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報道関係者各位
東急不動産 SC マネジメント株式会社

２０１２年秋冬最新ファッションアイテムが勢揃い
『東急プラザ 表参道原宿』でしか出会えないモノ・コトが詰まった“１６日間”

２０１２年９月８日（土）から９月２３日（日）まで開催決定！
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、
当施設でしか出会えない限定商品やノベルティをご用意した１６日間限定のイベント「ココデシカ WEEK」を、
２０１２年９月８日（土）から９月２３日（日）に開催することをお知らせします。
「ココデシカ WEEK」は、ファッションのテーマパーク「東急プラザ 表参道原宿」の人気ショップ２５店舗が厳選した、
２０１２年秋冬の最新ファッションをお楽しみいただける、“今ここでしか出会えない”限定商品やノベルティなど
プレミアムなアイテムを取り揃えた期間限定の特別イベントです。
限定商品には、日本初上陸後も話題の絶えない『AMERICAN EAGLE OUTFITTERS』より、世界でも限定店舗
でしか取扱のないエクスクルーシブラインのライトウエイト フーディー（パーカー）や、『The SHEL‘TTER TOKYO』
より、おしゃれのワンポイントになる moussy のファー付きショートブーツが登場。さらに、漫画・アニメ文化をテーマに
した編集型の雑貨店『Tokyo’s Tokyo』より、人気漫画「ジョジョの奇妙な冒険」第４部と第８部の舞台「杜王町（もり
おうちょう）」をデザインしたオリジナル T シャツを限定販売します。この他「レザースカート」「ペプラム」など、２０１２年
秋冬ファッションの最新トレンドを感じるアパレルやファッション雑貨を多数ご用意し、皆様のご来館をお待ちして
おります。
また期間中、施設内全店舗にて合計５，０００円（税込）以上ご利用いただいたお客様から、抽選で約１５０名様に、
人気アクセサリーブランド『AHKAH（アーカー）』OMOHARA スペシャルセレクトのネックレスや、表参道・原宿エリア
の人気カフェ・レストラン全１０店舗でご使用いただける『カフェチケットセット』など、“ココデシカ”にふさわしい
スペシャルなプレゼントをご用意いたしました。今ここだけのチャンスをお見逃しなく。

■ “ココデシカＷＥＥＫ”限定アイテム大公開① 全２５店舗からプレミアムな商品が登場！
ＴＯＭＭＹ ＨＩＬＦＩＧＥＲ
（トミー ヒルフィガー）／B1-２F
総スパンコールがレアなゴージャスミニ
スカート。どんなアイテムでも華やかに
ドレスアップ。ふんわり美シルエットも◎。

Ｔｈｅ ＳＨＥＬ’ＴＴＥＲ ＴＯＫＹＯ
（ザ・シェルター トーキョー）／B1-２F
ファー付ショートブーツやスタッズチェック
スカート、マスタード色のニットワンピなど、
フレッピーや５０'ｓテイストのアイテムが
多数。
限定販売

限定販売

スカート
\３９，９００（税込）

ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＥＡＧＬＥ ＯＵＴＦＩＴＴＥＲＳ
（アメリカンイーグル アウトフィッターズ）
／B1-２F
世界でも限られた店舗でしか取り扱いの
ないエクスクルーシブラインのパーカーが
日本初登場。流行のボルドー＆ピンクを
チョイス！

