２０１９年１１月２１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

「大人をたのしめる渋谷へ」 東急プラザ渋谷

いよいよ来月５日（木）１０時グランドオープン

開業プロモーションおよび限定商品・メニューを発表
グランドオープンを記念した装飾も登場
東急不動産株式会社（本社：東京都渋⾕区、社⻑：⼤隈 郁仁）および、運営管理を受託する東急不動産 SC マネジメント株式会社
（本社：東京都渋⾕区、社⻑：粟
稔泰）は、渋⾕駅⻄⼝エリアの渋⾕フクラス内に、新生「東急プラザ渋⾕」
（以下、本施設）
を２０１９年１２月５日（木）の１０時にグランドオープンいたします。この度、開業プロモーションおよび店舗の限定商品や
メニューなどの最新情報を発表いたします。
「⼤人をたのしめる渋⾕へ」をコンセプトとする東急プラザ渋⾕は、都会派で感度が高い成熟した⼤人たちをターゲット
として、ホンモノを知る⼤人に向けた魅力的な全６９店舗を揃えます。１２月５日（木）から８日（日）の４日間、グランドオ
ープンを記念した「GRAND OPEN FAIR」を開催し、各店舗からノベルティプレゼントやウェルカムドリンクのサービスなどを
提供します。一部店舗では、東急プラザ渋⾕にしかない限定商品や限定メニューも用意しております。

グランドオープン期の１２月５日（木）から２０２０年３月１日（日）の期間限定で、
グランドフロアの２階では、東急プラザ共通のヴィジュアルとして採用されている「Tライフストライプ」のデザインを用いた高さ約５メートルの巨⼤ツリー「T-ライフスト
ライプツリー」（仮）が登場します。東急プラザ渋⾕の開業メッセージである「いまが
私の最先端。」を、色が年齢のように折り重なる「T-ライフストライプ」で表現しまし
た。このほかにも、館内各所で冬やクリスマスのシーズンを感じられる雪の結晶を「Tライフストライプ」で表現した装飾などを展開します。

※画像はイメージです

本施設では、高頻度で継続的に利用いただけるお客様をロイヤルカスタマーとして、特別な「おもてなし」を提供する施策を
継続的に実施します。開業期はさらに⻑期間の特典を受けられる特別なキャンペーンで、本施設を訪れるお客様とのエンゲージ
メントの構築を図り、４９年にわたり渋⾕の人々に愛された旧東急プラザ渋⾕以上に、⻑く愛される施設を目指してまいります。

■「GRAND OPEN FAIR」実施内容：飲食店舗
実施期間：

１２月５日（木）〜８日（日）の４日間

＜５階＞
新業態 Pepper PARLOR／カフェラウンジ
【PRESENT】 Pepper PARLOR の公式インスタグラムアカウント（@pepperparlor）をフォローし、タグ付け投稿をして
いただいた方に「Pepper PARLOR “The Premium Coffee” オリジナルタンブラー」プレゼント
※各日先着１００名様／合計４００名様
※Pepper PARLOR を利用のお客様に限ります
▼米澤シェフが考案した世界の国々をイメージしたワッフルなどの創造的メニューやヴィーガンメニュー
メニューは「世界を旅するグルメ＆スイーツワッフル」をコンセプトに、アメリカ・ニュー
ヨークの三ツ星レストラン「Jean-Georges」本店で日本人初のスー・シェフに抜てきされた
米澤 文雄氏が考案。世界各国の料理とワッフルを組み合わせた「Pepper PARLOR」でしか
味わえない創造的なメニューやヴィーガンメニューなどを用意します。
さらに、渋⾕のショコラティエ「ミュゼ・ドゥ・ショコラ テオブロマ」とコラボレーション
したチョコレートなど「Pepper PARLOR」でしか購⼊できないアイテムを販売します。
・フランス産フォアグラのシルキームース自家製グラノーラ添え

２，２００円（税込）

滑らかなフォアグラのムースに自家製グラノーラを加えた、当店名物のプレミアムな一皿。
フォアグラムースのリッチな味わいが広がります。
（画像上）

・白玉とラズベリーの粒あんバター

１，４５０円（税込）

もっちり白玉、粒あんとラズベリーの甘味と酸味のコントラストが癖になる、新しい和スイーツ。
白玉のホワイトと、ラズベリーの赤が彩り豊かで見た目にも美味しい一品です。（画像下）

