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報道関係者各位

２０１３年２月１３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 開業１周年を記念したイベントを開催
WE LOVE OMOHARA 1st Anniversary

第１弾「ココデシカＷＥＥＫ」
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
■「WE LOVE OMOHARA 1st Anniversary」 概要
期間：

２０１３年３月１６日（土）～５月６日（月）

【第１弾】 「ココデシカ WEEK」
３月１６日（土）～４月７日（日）
【第２弾】 「アリガトウ WEEK」
４月１８日（木）～５月６日（月）

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」は、
昨年４月１８日に日本のファッション・カルチャーの中心地である神宮前交差点に開業し、まもなく１周年を迎えます。
開業以来、“「ここでしか」「ここだから」をカタチに”をコンセプトに、館内２７店舗のショップをはじめ、屋上のパブリック
スペース「おもはらの森」、ポップアップスペース「OMOHARA STATION」など、多くの地域の皆様や来街者の方にご愛顧を
いただいております。そこで、表参道・原宿の街をはじめ、東急プラザ 表参道原宿を１年間ご愛顧いただきました皆様に感謝
の気持ちを込め、「WE LOVE OMOHARA 1st Anniversary」を、２０１３年３月１７日（土）から５月６日（月）まで開催致しま
す。
記念すべき１周年にあたり開催するイベントの第１弾では「ココデシカ WEEK」を、２０１３年３月１６日（土）から４月７日（日）
まで開催致します。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２２店舗の趣向を凝らした２０１３年春夏
の最新ファッションをお楽しみいただける、“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皆様に
お届けします。
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、抽選で合計４６３名様に、
２０１２年１２月に原宿にオープンした大人気ブレスレット「Cruciani」の OMOHARA スペシャルセレクト「レースブレスレット３本
セット」や、人気アイウェアブランド「DITA」の OMOHARA オリジナルモデルなど、“ここでしか”手に入らないスペシャルなプレ
ゼントをご用意しております。
また、１周年を迎える東急プラザ 表参道原宿に、新たな２店舗がオープン。身に付けた瞬間から心躍るようなワンピースや
ルームウエアを取り揃えた WEB ショップ「tocco closet」のリアル店舗がオープン、“今を楽しくスタイリッシュに生きる人たちに
働くスタイルをクリエイトする”ライフスタイルブランド「HERE’S」の旗艦店がオープンし、ファッションテーマパークをさらに盛り
上げます。
４月１８日（木）から５月６日（月）まで開催する第２弾「アリガトウ WEEK」では、館内人気ショップから１周年を記念し、この期
間に一定額以上のお買い物でもらえるノベルティや限定商品など、様々なスペシャルをご用意致します。その他、「WE LOVE
OMOHARA 1st Anniversary」期間中は、館内でも１周年を記念したイベントを開催予定です。今後発表されるイベント情報に
ご期待ください。