ファーブーツ（moussy）
ニットワンピース（moussy）
スカート（moussy）

\２４，９９０（税込）
\１２，６００（税込）
\１６，９８９（税込）

限定販売

ライトウエイト フーディー

\２，９９０（税込）

LOAVES（ローヴス）／３F

choosy chu（チュージーチュー）／３F

Rione Duras（リオーネ デュラス）／３F

デ コ ラ テ ィ ブ な レ オ パ ー ド 柄 の フ ァ ーが
目を引くシューズは、足首までポカポカ。
これ１つで足もとが主役のコーデ完成。

エッジの効いたレオパード柄も襟や
シフォン素材のふんわりミニスカートで、
女の子らしいリアルクローズに変身。

デイリーユースのピアスも勝負用のお気に
入りネックレスも、可愛く＆おしゃれに収納
できるゴールドミニトレイ（限定５０個）を
プレゼント！

限定カラー
先行発売

ノベルティ
限定５０個

先行販売

ファー付シューズ
\１５，５４０（税込）

※期間中、税込４０，０００円以上お買い上げの
お客様限定先着５０名様にプレゼント。
なくなり次第終了。

ワンピース
\７，８７５（税込）

Ｒｏｏｍｙ’ｓ （ルーミィーズ）／３Ｆ

ＭＩＮＮＥＴＯＮＫＡ （ミネトンカ）／３Ｆ

ｐｈｏｅｂｅ （フィービィー）／３Ｆ

ペプラムのような裾がポイントのブラウス
は、この秋１着持っていると便利な逸品。
ミニスカートやパンツとも好相性。

秋コーデのアクセントとして出番が増えそ
うなビーズ刺繍ブレスレット。存在感があり
ながらも女性らしいデザインが魅力。

カメオのロザリオネックレスは、ロマンチッ
クな花モチーフ×パール×クロスに注目。
首もとをグッと華やかに演出します。

ノベルティ

限定販売

フリルブラウス
\８，９２５（税込）

ＡＭＯ’Ｓ ＳＴＹＬＥ ｂｙ Ｔｒｉｕｍｐｈ
（アモスタイル バイ トリンプ）／４Ｆ
ミニーのルームウェアでお部屋でも
ラブリー度満点。同シリーズのブラジャ
ー、ショーツ、ミニバッグも要チェック。

限定販売

限定販売

限定２００個

※期間中、ミネトンカ商品をお買い上げのお客様
先着２００名様にプレゼント。なくなり次第終了

カメオのネックレス
\６，０９０（税込）

Ｆｌａｇ （フラッグ）／４Ｆ

Ｒａｄｙ （レディ）／４Ｆ

カジュアルにもフォーマルにも活躍する
万能選手。大人っぽい甲のクロスライン
×取り外し可能なリボンでレディーモード
全開。

色鮮やかなピンクの A ライントップス。
バックスタイルにはスパンコールで王冠
をあしらい、可愛くリュクスな雰囲気を
醸し出してくれます。

限定販売

限定販売

マルチケース＆商品のセット
\５，２５０（税込）
※次回以降ご利用できる５００円
OFF チケット付き
※セット内容は変更になる可能性
がございます。

リボンサンダル
\１４，７００（税込）

トップス
\７，８７５（税込）

■ “ココデシカＷＥＥＫ”限定アイテム大公開② 全２５店舗からプレミアムな商品が登場！
ＪｕｇｅＥＴＴＡ （ジュジュエッタ）／４Ｆ

ｇｏａ／４Ｆ

シフォンで透け感のある胸元やフラワー
レース、ウエストの刺繍もレディー感
満載なネイビードレス。

ネイティブ柄のニットカーディガンは、
美シルエットで秋冬のレイヤード（重ね着）
に大活躍の一枚。

限定カラー

限定販売

ワンピース
\１１，３４０（税込）

ｃｈａｒｍｓ （チャームズ）／４Ｆ
裾に絞りが入ったデザインは、ほどよ
くゆったりシルエットなのに、スタイル
を良く見せる魔法のワンピース。秋
らしい色合いも素敵。

ワッペン付ラムスカート
（ブラック／ブラウン）
\２３，０００（税込）

Cheek by archives
（チーク バイ アルシーヴ）／３Ｆ
動くたびにキラキラと輝く A ラインのベロア
ワンピースは、ちょっとしたお呼ばれや、
パーティーでも大活躍。

HUMOR SHOP by A-net
（ユーモア・ショップ バイ エイ・ネット）／４Ｆ
モヘア風グレーニットのバックスタイルは、
リボン仕様でフェミニン。スカート部分が
コットンの異素材 MIX ワンピースはナチュ
ラル系。

先行販売

ワンピース
\８，２９５（税込）

パールにレース、グラムストーン、リボン
まで、女の子の大好きなものが詰まった
iPhone ケース。

限定カラー

限定販売

ニットカーディガン（free people）
\１５，５４０（税込）

限定販売

GLAM BABY（グラムベイビー）／４F

ベロアワンピース
\６，９３０（税込）

pink trick（ピンク トリック）／４F
ベージュレースを贅沢に使し、丸襟が
キュートなリュクスエプロン。

先行販売

AppBank Store（アップバンクストア）／５F

「ichijiku」「Unda luxe」「yulisa」の
3ブランドによる手づくりアクセサリー
展示販売を開催。ハッピーな素敵
アクセが大集結。

旅行カバンのような iPhone ケースに視線
集中。内ポケット付きで定期や名刺もスマ
ートに収納。シルバーもあり。

※ 期間限定の展示＆販売アイテムを
税込３０，０００円以上お買い上げの
お客様先着５名様に、「スワロフス
キーのネックレス」をプレゼント。
なくなり次第終了。
※展示＆販売は、９／９～９／１７。