＜６階＞
新業態 GRAND SESSION／バル＆ミュージックラウンジ
【PRESENT】 お食事を注文の方に「プチフォアグラプリン」プレゼント。

※各日先着５０名様／合計２００名様

▼東急プラザ渋谷限定：吹き抜けの開放的なオールデイダイニングで
音楽・アートとともに楽しむフード
・オールドクラブサンド １，３５０円（税込） （画像左）
・シュークルート １，５００円（税込） （画像右）
▼グランドオープン期のディナータイムを盛り上げる LIVE イベントを開催
１２月５日（木）から８日（日）までの４日間、オープニングイベントとして、国内外のミュージックシーンで活躍する若
手アーティストが日替わりで登場します。初日の５日（木）は、ハイブランドのパーティから⼤型のフェスまで活躍してい
る DJ AMIGA が登場。他にも、テレビドラマのメインテーマ曲や映画の挿⼊歌を歌うジャズシンガー⻘木 カレンや、人気
テレビ番組で年間チャンピオンにも輝いたアメリカ仕込みのシンガーソングライター宮本 美季、DJ やラジオディレクター
として幅広くマルチに活躍する Shotaro Maeda といったアーティストがオープニングイベントを盛り上げます。

DJ AMIGA

１２月 5 日（木）
２０：３０〜２２：３０

⻘木 カレン

１２月６日（金）
１９：００〜１９：３０

宮本 美季

１２月７日（土）
１９：００〜１９：３０

Shotaro Maeda

１２月８日（日）
２０：３０〜２２：３０

▼今回、株式会社カチリの提供するモバイルオーダー運用ソリューション「PLATFORM」を導⼊し「注文」と「決済」をデ
ジタル化。
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＜１７・１８階＞
日本初 CÉ LA VI TOKYO／カフェ・クラブラウンジ・ファインダイニング
１７階 BAO by CÉ LA VI／カフェ＆バー
【SERVICE】 店内でお食事利用の方にウェルカムドリンクサービス
※１７階 CÉ LA VI CLUB LOUNGE は「GRAND OPEN FAIR」実施なし
１８階 CÉ LA VI RESTAURANT & SKY BAR／ファインダイニング
【SERVICE】 ランチまたはディナーでお食事利用の方にウェルカムドリンクサービス
※カフェタイムは除く
▼日本初上陸。世界中を魅了する総合エンターテイメントレストラン
「BAO by CÉ LA VI」は、CÉ LA VI で初の業態となる、アジアンバーガー「バオ」やスイーツ
など、カジュアルに利用いただけるカフェ＆バーです。
ラウンジやナイトクラブとして、様々なシーンで利用いただける「CÉ LA VI CLUB LOUNGE」
。
MARTIN AUDIO スピーカーシステムによる重厚な響きと天井や壁に６０台以上装備された照
明演出で、日本最高峰の音響体験を提供します。
「CÉ LA VI RESTAURANT & SKY BAR」は、情熱とアイデアを詰め込んだモダンアジアン料
理を提供するファインダイニング。SKY BAR から望める絶景は、より一層贅を極めた時間へ
と導きます。
ハイセンスで成熟した⼤人に向けて、ここにしかない渋⾕の景色を楽しみながら、“喜びの探
求”を可能としたトータルエンターテイメントを提供する⼤人の社交場を創り出します。

※その他、飲食店舗の「GRAND OPEN FAIR」実施内容は別紙一覧を参照ください

■「GRAND OPEN FAIR」実施内容：物販・サービス店舗
実施期間：

１２月５日（木）〜８日（日）の４日間

＜２階＞
渋谷エリア初 BEAMS JAPAN／服飾・雑貨
【PRESENT】
１１，０００円（税込）以上お買い上げの方に「高田織物×BEAMS JAPAN/特製 畳縁ビームス ジャパン
ロゴ カード＆コインウォレット」プレゼント
▼東急プラザ渋谷限定：スクランブル交差点、ハチ公像といった渋谷の観光名所にちなんだ、ここでしか買えない渋谷土産
・交通安全グッズ
渋⾕の象徴である“スクランブル交差点”を BEAMS JAPAN らしくアレンジ。

