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２０１２年１２月１３日
東急不動産 SC マネジメント株式会社

“ここでしか”手に入らない福袋も登場！
「東急プラザ 表参道原宿」初めての新春セールを元旦から実施

ＰＬＡＺＡ ＢＡＲＧＡＩＮ ＯＭＯＨＡＲＡ
１月１日から６日までは「６ＤＡＹＳ」として各ショップから特別な福袋が登場

東急不動産 SC マネジメント株式会社（本社：東京都渋谷区、社長：土屋光夫）は、「東急プラザ 表参道原宿」にて、
開業後初めての新年を迎えるにあたり、元日（１月１日）の朝１１：００より（６・７階飲食フロアは８：３０より）営業を開始
し、館内の人気ショップが参加する冬のバーゲン「PLAZA BARGAIN OMOHARA」を、２０１３年１月１日（火）から
１月３１日（木）に開催することをお知らせ致します。
中でも、１月１日（火）から６日（日）は「PLAZA BARGAIN OMOHARA ６DAYS」を開催し、福袋の販売をはじめ、
タイムセールや均一セールなどお得なイベントをご用意した特別な６日間となっています。
株式会社バロックジャパンリミテッドの世界に向けたクローバル旗艦店「The SHEL’TTER TOKYO」からは、
「moussy」や「SLY」など人気の各ブランドの HAPPY BAG をご用意しており、同社が扱う人気ブランドの福袋を一度
にお買い求めいただく事ができます。中でも、２０１２年１２月１４日より１階フロアにて展開がスタートする「AZUL by
moussy」の福袋は、アウターが入ったお得な福袋で、東急プラザ 表参道原宿のほか、新宿と通販サイトのみでの
販売となります。
また、大人気「MINNETONKA」からは、モカシンとブーツが入った東急プラザ 表参道原宿でしか手に入らない限
定の福袋をご用意しております。
その他、日本最大級の品揃えの iPhone & iPad アクセサリー専門店「AppBank Store」からは、iPhone ケース、
ヘッドフォン、スピーカーなど、豪華アイテムの詰まった福袋を iPhone5 用、iPhone4/4S 用の２種類ご用意致します。
中には豪華な中身が入った当たり福袋も！
その他に館内の福袋は、旬なファッションが手に入るトータルコーディネート福袋や豪華な中身の入った当たり福

袋、選べるアウター福袋など、お得で楽しい福袋を多数ご用意しております。
また今年日本上陸をはたした「AMERICAN EAGLE OUTFITTERS」では１月１日ご来店のお客様先着１００名
に、税込１万円以上のお買い物にその場で使える５，０００円割引券プレゼントも実施致します。
ファッション・カルチャーの発信地、表参道・原宿エリアの旬なファッションをお得に手に入れる事のできる「PLAZA
BARGAIN OMOHARA」は、１月１日（火）から１月３１日（木）までの開催です。
■イベント概要
名称

：

PLAZA BARGAIN OMOHARA

期間

：

２０１３年１月１日（火）～１月３１日（木）
⇒館内の人気ショップで最大８０％オフのセール（※一部対象外店舗有）
「６DAYS」 １月１日（火）～１月６日（日）
⇒福袋の販売、タイムセール、均一セールなどを実施
※詳細は東急プラザ 表参道原宿公式ＨＰをご参照下さい。
http://omohara.tokyu-plaza.com/

※なお、東急プラザ 渋谷・蒲田・戸塚の各店では、１月２日（水）から１４日（月）まで「PLAZA BARGAIN」を開催い
たします！

＜年末年始の営業時間＞
１２月３１日（月）
１１：００～１８：００（短縮営業）／６・７階 飲食フロア ８：３０～２３：００（通常営業）
１月１日（火）
１１：００～２０：００（短縮営業）／６・７階飲食フロア ８：３０～２１：００（短縮営業）
１月２日（水）・３日（木）
同上
／６・７階飲食フロア ８：３０～２３：００（通常営業）
１月４日（金）～
通常営業