ワンピース（kuskus） ¥１４，７００（税込）
セーター（kuskus）
¥１１，５５０（税込）

Jewelna Rose（ジュエルナローズ）／４F
大人気のスウィートジュエルシリーズに、
OMOHARA 限定で今年のトレンド“黒”
×“白”のバイカラーなトローリーケース
が登場。

トローリーケース
S サイズ ￥１９，９５０（税込）
M サイズ ￥２２，０５０（税込）

hands be（ハンズ ビー）／５F

ノベルティ
限定５個

限定カラー

限定カラー

レースエプロン
\３，４６５（税込）

iPhone ケース
\１４，７００（税込）

LABORATORY WORK ReCurrent
（ラボラトリーワーク リカレント）／４F
本皮ラム素材のスカートにヴィンテージ
風ワッペンが斬新！いつものスタイルに
プラスしてトレンド感 UP。

限定カラー

iPhone ケース
（シンラクリエイション）
\２，４８０（税込）

Tokyo’s Tokyo（トーキョーズ トーキョー）
／５F
人気漫画『ジョジョの奇妙な冒険』４部と
８部の舞台「杜王町（もりおうちょう）」の
世界をプリントした T シャツ。
限定販売

T シャツ
（MORIOH TOWN）
\６，０００（税込）

■AUX PARADIS（オゥパラディ）／５F
可愛いロバがモチーフのポストカード
＆メモ帳。店内の黒い郵便ポスト投函
すれば、きっと幸せを届けてくれます。

ノベルティ
限定２００名

オリジナルポストカード＆メモ帳
※税込３，０００円以上お買い
上げのお客様にプレゼント。
なくなり次第終了。
※店内ポストから投函すると、
オリジナル切手が貼付で
きます！

■ 世界にココだけのアイテムを取り揃えた“ココデシカＷＥＥＫ”プレゼントキャンペーン開催
「ココデシカ WEEK」期間中（２０１２年９月８日（土）から９月２３日（日））、施設内全店舗にて合計５，０００円（税込）
以上ご利用いただいたお客様の中から、抽選で約１５０名様に“ここでしか”出会えないスペシャルなプレゼントを
ご用意しました。イマ＆ココだけのチャンスをお見逃しなく。
■OMOHARA 限定！プレゼント概要
絶大な人気を誇るアクセサリーブランド

A

ア ー カ ー

賞

「AHKAH」OMOHARA スペシャルセレクト
「ラブアローネックレス」

B

シロラス＆ネロリデタングラー、イブニングプリム
ローズシャンプーなど、人気アイテムを揃えた、
オモハラ限定のスペシャルな１０点セット。

ハートとアロー（弓矢）がモチーフになった
OMOHARA 限定のネックレス。

・・・

３名

※イメージ図

イタリア生まれの乗用玩具

「RODY」OMOHARA スペシャルセレクト
賞 「SPECIAL RODY」&「CROCHET RODY」

D

“RITSUKO SHIRAHAMA”とのコラボ、サングラス
をかけた「SPECIAL RODY」はホワイトとブラック
各１体。“yasutaka tomita/MOSSLIGHT”との
コラボ「CROCHET RODY」は全３体をご用意。
インテリアのアクセントに。

・・・

E

オ

シ

ャ

ス

ー

ル

「CHASSEUR」OMOHARA スペシャルセレクト
賞
「オモハラグリーン」のラウンドキャセロール（１６ｃｍ）

５名

・・・

２０名

表参道・原宿エリア全１０店舗でご利用いただける

バ デ ィ ス

「QUO VADIS」５つのカラーから選べる
賞 「OMOHARA オリジナルダイアリー」
施設３F に鎮座するオブジェが型押しされた、
OMOHARA 限定オリジナルカバーをご用意。
人気ライン「エグゼクティブ」の２０１３年ダイアリー
付。ブラック、カクタス（緑）、ディープエメラルド、
ライトパープル、レッドの全５色からお好きな色を
チョイスして。

拡大図

５名

憧れのブランド「CHASSEUR」より、屋上テラス「おもはら
の森」をイメージした OMOHARA セレクト限定カラー「オモ
ハラグリーン」をご用意しました。

フランス老舗手帳ブランド
ク

・・・

フランス高級鋳物ホーローブランド

ロ デ ィ ー

C

人気オーガニックコスメ
ジ ョ ン
マ ス タ ー
オーガニック
「john masters organics」
賞 OMOHARA スペシャルセレクト

・・・

１００名

F

OMOHARA スペシャルコラボ
賞 「人気カフェチケットセット」
オモハラエリアの人気カフェ＆レストラン１０店舗で使える
嬉しい特典チケット。各店舗１回ずつ特典をお楽しみいた
だけます。（１０店舗１セット）
（※次ページに対象店舗／特典記載しております。）

