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２０１３年７月１８日
東急不動産 SC マネジメント株式会社

クラフトビール片手にライヴ映像や海外ドラマが楽しめる
“エンターテインメント・ビアテラス”に！

「OMOHARA BEER Forest」がバージョンアップ
① 第１弾： “OMOHARA BEER Forest × a-nation island” meets dビデオ （７月２０日～８月７日）

② 第２弾： AXN presents EMMY Night Theater in OMOHARA （８月８日～９月８日）
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」の象徴である６階の屋上テラス「おもはらの森」で７月１３日（土）から９月８日（日）まで開催中の「
「OMOHARA
Forest」
BEER Forest
」をさらに盛り上げる施策を実施することをお知らせ致します。
前半の７月２０日（土）からは、国内最大級の夏フェス「a-nation island powered by ウイダーin ゼリー」（以下
「a-nation island」）とのタイアップで「a-nation」紹介映像などの上映、後半の８月８日（木）からは、海外ドラマ専門
チャンネル AXN による海外ドラマの上映など、クラフトビール
クラフトビールを
クラフトビールを片手に
片手に楽しめる“
しめる“エンターテインメント・
エンターテインメント・ビアテラス”
ビアテラス”へと
バージョンアップします。

① 第１弾： “OMOHARA BEER Forest × a-nation island” meets d ビデオ ７月２０日（土）～８月７日（水）
７月２０日（土）から８月７日（水）までの期間、夏フェス「
「a-nation island」
island」（企画制作：
エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ株式会社、株式会社フジテレビジョン）とタイアップ
し、夜のおもはらの森で「a-nation」紹介映像や、国内最大級の会員数を誇る、ドコモ
の定額制動画配信サービス「d ビデオ powered by BeeTV」で独占配信している、オリ
ジナルの“お笑い”番組や“MUSIC VIDEO collection”を特別に、無料上映致します。
また、館内のテナントでは、税込３，０００円以上お買い上げの方に「a-nation
island」（８月３日～１１日、国立代々木競技場）の入場券（５００円相当）をもれなく
プレゼントするキャンペーンを７月１６日（火）から８月７日（水）まで実施しています。
■“OMOHARA BEER Forest × aa-nation island”
island” meets d ビデオ 概要
期間
： ２０１３年７月２０日（土）～８月７日（水） ※雨天、荒天の場合中止
「OMOHARA × a-nation island」
ポスタービジュアル
※入場券プレゼントキャンペーンは７月１６日（火）～８月７日（水）
内容
： おもはらの森のプロジェクターにて「a-nation」紹介映像や d ビデオで配信中の BeeTV オリジナル番組
などを無料上映
・ 「a-nation」紹介映像
・ 「d ビデオ」で配信中のオリジナルの“お笑い”番組や“MUSIC VIDEO collection”の特別上映
料金
： 無料 （※「OMOHARA BEER Forest」の飲食は有料）

② 第２弾： AXN presents EMMY Night Theater in OMOHARA

８月８日（木）～９月８日（日）

８月８日（木）から９月８日（日）までは、海外ドラマ専門チャンネル
AXN（株式会社 AXN ジャパン）が、テレビ界のアカデミー賞と呼ばれる
世界的なアワード「第６５回エミー賞授賞式」の生中継を記念して、授賞
式が開催されるハリウッドの華やかな世界と、人気の海外ドラマが楽し
めるイベント「
「AXN presents EMMY Night Theater in OMOHARA」
OMOHARA 」を
開催します。
「AXN presents EMMY Night Theater in OMOHARA」
※画像はイメージです

夜風が心地よい「おもはらの森」にて、プロジェクターで大きく映し出された海外ドラマを人気のクラフトビール片手
に楽しめます。さらに、「エミー賞」授賞式会場さながらに、レッドカーペットに立つようなセレブ気分で写真撮影ができ
るフォトスポットが登場します。

■AXN presents EMMY Night Theater in OMOHARA 概要
期間

：

内容

：

料金

：

２０１３年８月８日（木）～９月８日（日）
※海外ドラマの上映は木～土曜日の夜（日没後）
※日～水曜日の夜（日没後）は、「エミー賞」の世界に触れられるオリジナルのダイジェスト映像を上映予定
※雨天、荒天の場合中止
・おもはらの森のプロジェクターにて海外ドラマの上映
※上映ラインナップは AXN ウェブサイト（axn.co.jp）にて近日公開予定
・セレブ気分で「エミー賞」の世界観が楽しめるフォトスポットが出現
無料 （※「OMOHARA BEER Forest」の飲食は有料）