随所にリフレクターを採用し交通安全を祈願。半袖 T シャツ ８，２５０円（税込）
、
キャップ ６，３８０円（税込）
、サコッシュ ４，１８０円（税込） ほか

・ハチ公ロゴ T シャツ

渋⾕のアイコニックなモチーフ「ハチ公」を BEAMS JAPAN のロゴと組み合わせた
T シャツ。半袖 T シャツ ６，３８０円（税込）
、⻑袖Ｔシャツ ８，５８０円（税込）

・BEAMS JAPAN SHIBUYA×TOWER RECORDS T シャツ（永井 博）
各６，６００円（税込）

※その他、物販・サービス店舗の「GRAND OPEN FAIR」実施内容は別紙一覧を参照ください
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■ 開業装飾
名
称：
場
所：
期
間：
アドバイザー：
サ
イ
ズ：
テ
ー
マ：

T-ライフストライプツリー（仮）
東急プラザ渋⾕２階
２０１９年１２月５日（木）〜２０２０年３月１日（日）
武井 祥平
Φ２．２m×H５．５m（⼤ツリー）
東急プラザ渋⾕の開業メッセージ「いまが私の最先端。」
「時を重ねること＝自分を更新すること」を、
色が年齢のように折り重なる「T-ライフストライプ」で表現

※画像はイメージです

武井 祥平
クリエイティブスタジオ nomena 代表。工学的な発想から生み出される独自の空間表現が、
さまざまな分野から評価されている。受賞歴に、東京⼤学総⻑賞（２０１２）、
電気情報通信学会 MVE 賞（２０１２）、東京都現代美術館
ブルームバーグ・パヴィリオン・プロジェクト公募展グランプリ（２０１２）、
DSA 日本空間デザイン賞金賞（２０１７）、日本サインデザイン協会 SDA 賞優秀賞（２０１７）他。

■ ロイヤルカスタマー施策：
「おもてなしプログラム」
本施設では、高頻度で継続的に利用いただけるお客様をロイヤルカスタマーとして、
特別な「おもてなし」を提供する施策「おもてなしプログラム」を用意します。東急プ
ラザアプリをダウンロードして、前年度の利用額が累計２０万円（税込）以上のお客様
に「おもてなしカード」を進呈。１８階のファインダイニング「CÉ LA VI RESTAURANT
& SKY BAR」などの店舗で、会員特典を１年間何度でも受けることができます。
集 計 対 象 期 間：
特 典 対 象 期 間：
条
件：

主 な 特 典 内 容：

前年の４月１日から３月３１日までの１年間
※画像はイメージです
５月１日から翌年４月３０日までの１年間
① 東急プラザアプリをダウンロード
② 前年度の東急プラザ渋⾕での利用額が累計２０万円（税込）以上
※対象はアプリでポイント付与した利用分のみ
CÉ LA VI RESTAURANT & SKY BAR（１８階）やタリーズコーヒー（４階）での特典（予定）
※順次拡充予定

▼開業期 OPEN 記念
開業初年度のみ、２０２０年２月２９日（土）までに条件を達成すると、２０２０年４月１日（水）から２０２２年４月３０日
（土）までの最⼤２５か月間、特典を受けることができます。２０２０年３月から１１月３０日（月）まで条件達成で、達成後
１か月を経過した後の月から２０２２年４月３０日（土）までの期間で特典を受けることができます。
▼「おもてなしプログラム」アプリ登録キャンペーン
期
間： ２０１９年１２月５日（木）〜
条
件： 東急プラザアプリをダウンロードし、特典対象店舗でアプリ画面を提示
主 な 特 典 内 容： CÉ LA VI RESTAURANT & SKY BAR（１８階）やタリーズコーヒー（４階）での特典（予定）
※順次拡充予定
▼「おもてなしプログラム」開業期キャンペーン
期
間： ２０１９年１２月５日（木）〜１２月３１日（⽕）
条
件： ① 東急プラザアプリをダウンロード
② 期間中東急プラザ渋⾕での利用額が累計１０，０００円（税込）以上
※対象はアプリでポイント付与した利用分のみ
２階インフォメーションカウンターで、東急プラザアプリの画面およびレシートを提示
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主 な 特 典 内 容：

東急プラザ渋⾕で使えるお買物券１，０００円分
CÉ LA VI RESTAURANT & SKY BAR（１８階）やタリーズコーヒー（４階）での特典（予定）
※上記のうちいずれか
※一部店舗はお買物券の対象外となりますのでご了承ください