「ココデシカ WEEK」各ショップの限定アイテム＆ノベルティ
B1-2F TOMMY HILFIGER

※価格は全て税込

B1-2F The SHEL’TTER TOKYO

限定商品
商品名： ドレス
価格：

限定商品
商品名： Lilidia ローズペタル柄

18,900 円

カラー： ブルー/ネイビー

B1-2F AMERICAN EAGLE OUTFITTERS

価格：

サイズ： S/M/L

商品名： カーディガン

ポーチ＆ウォレットシリーズ（3 型）

価格：

デジカメポーチ 3,990 円

カラー： クリーム

チェーンウォレット 6,090 円

サイズ： XXS/XS/S/M/L/XL

ミラーポーチ 5,040 円

人気のノースリーブドレスの限定カラーを展

限定商品

5,490 円

春らしいやわらかなカラーのカーディガン

開。ネイビー×スカイブルー×ピュアホワイ

ブランドのデビュー１周年を記念して、

は、まだ肌寒い季節にピッタリ。合わせやす

トのマリンカラーが魅力的。アームホールの

OPEN 限定だったシリーズが『復刻』！即完

く着まわし抜群

内側にはレッドカラーを配し、さりげない遊び

売した大好評シリーズは、今回ココでしか購

心を感じるドレス

入できません！

3F HERE’S

3F choosy chu

限定商品
商品名： ドルマンニット
価格：

3F Rione Duras

商品名： カッティングモチーフパフスリーブ

4,490 円

ワンピース

商品名： my favorite tiara
価格：

カラー： ｱｲﾎﾞﾘｰ/ﾍﾞｰｼﾞｭ/ｲｴﾛｰ/ﾌﾞﾗｯｸ

価格：

サイズ： M

カラー： オフホワイト/ピンク/ブラック

9.975 円

11,340 円

カラー： ベージュ/ピンク

サイズ： S/M

オモハラ限定商品。

限定商品

限定商品

サイズ： フリー
こ の 春 Rione Duras に 新 ブ ラ ン ド 「 my

ベージュやイエローなど春のカラーを活かし

prix de fleur からオモハラ限定のワンピ。

favorite tiara 」 が デ ビ ュ ー 。 販 売 店 舗 は

たドルマンニット。透かし素材で春らしさ UP

フィット&フレアの形がとても綺麗なので大人

Rione Duras のみ

の方でも着ていただけるワンピです
3F Roomy’s

3F MINNETONKA

限定商品

3F phoebe

ノベルティ

限定カラー

商品名： 水彩花柄フリルブラウス

商品名： ビーズブレスレット ノベルティ

商品名： Claire リボンヘアゴム

価格：

サイズ： フリー

価格：

7,980 円

カラー： オレンジ
サイズ： フリー

カラー： ブラック/ホットピンク
「ココデシカ WEEK」先行で登場となる限定
ノベルティ。期間中商品（アクセサリー類を

Roomy’s ならではのシルエットと色味に、ト

除く）をお買い上げの方、先着 50 名様にプ

レンドの花柄をあしらったデザイン。シフォン

レゼント（※なくなり次第終了）

素材

1,365 円

サイズ： リボン部分 W90×H25mm
ブラックとホットピンクはオモハラ限定カラー

4F AMO’S STYLE by Triumph

4F Flag

4F Rady

先行販売
商品名： アンラインシリーズ
価格：

限定商品

先行販売

商品名： ローヒールカジュアルパンプス

商品名： フォンティーヌボーダータンクトップ

ブラジャー＆ショーツセット

価格：

価格：

3,990 円

カラー： ﾌﾞﾗｯｸ/ﾍﾞｰｼﾞｭ/ﾋﾟﾝｸ/ｲｴﾛｰ/ｸﾞﾘｰﾝ

カラー： ホワイト×マーメイドブルー

サイズ： 22.5～24.5cm

サイズ： フリー

今季トレンドのオペラシューズ。アッパーに

オモハラ先行販売商品。

施したスタッズがかわいい！ここでしか買え

肌心地の良いニット素材に人気のオリジナ

ない限定アイテムです

ル柄が華やかさをそえる春らしいアイテム

4F goa

4F LABORATORY WORK ReCurrent

カラー： ﾌﾞﾗｯｸ/ﾍﾞｰｼﾞｭ/ﾄﾞｯト/ﾚｵﾊﾟｰﾄﾞ等 6 色
サイズ： カップ A～F、アンダー65～75
（A カップのみ 70～75）
オモハラ先行販売商品。さらに税込 7,000

8,400 円

11,550 円

円以上お買い上げの方にオモハラオリジナ
ルプレミアムプレゼントもご用意
4F tocco closet

※画像はイメージです

限定商品

限定商品

限定カラー

商品名： フラワー切り替えワンピース

商品名： ネパールヘンプショールカーデ

商品名： メタルバークラッチバック

価格：

価格：

価格：

5,145 円

30,450 円

7,900 円

カラー： ベージュ

カラー： キナリ

サイズ： M

サイズ： フリー

今期トレンドの立体花モチーフワンピースが

春先の羽織りにピッタリな麻混のショールカ

オモハラ限定商品として登場

ラーが特徴のカーデ。ヘンプの繊維が糸に

ショルダー、ポシェット、クラッチの 3Way。

混ざっているので、ざっくりとした風合いが楽

使いやすい大きさで洋服を選ばず合わせら

しめます

れます。今年注目のアイボリーが限定発売

4F GLAM BABY

4F pink trick

4F Cheek by archives

価格：

ｱｲﾎﾞﾘｰ（オモハラ限定色）
サイズ： W300×H220×D80mm

先行販売

限定商品

限定商品
商品名： 袖フリルオーガンジー

カラー： ﾗｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ/ﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ/ﾗｲﾄｲｴﾛｰ

商品名： GLAM ハンドミラー

商品名： リュクスエプロン、リボンバッグ

切替ワンピース

価格：

価格：

7,245 円

カラー： シルバー×クリスタル

カラー： ｵﾚﾝｼﾞ/ﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝ/ｻｯｸｽ/ﾌﾞﾙｰ
サイズ： M（フリー）

