笑門来福くじ
【開催期間】
【開催時間】
【開催場所】
【内容】

１月１日（月・祝）～１月３日（水）
１１：００～２１：００ ※１月１日（月・祝）のみ１０：００～１９：００
３階エレベーターホール
年に１度の運試し！福袋購入者限定の「くじ」引き大会。
大吉は５万円分の商品券が当たります。

ＯＭＯＨＡＲＡ ｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｏｎ
【開催期間】 ２月２８日（水）まで開催中
【開催時間】 １７：００～２３：００（入場は２２：３０まで）
※１月１日（月・祝）は１７：００～２２：００（入場も２２：００まで）
【開催場所】 ６階屋上テラス「おもはらの森」
【内容】
樹木に囲まれた空間を約１６，０００球のイルミネーションで彩り、
どこか懐かしく、ホッとできるような明るく優しい灯りを体験できます。
【東急プラザ蒲田】
和太鼓 新春「初打ち」＆子ども和太鼓体験＆おしるこの振舞
【開催期間】 １月２日（火）
【開催時間】 おしるこの振舞＆大入袋配布 １１：００～
（先着３００名様お一人様それぞれ１つまで）
和太鼓の演奏 ①１１：００ ②１３：００
（約２０分の演奏・子ども和太鼓体験）
【開催場所】 屋上「かまたえん」
【内容】
大田区を中心に活動する和太鼓集団「和太鼓 大元組」による新春「初打ち」と子ども和太鼓体験を
温かいおしることあわせてお楽しみいただけます。
【東急プラザ戸塚】
お年玉ポイントガチャ
【開催期間】
【開催時間】
【開催場所】
【内容】

１月２日（火）
１０：００～２０：００
１階上りエスカレーター前
東急プラザ戸塚館内にて２，０００円（税込）以上購入のレシートで、
最大２，０００ポイントがあたる、はずれなしのお年玉ポイントガチャを実施。
先着５００名様限定です。（東急プラザポイントカード会員様限定）
※詳細は公式 HP で公開予定

ｔｈｅ ＴＩＭＥ ＳＡＬＥ
【開催期間】
【開催時間】
【開催場所】
【内容】

１月６日（土）～１月８日（月・祝）
１４：００～１５：００
対象店舗内
対象店舗にて一斉にタイムセールを開催。
※対象外店舗あり。詳細は公式ＨＰで公開予定。

※各施設イベント開催期間・内容・店舗数は１２月１日（金）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）
【年末年始の営業時間】
・２０１７年１２月３１日（日）

全館 １１：００～１８：００

・２０１８年１月１日（月・祝） 休館日
・２０１８年１月２日（火）

Ｂ１～９階 １０：００～２０：００
Ｂ２階 １０：００～２２：００
１０～１１階 １１：００～２２：００

・２０１８年１月３日（水）

Ｂ１～９階 １１：００～２１：００
Ｂ２階・１０～１１階 １１：００～２３：００

※２０１７年１２月３０日（土）までと、２０１８年１月４日（木）からは通常営業
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
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）
【年末年始の営業時間】
・２０１７年１２月３１日（日）

Ｂ１～５階 １１：００～１８：００
※一部店舗は～１９：００／飲食のＬ．Ｏ．は１７：３０
６階 ＳＴＡＲＢＵＣＫＳ ８：３０～２３：００
７階 ｂｉｌｌｓ ８：３０～２１：００（Ｌ．Ｏ．２０：００）

・２０１８年１月１日（月・祝） Ｂ１～５階 １０：００～１９：００ ※飲食のＬ．Ｏ．は１８：３０
６階 ＳＴＡＲＢＵＣＫＳ ８：３０～２２：００
７階 ｂｉｌｌｓ ８：３０～２１：００（Ｌ．Ｏ．２０：００）
※２０１７年１２月３０日（土）までと、２０１８年１月２日（火）からは通常営業
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）
【年末年始の営業時間】
・２０１７年１２月３１日（日）

１０：００～１９：００

※別館 東急ストアは７：００～２１：００
・２０１８年１月１日（月・祝） 休館日
※２０１７年１２月３０日（土）までと、２０１８年１月２日（火）からは通常営業
※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

：「蒲田駅」直結／ＪＲ京浜東北線南改札、東急池上線・東急多摩川線

【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）
【年末年始の営業時間】
・２０１７年１２月３１日（日）

１～４階 １０：００～１９：００
Ｂ１階 ９：００～２１：００
１階（スターバックス） ８：００～２１：００

・２０１８年１月１日（月・祝） 休館日
・１月２日（火）・３日（水）

１～４階 １０：００～２０：００
Ｂ１階 １０：００～２１：００
１階（スターバックス） ８：００～２１：００

※２０１７年１２月３０日（土）までと、２０１８年１月４日（木）からは通常営業
※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

