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２０１３年１２月１０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！今年も元旦から冬のバーゲンスタート！

P L AZ A B ARG A IN O M OH A RA
１月１日（水）～１月１３日（月・祝）
最大８０％OFF！各テナントから一押しアイテムが詰まった福袋を販売！
平成２６年特別企画 おもはら全テナントのアイテムが詰まった
“２６アイテム＋bills食事券”福袋が当たるイベントも！
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、２０１４年の初売りを通常より１時間早い２０１４年１月１日（水）の朝１０：００から（６・７階飲食フロアは８：３０
から営業）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」
OMOHARA」を、２０１４年１月１日
（水）から１月１３日（月・祝）まで開催致します。

今回も、館内の人気ショップが１月１日（水）から数量限定で発売する福袋は注目です。中でも、「Jewelna Rose」（４F）
では、トローリーの中にバッグ、小物などが入った東急プラザ 表参道原宿限定の『ジュエルナローズトローリーセット』を
販売します。その他にも、販売価格の約１０倍相当のアイテムが詰まった福袋や、今すぐ活躍間違いなしのアウターが必
ず入った福袋など、各テナントで工夫を凝らした福袋が登場します。バーゲンでは、最大８０％OFF のアイテムも登場し、
今すぐ手に入れたいアイテムをお得にそろえることができます。また、一部タイムセールや均一セールなどお得なイベン
トもご用意しております。
平成２６年特別企画として、東急プラザ 表参道原宿の全テナントのアイテムが詰まった「オモハラ全店まるごと福袋」
（２６アイテム＋bills 食事券）や館内で使えるお買い物券が当たる「オモハラじゃんけん大会」を、１月１日（水）１０：００の
オープンから１月５日（日）まで、館内で実施します。２０１４年の運試しにぜひご参加ください。

■東急プラザ
東急プラザ 表参道原宿 冬のバーゲン概要
バーゲン概要
タイトル：

PLAZA BARGAIN OMOHARA （プラザ バーゲン・オモハラ）

実施期間：

２０１４年１月１日（水）～１月１３日（月・祝）

※なお、東急プラザ 渋谷、蒲田、戸塚の各店では、１月２日（木）から１３日（月・祝）まで「PLAZA BARGAIN」を開催

福袋＆バーゲン内容
※価格は全て税込
※バーゲンは対象外商品あり
※2013 年 12 月 10 日現在の情報です。実施内容が変更となる可能性もございます

TOMMY HILFIGER／
HILFIGER／B1B1-2F

The SHEL'TTER TOKYO／
TOKYO／B1B1-2F

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS／
OUTFITTERS／B1B1-2F

バーゲン 50～30％OFF

福袋 福袋

バーゲン 70～30％OFF
【おすすめアイテム】
商品名 ショートパファー
価格 11,990 円
→5,990
50％
OFF）
5,990 円（50
％OFF
）
カラー ホワイト/ブラック/バーガンディ/グリーン
サイズ XXS-XL
ショートパファーはすっきりしたシルエットとカラーで、
着回しのバリエーションも豊富。カジュアルに着こな
せる、冬の定番アウター

価格 5,000～20,000 円（50,000～100,000 円相当）
The SHEL'TTER TOKYO ☆2014 福袋☆。今年も
各ブランドより豪華内容の福袋をご用意しておりま
す 。 「 moussy 」 、 「 SLY 」 、 「 RODEO CROWNS 」 、
「AZUL by moussy」各ブランド数量限定

バーゲン 50～20％OFF
【おすすめアイテム】
商品名 SLY HAPPY SET
価格 10,500 円（特別価格）
SLY の HAPPY SET を販売！
【その他】
対象のアウターとワンピースのお好きな組み合わせ 1/1～3 数量限定の 5,000 円クーポンを配布
2 点セットで 10,500 円とお得な HAPPY SET を販売し
ます。こちらをご購入頂いたお客様には限定 BAG も
プレゼント！（※数量限定）
【その他】
1/1～3 に 1 日 3 回のタイムセールを実施予定

