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２０１８年６月１４日
東急不動産ＳＣマネジメント株式会社

東急プラザ４施設で夏のセールを開催！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：粟辻稔泰）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施設合同の夏セール「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ｔｈｅ ＳＡＬＥ」を６月２２日（金）より順次開催します。
夏本番を前に、今夏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、各施設ではショッピングの後に楽しめるビアガーデンや、ショッピングがさらに楽しく、お得になるキャンペーンや
イベントを開催。また、東急プラザ赤坂ではグルメパスポートを発行し、対象店舗でお得にお食事をすることができます。
※東急プラザ赤坂では「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ｔｈｅ ＳＡＬＥ」を実施しません。

■ 実施概要 ■
【名称】

ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ｔｈｅ ＳＡＬＥ

【各施設開催期間】
東急プラザ銀座 ６月２９日（金）～７月１６日（月・祝）
東急プラザ銀座の夏の大セール。おでかけがもっと
楽しくなる、今夏のトレンドアイテムが充実。
●約６０店舗参加 最大６０％ＯＦＦ
東急プラザ表参道原宿 ６月２９日（金）～７月１６日（月・祝）
今夏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ぞろい。
●約２２店舗参加 最大６０％ＯＦＦ
東急プラザ蒲田 ６月２９日（金）～７月８日（日）
ＭＯＲＥ ＳＡＬＥ ７月９日（月）～７月３１日（火）
蒲田の夏をもっと楽しめるアイテムが勢ぞろい。ハッピーバッグや
タイムセール、ガラポン抽選会も期間限定で開催。
●約５０店舗参加 最大８０％ＯＦＦ
ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ｔｈｅ ＳＡＬＥメインビジュアル
東急プラザ戸塚 ６月２２日（金）～７月１日（日）
ＭＯＲＥ ＳＡＬＥ ７月２日（月）～７月２２日（日）
今すぐ使えるアイテムが充実。一斉タイムセールやワゴンバザールで
この夏のお買い物をもっとおトクに。
●約４０店舗参加 最大７０％ＯＦＦ
※店舗数・ＯＦＦ率は６月１４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。

■ イベント情報 ■
【東急プラザ銀座】
期間限定ビアガーデン ＷＨＩＴＥ ＆ ＳＫＹ ‐ＰＯＯＬＳＩＤＥ ＢＥＥＲ ＧＡＲＤＥＮ‐
【開催期間】 ６月２０日（水）～９月３０日（日）
【開催時間】 平日（月～金） １７：００～２３：００（最終受付２１：３０）
土
１６：００～２３：００
日・祝日
１６：００～２１：００（最終受付１９：３０）
※金曜日はミュージックチャージプラス５００円(コースにプラス)
※土曜日はイベント営業のため、予約不可。
※土曜日はエントランスチャージあり２，５００円～(イベントにより変動)
【開催場所】 キリコテラス ウォーターサイド(ＫＩＲＩＫＯ ＴＥＲＲＡＣＥ‐ＷＡＴＥＲ ＳＩＤＥ)
【内容】
銀座の街並みを見渡せる、贅沢な大人のビアガーデン
『ＷＨＩＴＥ＆ＳＫＹ‐ＰＯＯＬＳＩＤＥ ＢＥＥＲ ＧＡＲＤＥＮ‐』が期間限定でオープンします。
東急プラザ銀座１１階「ＴＨＥ ＡＰＯＬＬＯ」とコラボレーションした、ビアガーデンスペシャルコースを提供します。
また、ドリンクメニューには、ビアカクテルやオリジナルカクテルの他に、今年はシャンパンが飲み放題となる
コースが登場します。
【ＷＥＢサイト】http://ginza.tokyu-plaza.com/whiteandsky2018/ (東急プラザ銀座公式 HP)
https://www.tablecheck.com/shops/white-and-sky/reserve (予約サイト)
【東急プラザ表参道原宿】
ＯＭＯＨＡＲＡ ＢＥＥＲ ＦＯＲＥＳＴ ｂｙ ＹＯＮＡ ＹＯＮＡ ＢＥＥＲ ＷＯＲＫＳ
【開催期間】 ６月２９日（金）～９月１７日（月・祝）
※９月は土日祝日のみ営業。
【開催時間】 平日（月～金） １６：００～２２：００
土・日・祝日
１２：００～２２：００
※祝前日は２３：００まで延長営業。
※ラストオーダー フード：営業終了１時間前、
ドリンク：営業終了３０分前。
※お盆期間中の８月１０日（金）～１５日（水）は土日祝日営業時間です。
【開催場所】 ６階屋上テラス「おもはらの森」
【内容】
木々が生い茂る都会の中のオアシスで、心地よい風を感じながらビールを楽しめる
「ＯＭＯＨＡＲＡ ＢＥＥＲ ＦＯＲＥＳＴ ｂｙ ＹＯＮＡ ＹＯＮＡ ＢＥＥＲ ＷＯＲＫＳ」を期間限定で開催します。
【ＷＥＢサイト】http://omohara.tokyu-plaza.com/event/detail_7167.html
ＯＭＯＨＡＲＡ ガチャチャン～ＯＭＯＧＡＣＨＡ～
【開催期間】
【開催時間】
【開催場所】
【内容】

