２０１８年１０月２３日
東 急 不 動 産 株 式 会 社
東急不動産 SC マネジメント株式会社

東急プラザ蒲田は２０１８年１１月で開業５０周年

「５０＋５０ ＬＯＶＥ ＫＡＭＡＴＡ ＦＡＩＲ」
開業５０周年記念制作短編映画『観覧車の下で会いましょう～人生は観覧車のよう～』
無料上映会など５０周年の感謝を込めた記念イベントを多数開催
東急不動産株式会社（本社：東京都港区、社長：大隈郁仁）および、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「東急プラザ蒲田」は、２０１８年１１月１日（木）
に、開業５０周年を迎えます。それを記念した「東急プラザ蒲田開業５０周年企画 ＬＯＶＥ ＫＡＭＡＴＡ
（以下、「ＬＯＶＥ ＫＡＭＡＴＡ ＰＲＯＪＥＣＴ」）の一環で、「５０＋５０ ＬＯＶＥ
ＰＲＯＪＥＣＴ」
ＫＡＭＡＴＡ ＦＡＩＲ」と題し、１１月３日（土・祝）から記念イベントを多数開催します。

１９６８年開業時の「蒲田東急ビル」

「ＬＯＶＥ ＫＡＭＡＴＡ ＰＲＯＪＥＣＴ」ロゴ

現在の「東急プラザ蒲田」

「これまでの５０年」と「これからの５０年」を見据えた「ＬＯＶＥ ＫＡＭＡＴＡ ＰＲＯＪＥＣＴ」
１９６８年、東急不動産初の全館ショッピングビルとして、また蒲田エリアにはなかった百貨店機能
を備えた店舗構成で誕生したのが「蒲田東急ビル」
（現：東急プラザ蒲田）でした。当時のコンセプトは
“銀座に行かなくても、銀座にある商品が蒲田で買える！”で、開業当日には約１７万人ものお客様に来
館いただきました。それから５０年間、
「東急プラザ蒲田」への名称変更、２０１４年１０月のリニュー
アルなどを経て、５０年間地域の人々に親しまれてきました。開業５０周年を迎えるにあたり、お客様に
「これまでの５０年」分の感謝の気持ちを伝えるとともに、
「これからの５０年」も蒲田の街と人と共にあ
り続けたい、という気持ちを込めたさまざまな企画をご用意します。

蒲田を舞台に短編映画を制作 －「ＬＯＶＥ ＫＡＭＡＴＡ ＡＷＡＲＤ」の作品が完成
主演は奈緒＆工藤阿須加。屋上「かまたえん」で上映会も開催！
「ＬＯＶＥ ＫＡＭＡＴＡ ＰＲＯＪＥＣＴ」の一環として、米国アカデミー賞公認、日本発・アジア最
大級の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア」による短編小説公募プ
ロジェクト「ブックショート」に協賛し、
「ＬＯＶＥ ＫＡＭＡＴＡ ＡＷＡＲＤ」を立ち上げ、
「街が育む
世代を超えたつながり」をテーマに、短編小説やエピソード（１０，０００字以内）を公募しました。第
１期から第３期に分けて集まった全４７９作品の中から７５作品の優秀作品を選出しました。さらにそ
の中から大賞に選ばれた『観覧車の下で、会いましょう。
』
（間詰ちひろさん）は、監督に映画『ユリゴコ
ロ』などのヒット作品を手がけた熊澤尚人さん、脚本総監修にＮＨＫ大河ドラマ『龍馬伝』や映画『海猿』
シリーズなどを手がけた日本を代表する脚本家 福田靖さんなど、第一線で活躍する豪華スタッフを迎え
短編映画化されました。
主演を務めるのは、ＮＨＫ連続テレビ小説「半分、青い。
」
でヒロインの幼なじみ役を務めるなど、多くのテレビドラ
マや映画で活躍中の女優・奈緒さん、フジテレビ「海月姫」
など数多くのテレビドラマや映画に出演、今年１０月から
は朝の情報番組のパーソナリティーとして活躍の幅を広げ
る俳優の工藤阿須加さんです。
地域からボランティアエキストラを募集し、東急プラザ
蒲田をはじめとした蒲田周辺で撮影が行われ、完成した短編
映画『観覧車の下で会いましょう～人生は観覧車のよう～』
は、１１月３日（土・祝）と４日（日）に東急プラザ蒲田屋
上「かまたえん」で無料上映されます。

