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２０１２年１０月２９日
東急不動産 SC マネジメント株式会社

クリスマスも“ここでしか”買えない限定ファッションアイテムが勢揃い

クリスマス限定メニューやノベルティもチェック！

２０１２年１１月１日（木）から１２月２５日（火） 東急プラザ 表参道原宿 初めてのクリスマス
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）が運営管理する「東急プラザ 表参道原宿」
では「OMOHARA WHITE CHRISTMAS」と題して、２０１２年１１月１日（木）から１２月２５日（火）までの期間限定で、開業後
初となるクリスマスプロモーションを実施します。期間中、館内の店舗では、この時期“ここでしか”手に入らないクリスマス限
定アイテムを販売するほか、クリスマス期間限定のメニューの提供や、オリジナルのノベルティがもらえるキャンペーンなどで、
クリスマスのイベント気分を盛り上げます。

■東急プラザ 表参道原宿 クリスマス限定アイテム
館内の人気ショップで、東急プラザ 表参道原宿限定や先行販売など、クリスマス限定アイテムを１１月１日（木）から １２月２
５日（火）の期間中販売します（※一部発売日が異なります）。世界最大級のグローバル旗艦店である「TOMMY HILFIGER」
からは、女性ものには珍しい本格的なテーラード仕立ての「タキシードジャケット」と「タキシードパンツ」が世界でも東急プラザ
表参道原宿のみの限定で登場します。

①TOMMY HILFIGER／B1-2F
商品名
価格
カラー
サイズ

②MINNETONKA／3F

タキシードジャケット／
タキシードパンツ
60,900 円／29,400 円（税込）
ブラック
S/M/L

12 月 1 日（土）～12 月 25 日（火）の期間中、対
象商品をお買い上げのお客様にオリジナルノ
ベルティをプレゼント（※なくなり次第終了）。
※画像はイメージです。詳細は店舗までご連
絡ください。

タキシードジャケットとパンツのセットアップ。
女性ものには珍しい本格的なメンズのテーラ
ード仕立てに仕上がっています。パンツをア
ンクル丈にすることで、女性らしい本格的なタ
キシードが楽しめます。

③phoebe／4F

④GLAM BABY／4F
商品名
価格
カラー

リップピンズ
パール・レッド 各 3,465 円（税込）
ゴールド 4,620 円【限定カラ―】
3色

商品名

価格
カラー

ウインターシーズンのダーキーなファッションに
差し色としてオススメのカラフルなピンズの新色
（ゴールドはクリスマス限定カラーとなります）を
先行販売します。

⑤AMO’S STYLE byTriumph／4F
商品名
価格
カラー

究極のランジェリーセット
9,450 円（税込）
3色

アモスタイル バイ トリンプの WEB 限定アイ
テムをリアル店舗では唯一東急プラザ 表参
道原宿店だけで販売します。ブラジャー、ショ
ーツ、キャミソール、ストリングのフルコーディ
ネートセットでの販売です。自分も恋人も嬉し
い、クリスマスを盛り上げるコフレセットです。

スマートフォンケース
GLAM シャンデリア（左）／
Crystal シャンデリア（右）
左：10,815 円／右：8,085 円（税込）
クリスタル

キラキラと輝くスワロフスキーのシャンデリア
が、あなたのスマートフォンを輝かせます。

⑥goa／4F
商品名
価格
カラー

カギ編みショール＋
シャギータートルチュニック
7,245 円（税込）
ショール 4 色、タートル 3 色

goa 人気のカギ編みショールと、シャギーニット
のタートルチュニックを関東では表参道原宿店
にて限定セット販売します。

⑧charms／4F

⑦pink trick／4F
商品名
価格
カラー
発売日

商品名
価格
カラー

バッグ
1,890 円（税込）
1色
12/1（土）

サイズ

大きな赤いリボンがポイント。裏側には pink
trick の刺繍が。毎日使えるサブバッグです。

⑨AUX PARADIS／5F

ファーベスト
40,950 円（税込）
チャコールグレー／ブラウン
／ライトグレー
フリーサイズ

人気のファーベストにチャームズ限定カラーの
チャコールグレー登場。コーディネートの幅が
広がるワンアイテム

⑩ハンズ ビー／5F

商品名
価格

クリスマスローズセット
7,000 円（税込）

クリスマスローズセット（天然ローズの香
水、美肌を育むアルガンオイル、ロバ形の
石けん）をお買い上げの先着 10 名様に限
定トートバッグをプレゼント。

11 月 23 日（金）より、税込 3,000 円以上お買い上げのお客様にオリジ
ナル TIK TOK クリスマスキャンディーを先行限定でプレゼント（※なくな
り次第終了）

⑪bills／7F
12 月 22 日（土）～12 月 25 日（火）の期間
中、クリスマスディナーをご用意。
※要予約
※画像はイメージです。詳細および予約に
関するお問い合わせは店舗までご連絡くだ
さい。

■クリスマス期間のキャンペーン
＜アイテム一例＞

①

Roomy’s／3F
グローブ
（ノベルティ）

②

③
ハンズ ビー／5F
（左）①ツリーシェイプオーナメントセット 1,995 円
（中）②スノーフレークオーナメントセット 1,365 円
（右）③ポットブラシツリー 各 420 円

STARBUCKS／6F
（左）キャラメル ホワイト モカ Tall470 円
（中）ナッティー プラリネ ラテ Tall480 円
（右）ジンジャー ブレッド ラテ Tall470 円