＊ ６階「STARBUCKS」、７階「bills」は年末２３時まで、元旦は朝８：３０から営業。３階「OMOHARA Cafe」は年末１８
時まで、元旦は朝１１時から営業。明治神宮参拝とともに是非ご利用下さい。

＜施設概要＞
施設名称 ： 「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

階数

： 地下２ 階～地上７ 階

店舗数

： ２７店舗

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

■ 「６DAYS」では各店舗から注目の福袋が登場！

Rione Duras
【DURAS】２０１３新春福袋（左）
【DURAS ambient】２０１３FUKUBUKURO（右）
※写真はイメージ

goa
goa 福袋
※写真はイメージ

店名

JugeETTA
２万円福袋（左）・１万円福袋（右）
※写真はイメージ

GLAM BABY
GLAM BABY 福袋
※写真はイメージ

STARBUCKS
コーヒー福袋
３，０００円（左）、５，０００円（右）
※写真はイメージ

福袋の内容

B1-2F（路面店）
The SHEL’TTER TOKYO
「HAPPY BAG」
中に入っているアウターはか
なりお得！
3F
LOAVES
「LOAVES 福袋」
このプライスでこんなに！？
全身コーディネートできちゃう
ミラクル福袋
choosy chu
「LOVE LIKE BAG」
人気ブランドが一度に手に入
る！
Rione Duras
「【DURAS】２０１３新春福袋」
アウターが選べる！
「 【 DURAS ambient 】 ２ ０ １ ３
FUKUBUKURO」
必ずアウターが入っているファ
ッション福袋！

１０，０００円（４０，０００円相当）
１２月１４日より１F フロアにて展開がスタートする「AZUL by moussy」の福袋。アウ
ター１点とその他アイテムが６～８点専用ショッパーに入っています。東急プラザ 表
参道原宿のほか、新宿と通販サイトのみの販売となります。
他、「moussy」や「SLY」など人気の各ブランドからも HAPPY BAG が登場します！
①３，１５０円（１５，０００円相当）
ブルゾン･トップス･ボトムの 3 点セットが入っており、３，１５０円でフルコーディネート
ができるお得な福袋。
②５，２５０円（２５，０００円相当）
アウター･トップス･ボトムの４点に、おまけのアクセサリーを加えた全身コーディネー
ト５点セット。なんと５，２５０円で旬なコーディネートが手に入る!
１０，０００円（４０，０００円相当）
限定福袋が登場！オシャレでかわいいトータルコーディネートが入っているお得な
福袋。ファー付コートが必ず入っており、袋自体も限定のオリジナル Bag となりま
す。
①１０，５００円（４０，０００円相当） 「【DURAS】２０１３新春福袋」
毎年完売御礼の DURAS の福袋！フェイクウールコート(全３色)か、中綿コート(全３
色)のいずれかが選べるのと、他にマフラー、ニットトップス、ワンピース、ボトムなど
入って計５点、総額４万円相当！DURAS らしさがたっぷりつまった福袋で全身コー
デが完成します。
ロゴプリントのバッグは、メルトン素材で軽くて丈夫なのも嬉しいポイントです。
②１０，５００円（５０，０００円相当） 「【DURAS ambient】２０１３ FUKUBUKURO」
毎年大人気の福袋。コート、ペプラムトップス、ニットトップス、ワンピース、ボトムな
ど５点が入っており、トータルでコーディネートできるシンプルかつトレンド感のある
デュラスアンビエントらしい福袋となっております。