東急プラザ蒲田開業５０周年記念制作短編映画
『観覧車の下で会いましょう～人生は観覧車のよう～』

開業５０周年の感謝を込めた、特別イベント「５０＋５０ ＬＯＶＥ ＫＡＭＡＴＡ ＦＡＩＲ」を開催
東急プラザ蒲田では、開業５０周年を記念して、短編映画の無料上映会のほか、セールやイベントを多
数開催します。無料上映会に合わせて、１１月３日（土・祝）および４日（日）の両日、屋上「かまたえ
ん」では、
「秋の夜長を楽しむグルメフェス」を開催します。地元大田区の厳選フードとドリンクを
セ
ットで“５０＋５０＝１００円（税込）”の特別価格にて数量限定で販売するほか、キッチンカーでは、
大田区の友好都市である秋田県美郷町や長野県東御市などの熱燗にぴったりの日本酒やお勧めの地ビー
ル、お酒に合うメニューを販売します。
そのほかにも、屋上「かまたえん」の観覧車無料乗車券の配布や、はずれなしのガラポン抽選会、
ハッピーバッグ販売、東急プラザ蒲田各店舗での記念セールやフェアなど、全館で「開業５０周年記念特
別企画」をお届けします。
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■東急プラザ蒲田開業５０周年企画 「５０＋５０ ＬＯＶＥ ＫＡＭＡＴＡ ＦＡＩＲ」イベント概要
①東急プラザ蒲田開業５０周年記念制作短編映画
『観覧車の下で会いましょう～人生は観覧車のよう～』無料上映会
・開催日時： １１月３日（土・祝） １９：３０～２１：００ ループ上映（入退場自由）
１１月４日（日）
１８：３０～２１：００ ループ上映（入退場自由）
・開催場所： 屋上「かまたえん」
・内
容： 短編映画『観覧車の下で会いましょう～人生は観覧車のよう～』の無料上映
※雨天時および荒天時は中止となります。
※１１月５日（月）～１１日（日）は、テアトル蒲田（東京都大田区西蒲田７－６１－１）にて
１７：３０より毎日１回無料上映します。

②秋の夜長を楽しむグルメフェス
・開催日時： １１月３日（土・祝）
、４日（日）１１：００～２１：００
※１１月３日（土・祝）１５：００～１９：３０は一部エリアを除いて貸切となります。
・開催場所： 屋上「かまたえん」
・内

容： ①開業５０周年記念『５０＋５０＝１００円（税込）セット』限定販売
「ＯＴＡ！いちおしグルメ」
（https://www.pio-ota.jp/ichioshi/ ）表彰店舗の一押しメニ
ューと、大田区の友好都市のドリンクをセットにした『５０＋５０＝１００円（税込）セ
ット』を各日・各店舗５０セット限定で販売。
出店店舗：「ピッツェリア ダ グランツァ 洗足池店」
、「創作和食 零」、
「インド・ネパールダイニングバー ロサニ」
、
「レストランたんぽぽ」
、
「ユルディズ トルコ レストラン」
販売日時：１１月３日（土・祝） １９：３０～２１：００
１１月４日（日）
１８：３０～２１：００
※提供メニューは日によって異なります。
②キッチンカーで、大田区友好都市のお酒と食事を提供
キッチンカーで、大田区の友好都市である秋田県美郷町や長
野県東御市などの熱燗にぴったりの日本酒やお勧めの地ビー
ル、お酒に合うメニューを販売します。

※写真はイメージです
※雨天時および荒天時は中止となります。
※イベントの内容は予告なく変更になる場合がございます。詳細は東急プラザ蒲田公式ホームページ
（https://kamata.tokyu-plaza.com/）をご確認ください。
※数に限りがございます。品切れとなる場合もございますので予めご了承ください。
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③屋上「かまたえん」の「幸せの観覧車」乗車１回無料券配布
・配布期間： １１月４日（日）～１１日（日） １０：００～１８：００
・配布場所： 屋上「かまたえん」
・内

容： 各日先着１００名様に「幸せの観覧車」乗車１回無料券を配布
※無料券使用可能期間：１１月４日（日）～３０日（金）

※雨天時および荒天時は中止となります。
④はずれなし！５０周年特別記念 サンクスガラポン抽選会
・開催期間： １１月１０日（土）
・１１日（日）
・開催時間： １０：００～２１：００
・開催場所： ７階イベントスペース
・内

