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２０１３年８月８日
東急不動産 SC マネジメント株式会社

２０１３年秋冬最新ファッションアイテムが勢ぞろい！
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“２３日間”

館内人気ショップから選りすぐりの限定アイテムが発売
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、運営管理する「東急プラザ 表参道
原宿」で、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２３日間限定のイベント「ココデシカ WEEK」を、
２０１３年９月１４日（土）から１０月６日（日）の２３日間限定で開催することをお知らせ致します。
「ココデシカ WEEK」は、“ファッションテーマパーク”「東急プラザ 表参道原宿」の人気ショップ２６店舗が、“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。どのショップも
趣向を凝らした２０１３年秋冬の最新ファッションアイテムや雑貨を用意しており、リアルショッピングの楽しさを感じていた
だけます。
限定商品は、２０１３年秋冬の流行色“グレイッシュカラー”を取り入れたアイテム、羽織り物と組み合わせることでこれ
からの季節も使えるワンピースやドレス、カラーバリエーションや素材で人とは違うファッションを演出できるトップスなど、
どれもすぐに取り入れたいファッションアイテムが勢ぞろいしました。館内の人気ショップ２６店舗が参加する「ココデシカ
WEEK」でのお買い物をぜひお楽しみください。
さらに、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、抽選でプロのスタイリストによ
るコーディネートや、おもはらの森で開催されるファッショントークイベント（日時未定）への招待が当たるプレゼントキャンペーン
も実施します。

「ココデシカ WEEK」
」各ショップの
ショップの限定アイテム
限定アイテム＆
アイテム＆ノベルティ
B1B1-2F TOMMY HILFIGER
HILFIGER

※価格は全て税込

B1B1-2F The SHEL’
SHEL’TTER TOKYO

限定商品
限定商品

B1B1-2F AMERICAN EAGLE OUTFITTERS

限定商品
限定商品

先行販売

商品名： ドレス

商品名： NEWERA X RCS LIFE J-CAP LIMI

商品名： ボーダーワンピース

価格：

価格：

価格：

24,150 円

カラー： インディゴ

6,090 円

カラー： ブラック/ブルー

サイズ： S/M/L

4,990 円

カラー： グレー/グリーン
サイズ： 0/2/4/6/8/10

The SHEL'TTER TOKYO の別注 NEW ERA
ピーターパンカラーに、ブラウンのスパン

のキャップはキャッチーなロゴがポイント！

カッティングされたバックスタイルが特徴の

コールを施したシャンブレー素材のドレス。

ワンピース。シンプルなボーダーでも、ブラッ

まさに大人“カワイイ”アイテム。

クとグリーンの配色がアクセントに！ちょうど
良い丈とフレアのデザインは、カジュアルで
もきれいめコーディネートにもマッチする万
能アイテム。すぐに使えて羽織り物次第でこ
れからも使えるシンプルさは着回し抜群！

3F HERE’
HERE’S

限定商品
商品名： 異素材切り替えワンピース
価格：

限定商品
商品名： モノクロプリントバックドレープ

5,990 円

ワンピース

カラー： グレー

価格：

5,990 円

サイズ： S(36)/M(38)/L(40)

カラー： サックスグレー/モカ
サイズ： M(38)

