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２０１３年１０月１７日
東急不動産 SC マネジメント株式会社

東急プラザ 表参道原宿２０１３年のクリスマスは【Gift～森からの贈り物～】がテーマ

続報

OM OH A R A WH ITE C H RI STM AS

「おもはらの森」イルミネーションは毎日８回“音楽と光のショー”を実施
１２月には雪が降るイベントも！
館内人気ショップからはクリスマスにおすすめのアイテムが続々登場
１１月１日（金）～１２月２５日（水） ※イルミネーションは１１月５日（火）～
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」
【 Gift～
CHRISTMAS 」 と題し、【
Gift ～ 森 からの贈
からの贈 り 物～】をテーマにしたクリスマスプロモー
～】
ションを、２０１３年１１月１日（金）から１２月２５日（水）まで展開致します。
このたび、６階「おもはらの森」で展開するイルミネーションの詳細や各ショップのクリスマスおすすめアイテム、豪華
プレゼントが当たるキャンペーンの内容が決定しましたのでお知らせ致します。

「おもはらの森」クリスマスイルミネーション 【Gift～森からの贈り物～】
※画像はイメージです

館内人気ショップのクリスマスおすすめアイテム
（一例）

「OMOHARA WHITE CHRISTMAS」のクリスマスイルミネーションは、施設の象徴である６階屋上テラス「おもはらの森」
で１１月５日（火）から【Gift～森からの贈り物～】をテーマに展開します。音とシンクロし光の表情が変わる仕組みを取り
入れ、まるで森が生きているかのように刻一刻と表情が変化し、見るたびに印象の異なる空間を演出します。イルミネー
ションを盛り上げるのが“音楽と光のショー”で、期間中毎日８回、３０分ごとに約５分間のショーをお届けします。また、
１２月には毎週末（金曜～日曜日）とクリスマス期間中（１２月２１日～２５日）の日時限定で「おもはらの森」に雪が降る演
出により、お客様により特別なクリスマスを提供します。
館内では、表参道のケヤキ並木に面した３階「おもはらテラス」に１１月２８日（木）から期間限定でドリンクやスイーツが
楽しめるラウンジがオープンし、表参道のケヤキ並木のイルミネーションを目の前でゆっくり楽しめる抜群のロケーション
で、特別な時間を過ごせます。また、館内の各ショップでは、自分へのごほうびに買いたい冬物アパレル、友人や恋人に
贈りたい雑貨やアクセサリーなど【Gift】というテーマにぴったりのクリスマスアイテムが多数そろいます。さらに、館内で合
計５，０００円（税込）以上お買い上げの方に抽選でプーケット島５日間の「癒しの旅」などをプレゼントするキャンペーンも
実施し、クリスマス気分やショッピングの楽しみを盛り上げます。

■東急プラザ
東急プラザ 表参道原宿 クリスマスプロモーション概要
クリスマスプロモーション概要
タイトル：

OMOHARA WHITE CHRISTMAS （オモハラ・ホワイト・クリスマス）

テーマ：

【Gift～森からの贈り物～】

実施期間：

２０１３年１１月１日（金）～１２月２５日（水） ※「おもはらの森」イルミネーションは１１月５日（火）より実施

「おもはらの森」クリスマスイルミネーション
■音とシンクロして
シンクロして光
して光の表情が
表情が変わるイルミネーション
わるイルミネーション
６階の屋上テラス「おもはらの森」では【Gift
Gift～
からの贈
Gift
～森からの
贈り物～】をテーマに、１１月
５日（火）から１２月２５日（水）の期間限定で、クリスマスイルミネーションを実施しま
す。音とシンクロし光の表情が変わる仕掛けで、まるで森が生きているかのように刻
一刻と表情が変化し、見るたびに印象の異なる空間を演出します。
※画像はイメージです
■イルミネーションを
イルミネーションを盛り上げる“
げる“音楽と
音楽と光のショー”
ショー”
期間中毎日８回（１７：００～２１：００／３０分ごと）約５分間の“音楽と光のショー”をお届けします。それまで呼吸をするよ

うに穏やかに表情を変えていた森が一変し、音楽とともに生命の息吹を感じさせるようなダイナミックな鼓動を刻む（※）・・・
“静”と“動”の変化を楽しめる“音楽と光のショー”が定期的に繰り広げられます。