Roomy’s
「Roomy’s HAPPY BAG」
セレクトされた人気ブランドが
１袋に！
MINNETONKA
「オモハラ限定ミネトンカ福袋」
ここでしか買えない福袋！
phoebe
「HAPPY BAG」
かわいいアクセサリーがたくさ
ん！
3F OMOHARA STATION
「 ICE-WATCH 」 POP UP
SHOP
「ICE-WATCH 福袋」
人気のアイスウォッチとアクセ
サリーが入ったお得な福袋
4F
AMO’S STYLE by Triumph
「ブラジャーの選べる福袋」
お好きなブラジャーが選べ
る！
Rady
「 Rady ２ ０ １ ３ 年 HAPPY
BAG」
Rady より皆様のご愛顧に感
謝を込めて
JugeETTA
「２万円福袋」・「１万円福袋」
お年玉アイテム入り！

goa
「goa 福袋」
福袋でしか手に入らないアイ
テムが！
LABORATORY WORK
ReCurrent
「LABO MIX BAG」
コーデ ィネ ートで きる 豪華 福
袋！

charms
ベーシックアイテム福袋！

１０，５００円（５０，０００～６０，０００円相当）
ＲＯＹＡＬ ＰＡＲＴＹやＳＰＩＲＡＬＧＩＲＬ、ＭＩＩＡなどの人気ブランドセレクトの福袋！アウ
ターが 必ず入っている他、ワンピースやニットなど７～８点入っています
１０，５００円（３０，０００円相当）
大人気ＭＩＮＮＥＴＯＮＫＡが東急プラザ 表参道原宿限定で福袋を発売。モカシンと
ブーツが入って１０，５００円と大変お得な福袋です。この冬、店頭でも人気が高かっ
た内ボアのモカシンと定番のロングブーツの２足セットになっています。
MINNETONKA SHOP 初となる福袋はここでしかお買い求めいただけません。
３，１５０円（１０，０００円相当）
ピアス、ネックレス、ヘアアクセサリーなど phoebe のかわいいアクセサリーが３～４
点が詰まった福袋。定番モチーフから今が旬のアクセまで phoebe の人気アイテム
が詰まっています。
１０，５００円（３０，０００円相当）
「ICE-WATCH」１点に、さらにウォッチ１点とアクセサリー１点、コマ外しキット１点が
入った非常にお得な福袋です。

３，１５０円（１２，０００円相当）
女性の必須アイテム！お好きなブラジャー（定価２，８００円以下のもの）をお選びい
ただく事ができ、さらにインナー・ルームウェア・キャミ・ブランケット・小物が入って
３，１５０円ととてもお得な福袋。活躍アイテムとして間違いなし！
１５，７５０円（８０，０００～１００，０００円相当）
２０１２年新春、１０分で１，０００個完売しニュースになった Rady 話題の福袋を店舗
限定でご用意しました。大人気のデートラインに加え、セットアップやルームウェアな
ど人気アイテムが全部で８点と目白押しです。
※店頭特典あり
※HAPPY BAG のサイズが大きいため、店頭でお申し込みをいただいた後、郵送で
お届け致します。
①２１，０００円（７０，０００円相当） 「２万円福袋」
豪華キャリーBAG に、コート・トップス・ボトムス・ワンピース・雑貨が入ったお得な福
袋。人気商品が詰まっています。
②１０，５００円（４０，０００円相当） 「１万円福袋」
トート BAG に、トップス・ボトムス・ワンピース・お年玉アイテムが入ったお得な福袋。
福袋の BAG は JugeETTA らしい花柄が散りばめられたデザインで、普段使いにピ
ッタリです。
１０，５００円（４０，０００円相当）
福袋でしか手に入らないアウターと、ワンピース、アクセが入った限定福袋。もちろ
んバッグも福袋限定です。
①５，２５０（３０，０００円相当）
全てにワンピースが必ずと、トップス・ボトムなど４点が入ったオモハラ限定価格のス
ペシャル福袋。ここでしか手に入りません！
②１０，５００円（５０，０００円相当）
全てにアウター・ストールが必ずと、トップス・ワンピース・ボトムなど７点が入ってお
り、トータルコーディネートまで出来てしまう豪華な福袋。そのままお出掛けできちゃ
います！！
１０，０００円（８０，０００円相当）
福袋にはうれしい普段使いのベーシックなアイテムが入った charms オリジナルの
福袋。