店名

期間

キャンペーン内容

Rione Duras／3F

11/16～

DURAS： ・ドレスラインお買い上げの方 2 点目 50％OFF。

12/25

・20,000 円（税込）以上お買い上げのお客様にキャニスタープレゼント
・50,000 円（税込）以上お買い上げのお客様にボドレーキャミ付ガウンプレゼ
ント
DURAS ambient： ・X’mas Fair「WINTER GIFT 2012」
・20,000 円（税込）以上お買い上げのお客様にスペシャルパッケージ入りオ
リジナルペアシャンパングラスをプレゼント

Roomy’s／3F

11/22～

25,000 円（税込）以上お買い上げのお客様に Roomy’s グローブをプレゼント。
カラーはブラウン、ネイビー、ブラックの 3 色から選べます（数量限定）

phoebe／3F

11/1～12/25

10,000 円（税込）以上お買い上げのお客様にノベルティをプレゼント（なくなり
次第終了）。

AMO’S STYLE by

11/23～12/9

7,000 円（税込）以上お買い上げのお客様に、資生堂 マジョリカ マジョルカと
のコラボアイテムをプレゼント（なくなり次第終了）。

Triumph／4F
Rady／4F

12/1～

Rady オリジナルサンタコスプレの限定アイテムを販売します。

LABORATORY

11/1～12/25

期間中お買い上げいただいた方全員に、次回ご利用いただける 1,000 円 OFF

WORK

チケットを配布します。

ReCurrent

／4F
11/23～

アウターお買い上げの方にノベルティ（お楽しみ袋）プレゼント（先着 100 名様）

GLAM BABY／4F

11/1～12/25

15,000 円（税込）以上購入された方にくまのストラッププレゼント。

pink trick／4F

12/1～12/25

3,150 円（税込）以上お買い上げいただいた方にオリジナルブーツクリップをプ

Cheek by archives
／4F

レゼントします（数量限定・なくなり次第終了）。
Jewelna Rose／4F

11/1～

10,500 円（税込）以上お買い上げのお客様に特製タンブラーをプレゼントしま
す（先着 100 名様）。

ハンズ ビー／5F

11/23～

ツリーシェイプオーナメントセット（税込 1,995 円）などのクリスマスグッズを販
売。

STARBUCKS／6F

11/1～12/25

クリスマス限定グッズや期間限定ドリンクを販売します（なくなり次第終了）。

※掲載の内容は１０月２９日時点の情報です。キャンペーンの期間や内容が変更される可能性がございます。

■クリスマス期間のキャンペーン
２０１２年１１月１日（木）から１２月２５日（火）までの「OMOHARA WHITE CHRISTMAS」期間中、施設内全店舗にて税込
１０，０００円以上ご利用いただいたお客様の中からＡ賞もしくはＢ賞、税込５，０００円以上ご利用いただいたお客様の中から
Ｃ賞～Ｆ賞を抽選で合計７３名様にプレゼント。クリスマスの買い物ついでに、人気ブランド＆ショップ×東急プラザ 表参道原
宿の今“ここでしか”出会えないスペシャルアイテムを手に入れるチャンスです。

１０，０００円コース

Ａ賞

人気ジュエリーブランド
OMOHARA スペシャルセレクト

Ｂ賞

「CHAN LUU」のブレスレット

「dyson hot+cool AM04 ファン
ヒーター」

セレブも愛用するハンドメイドアクセサリー。天然石
やパールなどを使用したエレガントさが魅力。

・・・

高機能＆優れたデザインの
人気家電

お部屋を効率よく均一に暖めるファンヒ
ーター。独自のテクノロジーで空気を取
り込み、室温を設定温度に保ちます。羽
根がなく安全で、お手入れも簡単。

１０名様

・・・

３名様

５，０００円コース

Ｃ賞

オーガニックを追求するコスメブランド

「アヴェダ」のヘアケア OMOHARA 特
別セット
植物のちからで髪を補修するダメージレメディー シ
リーズのシャンプー、コンディショナーなど 5 点にパド
ルブラシが付いたすべてが人気製品の豪華セット。

・・・

５名様

Ｄ賞

伝統あるドイツの最高級キッチンブランド

「WMF」の圧力鍋 OMHARA 特別セット
忙しい毎日でも簡単においしい料理が作れる圧力鍋
（4.5 リットル）のセット。

・・・

５名様

Ｅ賞

人気モデル高垣麗子プロデュース

「oeuf doux」の小花タンクトップ（ピンク）
レースの上に小花柄がプリントされたタンクトップ
は、可愛くてフェミニン。カップ付きなので一枚でも安
心＆ラクチンの快適な着心地です。

・・・

Ｆ賞

表参道・原宿エリア全 10 店舗で利用可能

OMOHARA スペシャルコラボ
人気カフェチケットセット
ビオ・オジヤン・カフェ原宿ほか、表参道・原宿エリア
の人気カフェ＆ショップ１０店舗で使える嬉しい特典
チケット。 ※参加店舗および特典内容は「東急プラ
ザ 表参道原宿」館内に１１月１日より掲示されるポ
スターにて発表。

３０名様

・・・

２０名様

■プレゼントキャンペーン概容
応募期間： ２０１２年１１月１日（木）～１２月２５日（火）
応募方法： 「東急プラザ 表参道」全店舗にて税込１，０００円ご購入・ご飲食ごとに、専用応募台紙に１スタンプ捺印しま
す。スタンプ５個で５，０００円コース１口、スタンプ１０個で１０，０００円コース１口として、館内設置の応募箱へ
投函してください。
抽選・発表： 応募締め切り後に厳正な抽選を行い、当選発表は商品の発送をもって変えさせていただきます。

＜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