※ショーの演出は一例です

■１２月
１２月には“
には“雪が降る”演出も
演出も！
１２月には毎週末（金曜～日曜日）とクリスマス期間中（１２月２１日～２５日）日時限定で「おもはらの森」に雪が降る演出
により、お客様にさらに特別なクリスマスを提供します。
タイトル／テーマ： 【Gift～森からの贈り物～】
実施期間：

２０１３年１１月５日（火）～１２月２５日（水） 日没～２１：００

実施場所：

６階「おもはらの森」

●“音楽と光のショー”
実施日時：

期間中毎日 １７：００～２１：００の間で３０分ごと （各回約５分）

●雪が降る演出
実施日時：

１２月の毎週末（金曜日、土曜日、日曜日） １７：３０～／１８：３０～／１９：３０～ （各回約１５分）
※１２月２１日（土）～１２月２５日（水）は毎日実施で、２１：００～の回もあり

３階テラスが特別な空間に
表参道のケヤキ並木に面した３階「おもはらテラス」が、表参道イルミネーションが始まる１１月２８日（木）から１２月２５日
（水）までの期間限定（※表参道イルミネーションは２０１４年１月５日まで）で、特別な空間に生まれ変わります。
コカ・コーラとのタイアップにより「Happy Lounge presented by Coca-Cola」がオープンし、スパークリングワインや特別な
スイーツを楽しむことができます。
１１月１日（金）から１２月２５日（水）までの「OMOHARA WHITE CHRISTMAS」期間中は、１階のエントランスをはじめ館内
各所がクリスマスの装飾や BGM にあふれるので、お買い物をしながら自然とクリスマス気分が盛り上がります。
■「Happy Lounge
Lounge presented by CocaCoca-Cola」
Cola」概要
実施期間：
２０１３年１１月２８日（木）～１２月２５日（水） １７：００～２１：００
実施場所：

３階「おもはらテラス」
※上記時間はオーダーいただいたお客様のみ入場可能

メニュー：

クリスマススペシャルセット（スパークリングワインやホットドリンク、
スイーツ盛り合わせセット）

■「OMOHARA WHITE CHRISTMAS」
CHRISTMAS」館内装飾
実施期間：

２０１３年１１月１日（金）～１２月２５日（水）

実施場所：

１階エントランスほか、館内各所

「Happy Lounge presented by Coca-Cola」
※画像はイメージです

テナントのクリスマスアイテム
■ギフトにおすすめ
ギフトにおすすめアイテム
におすすめアイテム

※価格は全て税込

choosy chu／
chu／3F

Roomy's／
Roomy's／3F

Roomy's／
Roomy's／3F

商品名 ファーピアス
価格 3,360 円
カラー ピンク/ブルー
サイズ F
発売開始 11 月 1 日（金）

商品名 NIXON 時計
価格 左（丸） 17,850 円
右（四角） 26,250 円
カラー －
サイズ －
発売中

商品名 ファースヌード
価格 27,930 円
カラー ブルー/モカ/ブラック
サイズ －
発売中

ワントーンになりがちな冬の
今季トレンドでもあるファーは、
スタイリングに合わせること
シックにフォーマルスタイルにも、ストリートなカジュ リアルラビットのスヌードで、コーデのアクセントに取
で、ファーの色味がアクセントに！CAP FAKE!!!の アルスタイルにもマッチする幅広さが魅力。ギフトに り入れるのもおすすめ！とてもやわらかく、肌触りも
アイテムはギフトボックスに入れてお渡ししているの も最適です
素敵です
で、そのままプレゼントしても喜ばれます。冬に絶対
欲しくなるファーをオシャレに取り入れるならこのピア
スがぴったりです。友達とお揃いで付けてもかわい
いですよ！

phoebe／
phoebe／3F

phoebe／
phoebe／3F

LABORATORY WORK ReCurrent／
ReCurrent／4F

商品名 Merlose dia ペンダント（画像左）/ Noho dia
ペンダント（画像右）/ St.cross dia ペン
ダント（画像中央）
価格 21,000 円/19,950 円/
22,050 円
発売開始 11 月 1 日（金）