HERE'S／
HERE'S／3F

choosy chu／
chu／3F

福袋 HAPPY 福袋

福袋 HAPPY BAG

価格 5,250 円 （15,750 円相当）
アウター/ニット/カットソーの超
お得な 3 点セット。110 個限定

価格

Rione Duras／
Duras／3F

福袋 2014 DURAS HAPPY BAG
10,500 円
価格 10,500 円
（30,000～35,000 円相当）
（45,000～50,000 円相当）
3 万～3.5 万円相当のアウター、TOPS、ワンピがとっ 必ずアウターが入ってる HAPPY BAG。40 個限定
ても可愛い BAG に入って 10,500 円です。30 個限定
バーゲン 50～10％OFF
バーゲン 60～20％OFF
【おすすめアイテム】
バーゲン 50～30％OFF
【おすすめアイテム】①
商品名 ダッフルコート
【おすすめアイテム】
商品名 ケーブルニットカーデ
価格 9,990 円
商品名 【elianegigi】BIG フード
価格 8,190 円
→6
6,990 円（30％
ジップコート
→6,300
23％
OFF）
30％OFF）
OFF）
6,300 円（23
％OFF
）
カラー ネイビー/キャメル/レッド
価格 13,440 円
カラー ホワイト/ベージュなど全 6 色
サイズ S/M/L
→6
48％
OFF）
サイズ フリー
6,990 円（48
％OFF
）
スタンダードなスタンドカラーのダッフルコートはワー カラー グレー/ブラック/ネイビー
レトロなゴールドのボタンがポイントです
ドローブに一枚あると便利。特にショート丈はかさば サイズ フリー
りがちな冬のコーディネートをすっきりコンパクトに演 大きめの衿がデザインポイントのビックフードジップ 【おすすめアイテム】②
出してくれます
コート。パンツスタイルはもちろん、LADY なスカート 商品名 千鳥ルーズショートパンツ
やワンピースもカジュアルダウンしてコーディネート 価格 6,090 円
【その他】
→3,675
3,675 円（40％
40％OFF）
OFF）
出来ちゃうお役立ちアイテム。ベーシックな色展開と
全品 10％OFF の「Time セール」チケット配布、
カラー
ブラック
ボリュームのある中綿素材が魅力のこの冬を乗り切
ニット 2,990 円均一セールなどを開催
サイズ フリー
るマストアウター！！
ルーズなシルエットが美脚効果を発揮します
【その他】
さらに 10％OFF となるタイムセールを開催

Roomy's／
Roomy's／3F

MINNETONKA／
MINNETONKA／3F

福袋 Roomy's 福袋

福袋 ミネトンカ福袋
価格 10,500 円 （40,000 円相当）
価格 10,500 円
アウター、ニット、ワンピース、雑貨等（～8 点）。10 個
（30,000～40,000 円相当）
限定
去年完売した福袋が今年も限定個数で販売致しま
す。30 個限定。
バーゲン 50～30％OFF
【おすすめアイテム】
バーゲン 30％
30％OFF
商品名 ストライプ BIG ニット
プルオーバー
価格 5,145 円
→3,045
40％
OFF）
3,045 円（40
％OFF
）
カラー ベージュ
サイズ フリー
ざっくりニットでゆったり着られます。レギパン合わせ
がルーミィーズのおすすめコーデ

phoebe／
phoebe／3F
福袋 Happy Bag
価格 3,150 円 （7,000～9,000 円相当）
7.000 ～ 9.000 円 相 当 の ア ク セ サ リ ー の 入 っ た
HappyBag★限定のローズクオーツストーンが必ず
入ります！30 個限定（※写真は一例）

バーゲン 30～20％OFF
【おすすめアイテム】
商品名 Wreath パールペンダント
価格 3,990 円
→2,793
30％
OFF）
2,793 円（30
％OFF
）
シチュエーションを問わず活躍する一粒パールネッ
クレス。淡水パールの可憐さが際立つデザインです

【その他】
セール価格よりさらに 10％OFF となるタイムセール
開催

OMOHARA STATION／
STATION／3F
AVOCA」
「AVOCA
」POP UP SHOP

AMO'S STYLE by Triumph
Triumph／4F

Flag／
Flag／4F

福袋 あったかハッピーバッグ

福袋 OMOHARA 限定
「LUCKY BAG FAIR」
5,000 円 （約 16,000 円相当）
10,000 円（約 33,000 円相当）
AVOCA の「モヘアスヌード」など人気アイテムが約
16,000 円分入った福袋（5,000 円）と、「ラムウールス
ロー」などが約 33,000 円分入った福袋（10,000 円）。
「AVOCA」の福袋はオモハラでしか手に入りませ
ん！各 100 個限定
※下記アイテムは一例です（変更の可能性あり）
価格