インポート商品の表参道店限定展開。
シンプルなワンピースなので、着回しがき

シルエットは今季トレンドの、後ろに落ち着き

き、合わせるアイテムによってきれいめにも

を持たせたバックドレープ仕様。それに加え

カワイイ系にも着ることができます

て、カジュアルすぎないモノクロプリントだか
ら「普段着でもドレス」として大人なカジュア
ルスタイルを演出できます！

3F choosy chu

限定カラー
限定カラー
商 品 名 ： merry jenny サ テ ンハ ー ト 裏 毛

限定商品

価格：

商品名： prix de fleur 裾フリル

商品名： elianegigi オリジナル

TOPS

先行販売

ドットチュールワンピース

チェック T シャツ

5,985 円

価格：

価格：

3,990 円

9,340 円

カラー： ワイン

カラー： アイボリー/パープル

カラー： ブラック/ベージュ

サイズ： フリー

サイズ： フリー

サイズ： フリー

トレンドのカジュアルな裏毛トップスは、袖の

オリジナルチェックがフロント部分全面に

デコルテのドットチュール使いとスカラップ、

ハート刺繍で merry jenny らしくキッチュに。

プリントされているココデシカ限定 T シャツ。

トレンドのペプラムシルエットを入れ込んだ

カラバリそれぞれにカラフルなハートがのっ

ニットトップスやニットワンピースもあります。

1 枚で「大人カワイイ」が完成するワンピース

ています

T シャツなら今すぐ着られます

になります

3F Rione Duras

3F Roomy’
Roomy’s

3F MINNETONKA

限定商品
商品名： オリジナルジャガード柄
パーカー/ショートパンツ

限定カラー
限定カラー

先行販売

商品名： パールニット （MIIA）

商品名： SUEDE KILTY MOC

価格：

価格：

7,245 円

10,500 円

価格： ﾊﾟｰｶｰ 11,340 円/ｼｮｰﾄﾊﾟﾝﾂ 8,190 円

カラー： グリーン（限定カラー）

カラー： エバーグリーン

カラー： ホワイト/イエロー

サイズ： フリー

サイズ： 5/6/7/8

秋のマストアイテム・ニットプルオーバーに

定番のキルテ ィ モカシンで 数 年前に人気

季節感のあるオリジナルのジャガード柄が

パールをあしらいました。

だったエバーグリーンの色を今秋に復活さ

ポイントです。トレンドのセットアップは簡単

オモハラ限定カラーのグリーンは今年らしく

せたリバイバルカラーとなっております

に上級者になれるのでおススメです。細身

少し落ち着いた色目で展開

サイズ： ともにフリー

のシルエットで女性らしさは忘れない大人カ
ワイイスタイルに！

3F phoebe

4F AMO’
AMO’S STYLE by Triumph

4F Flag

限定セット
限定セット

限定カラー
限定カラー

限定商品

商品名： ジュエルピアス

商品名： ブラ＆ショーツ SET

商品名： バックル付フラットシューズ

価格：

価格：

価格：

3,570 円

5,000 円

カラー： パープル（限定カラー）

8,295 円

カラー： ブラック/オーク/ボルド
3,990 円のブラ＆ショーツ SET が、2 組で

サイズ： リボン部分 W90×H25mm

サイズ： 22.5～24.5cm
5,000 円ジャストプライス。毎日先着「3 名様」

動くたびに揺れて煌めく、大粒カットガラスの

「辛口大人カジュアル」。大きめのバックルが

ピアス。どんなシーンにもマッチするジュエ

アクセントのフラットシューズ。低反発クッ

ルライクなデザインは、女性なら一つは持っ

ションとラバーソールを使用し履き心地抜群

ておきたいマストアイテム

です

4F Rady

4F tocco closet

4F goa

先行販売
先行販売
商品名： フレームミルフィーユマーブル柄

価格：

商品名： ケーブル編みチュニックニット

商品名： ファー付き迷彩柄
モッズポンチョコート

切替ワンピース

価格：

15,750 円

カラー： オレンジ/ホワイト/ブラック/

カラー： マルチ/ピンク/ピンクベージュ/

限定商品

3,990 円
価格：

28,140 円

カラー： 迷彩

ピンク/グレー
サイズ： M

サイズ： フリー

温かみのあるケーブル編みのニットは、1 枚

ボリューミーなラクーンファーのポンチョ。取

華やかなミルフィーユマーブル柄を落ち着い

は持っていたいアイテム。パンツスタイルを

り外し可能な ボアライナー付きで冬まで大

た色合いで品良くあしらい、ボディーラインを

女性らしくランクアップさせるぺプラムシル

活躍！

美しく魅せるシルエットが大人の女性らしさ

エット

ネイビーベージュ
サイズ： フリー

を感じさせる 1 着

4F LABORATORY WORK ReCurrent

4F charms

限定カラー
限定カラー

限定カラー
限定カラー