■「東急プラザ渋谷」施設概要
事

業

所

主
在

体

東急不動産株式会社

地

東京都渋⾕区道玄坂一丁目２番３号
地上２階〜８階、１７階、１８階
（渋⾕フクラス内）

交

通

JR 各線 渋⾕駅南改札⻄⼝ 徒歩１分

設 計 ・ 監 理

清水建設株式会社一級建築士事務所

商環境デザイン

株式会社グラマラス

施

工

清水建設株式会社、株式会社乃村工藝社

営

東急不動産 SC マネジメント株式会社

日

２０１９年１２月５日（木）

間

物販・サービス店舗 １０：００〜２１：００

施

設

開
営

運
業

業

時

飲食店舗

１１：００〜２３：００

１７階屋上テラス

１１：００〜２３：００

東急プラザ渋谷 外観イメージ

（最終⼊場２２：３０）
※一部店舗は異なる
定

休

日

１月１日（予定）
※一部店舗は異なる

店
公

舗
式

数
H P

６９店舗
https://shibuya.tokyu-plaza.com/

東急プラザ渋谷 MAP
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【別紙】

■「GRAND OPEN FAIR」実施内容一覧：飲食店舗
４階

５階
新業態

６階

店舗名

カテゴリー

「GRAND OPEN FAIR」内容

タリーズコーヒー

スペシャルティ
コーヒー

【HAPPY BAG】
オープン記念限定バッグ ５，０００円（税込）
［７，０００円相当］ ※期間中合計３０個

店舗名

カテゴリー

「GRAND OPEN FAIR」内容

Pepper PARLOR

カフェラウンジ

【PRESENT】
Pepper PARLOR の 公 式 イ ン ス タ グ ラ ム ア カ ウ ン ト
（@pepperparlor）をフォローし、タグ付け投稿をしていただいた
方に「Pepper PARLOR “The Premium Coffee” オリジナルタン
ブラー」プレゼント ※各日先着１００名様／合計４００名様
※Pepper PARLOR を利用のお客様に限ります
「GRAND OPEN FAIR」内容

店舗名

カテゴリー

渋⾕
エリア初

サロン ウフ エ モア

卵料理

新業態

京都宇治 藤井茗縁

渋⾕
エリア初
渋⾕
エリア初

⿊⽑和⽜バル 腰塚

新業態

GRAND SESSION

７階

らぁ麺 ドゥエ イタリアン

【SERVICE】
カステラパンケーキを注文の方にトッピング（バニラアイ
ス）サービス
茶寮
【PRESENT】
２，０００円（税込）以上お買い上げの方に「店舗で使用す
る『京都宇治 藤井茶園』のティーパック」プレゼント
※各日先着５０名様／合計２００名様
ミートバル
【SERVICE】
ステーキメニューを注文の方に赤ワインサービス
ラーメン
【SERVICE】
麺類注文の方に名古屋コーチン玉子サービス
※各日先着５０名様／合計２００名様
バル＆ミュージッ 【PRESENT】
クラウンジ
お食事を注文の方に「プチフォアグラプリン」プレゼント
※各日先着５０名様／合計２００名様

店舗名

カテゴリー

都内初

京都 瓢斗

日本料理・
しゃぶしゃぶ

渋⾕
エリア初

広尾 花椒庭
やきとり 荒木山

「GRAND OPEN FAIR」内容

【PRESENT】
来店の方２名様毎に１つ「京都で手作りおばんざい」
プレゼント ※期間中合計５００組様
点心・中華・⽕鍋 【SERVICE】
注文の方に乾杯ワンドリンクサービス
焼鳥
【SERVICE】
注文の方に乾杯ワンドリンクサービス

１７・
１８階

店舗名

カテゴリー

日本初

CÉ LA VI TOKYO

カフェ・
■１７階 BAO by CÉ LA VI／カフェ＆バー
クラブラウンジ・ 【SERVICE】
ファインダイニング 店内でお食事利用の方にウェルカムドリンクサービス
■１８階 CÉ LA VI RESTAURANT & SKY BAR／ファイン
ダイニング
【SERVICE】
ランチまたはディナーでお食事利用の方にウェルカムドリ
ンクサービス ※カフェタイムは除く