バーゲン 50～20％OFF
価格 3,150 円 （8,000 円相当）
【おすすめアイテム】
インナー・パジャマなどアモスタイルの
商品名 ムートンブーツ
あったかシリーズで、寒い季節を乗り越えちゃい 価格 11,550 円
ましょう!!90 個限定
→8,295
8,295 円（28
28％
％OFF）
OFF）
カラー ブラック/ボルドー/ネイビー
バーゲン 50～20％OFF
サイズ S/M/L
【おすすめアイテム】
個性が光るスタッズベルトは取り外し可能。手触りの
商品名 チャーミングラマー
良い柔らかなボアを内側全面にたっぷり施し、足先
価格 3,990 円
まで暖かです
→3,000
3,000 円（25％
25％OFF）
OFF）
カラー 6 色展開
サイズ A-G
人気のチャーミングラマーがこの価格!!是非この
チャンスお見逃しなく!!
【その他】
セール品がさらに 10％OFF となるタイムセール開催

Rady／
Rady／4F

tocco closet／
closet／4F

バーゲン OFF 率未定

福袋 tocco HAPPY BAG
価格 5,250 円 （17,000 円相当）
ワンピース、トップス、ボトム等が
入った HAPPY BAG。15 個限定

【おすすめアイテム】②
商品名 ニットトップス
価格 5,145 円
→3,045
40％
OFF）
3,045 円（40
％OFF
）
カラー ホワイト/ベージュ/
グリーン/グレー/ブラック
サイズ M
胸元にビジューが付いたニットトップス。オフィスにも
デイリーにも使えるアイテム

バーゲン 50～30％OFF
【おすすめアイテム】①
商品名 衿ぐりビジュー付き
裏起毛ワンピース
価格 5,145 円
→3,990
20％
OFF）
3,990 円（20
％OFF
）
カラー ブラック/グレー
サイズ M
A/W 人気の衿ぐりビジュー付きトップスのワンピース 【その他】
デザインが登場
ニットトップス 3,045 円シリーズを発売。
2 点買うと 10％OFF になるキャンペーンも開催

goa／
goa／4F

LABORATORY WORK ReCurrent／
ReCurrent／4F

福袋 goa 2014 年福袋

福袋 ラボ福袋 2014

価格 15,750 円
2014 年福袋は過去最高のクオリティ！注目ポイント
は、必ずダウンジャケットが入っていること。普段使
いできる bag に入ったお得な goa の福袋は早いもの
勝ちですよ！20 個限定

価格 10,500 円 （60,000 円相当）
ニットカーディガン、ブラウス、パンツ
など今すぐ着られるアイテムでの構
成になっており、中身は 7～8 点と大変お買い得な福
袋となっております。30 個限定

バーゲン 40～20％OFF
【おすすめアイテム】①
商品名 ラクーンファー付
硫化モッズコート
価格 31,290 円
→29,190
OFF）
29,190 円（7％OFF
）
カラー モカ/カーキ/ブラック/迷彩
サイズ フリー
ボリューミーなフィンランドラクーンファーを贅沢に使
用したモッズコート。街中でもグッと目を引きます。内
側には袖口までしっかりボアライナーが付いていま
す(取り外し可能)

【おすすめアイテム】②
商品名 ラクーンファー付 AW3WAY
ストール＆ロン T SET
価格 8,925 円
→7,245
18％
OFF）
7,245 円（18
％OFF
）
カラー ベージュ/ネイビー/ブラウン/ブラック
サイズ フリー
ウール混の素材で保温性も抜群なロン T と、
ラクーンファー付の 3WAY で使えるストールがセット
になった、この冬一押しのアンサンブル商品です

バーゲン 50～20％OFF
【おすすめアイテム】
商品名 ブークレーフレアチュニック
価格 7,980 円
→5,586
30％
OFF）
5,586 円（30
％OFF
）
カラー アイボリー/ライトオレンジなど 4 色
サイズ M
長さも程よくタイトスカートやショートパンツとも合わ
せられます。シンプルであわせ易く、シルエットも綺
麗な商品です
【その他】
全品さらに 10％OFF になるタイムセール開催。
2 点以上お買い上げでさらに 10％OFF。

charms／
charms／4F

Cheek by archives／
archives／4F

福袋 福袋

福袋 豪華アウター入り福袋

価格 10,000 円 （50,000 円相当）
charms スタッフセレクト。
大人気の洋服がパンパンに詰まった
必ずお客様にご満足していただけるアイテムをセレ
クト～♪20 個限定

価格 10,500 円 （40,000 円相当）
豪華アウターとワンピース、ニット、
ブラウスジャケット、タートルカットソーの
5 点入り！袋もカワイイ、Cheek 福袋！20 個限定

バーゲン 80～30％OFF

【おすすめアイテム】②
商品名 ラビット★ファーベスト
価格 12,000 円
→6,000 円（50
50％
OFF）
％OFF
）
カラー ホワイト
サイズ フリー
インポートのラビットファーベスト♪点数に限りがござ
います

