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２０１８年９月２６日
東急不動産ＳＣマネジメント株式会社

東急プラザ全６館で秋の「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ＷＥＥＫ」 を開催

銀座・表参道原宿にはリゾート空間が出現
非日常空間で、音楽や映画、女性限定のリラクゼーションサービスでリラックス＆リフレッシュ
２０１８年１０月４日(木)～１０月９日(火)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）が運営管理する商業施設「東急プラザ」は、全
６館（銀座・表参道原宿・蒲田・戸塚・赤坂・新長田)にて、居心地がよく心が踊る「リゾート」をテーマにしたスペシャルイベン
ト「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ＷＥＥＫ」を１０月４日（木）～１０月９日（火)に開催します。
東急プラザ銀座の屋上「ＫＩＲＩＫＯ ＴＥＲＲＡＣＥ」は、海外のリゾートを彷彿とさせるソファやデッキチェアを配置することで、
リゾート感溢れる空間を演出。「ＫＩＲＩＫＯ ＴＥＲＲＡＣＥ -WATER ＳＩＤＥ-」では、女性のお客様を対象に銀座の景色を眺め
ながらネイルやリラクゼーションサービス（抽選制）を提供します。また、期間限定のバルもオープンし、ムービージェニックな
カクテルなどオリジナルドリンク＆フードメニューも楽しむことができます。「ＫＩＲＩＫＯ ＴＥＲＲＡＣＥ -ＧＲＥＥＮ ＳＩＤＥ-」では、
昼は音楽の生演奏を、夜は「屋外シネマ」の日替わり上映を開催。誰でも無料で鑑賞することができます。
東急プラザ表参道原宿では、６階屋上テラス「おもはらの森」がランタンなどで幻想的に演出され、東急プラザ銀座とは雰
囲気が異なるリゾート空間を体験することができます。ここでも、日替わりで音楽の生演奏や屋外シネマ、女性のお客様を
対象としたリラクゼーションサービス（抽選制）をお楽しみいただけます。
さらに東急プラザ全６館では、期間中にご来館いただいたお客様にオリジナルバスソルト（数量限定）を配布します。

「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ＷＥＥＫ」メインビジュアル

■ 実施概要 ■
名

称 ： 「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ＷＥＥＫ」

開催期間 ： ２０１８年１０月４日（木)～１０月９日(火)
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 ： ①東急プラザ銀座・東急プラザ表参道原宿の屋上における「リゾート」をテーマにしたイベントの実施
②東急プラザ全６館におけるオリジナルバスソルトの配布

■ 各館イベント・キャンペーン概要 ■
【東急プラザ銀座】
【開催期間】 ２０１８年１０月４日（木）～１０月９（火）
【開催場所】 屋上「ＫＩＲＩＫＯ ＴＥＲＲＡＣＥ -WATER ＳＩＤＥ-」・「ＫＩＲＩＫＯ ＴＥＲＲＡＣＥ -ＧＲＥＥＮ ＳＩＤＥ-」

ＫＩＲＩＫＯ ＴＥＲＲＡＣＥ -ＧＲＥＥＮ ＳＩＤＥ-イメージ

ＫＩＲＩＫＯ ＴＥＲＲＡＣＥ -WATER ＳＩＤＥ-イメージ

女性限定サービス「Ｂｅａｕｔｙ ＆ Ｓｐａ」
【開催時間】 １３：００～２１：００
【開催場所】 屋上「ＫＩＲＩＫＯ ＴＥＲＲＡＣＥ -WATER ＳＩＤＥ-」
【内

容】 女性のお客様を対象にしたネイル及びリラクゼーションサービスの無料提供
※体験時間は、お一人様１５分程度となります
※屋上の専用カウンターにて抽選制での受付となります

音楽の生演奏
【開催時間】 １３：３０～、１５：００～、１６：３０～ 各回２０分程度
【開催場所】 屋上「ＫＩＲＩＫＯ ＴＥＲＲＡＣＥ -ＧＲＥＥＮ ＳＩＤＥ-」
【内

容】 日替わりでのクラシックやジャズの生演奏

屋外シネマの上映
【開催時間】 １８：３０～２１：００
※終了時間は上映作品に準じます

【開催場所】 屋上「ＫＩＲＩＫＯ ＴＥＲＲＡＣＥ -ＧＲＥＥＮ ＳＩＤＥ-」
【内

容】 日替わりでの屋外シネマの上映
＜上映作品（予定）＞
１０月４日（木）

「食べて、祈って、恋をして」

１０月５日（金）

「ゴースト ニューヨークの幻」

１０月６日（土）

「マンマ・ミーア！」

１０月７日（日）

「５０回目のファーストキス」

１０月８日（月・祝）「ラブ・アクチュアリー」
１０月９日（火）

「きみに読む物語」

オリジナルドリンク＆フードの販売
【販売時間】 １３：００～２１：００ （２０：３０ ラストオーダー）
【開催場所】 屋上「ＫＩＲＩＫＯ ＴＥＲＲＡＣＥ -WATER ＳＩＤＥ-」
【内