限定商品

商品名： パイピングポケットデルタボストン

商品名： 四者混起毛レースＣＤ

商品名： カーディガン

価格：

価格：

価格：

8,925 円

7,980 円

5,985 円

カラー： ピンク系（限定カラー）

カラー： キャメル（限定カラー）

カラー： ブラック/ブルー/ピンク/レッド

サイズ： フリー

サイズ： M

サイズ： フリー

大き目のボストンタイプのバックで、付属品

ウール混の温かみのある素材で、起毛レー

一つ一つデザインの違うボタン使いで、シン

をつければショルダーにもできる 2ＷＡＹ仕

スがポイント。シンプルなデザインであわせ

プルだけどコーデのワンポイントになる、

様です。外側についているポケットのピンク

易く、スタイリング問わずに着回ししていただ

カジュアルにもドレッシーにも合わせやすい

がポイント。お仕事用からカジュアルまで幅

けます

一枚

広いシーンで使っていただけます

4F Cheek by archives

4F HUMOR SHOP by AA-net

限定商品

限定商品

先行販売

商品名： ツィードセットアップワンピース

商品名： kuskus レオパードジャガード

商品名： kuskus レース裏毛

価格：

価格：

価格：

トップス 5,145 円/スカート 5,250 円

12,600 円

5,775 円

カラー： ブラック/ネイビー

カラー： ネイビー

カラー： ライトグレー/サックスブルー/

サイズ： M（フリー）

サイズ： M

シンプルなデザインのセットアップをツィード

ふわっとしたシルエットがトレンドのボリュー

素材で大人カワイイ雰囲気に。単品で着回

ムスカートです。トップスをインすることでぐっ

カジュアルアイテムなスウェットもレースをあ

しがきくので、「カジュアルスタイル」「きれい

とスタイルアップできます

しらうことで女性らしいアイテムになり、デイ

ベージュ
サイズ： M

めスタイル」など、.コーディネートの幅が広

リーに活躍すること間違いなし！

がるのでおすすめ

限定カラー
限定カラー

先行販売

先行販売

商品名： kuskus リボンファーティペット

商品名： kuskus ドレープニット

商品名： kuskus ドレープカーディガン

価格：

価格：

価格：

9,450 円

7,350 円

9,975 円

カラー： オフホワイト

カラー： ブルー/キャメル/チャコールグレー

カラー： チャコールグレー/ブルー/キャメル

サイズ： フリー

サイズ： M

サイズ： M

リバーシブルに使用できます。気分やシーン

肌ざわりがよく、薄手なのにとっても暖かい

肌ざわりがよく、薄手なのにとっても暖かい

によって表裏のお好きな２色を使い分けて

です。シンプルで使いやすい形はどんなコー

です。お尻が隠れる丈感はショートボトムと

みて下さい

ディネートにもあわせやすい万能アイテム

相性よし！

4F GLAM BABY

4F pink trick

4F Jewelna Rose

先行販売

限定商品

限定商品
商品名： バービーデコレーションケース

商品名： リュクスエプロン【ボーダーレース】

商品名： トロトゥール ジャーニートート

価格：

価格：

価格：

24,990 円

3,675 円

11,550 円

カラー： 全 4 型

カラー： ネイビー/ブラック

カラー： ピンク

サイズ： iPhone5 用

サイズ： フリー

サイズ： 40*30*18cm

大人気のバービー新作キラキラケース。可

ボーダー×レースの大人可愛いエプロン。

大人気のジュエルナローズトロトゥール「ス

愛さと輝きを兼ね備えた女子の心を知り尽く

ボーダーでデイリーに使えるカジュアルさと

ウィートジュエルトローリー」シリーズにコー

したおしゃれなアイテムです

レースできれいめをプラスしました。ビッグリ

ディネートできるトラベルトート「ジャーニー

ボンもポイント！

トート」に昨年から仲間入りしたディズニー
ラインがオモハラリミテッドアイテムとして登
場

5F ハンズ ビー

先行販売
商品名： インココ・ネイル・ポリッシュ・

先行販売
商品名： インココ・ネイル・ポリッシュ・

アップリケ プリティーシング
価格：

1,470 円

先行販売
商品名： インココ・ネイル・ポリッシュ・

アップリケ モルテンゴールド
価格：

1,155 円

アップリケ コーラルクラッシュ
価格：

1,155 円

インココ・ネイル・ポリッシュ・アップリケは、100％マニキュア成分でできたシートタイプのマニキュアで、手足の爪に貼るだけで、誰でも簡
単に、且つ素早くマニキュアを楽しめるという商品です。ココデシカ WEEK に先行販売するのはキュートなジグザグストライプ柄の「プリ
ティーシング」、サテン調の落ち着いたゴールドが大人っぽい「モルテンゴールド」、ナチュラルなコーラルピンクならアウトフィットを選ばず
使い勝手抜群の「コーラルクラッシュ」の 3 商品です