【おすすめアイテム】①
商品名 リボンニット★
価格 7,800 円
→3,800 円（51
51％
OFF）
％OFF
）
カラー グレー/ブラック
サイズ フリー
charms 人気ナンバー1！！リボンニット♪がまさか
【その他】
の半額のプライス♪
さらにレジにて 10％OFF となるタイムセールや、
3,000 円、5,000 円、10,000 円の均一セールを開催

HUMOR SHOP by AA-net／
net／4F

GLAM BABY／
BABY／4F

福袋 （内容未定）

福袋 福袋

バーゲン 60～30％OFF

価格 10,000 円 （30,000 円相当）
キラキラアイテムが入った今年も
注目の福袋♪

バーゲン 30～10％OFF
【おすすめアイテム】
商品名 花柄デコケース
価格 36,540 円
→25,578 円（30
30％
OFF）
％OFF
）
店頭に展示している iPhone4/4S ケース全品（オー
ダー品除く）も 30%OFF です

バーゲン 70～30％OFF
【おすすめアイテム】
商品名 肩フリルニットプルオーバー
価格 5,985 円
→4,189 円（30
30％
OFF）
％OFF
）
カラー オフ/イエローなど全 5 色
サイズ M（フリー）
Cheek 大人気のニット。色の春カラーで、今から着ら
れて春まで使える！

pink trick／
trick／4F
【おすすめアイテム】②
商品名 リボンバッグ
価格 3,465 円
価格 （小）3,150 円 （21,300 円相当）
30％
OFF）
→2,425 円（30
％OFF
）
（大）5,250 円 （31,600 円相当）
大人気のエプロン＆ポーチが必ず入ったお得な福 カラー ブラック/レッド/ベージュ
コレひとつでおでかけできちゃうフェイクレザートー
袋!!レア商品も♪大小各 10 個限定
ト！幅広いマチで収納力＆ファスナー付で機能性も
バーゲン 30％OFF
バツグン♪ビッグリボンがみんなの視線をキャッチ♪
【おすすめアイテム】①
【おすすめアイテム】③
商品名 ジュエリーポーチ
商品名 フルリボンエプロン
価格 2,625 円
価格 2,920 円
→1,837 円（30％
30％OFF）
OFF）
30％
OFF）
→2,058 円（30
％OFF
）
カラー ブラック×ピンク/ネイビー×ベージュ
持ち運びに手間取るアクセサリーを可愛くかしこく収 カラー ピンク
ポケットにパステルカラーのリボンが
納できちゃう!!
いっぱい！ドットにホワイトレースで
とことんラブリーに♪

福袋 pink trick 福袋

Jewelna Rose／
Rose／4F

hands be／
be／5F

【おすすめアイテム】②
商品名 ビッグトート
福袋 ジュエルナローズトローリーセット
価格 11,500 円
価格 10,000 円 （40,000 円相当）
→5,775 円（50
50％
OFF）
％OFF
）
トローリーの中に、バッグ、小物などが入ってとても
カラー ブラック/ベージュ
お得！オモハラ限定。5 個限定
内装がチェックでかわいいビッグトート。充実のポケ
バーゲン 40～30％OFF
ットで大容量入ります！
【おすすめアイテム】①
【その他】
商品名 カラーショルダーⅢ
セール品がさらに 2 点で 10％OFF になるタイムセー
価格 7,350 円
ルや均一ワゴンセールを開催
→4,410 円（40
40％
OFF）
％OFF
）
カラー ネイビー/ベージュ/オレンジ
普段使いができるとっても便利なショルダーバッグで
す。長財布もしっかり入り、内装・背面にもポケットが
ついています

UNiCASE／
UNiCASE／5F
福袋 人気メーカー福袋

Tokyo's Tokyo／
Tokyo／5F

福袋 （内容未定）
価格 5,000 円 （10,000 円相当）
人気メーカーごとに商品を集めた福袋です。人気 バーゲン 80～30％OFF
メーカーだけに内容も充実、お得感満載です♪100 【おすすめアイテム】
商品名 ZUB ZAYU（NOOKA）
個限定
価格 19,950 円
バーゲン 45～10％OFF
→4,200 円（79
79％
OFF）
％OFF
）
【おすすめアイテム】
カラー マゼンタ
商品名 Bante Yante UNiCASE
サイズ フリー
東急プラザ表参道原宿
文字盤に数字を使っていないので、一目では時計と
限定モデル
分からないデザインウォッチ。鮮やかなカラーは、
価格 4,480 円（※セール対象外）
ダークトーンの洋服にアクセントとしてもマッチします
カラー ブラック/ホワイト
サイズ iPhone5s/5 ケース
Bante Yante シリーズは、現代人のライフスタイル
に、自然素材である木材とクリエイティブなデザイン
を融合したライフスタイル商品です。伝統的な、エレ
ガントなデザイン要素に、カジュアルさ、機能性をブ
ランドし、モダンかつユニークなデザインが特徴。
オモハラ限定商品です