「GRAND OPEN FAIR」内容
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■「GRAND OPEN FAIR」実施内容：物販・サービス店舗
店舗名

カテゴリー

新業態

２階

AKOMEYA TOKYO

食品・雑貨・
和食カジュアル
ダイニング

渋⾕
エリア初

BEAMS JAPAN

新業態

tamayose

新業態

GMO デジタル・ハチ公 square

３階
渋⾕
エリア初
新業態

カテゴリー

DRYADES

ショコラトリー

Madu 〜on the table〜

渋⾕
エリア初

【PRESENT】
■店内商品３，０００円（税込）以上お買い上げの方に「お
米２合以上」プレゼント ※期間中合計１５０名様
■店内でお食事の方に「ドリンクチケット」プレゼント
※先着１，０００名様
【HAPPY BAG】
お福分け袋 ３，０００円（税込）［５，４００円相当］
※期間中合計３０個 内容：出汁５パック、お米２合、鯛め
しの素、ふきん（２枚⼊り）、フリーズドライお味噌汁（３
個）、フェイスパック（２枚）、キッチンペーパー
服飾・雑貨
【PRESENT】
１１，０００円（税込）以上お買い上げの方に「高田織物
×BEAMS JAPAN/特製 畳縁ビームス ジャパン ロゴ カー
ド＆コインウォレット」プレゼント
和菓子
【PRESENT】
２，１６０円（税込）以上お買い上げの方に「OPEN 限定ミニ
袋菓子」プレゼント ※各日先着５０名様／合計２００名様
待ち合わせスポット 【PRESENT】
来店の方に「オリジナルノベルティ」プレゼント
※各日先着１，０００名様／合計４，０００名様

店舗名

KAZURA

日本橋木屋

金子眼鏡店

sot

「GRAND OPEN FAIR」内容

「GRAND OPEN FAIR」内容

【PRESENT】
会員登録をした方に「特製ショコラドリンク１杯」サービス
※各日先着１００名様
レディスウェア・ 【PRESENT】
コスメ・ファッシ ■３階 KAZURA、４階ワコール +Q にて合計３０，０００
ョン雑貨
円（税込）以上お買い上げの方に「＜デメル＞クッキー詰
め合わせ（１箱・２８５g）」プレゼント
※先着１００名様
■KAZURA 内＜レリアン＞＜シビラ＞＜セオリーリュクス＞
＜アユーラ＞＜ドクターシーラボ＞＜ヒカリミライ／綾
花＞各ブランドの商品お買い上げの方に「ノベルティ」プ
レゼント
生活雑貨
【PRESENT】
３，８５０円（税込）以上お買い上げの方に「３柄セットの
ディッシュクロス」プレゼント ※期間中合計１００名様
刃物・ライフスタ 【PRESENT】
イル雑貨
１１，０００円（税込）以上お買い上げの方に「ながさわ結
納店 ⻑澤宏美作 博多水引 ボトルリング一つ梅」プレゼン
ト ※期間中合計１００名様
眼鏡
【PRESENT】
眼鏡一式（フレーム＋レンズ）お買い上げの方に「金子眼鏡
レンズクリーナー」プレゼント ※期間中合計５０名様
革小物
【PRESENT】
１１，０００円（税込）以上お買い上げで公式 LINE@に登
録の方に「オリジナル手ぬぐい」プレゼント
※期間中合計１００名様
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渋⾕
エリア初