容： １１月３日（土・祝）～１１日（日）の期間中、東急プラザ蒲田対象店舗でのお買い上げ
レシート５，０００円分（税込／合算可）につき１回チャレンジできるガラポン抽選会
※各日先着４，０００名様。人数に達し次第終了。

・景

品： 東急プラザ蒲田で使用できるお買い物・お食事券
１等 ５０，０００円分、２等 １０，０００円分、３等 ５，０００円分、
４等 １，０００円分、５等 ５００円分、６等 ５０円分
※お買い物・お食事券使用可能期間：１１月１０日（土）～１２月３１日（月）
※一部使用対象外店舗あり。

⑤東急プラザ蒲田開業５０周年記念 ＨＡＰＰＹ ＢＡＧ
・販売期間： １１月３日（土・祝）～
※各店舗なくなり次第終了
・販売場所： 東急プラザ蒲田内対象店舗（１７店舗を予定）
・内

容： 東急プラザ蒲田開業５０周年を記念して、各店舗のお勧めアイテムを詰め合わせたお得な
ハッピーバッグを販売

※店舗により販売期間が異なります。
※数量に限りがございます。なくなり次第終了となります。

⑥東急プラザ蒲田開業５０周年記念 ＳＡＬＥ ａｎｄ ＦＡＩＲ
・開催期間： １１月３日（土・祝）～１１日（日）
・開催場所： 東急プラザ蒲田内対象店舗（一部対象外店舗あり）
・内

容： 開業５０周年を記念した特別セール、ノベルティのプレゼントなどを実施します。
各店舗の実施内容は、東急プラザ蒲田公式ホームページ（https://kamata.tokyu-plaza.com/）
でご確認いただけます。
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【参考：東急プラザ蒲田の歴史】
１９６８年１１月１日、東急不動産初の全館ショッピングビルとして、
また蒲田エリアにはなかった百貨店機能を備えた店舗構成で誕生したのが
蒲田東急ビル（現：東急プラザ蒲田）
。当時７階にあった食堂街の中央には、
円形広場が設置され「トレヴィの泉」を模した噴水がお客様たちを和ませ
る場所として活躍しました。
その後、名称を都市型商業施設ブランドである「東急プラザ」に変え、
開業以来蒲田駅前の賑わいを牽引してきました。２０１４年１０月に大規
模なリニューアルを行い再オープンし、現在に至ります。

【参考：屋上「かまたえん」の観覧車について】
東急プラザ蒲田屋上「かまたえん」の観覧車は、都内唯一の屋上観覧車として、蒲田のランドマークにな
っています。
１９６８年に設置され、初代の通称「お城観覧車」から、１９８９年に２代目の「グレ太の観覧車 フ
ラワーホイール」にバトンタッチし、今日まで親子三代のお客様にご利用いただくなど、多くのお客様に
楽しい思い出をお届けしてきました。２０１４年３月にリニューアルのため一時閉店する際、閉鎖の危
機を迎えましたが、皆様から存続を望む応援の声をいただき、２０１４年１０月のリニューアルでは、カ
ラーリングを新たに復活しました。ネーミング公募を行い、寄せられた全２，９３８通の中から、地域に
『幸せ』を届ける願いを込めて「幸せの観覧車」に決定しました。

初代 通称「お城観覧車」

２代目「グレ太の観覧車

皆様からの、観覧車の復活

３代目「幸せの観覧車」

（１９６８年～１９８９年）

フラワーホイール」

を願う温かいメッセージ

（２０１４年～）

（１９８９年～２０１４年）

■「東急プラザ蒲田」施設概要
所 在 地：
面
積：
建物形態：
開
業：
店 舗 数：
営業時間 ：
定 休 日：
交
通：
公式ＨＰ：

東京都大田区西蒲田７－６９－１
敷地面積 ３，３２２．３１㎡、延床面積 ２６，９０２．７４㎡
地下１階～地上８階
１９６８年１１月１日
約１３０店舗
１０：００～２１：００（営業時間が異なる店舗もございます）
元日および年２回の不定期休
ＪＲ京浜東北線、東急池上線・多摩川線「蒲田駅」直結
https://kamata.tokyu-plaza.com/
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