5F UNiCASE

5F Tokyo’
Tokyo’s Tokyo

5F AUX PARADIS

限定商品
先行販売

限定商品

商品名： IHAND-Amante Touch Talk

商品名： Aquvii スカルリング

商品名： ロバミルクスキンケアセット

価格：

価格：

価格：

3,780 円～

カラー： ピンク

2,520 円（1 パーツ）

5,300 円

カラー： ピンク/ミントグリーン/
大人気のロバミルクベビーシリーズで夏の

サイズ： Small/Big

サックスブルー
ダメージ肌をケアするセットに、お肌に優し
サイズ： 11 号/17 号

光沢あるエナメルのスマートフォン用バッ

い海綿がついたハッピーなセットです

グ。２つの長さのチェーンが付属し、ハンド

上、中、下の三つのパーツがバラバラになっ

バッグ風でも、肩掛けスタイルでも使用でき

ている遊び心たっぷりな Aquvii のスカルリン

ます。なんとスマートフォンをバッグに入れた

グ。ピンク、ミントグリーン、サックスブルーは

まま操作＆音楽を聴くことが可能！

Tokyo’s Tokyo 限定カラー！！
1 つ 1 つのパーツが別売りなのでお好きなカ
ラーを組み合わせてお楽しみいただけます

6F STARBUCKS
STARBUCKS

限定商品
商品名： Coffee & Espresso ケーキ カフェ
モカ with チョコレートホイップ
価格：

380 円

スターバックスの人気ビバレッジ「カフェ
モカ」をイメージした、濃厚で食感豊かなチョ
コレートのパウンドケーキに、“チョコレート・
ホイップクリーム”をトッピングしました。
SWEET 好きにはたまらない、ココデシカ限定
体験！

東急プラザ 表参道原宿 TOPICS
■青山で
青山で採れたはちみつを使
れたはちみつを使った特別
った特別メニュー
特別メニューが
メニューが「OMOHARA BEER Forest
Forest」で楽しめる！
しめる！「みつばちプロジェクト
みつばちプロジェクト」
プロジェクト」
環境保全に取り組む東急不動産株式会社では、東急プラザ 表参道原宿の屋上テラスの森に、鳥の水飲み場や巣箱
を設置するなど、生物多様性保全にも積極的に取り組んでいます。そして今春より新たな地域環境貢献策として、近
隣にあるスプライン青山東急ビルの屋上でみつばちを育てる「みつばちプロジェクト」をスタートし、はちみつの収穫に
成功しました。
東急プラザ 表参道原宿では、初収穫の「青山のはちみつ」を味わっていただくため、
そのはちみつを使ったメニューを、６階「おもはらの森」で開催中の「OMOHARA BEER
Forest」で提供します。特別メニューは「青山はちみつスペアリブ」で、８月１０日（土）か
ら５００円で提供します。都心で収穫したはちみつを、都心にありながら自然を感じら
れる「おもはらの森」で、クラフトビールのお供にぜひお楽しみください。
「青山はちみつスペアリブ」 ５００円

「OMOHARA BEER Forest」
Forest」 概要
期間
時間
内容

：
：
：

２０１３年７月１３日（土）～９月８日（日）の期間中毎日 ※雨天、荒天の場合中止
平日（月～金） １７：００～２１：００ ／ 土・日・祝日とお盆期間（８月１２日～１６日） １２：００～２１：００
クラフトビール（限定ビール含む１２種類から常時６種類／１杯５００円）、
デザートビール（ビアポンチ、ビアフロート／１杯５００円）、フード（３００～５００円）の販売
「みつばちプロジェクト」特製「青山はちみつスペアリブ」 ５００円 ※８月１０日（土）から提供開始

＜施設概要＞
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
以上