Maito Design Works

渋⾕
エリア初

フラワーラウンジ ブランハンナ

渋⾕
エリア初

BARCOS

渋⾕
エリア初

THANN

渋⾕
エリア初

片山文三郎商店

都内初

公⻑斎小菅

新業態

近沢レース店

渋⾕
エリア初

伊織

渋⾕
エリア初

Hacoa DIRECT STORE

ナチュラル
【PRESENT】
ファッション雑貨 ８，８００円（税込）以上お買い上げの方に「草木染めタオ
ルハンカチ」プレゼント ※期間中合計５０名様
フラワー＆グリーン 【PRESENT】
お買い上げの方でインスタグラムフォローの方に「BLANC
hanna オリジナル ノベルティ」プレゼント ※期間中合計
５０名様
バッグ・革小物
【PRESENT】
お買い上げの方に「エコバッグ」プレゼント ※期間中合計
１００名様
【HAPPY BAG】
ハッピーバッグ １１，０００円（税込）［２０，０００〜
３０，０００円相当］ ※期間中合計３０個 内容：様々な
シーンを華やかに演出するオールレザーバッグと使いやす
さにこだわったレザー財布の２点セット
コスメ
【PRESENT】
お買い上げの方に「ミニボトル」プレゼント
【HAPPY BAG】
THANN HAPPY BAG ６，３８０円（税込）［９，０００
円相当］ ※期間中合計３０個 内容：お得なトラベルセッ
トつき秋冬に使えるエッセンシャルオイルとボディミルク
のセット
和雑貨
【PRESENT】
２２，０００円（税込）以上お買い上げの方に「突き出し絞
り プチスカーフ」プレゼント ※期間中合計５０名様
竹製品
【PRESENT】
４，４００円（税込）以上お買い上げの方に「菜箸１膳」プ
レゼント ※期間中合計１００名様
レース製品
【PRESENT】
３，０００円（税込）以上お買い上げの方に「グリーティン
グレース」プレゼント
【HAPPY BAG】
１０，０００円（税込）［２３，０００円相当］ ※期間中
合計２０個
タオル・生活雑貨 【PRESENT】
５，５００円（税込）以上お買い上げの方に「オリジナルミ
ニハンカチ」プレゼント ※期間中合計１００名様
【HAPPY BAG】
スペシャルセット ２７，５００円（税込）［５６，１００
円相当］ ※期間中合計５個 内容：愛媛県産のシルクとオ
ーガニックコットンの最高峰「アルティメイト・ピマ」糸で
織り上げた最高級タオルの詰め合わせ
木製デザイン雑貨 【PRESENT】
５，０００円（税込）以上お買い上げの方に「木目柄のマス
キングテープ１つ」プレゼント ※各日先着３０名様／合
計１２０名様
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４階

店舗名

カテゴリー

NIHONDO KAMPO
BOUTIQUE

漢方

渋⾕
エリア初

私の部屋/キャトル・セゾン

新業態

BlueStripe la classe

アシックスウォーキング

新業態

ワコール +Q

渋⾕
エリア初

The HAIR LOUNGE
Hatsuko Endo
アットアロマ

新業態

ロートQualityAgingサロン

渋⾕
エリア初

井上誠耕園

「GRAND OPEN FAIR」内容

【PRESENT】
３，０００円（税込）以上お買い上げの方に「美白保湿スキ
ンケア美容液＆クリーム パウチ２回セット」プレゼント
【HAPPY BAG】
和漢ティータイムセット ３，７００円（税込）［４，４６０
円相当］ ※期間中合計１２０個 内容：気巡茶１箱＋nu な
つめスナック１袋
生活雑貨
【PRESENT】
３，０００円（税込）以上お買い上げの方に「エコバッグ」
プレゼント ※期間中合計２００名様
コスメ
【PRESENT】
２，０００円（税込）以上お買い上げの方に「オリジナル今
治ハンドタオル」プレゼント
【SERVICE】
［コスメデコルテ］メイクアップアーティストイベント＆ア
イグロウ ジェム刻印サービス 開催日時：１２月７日
（土）、８日（日）１２：００〜１８：００（受付）
シューズ
【PRESENT】
１０，０００円（税込）以上お買い上げの方に「ノベルティ
（シューフォン）」プレゼント ※期間中合計１００名様
レディスインナー 【PRESENT】
ウェア・雑貨
■４階ワコール +Q、３階 KAZURA にて合計３０，０００
円（税込）以上お買い上げの方に「＜デメル＞クッキー詰
め合わせ（１箱・２８５g）」プレゼント
※期間中合計１００名様
■ランジェリーを１１，０００円（税込）以上お買い上げの
方に「ランジェリーウォッシュ１点」プレゼント
※各日先着４０名様／合計１６０名様
■ワコール +Q 内＜NEWA リフト＞にて NEWA リフトシリ
ーズをお買い上げの方に「UCHINO 匠の極みフェイスタオ
ル１枚」プレゼント ※各日先着５０名様／合計２００名様
■ワコール +Q 内＜ウルトラファインミストミラブル＞に
てミラブル プラスをお買い上げの方に「新開発トルネー
ドスティック１点」プレゼント ※期間中合計１５０名様
ヘアサロン・
【PRESENT】
ヘアアイテム
お買い上げの方に「ノベルティ」プレゼント
アロマ雑貨
【PRESENT】
■５，５００円（税込）以上お買い上げの方に「渋⾕エリア
限定販売のエッセンシャルオイル〜Scent of shibuya〜
ミニボトル＆フェルトボール」プレゼント
※期間中合計１００名様
■diffuser solo をお買い上げの方にお好きな専用 piezo オ
イル１本プレゼント
アイケア・コスメ 【PRESENT】
２，０００円（税込）以上お買い上げの方に「糀発酵飲料
Jiyona」プレゼント ※各日先着５０名様／合計２００名様
／期間中お１人様１回まで
オリーブオイル
【PRESENT】
専門店
期間中１，０００円（税込）以上お買い上げの方に「エキス
トラヴァージンオリーブオイル３０g 瓶」プレゼント
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渋⾕
エリア初