商品名 Dip stick ピアス
価格 3,570 円
カラー コンビ/ブラック/
ロング
サイズ －
発売開始 11 月 1 日（金）

商品名 ソフトキルティングポシェット
価格 8,925 円
カラー ブラック/ブラウン/
ブルー
サイズ フリー
発売開始 10 月中旬

Merlose dia： 透かしのサークル周りには、まるで
守っているかのようにダイヤが輝きます。
Noho dia： フラワーモチーフのようなトップデザイン。
身につければアナタを輝かせ、レデイ度も up しそう
な予感です
St.cross dia：定番のプチクロスペンダント。お守りと
して身につけていれば、いつも傍でアナタを見守って
くれるでしょう

コンビ： シルバーとゴールドのコンビピアス。モード
で新鮮な印象に仕上がります
ブラック： ブラックとゴールドのコンビピアス。シンプ
ルなデザインが耳元で揺れる、トレンドアイテムです
ロング： スティックピアスの中でも、最も洗練された
モードなデザインが印象的。ファッションとリンクして
使いたいピアスです

持ち手のチェーンの取り外しもできて、クラッチバック
になり、付属のショルダーを付ければ斜め掛けにも
可能です。その日のスタイリングや気分によって自
由自在。止め具が鍵穴の形になっているのがポイン
トです

HUMOR SHOP by AA-net／
net／4F

HUMOR SHOP by AA-net／
net／4F

GLAM BABY／
BABY／4F

商品名 CARAMEL（ZUCCa）
価格 14,700 円
カラー ブラック/ベージュ/ブラウン
サイズ －
発売開始 未定

商品名 ラムウールナイロン
グローブ（ZUCCa）
価格 5,250 円
カラー ブラウン/レッド/グレー/
チャコール
サイズ －
発売開始 11 月 1 日（金）

商品名 GB ハートキーチェーン
価格 24,890 円
カラー パステルヒョウ/
パステルゼブラ/
ユニオンジャック
サイズ －
発売開始 未定

「キャラメル」をテーマにしたウォッチ。
小さくてコロンとした柔らかな形が身
につける人の気分をリラックスさせ
てくれるようなモデルです。4 面カット
ガラス仕様です

ズッカ定番の商品。肌触りの良いラムウールを使用 パステルヒョウ（A・C・H・M・N・S・Y）、パステルゼブラ
しているので暖かい
（A・C・H・K・L・M・N・S・R）、ユニオンジャック 2 色あ
りスワロフスキーを使用し、キラカワ好きな女子には
必須なアイテム！バックや鍵につけて女子力 UP な
商品です

hands be／
be／5F

Tokyo's Tokyo／
Tokyo／5F

AUX PARADIS／
PARADIS／5F

商品名 リードディフューザー/缶入りキャンドル
価格 ディフューザー 5,565 円
キャンドル 2,415 円
カラー フローラルロマンス
ニューイングランド
ローズコテージ
サイズ ディフューザー 250*950*80mm
キャンドル 70*75mm
発売開始 11 月 1 日（金）

商品名 Happy Socks
価格 4,200 円
カラー アソート
サイズ メンズ/レディース
発売開始 11 月 1 日（金）

商品名 ローズオードパルファム 50ml（画像左）/
ローズハンドクリーム 75g（画像右）
価格 4,725 円/1,890 円
発売中

イギリスの女性デザイナー、ジュリードッズワースが
デザインしたフレグランスシリーズ。贅沢な香りに包
まれます

Happy Socks の人気デザイン
達が、4 足まとめて可愛いギフト BOX に入って登場。
カラフルで暖かい靴下で、冬の足元のお洒落に差を
つけましょう。贈り物に喜ばれること間違いなし！

オードパルファム： 天然香料に
こだわった上品なローズの香り
ハンドクリーム： アルガンオイ
ル配合で、爪の乾燥やささくれ対策にもオススメの
ハンドクリーム（ローズの香り）

■クリスマス時期
クリスマス時期のおしゃれにおすすめの
時期のおしゃれにおすすめのアイテム
のおしゃれにおすすめのアイテム

※価格は全て税込

TOMMY HILFIGER／
HILFIGER／B1B1-2F

The SHEL’TTER
SHEL’TTER TOKYO／
TOKYO／B1B1-2F

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS／
OUTFITTERS／B1B1-2F

商品名 ニットコート
価格 40,950 円
カラー ホワイト×ブラック
サイズ S/M
発売開始 10 月下旬

商品名 A ラインコート（moussy）
価格 16,590 円
カラー 柄キャメル
柄ネイビー
柄ブラック
サイズ 1/2
発売開始 11 月 2 日（土）

商品名 グラフィックパーカー
価格 4,990 円
カラー レッド/ピンク/ホワイト/
グリーン/グレー/
ライトグレー/ネイビー/
ブラック
サイズ XXS-XL
発売開始 10 月 29 日（火）