東急プラザ 表参道原宿 TOPICS
■セール品
セール品がさらにお得
がさらにお得に！ 「OMOHARA CLEARANCE」
CLEARANCE」開催 ／ 期間：
期間：７月１６日
１６日（火）～７
）～７月３１日
３１日（水）
夏のバーゲン「PLAZA BARGAIN OMOHARA」（６月２８日～７月１５日）に続き、セール対象アイテムをさらにお得な
価格でご提供する「
「OMOHARA CLEARANCE（
CLEARANCE（オモハラクリアランス
オモハラクリアランス）」
ランス）」を開催。この夏まだまだ活躍間違いなしの
）」
アイテムをさらにお得に手に入れるチャンスです。ぜひこの機会をお見逃しなく。

■ 「おもはらの森
おもはらの森」ミストシャワー実施中
ミストシャワー実施中 ／ 期間：
期間：６月２８日
２８日（金）～実施中
）～実施中
暑い日も「おもはらの森」でさらに快適に過ごしていただけるよう、夏季限定でミストシャワーを設置し、“都心に出現
する緑豊かな避暑地”を演出しています。１１時から１８時の間、温度が２６度以上になると、ドライミストが吹き出し、
ほてった地面や体をクールダウンします（※気象条件により実施しない場合もあります）。

＜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

参考資料
【OMOHARA BEER Forest】
Forest】
７月１３日（土）から９月８日（日）までの夏限定で、施設の象徴である６階の屋上テラス
「おもはらの森」にクラフトビール（地ビール）が楽しめる「
「OMOHARA BEER Forest （オモハ
ラ・ビア・
ビア・フォレスト）」
フォレスト）」が初登場。
）」
日本地ビール協会の後援のもと、老舗クラフトビールメーカーのサンクトガーレンが、
女性でも飲みやすいフルーティなものなど６種類のクラフトビールを１杯５００円というお求
めやすい価格で提供します。
ここでしか飲めない「OMOHARA BEER Forest」限定のクラフトビールや、カットフルーツに
オレンジやパイナップルから 作ったフルーツビールを注いだオリジナルの“ビアポンチ”、
黒ビールにアイスを浮かべた“ビアフロート”などめずらしいメニューが楽しめます。

■「OMOHARA BEER Forest」
Forest」 概要
期間
時間

：
：

内容

：

「OMOHARA BEER Forest」
ポスタービジュアル

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

【“OMOHARA BEER Forest × aa-nation island”
island” meets d ビデオ】
ビデオ】
■a-nation island powered by ウイダーin
ウイダーin ゼリー
渋谷の街で期間限定で繰り広げられる「a-nation island powered by ウイダーin ゼリー」は、国立代々木競技場第一体育
館で行われるライヴステージを始め、ファッション、フード、アトラクションなどあらゆる人が楽しめる内容盛りだくさんのエン
タメアイランド。２０１３年８月３日（土）から８月１１日（日）まで開催。
http://a-nation.net/
■『d ビデオ powered by BeeTV』
BeeTV』とは？
とは？
ドコモが 2011 年 11 月 18 日より開始したスマートフォン向けの定額制動画配信サービス。国内外の映画、ドラマ、アニメ、
音楽、BeeTV オリジナル番組など約 13,000 タイトル（約 75,000 コンテンツ）以上が定額 525 円/月(税込)ですべて見放題。
会員数は、446 万人を突破（2013 年 6 月時点）。
http://video.dmkt-sp.jp/

【AXN presents EMMY Night Theater in OMOHARA】
OMOHARA】
■エミー賞
エミー賞
１９４８年に設立され、１９４９年１月２５日にハリウッドで行われた第１回の授賞式以来、今年で６５回目を迎えるテレビ
業界の最高峰ともいうべき大祭典。エミー賞は、世界の放送業界において顕著な実績のあった番組や俳優、プロデュー
サー、制作技術者に贈られる、放送業界で最も権威と歴史のある賞で、Academy of Television Arts & Sciences（ATAS）の
メンバーと審査委員会の投票により決定され、その授賞式の模様はアカデミー賞と同じく世界中で放送されます。
http://axn.co.jp/program/emmy/

■AXN
ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントがお届けする海外ドラマ専門チャンネル。ハリウッドの超大作を中心に、最新海
外ドラマを２４時間オンエア！全世界が注目する２大映像エンタテインメント・アワード「エミー賞授賞式」「ゴールデン・
グローブ賞授賞式」を独占放送。「LOST」の J・J・エイブラムス製作総指揮の最新作「パーソン・オブ・インタレスト 犯罪予知
ユニット」や、全米話題作「HAWAII FIVE-0」、「NIKITA / ニキータ」、「ARROW / アロー」を日本独占初放送。ジェリー・
ブラッカイマー製作総指揮のクライムサスペンス「CSI：」シリーズや「コールドケース」、大人気ヒューマンドラマ「グレイズ・
アナトミー」など、全米大ヒット・シリーズも多数オンエア。
http://axn.co.jp/