share with Kurihara harumi

キッチン雑貨

新業態

Achilles LifeStyle Store

シューズ・ベッド
マットレス・壁紙

ルピシア

お茶専門店

MARY QUANT

コスメ・レディス
ウェア・服飾雑貨

EstheProLabo SHIBUYA

インナー
ビューティ

東京ヒアリングケアセンター

補聴器

店舗名

カテゴリー

新業態

５階

三井住友信託銀行

信託銀行

※２階 ATM コーナー

新業態

アトリエ・クチュリエール

新業態

High Premium HIS Hills
Shibuya
EXCELLENT RELAXATION
SALON JYOICHI

都内初

新業態

なんぼや+miney

新業態

LIFE STORIES SALON

７階

店舗名

BODY ARCHI

洋服・バッグの
お直し、オーダー・
リメイク
旅行

【PRESENT】
３，３００円（税込）以上お買い上げの方に、「オリジナル
カレー１つ」プレゼント ※期間中合計３０名様
【PRESENT】
お買い上げの方に「サコッシュ」プレゼント
※期間中合計２００個
【PRESENT】
お買い上げの方に「ノベルティ」プレゼント ※数量限定
【HAPPY BAG】
お茶のお楽しみ袋 各３，２４０円（税込）［６，４８０円
相当］ 内容：人気のお茶セット、ティーバッグセット、ノ
ンカフェイン・ローカフェインセットの３種
【PRESENT】
化粧品５，５００円（税込）以上お買い上げの方に「MARY
QUANT オリジナルポーチ」プレゼント ※数量限定
【SERVICE】
無料の体内年齢診断を予約の方に「一番人気！目的別酵素ド
リンク『ハーブザイム１１３グランプロ』１杯」サービス
【HAPPY BAG】
免疫アップセット〈サプリメント２点、カウンセリング、ハ
ーブティー〉 ２２，６８０円（税込）［３６，５０４円相
当］ ※期間中合計３０個
【PRESENT】
補聴器をお買い上げの対象聴力の方に「補聴器用オーダー
メイド耳栓（１０，０００円相当）」プレゼント
「GRAND OPEN FAIR」内容

【SERVICE】
１２月９日（月）から２０２０年１月３１日（金）まで、渋
⾕支店・渋⾕中央支店（東急プラザ渋⾕５階）に来店の上、
新たな資金で⼊金いただける方に定期預金の金利を優遇。
さらに、１００万円以上の⼊金で、プレゼント。
※キャンペーンの詳細は、窓⼝でお問い合わせください。プレゼントはなくなり次第終了

【PRESENT】
５，５００円（税込）以上利用の方に「オープン記念ノベル
ティ」プレゼント ※期間中合計１００名様
【SERVICE】
来店の方にドリンク（世界各国のコーヒー）サービス
リラクゼーション 【PRESENT】
サロン
６０分以上のコースを受けた方に「JYOICHI 人気ナンバー１
基礎化粧品サンプル」プレゼント ※期間中合計４０名様
買取・資産相談
【PRESENT】
査定を利用の方に「お菓子詰め合わせプチギフト」プレゼント
※期間中合計５０名様
ライフサポート
【PRESENT】
アンケートに回答いただいた方に「ジョージスチュワート
ティーパックセット」プレゼント ※期間中合計１００名様
カテゴリー

セルフエステ
スタジオ

「GRAND OPEN FAIR」内容

【PRESENT】
⼊会の方に「SILICA WATER」プレゼント
以上
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