HERE'S／
HERE'S／3F

choosy chu／
chu／3F

Rione Duras／
Duras／3F

商品名 バラ柄ニットカーディ
価格 4,990 円
カラー グリーン/ブラック
サイズ S/M/L
発売開始 10 月 21 日（月）

商品名 ティンカーベルチュールスカート
価格 5,775 円
カラー アイボリー/ブラック
サイズ F
発売開始 11 月 1 日（金）

商品名 パールボタン
スタンド COAT
価格 13,440 円
カラー ブルー
サイズ F
発売開始 11 月 1 日（金）

今 年 トレ ン ドの バ ラ 柄 と ジ ッ プ 使 い が ポ イ ン トの
1 枚！モノトーンで甘辛に、カラー使いでガーリー
に。あわせるアイテムやカラーで、スタイリングの幅
が広がります！今年、絶対１枚は GET したいアイテ
ムのひとつ

まるでティンカーベルのよう
なカットデザインのチュールスカート。アシンメトリー 毎年人気のスタンドカラーコートです。きれいなシル
なデザインなので脚を細く綺麗に魅せてくれます。ゆ エットとパールのボタンが女性らしくてオススメです。
る ニ ッ トや スエ ッ トトッ プ スと あ わせ てカ ジ ュアル 鮮やかなロイヤルブルーが今年風
ダウンさせて着崩すのがオススメです

大胆に千鳥格子柄が印象的
なオーバーサイズのニット
コート。レザーのパイピングがエレガントさを際立た シルエット美人の A ラインコートは SHEL'TTER 限定
商品！ボタンを閉めて１枚着でフェミニンな印象に 大人気のグラフィックパーカーの新作が 10 月末から
せます。モノトーンのカラーリングがクールな一枚
も、ボタンを開けてデニムと合わせてカジュアルにも 発売します。裏起毛なので暖かく、カラーバリエー
着回せるアイテムです
ションも豊富！XXS～XL の展開で、オーバーサイズ
で着てもとてもかわいいアイテムです

Roomy's／
Roomy's／3F

MINNETONKA／
MINNETONKA／3F

MINNETONKA／
MINNETONKA／3F

商品名 ジャガードストール
価格 3,675 円
カラー ベリー/
オフベージュ/
ネイビー/ブラック
サイズ F
発売開始 11 月 1 日（金）

商品名 SHEEPSKIN SIDE ZIP FRINGE BOOT
価格 18,900 円
カラー ブラック/グレー/
ゴールデンタン
サイズ 5～8
発売開始 11 月 1 日（金）

商品名 FRONT LACE HARDSOLE
KNEE HI BOOT
価格 19,425 円
カラー ブラック/ブラウン/
ダスティーブラウン
サイズ 5～8
発売開始 11 月 1 日（金）

定番のサイドジップフリンジブーツのインナーがシー
ロココ調の柄のジャガードストールは、同色デザイン プスキン仕様のブーツは毎年冬の人気アイテムです ミネトンカのロングブーツと
なので、コーデの邪魔をする事無くゴージャスさを演
いえばこちらのフロントレース
出してくれるストールです
アップロングブーツ。編み上げレースが脚長効果を
発揮させてくれる万能アイテム

AMO'S STYLE by Triumph／
Triumph／4F

Flag／
Flag／4F

Rady／
Rady／4F

商品名 アモスタイル バイ トリンプ×フォリフォリ
価格 ブラジャー＆ショーツ: 4,515 円～4,830 円
ショーツ単体: 1,260 円
カラー 黒系/ブルー系/白系
サイズ ブラジャー
カップ：B-E
アンダー：65-75、
ショーツ M/L
発売開始 10 月 24 日（木）

商品名 スエードロングブーツ
価格 24,990 円
カラー ブラック/グレー
サイズ 22.5-24.5cm
発売開始 10 月中旬

商品名 ハートマーブル柄エプロン
ハートマーブル柄ミトン
価格 エプロン 6,825 円
ミトン 1,890 円
カラー ともにピンクマルチ
サイズ F
発売開始 11 月中旬