Cheek by archives
「コート＆コート福袋」
アウターが２点も！
GLAM BABY
「GLAM BABY 福袋」
キラキラが大好きな方へ
pink trick
「pink trick 福袋」
pink trick からのお年玉福袋
Jewelna Rose
「女子旅セット」・「イニシャルセ
ット」
オモハラ限定高級福袋も！

5F
ハンズ ビー
「ヘアアクセサリーお買い得セ
ット」
「ネイルアートグッズお楽しみ
ボックス」
必需品が入った福袋！
AppBank Store
豪華当たり福袋が！
AUX PARADIS
「クレオパトラセット」
人気ロバミルク商品が！
6F
STARBUCKS
「コーヒー福袋」
自宅で本格的なコーヒーを！

１０，５００円（５０，０００円相当）
アウターが２点も入った大変お得な福袋。ワンピースやニットカーディガン、ブラウ
ス、カットソーも揃った計６点が入っており、フルコーディネートがお楽しみいただけ
ます。
１０，０００円（３５，０００円相当）
リボンネックレス、キラブラキーホルダー大、キラブラくまストラップ、GLAM BABY
BAG など、大好評・人気の商品が８点と満載です。
①５，２５０円（３０，８００円相当）
②３，１５０円（１６，６００円相当）
大人気アイテムのエプロンが必ず入っているほか、ポーチ・エプロン・ヘアアクセな
ど、ここまでお得な内容はオモハラ限定！！
①５０，０００円（１７０，０００円相当） 「スペシャル女子旅セット」
高級感のあるハラコトローリーにお仕事にも使える本革のバッグや小物が入ったこ
こでしか手に入らない限定の福袋です。
②３０，０００円（９６，０００円相当） 「女子旅セット」
カジュアルなチノトローリーにバッグ、小物が入っていて、ここでしか手に入らないそ
のまま旅行にいけちゃう女子旅 セットです。
③１０，０００円（３９，０００円相当） 「おでかけセット」
人気のトローリーバッグの中に、ハンドバッグ、小物が入ったお得な福袋です。
④５，０００円（１２，０００円相当） 「イニシャルセット」
大人気のイニシャルアイテム（トートバック２点・ポーチ・チャーム）が入った福袋。イ
ニシャル１１種類からお好きなイニシャルをお選びいただく事ができます。
①１，０５０円（５，０００円相当） 「ヘアアクセサリーお買い得セット」
かわいいヘアアクセサリーが５，０００円相当、たっぷり入ったお得なセット
②５２５円（４，０００～５，０００円相当） 「ネイルアートお楽しみボックス」
ネイルシールやラメパウダーなど、ネイルアートが楽しめるグッズが入ったお買い得
なセットです。

１０，０００円（３０，０００円相当）
iPhone ケースからヘッドフォン、スピーカーなど、豪華アイテムの詰まった福袋を
iPhone5 用、iPhone4/4S 用の２種類ご用意。中には５万円相当の中身が入った
当たり福袋も！
５，８００円（６，８００円相当）
クレオパトラが愛したロバミルクの贅沢ボディケア。一度使ったら手放せなくなる大
人気商品。
２０１３年福袋限定のオリジナルフェルト製バッグにコーヒー豆や福袋だけのドリンクウ
ェアなど様々なコーヒー関連グッズを詰めました。
①３，０００円（６,０００円相当）
Coffee To Go がテーマのおでかけ先でコーヒーを楽しめる盛りだくさんの内容で
す。
②５，０００円（１０，０００円相当）
Coffee At Home がテーマのご自宅でゆっくりとコーヒーを楽しむアイテムが満載で
す。

※ 価格は全て税込
※ 全て数量限定。無くなり次第終了