福袋 SUPE スペシャルお買い得セット
価格 5,980 円 （11,000 円相当）
可愛くてカラーバリエーション豊富で
とってもキュートな、SUPE バッグの
お買い得セットです。収納力と使い
やすさは抜群です。15 個限定
※色・柄は選べませんので、あらかじめ
ご了承くださいませ

バーゲン 50～20％OFF
【おすすめアイテム】
商品名 フェザーマグボトル
価格 2,300 円/2,500 円
→900 円/1,080 円（57
57～
60％
OFF）
～60
％OFF
）
カラー ラベンダー/ピンク/ブラック/レッド
サイズ 350ml/500ml
持ち運びに便利なとっても軽～いマグボトル。丈夫
で熱が逃げにくいステンレス断熱 2 重構造

AUX PARADIS／
PARADIS／5F
バーゲン 8～7％OFF
【おすすめアイテム】
商品名 シャンプー＆コンディショナーSET
価格 3,990 円
→3,675 円（7％OFF
OFF）
）
フルールの香りのシャンプーと
コンディショナーSET が今だけ
お得です（1 月 13 日まで）
【その他】
一部商品のセット販売を 1/13 まで割引

STARBUCKS／
STARBUCKS／6F

bills／
bills／7F

福袋 スターバックス福袋
価格 3,000 円/5,000 円
ご自宅やオフィスでスターバックス
を楽しめるアイテムをコンセプトに
2 種類の福袋をご用意しました。パッケージのオリジ
ナルバッグはエコバッグやサブバッグとしてご利用
いただけます。どちらも福袋限定オリジナル商品入
り。3,000 円が 40 個限定、5,000 円が 30 個限定

【おすすめアイテム】
R
商品名 スターバックスオリガミ○
価格 700 円
種類 スターバックス ライトノート®、ブレンドパイク
プレイス ロースト、カフェ ベロナ®
サイズ 1 箱 6 袋入り （9g×6 袋）
店舗で提供するドリップコーヒーと同じ基準で調達・
焙煎したコーヒー豆を使用した、こだわりのパーソナ
ル ドリップ® 型のコーヒー。新年の始まりを手軽で
美味しく演出してくれます。カジュアルギフトにもおス
スメです！

【おすすめアイテム】
商品名 キヌア、ビーツ、フェタチーズのサラダ
価格 1,200 円
2013 年秋・冬の新メニュー。キヌアはオレンジジュー
スと水で煮込んでいます。見た目も色鮮やかでヘル
シー。シドニーの本国でもトップに入るほどの人気の
高いサラダです

平成２６年特別企画 全テナントのアイテムが詰まった“26 アイテム＋bills 食事券”入り福袋
１月１日（水）１０：００のオープンから、館内にて２０１４年の運試しができる「オモハラじゃんけん大会」を開催します。
スタッフとじゃんけんをして、勝ち数に応じて館内で使える１００円～１，０００円のお買い物券がもらえます。１０回連続で
勝つと、平成２６年にかけて、東急プラザ 表参道原宿の全テナントの“２６アイテム＋bills 食事券”が入った「オモハラ全
店まるごと福袋」をプレゼントします。賞品はなくなり次第終了となります。
■「オモハラじゃんけん
オモハラじゃんけん大会
じゃんけん大会」
大会」概要
開催期間：
２０１４年 １月１日（水） １０：００～２０：００ ／ １月２日（木）～５日（日） １１：００～１９：００
開催場所：

東急プラザ 表参道原宿 ３F

実施内容：

スタッフとじゃんけんをして、勝ち数に応じて館内で使えるお買い物券や特別福袋をプレゼント
※ご来館いただいた方どなたでも参加可能（お一人様１回限り）

賞品：

勝ち１回 １００円お買い物券
勝ち２回 ５００円お買い物券
勝ち３回 １，０００円お買い物券
勝ち１０回 オモハラ全店まるごと福袋

＜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）
※１月１日（水）のみ１０：００～２０：００（６・７階８：３０～２１：００）
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