秋冬シーズンの定番！！
スエードを使用した上質な表情が魅力的。シンプル
デザインなので、コーデを選ばず使い勝手抜群のア 裾のフリルとシルエットが大人可愛いデザインの
ハートマーブルエプロン。淡い色合いのオリジナル
イテムです
ハートマーブル生地にサテンのパイピングがアク
「フ ォリフ ォリ」 と初 コラボレ ーシ ョン 。おと ぎ話の
プリンセスをイメージし、ハイヒール型のチャームが
セントです。太めのリボンでバックスタイルも可愛らし
センターにつけられるスペシャルデザインのブラ
く、ミトンと揃えてさらに華やかなキッチンスタイル
ジャーやルームウェアなどを展開します
に。オーガンジーの袋に入れてお届けするのでプレ
ゼントにも最適です

Rady／
Rady／4F

tocco closet／
closet／4F

goa／
goa／4F

商品名 フラワービジュー
ムートンブーツ
価格 25,200 円
カラー ピンクベージュ/ブラック/
ベージュ
サイズ S/M/L
発売開始 11 月 1 日（金）

商品名 ビジューポケット付きダウンコート
価格 19,950 円
カラー ブラック/ベージュ
ピンク
サイズ M
発売開始 10 月上旬

商品名 ラクーンファー付ショートモッズコート
価格 30,345 円
カラー 迷彩/モカ/カーキ/
ブラック
サイズ F
発売中

ジュエリーのように輝くフラワーモチーフのムートン
ブーツ。ビジューとストーンで造られた繊細なお花が
足元を華やかに。ブーツは牛革のスエードで上品に
仕上げ、高めのインソールがスタイルをよく見せてく
れるデザインです

サイドのポケットに付いた
きらめくビジュー。大きめの
リボンベルトがラインを引き
締め、すっきり着こなせます。ふんわり広がる裾のシ
ルエットで、足元を華奢に演出。羽織るだけでドレス
アップできる、華やかなアウターです

ボリューミーなラクーンファー
が、シーズンムードを盛り上げるモッズコート。
ゴージャスなリアルラクーンファーのボリュームと質
感に目をひかれます！定番のモッズコートも迷彩柄
を選べばグッと今年らしくなります

goa／
goa／4F

LABORATORY WORK
WORK ReCurrent／
ReCurrent／4F

LABORATORY WORK ReCurrent／
ReCurrent／4F

商品名 ラクーンファー付スタンドダウン
価格 31,290 円
カラー モカーキ/ブラウン/
ブラック
サイズ F
発売開始 10 月中旬

商品名 綿ツイルモッズコート
価格 20,790 円
カラー ピンクベージュ/カーキ/
ネイビー
サイズ S/M
発売開始 10 月下旬

商品名 リングニットミドル丈ダウンコート
価格 18,795 円
カラー ブラック/ブラック系/
ライトベージュ
サイズ S/M
発売開始 10 月下旬

首周りのラクーンファーが
去年大人気だったモッズコート。ライナー、ファーの ニット素材のダウンコート。
印象的なダウンジャケット。ファーを外すとボリュー 取り外し可能で、今から春先まで着回し可能です
保温性抜群でシルエットも綺麗です。今年トレンドの
ミーなスタンドカラーになり、違った印象で着こなしを
スカートのスタイリングにオススメです
楽しめます。パンツでもスカートでもバランスの良い
丈なのも嬉しいポイントです

charms／
charms／4F

Cheek by archives／
archives／4F

HUMOR SHOP by AA-net／
net／4F

商品名 お花ワンピース
価格 9,345 円
カラー ベージュ
サイズ F
発売開始 11 月 1 日（金）

商品名 アンゴラ BIG カーデ
価格 8,400 円
カラー オフ/グレー/
ブルー/ピンク
サイズ M（フリー）
発売開始 10 月下旬

商品名 バルキーストール
（ZUCCa）
価格 15,750 円
カラー チャコール/ネイビー/
カーキ/ブラウン
サイズ －
発売開始 11 月 1 日（金）

ふんだんにつかったお花コサージュ
ワンピースは、メンズの方からも好
評に違いない。charms オススメ
No.1 のクリスマスワンピ

アンゴラ 70％でこのプラ
イス。トレンドのドロップショルダーがポイント。ウィン リバーシブル。裏が起毛しているので暖かい
ターパステルで女子力 UP 間違いなし

pink trick／
trick／4F

pink trick／
trick／4F

商品名 ドットソコマチポーチ
価格 2,100 円
カラー ミント×ベージュ/
ベージュ×レッド/
ブラック×ベージュ
サイズ H130*W180*D40mm
発売開始 10 月 31 日（木）