12,600 円

カラー： エプロン：オフホワイト

サイズ： W125×H277mm
（折り曲げた状態 W125×H170mm）

エプロン 3,465 円/バッグ 3,465 円
バッグ：ブラック/ベージュ/レッド

サイズ： エプロン：着丈約 70cm

大人気の Cheek 定番ワンピース。オモハラ

グラムストーンでデコレーションされたゴー

贅沢な総レースのエプロン。春トレンドのレ

限定で 2013SS 限定バージョン！

ジャスな手鏡を、1 周年を記念して限定発売

ースにベージュの襟やフリルで大人可愛く♪
バッグはビッグリボンがポイント！内生地は
ドット。

5F ハンズ ビー

4F Jewelna Rose

限定商品

5F Tokyo’s Tokyo

限定商品

先行販売

商品名： 限定イニシャルトート

商品名： カーマイン雑貨セット

商品名： ドラえもん T シャツ

価格：

価格：

5,250 円（ネコセット）

価格：

3,150 円（ブルドックセット）

カラー： ブラック

4,935 円

カラー： イエロー
サイズ： W380×H280×D110mm
ココデシカ手に入らない数量限定のイニシャ

ブローチやピアスなどを詰め合わせにした、
ここでしか買えないお得なセット

未定

サイズ： S/M/L/XL
オモハラ先行販売のドラえもん T シャツ。

ルトート。大人気のイニシャルトートに今年ト

みんな大好き「ドラえもん」でおなじみの『ど

レンドカラーのネオンイエローを使用した価

こでもドア』や『タケコプター』など、ひみつ道

値あるオモハラ限定品

具がちりばめられた T シャツ

6F STARBUCKS

※画像はイメージです

限定商品
商品名： バナナ ＆ キャラメル クリーム
フラペチーノ®
価格：

530 円（トールサイズのみ）

フレッシュバナナを使用したミルクベースの
フラペチーノ®にキャラメルシロップをプラ
ス。ホイップクリームにキャラメルソースで仕
上げた、まるでデザートプレートのような特
別なフラペチーノ®です

「ココデシカ WEEK」プレゼントキャンペーン
「ココデシカ WEEK」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の中から、抽選で合計
４６３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。今ここだけのチャンスをお見逃しなく。
■キャンペーン概要
応募期間：

２０１３年３月１６日（土）～４月７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： 応募締め切り後に厳正な抽選を行い、当選発表は発送をもってかえさせていただきます。
■「ココデシカ WEEK」限定！賞品概要

A賞
２０名様

B賞
３３３名様

※画像はイメージです。
色は変更となる場合がございます。

大人気のアイウェアブランド

2012 年 12 月に原宿にオープンした大人気ブレスレット

「DITA」OMOHARA オリジナルモデル
「SUNGLASSES」

「Cruciani」OMOHARA スペシャルセレクト
「レースブレスレット 3 本セット」

高いデザイン性とクオリティにより、セレブにも支持を得ている大人

高級ニットコレクション「Cruciani（クルチアーニ）」から、人気ベスト

気の DITA（ディータ）が、OMOHARA オリジナルモデルで登場！

セラーであるクローバーデザインのレースブレスレット 3 本セット。
その日の気分に合わせてコーディネートにプラスして！

C賞
１００名様

D賞
１０名様

※画像はイメージです。

「neu（ノイ）」OMOHARA オリジナルデザイン
「キセカエ電動ハブラシ 2 本セット」

OMOHARA スペシャルコラボ
表参道・原宿エリア人気サロンチケットセット
※賞品内容は、予告なく変更となる場合がございます。

東急プラザ 表参道原宿 TOPICS
SHOP

３月１６日（土）から東急プラザ 表参道原宿に新しい SHOP が加わります！
１周年を迎える東急プラザ 表参道原宿に、新たな２店舗がオープン。身に付けた瞬間から心躍るようなワン
ピースやルームウエアを取り揃えた WEB ショップ「tocco closet」のリアル店舗と、“今を楽しくスタイリッシュ
に生きる人たちに働くスタイルをクリエイトする”ライフスタイルブランド「HERE’S」の旗艦店がオープンしま
す。

■新店舗概要

HERE’S（ヒアーズ）

エリア初

アパレル

旗艦店

FLAGSHIP

＜店舗紹介＞
旬のファッションで、毎日の仕事をもっと楽しく！
HERE’S は情報感度が高く、精神的にも自立している２０代の人たちに向
けてのスタイリッシュカジュアルブランドです。ワーキングシーンを中心に、
グローバルなトレンド感のあるワードローブを提案していきます。
業種
出店企業
URL

：
：
：

レディスアパレル
イトキン株式会社
http://www.here-s.com/

tocco closet（トッコ クローゼット）

新業態/エリア初

アパレル

＜店舗紹介＞
WEB ショップ「tocco closet」のリアルショップ。
おしゃれで sweet なアイテムをお手頃な価格で提供し、女性らしい
ライフスタイルをご提案いたします。お友達との会話でふっと話題に
なるような、ワンディテールを加えたデザイン。身に付けた瞬間から
心躍るようなワンピースやルームウエアを取り揃えております。
業種
出店企業
URL

：
：
：

レディスアパレル
クロスプラス株式会社

http://www.tocco-closet.co.jp/

＜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

旗艦店

FLAGSHIP