６月３０日（土）～８月２６日（日） ※土・日・祝日のみ計１９日間
１１：００～１９：００
３階 エレベーターホール
「東急プラザ表参道原宿×ＳＰＡＣＥ ＳＨＯＷＥＲ ＴＶ」
コラボレーション企画の開催期間中に５，０００円（税込）以上の
レシートをお持ちいただくと、特設会場にて約２ｍサイズの
巨大ガチャガチャマシーン「ＯＭＯＧＡＣＨＡ」に参加することができます。
【ＷＥＢサイト】http://omohara.tokyu-plaza.com/event/detail_7243.html
【東急プラザ蒲田】
ＢｅｅｒＧａｒｄｅｎ Ｃａｒｉｂ‐ｅｎ（カリビアン・ビヤガーデン・かりぶえん）
【開催期間】 ９月３０日（日）まで開催中 ※８月２３日（木）は全館休館日のため休業
【開催時間】 平日（月～金） １７：００～２２：００
土・日・祝日
１５：００～２２：００
※ラストオーダー２１：３０
【開催場所】 屋上「かまたえん」
【内容】
昨年も好評だった「カリビアン・ビヤガーデン」が今年も登場。
ライトアップされた「幸せの観覧車」の下で特別な時間を過ごすことができます。
ビュッフェ形式の食べ放題・飲み放題スタイルを、お楽しみください。
※事前予約制（０３－６７１５－８５９７）

ハッピーバッグ発売
【開催期間】
【開催時間】
【開催場所】
【内容】

６月２９日（金）～７月１日（日）
１０：００～２１：００
東急プラザ蒲田内 対象店舗
数量限定で、各店舗ハッピーバッグを発売します。
東急のれん街「メリーチョコ」のお楽しみ袋や、「タリーズコーヒー」の
”２１ｓｔ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ Ｈａｐｐｙ Ｂａｇ”など、お目当てのお店へぜひ
お越しください。

ＨＡＰＰＹ ＳＵＭＭＥＲ ガラポン抽選会
【開催期間】
【開催時間】
【開催場所】
【内容】

７月７日（土）～７月８日（日）
１０：００～２１：００
東急プラザ蒲田 ４階
セール期間中６月２９日（金）～７月８日（日）の間に５，０００円（税込）以上のレシートをお持ちいただくと、
最大１０，０００円分のお買物券があたる、ガラポン抽選会に参加することができます。
レシートは、期間中やお店の合算が可能です。
＜景品：お買物券＞
１等：１０，０００円分／２等：５，０００円分／３等：１，０００円分／４等：５００円分／５等：１００円分
※ハズレ券５枚で、もう１回チャレンジできます。

夏のタイムセール
【開催期間】 ７月７日（土）～７月８日（日）
【開催時間】 ２階：７日（土）１１：３０～／１５：００～ ８日（日）１０：３０～／１６：００～
３階：７日（土）１０：３０～／１６：００～ ８日（日）１１：３０～／１５：００～
各回約３０分
【開催場所】 東急プラザ蒲田 ２階・３階
【内容】
２階の５店舗、３階の６店舗が、合同タイムセールを開催。
セール期間中のお得な価格が、さらにお安くなるチャンスです。

【東急プラザ戸塚】
おトクにカエル！タイムセール
【開催期間】
【開催時間】
【開催場所】
【内容】

６月２９日（金）～７月１日（日）
コアタイム１４：００～１５：００
東急プラザ戸塚内 対象店舗
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。

【東急プラザ赤坂】
ＳＵＭＭＥＲ ＧＯＵＲＭＥＴ ＰＡＳＳＰＯＲＴ
【開催期間】
【開催時間】
【開催場所】
【内容】

７月６日（金）～７月３１日（火）
レストラン営業時間に準じる
東急プラザ赤坂内 対象店舗（１７店舗）
レストラン＆カフェ１７店舗を中心としたグルメパスポート企画。
各店舗お勧めのメニューと優待情報をまとめた冊子
『ＳＵＭＭＥＲ ＧＯＵＲＭＥＴ ＰＡＳＳＰＯＲＴ』を制作し、配布します。

※東急プラザ赤坂は「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ｔｈｅ ＳＡＬＥ」の対象外ですが、
同時期展開のキャンペーンについてご紹介しております。

※各施設イベント開催期間・内容・店舗数は６月１４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】
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
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京浜東北線、東急池上線・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

【東急プラザ赤坂】
所在地

： 東京都千代田区永田町２－１４－３

営業時間

： １１：００～２０：００
１１：００～２３：３０（レストラン＆カフェ）（営業時間が異なる店舗もございます）

施設代表 TEL ： ０３－３５８０－１０３１（１０：００～１８：００）
公式 HP

： http://akasaka.tokyu-plaza.com/

アクセス

： 東京メトロ銀座線・丸ノ内線「赤坂見附駅｣外堀通り口徒歩１分
半蔵門線・南北線・有楽町線「永田町駅｣８番出口直結