容】 期間限定オリジナルドリンク＆フードの販売
＜メニュー例＞
シュリンプとエディブルフラワーのゴイクン
トロピカルレモネード
オリジナルドリンク＆フード イメージ

オリジナルバスソルトの無料配布
【配布時間】 １１：００～２１：００
【配布場所】 屋上「ＫＩＲＩＫＯ ＴＥＲＲＡＣＥ -ＧＲＥＥＮ ＳＩＤＥ-」
【内

容】 オリジナルバスソルトの無料配布
「ジャスミン」と「ローズ」の２種類の香りがございます
※各日無くなり次第配布終了となりますので、予めご了承ください

【東急プラザ表参道原宿】
【開催期間】 ２０１８年１０月４日（木）～１０月９日（火）
【開催場所】 ６階屋上テラス 「おもはらの森」

おもはらの森 イメージ

女性限定サービス「Ｂｅａｕｔｙ ＆ Ｓｐａ」
【開催時間】 １３：００～２１：００
【内

容】 女性のお客様を対象にしたリラクゼーションサービスの無料提供
※体験時間はお一人様１５分程度となります
※屋上の専用カウンターにて抽選制での受付となります

音楽の生演奏
【開催時間】 １３：３０～、１５：００～、１６：３０～ 各回２０分程度
【内

容】 日替わりでのクラシックやジャズの生演奏
※１０月５日（金）は休演となります

屋外シネマの上映
【開催時間】 １８：３０～２１：００ ※終了時間は上映作品に準じます
【内

容】 日替わりでの屋外シネマの上映
＜上映作品＞
１０月４日（木）

「はじまりのうた」

１０月５日（金）

「ＡＮＮＩＥ アニー」

１０月６日（土）

「ラ・ラ・ランド」

１０月７日（日）

「マンマ・ミーア！」

１０月８日（月・祝）「ドリームガールズ」
１０月９日（火）

「ヘアスプレー」

オリジナルバスソルトの無料配布
【配布時間】 １１：００～２１：００
【配布場所】 ６階屋上テラス 「おもはらの森」
【内

容】 オリジナルバスソルトの無料配布
「ジャスミン」と「ローズ」の２種類の香りがございます
※各日無くなり次第配布終了となりますので、予めご了承ください

オリジナルバスソルト イメージ

※イベント内容は一部変更になる場合がございます
※雨天の場合、屋上でのイベントは中止させていただく場合がございます
【東急プラザ蒲田・戸塚・赤坂】
オリジナルバスソルトの無料配布
【配布期間】 ２０１８年１０月４日（木）～１０月９日（火）
【配布場所・配布時間】

【内

東急プラザ戸塚

：１０：００～１２：００ ４階下りエスカレーター横

東急プラザ蒲田

：１４：３０～１６：３０ ２階エスカレーター付近

東急プラザ赤坂

：１９：００～２１：００ １階ＰＬＡＺＡエントランス前

容】 オリジナルバスソルトの無料配布
「ジャスミン」と「ローズ」の２種類の香りがございます
※各日無くなり次第配布終了となりますので、予めご了承ください

【東急プラザ新長田】
オリジナルバスソルトのプレゼント
【配布期間】 ２０１８年１０月４日（木）～１０月９日（火）
【配布場所・配布時間】
１０：００～無くなり次第終了
【内

１階らせん階段下スペース

容】 オリジナルバスソルトの配布
「ジャスミン」と「ローズ」の２種類の香りがございます
東急プラザでのお買い物レシート税込１，０００円以上ご提示のお客様にプレゼントいたします
※ＳＥＩＹＵ新長田店のレシートは対象外とさせていただきます

■ 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
： https://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
： https://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
： https://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
： https://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（レストラン＆カフェ１１：００～２３：３０）（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
： https://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
【東急プラザ新長田】
所在地
： 兵庫県神戸市長田区若松町５－５－１
営業時間
： １０：００～２０：００（営業時間が異なる店舗もございます）
施設代表 TEL ： ０７８―６４６－７２３０
公式 HP
： https://shinnagata.tokyu-plaza.com/
アクセス
： JR 神戸線、地下鉄西神・山手線、海岸線「新長田」駅徒歩 1 分