商品名 サブバッグ
価格 1,890 円
カラー ブラック/ブラウン
サイズ H185*W280*D90mm
発売中

Jewelna Rose／
Rose／4F

商品名 ハートドットショルダー/
ハートドットトート
価格 ショルダー 9,975 円
トート 12,600 円
カラー ピンク/ブラック
サイズ ショルダー 250*150*50mm
pink trick 定番人気のサブバッグの NEW デザイン！
トート 470*290*160mm
ドットの切替とボーダーのグログランリボンがかわい 発売開始 11 月 1 日（金）
大人気ドットシリーズにオシャレカラー登場♪外にも い♪ランチタイムやお散歩に大活躍のサブバッグ
内にもポケット付で使いやすいソコマチポーチは普
起毛素材にハート型のドットプリント。
段使いにピッタリ!!他にもフラットポーチ、デジカメ
甘めな中にも黒のハートドットを使用し、
ケース、ティッシュケース、巾着もオソロであり
大人な雰囲気を演出

UNiCASE／
UNiCASE／5F

STARBUCKS／
STARBUCKS／6F

商品名 【iPhone5s/5 ケース】Crafted Case
Brilliance（Case-Mate）（画像左）
【iPhone5s/5 ケース】Glam Case
（Case-Mate）（画像右）
価格 8,980 円/4,980 円
カラー Crafted Case：ゴールド
Glam Case：ローズ
ゴールド
サイズ iPhone5s/5
発売開始 10 月 1 日（火）

商品名 Caramel & Milk （キャラメル＆ミルク）
価格 S:440 円/T:480 円/G:520 円/V:560 円
発売開始 10 月 24 日（木）

（※）

スチームしたあたたかいミルクの中にキャラメルソー
スを溶かし込み、ホイップクリームにホワイトチョコシ
ロップをソースとしてトッピング。スターバックスの濃
厚なキャラメルを使用した、リッチで甘い味わいの
ホットビバレッジ。
東急プラザ
※東急
プラザ 表参道原宿限定

Crafted Case： 背面シェル部分に、クリスタルを使用し ※商品名は変更になる可能性がございます
たジュエリーケース。角度によって様々な色に光ります
Glam Case：背面に、輝くゴールドのグラデーションをあ
しらったケース。ボタン部分もゴールドでゴージャス

プレゼントキャンペーン
１１月１日（金）から１２月２５日（水）までの「OMOHARA WHITE CHRISTMAS」期間中、館内全店舗にて税込５，０００円以
上ご利用いただいたお客様の中から抽選でプーケット島への５日間の「癒しの旅」などをプレゼントするキャンペーンを実
施します。
■プレゼントキャンペーン概要
プレゼントキャンペーン概要
応募期間：
２０１３年１１月１日（金）～１２月２５日（水）
応募方法：

「東急プラザ 表参道原宿」内全店舗にて税込１，０００円ご購入・ご飲食ごとに、専用応募台紙に
スタンプを１つ捺印します。スタンプ５個を１口として、館内に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、当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

応募箱設置場所： ４階「AMO'S STYLE by Triumph」前／６階エレベーターホール

賞品：

A 賞 「癒しの旅、南の楽園へ。プーケット島５日間の旅プレゼント」

１組２名様

B 賞 「お家で、涙活。プロジェクター＆スピーカープレゼント」 １名様
C 賞 「毎日の自分に、ご褒美を。アヴェダ OMOHARA 限定スペシャルメニュー」 １０名様
D 賞 「たまには煌びやかに、パーっと。リムジン貸切女子会＆シャンパンプレゼント」 ２名様
E 賞 「ふんわり気分で、癒しの休日を。マシュマロ部屋着＆ネスプレッソコーヒーメーカープレゼント」 ２名様
F 賞 「買い物ついでにゆっくり TIME。表参道原宿エリア『人気カフェチケットセット』」 ２０名様

＜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＜原宿＞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