・・・・

２０名

【対象店舗／人気カフェチケット特典】
①板付きたい焼き 東京ほおずき『たい焼き５個セット』

⑥はらロール 表参道店『コーヒー＋ロールケーキ』又は『はらロール１本』

②Candy Artisans『オリジナルロリポップキャンディー１本』

⑦ビオ・オジヤン・カフェ 原宿『おじや＋お好きなドリンク１杯』

③京橋千疋屋原宿店『秋のフルーツミニパフェ』

⑧文房具カフェ『デザートセット』

④コロンバン 原宿本店サロン『原宿焼きショコラ１個（※１）』

⑨ラップドクレープ コロット 原宿店『ミニクレープ５個』

⑤dining cafe HOME『ケーキ１個＋ドリンク１杯』

⑩ロベックスジュース 原宿店『スムージー（グランデ）＋ウィートグラス』

（※１）「プレーン」または「白」いずれかよりお選びください。

■キャンペーン概要
応募期間

：２０１２年９月８日（土）～９月２３日（日）

応募方法

：「東急プラザ 表参道原宿」全店舗にて１，０００円（税込）ご購入・ご飲食ごとに、プレゼントキャンペーン
専用応募台紙に１スタンプを捺印いたします。スタンプ５個を１口として、館内設置の応募箱に
ご投函ください。

抽選・発表 ：応募締切後に厳正な抽選を行い、当選発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

■ ＯＭＯＨＡＲＡ ＴＯＰＩＣＳ／オモハラ最新ＮＥＷＳ＆ＴＯＰＩＣＳ
「東急プラザ 表参道原宿」では、「ココデシカ WEEK」の他にも、スペシャルな期間限定ショップで話題を集める
「OMOHARA STATION」や BEAMS 限定コラボアイテムなど、９月も見逃せないニュースが満載です。

１

今季も見逃せない！BEAMS とのコラボ企画
１９７６年より原宿のファッションを支え続けてきたセレクトショップ BEAMS と年間を通じた多角的な
コラボレーションを展開する「東急プラザ 表参道原宿」。第２回目となる今秋は、５F『AppBank Store』
限定の「The Wonderful! Design works.」デザインの BEAMS オリジナル iPhone ケースが登場します。

BEAMS オリジナル
iPhone ケース

２

OMOHARA STATION に、セレブ愛用ブランドのセレクトショップ「ALTERNATIVE LIMITED」登場！
海外セレブに愛用される米国ライフスタイルブランド「ALTERNATIVE（オルタナティブ）」の限定ラインを
はじめ、「House of Harlow1960（ハウスオブハーロウ）」・「Dogeared（ドギャード）」等、米国人気小物・
雑貨ブランドも取り揃えたここにしかないセレクトショップ『ALTERNATIVE LIMITED』が、９／１（土）～
９／３０（日）の期間限定で、ポップアップスペース３F OMOHARA STATION に登場します。
また９／９(日)、１５（土）、１６（日）の３日間限定でなんと OMOHARA 限定全１７色（日本未展開）
から、お好みのカラーをオーダーいただける「エコフリース・カスタムパーカー」を販売します。

３

スターバックスに「東急プラザ 表参道原宿」限定ドリンクが“初”登場！

４

９／７（金）「FIRST FRIDAY HARAJUKU」６F 屋上テラス「おもはらの森」に藤原ヒロシ氏登場！

６F スターバックスより、９月、１０月にそれぞれ季節に合わせた「東急プラザ 表参道原宿」限定ドリンク
が登場します。ここでしか体験できない限定ドリンクに乞うご期待！

毎月第一金曜日、アート、ファッション、ミュージックの街、原宿エリア一帯がパーティー会場に変わり
ます。メイン会場である６階「おもはらの森」では毎月スペシャルな企画を開催！９月７日（金）には、
「Hiroshi Fujiwara ＋ INO hidefumi」が登場し、スターバックスがアコースティックなひとときを提供。
館内ショップも素敵なサービスをご用意(対象店舗のみ)。また、原宿エリアの約７０店舗を超えるショップ
も当日だけのスペシャルコンテンツをご用意。詳しくは随時更新される「FIRST FRIDAY HARAJUKU」
のホームページを要チェック！http://firstfriday.jp/

