２０１３年４月１１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 ４月１８日（木）で開業１周年
記念イベント「WE LOVE OMOHARA 1st Anniversary」開催中
① 第２弾「アリガトウWEEK」 ： ４月１８日～５月６日
② おもはらの森「LIGHT UP FLOWER FOREST」 ： ５月６日まで開催中
③ おもはらの森が「ナイトサーカス」にバージョンアップ！ ： ４月１８日～５月１２日
～４月１８日には全館で１周年を記念したPremium Partyを開催～
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。
記念すべき開業１周年にあたり、「
「 WE LOVE OMOHARA 1st Anniversary」
」 を、 ２０１３年
２０１３年３月１７日
１７日（ 土） から５
から５月６日
（月）まで開催
まで開催しております。
開催

第２弾「アリガトウ WEEK」 ～館内人気ショップから“今ここでしか”手に入らないアイテムが登場！～
第１弾イベント「ココデシカ WEEK」（３月１６日～４月７日）に次いで、ちょう
ど１周年の節目となる ４月１８日（木）から第
第２弾の「 アリガトウ WEEK」
」が
スタート。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、各店舗でお買い物をすると
もらえる“今ここでしか”手に入らないノベルティや、限定商品など、１周年を
祝うアイテムが盛りだくさんのイベントとなります。

「LIGHT UP FLOWER FOREST」 ～おもはらの森が１周年を記念して幻想的な春の森に！～
施設の象徴である６階屋上テラス「おもはらの森」は、３月１６日（土）か
ら ５ 月６ 日 （ 月 ） ま で 、１ 周年 を 記 念 し た 特 別 な装 い と な って い ま す 。
「LIGHT UP FLOWER FOREST」
」をテーマに、色とりどりの春の花で彩ら
れた“フラワーボール”と、やさしい光を放つ“光のボール”が森に設置され、
春という季節と１周年の記念にふさわしい、華やかな空間となります。日
中は色とりどりの花、夜はライティングによる幻想的な雰囲気が楽しめま
すので、お買い物の間の休憩やお花見に、ぜひお立ち寄りください
おもはらの森「LIGHT UP FLOWER FOREST」イメージ

おもはらの森の夜が「ナイトサーカス」に!?４／２５～はスペシャル・バーもオープン～
そして、その「おもはらの森」の夜が、４月１８日（木）からバージョンアップして「
「ナイトサーカ
ス」となります。１９３０年代のヨーロッパ移動式サーカスをイメージした空間に様変わりし、４月
２５日（木）からは「ナイトサーカス」を盛り上げるエンターテイメントをお楽しみ頂けます。
さらに、４月２５日（木）から５月１２日（日）の期間限定で、スペシャル
スペシャル・
スペシャル・
バー「
」 がオープン（１６：００～２１：００）。
バー 「 COINTREU FIZZ STATION」
「LIGHT UP FLOWER FOREST」と「ナイトサーカス」による夢のような空
間の中、『コアントロー』を使ったフレッシュでシンプルなカクテル「コアント
ロー・フィズ」が楽しめます。
「COINTREU FIZZ STATION」イメージ

１周年の節目である４月１８日（木）は、１８時から２１時まで「
「WE LOVE OMOHARA 1st Anniversary Premium Party」
」
を開催。１年間ご愛顧いただいた方々をお招きし、ドリンクサービスをはじめ、優待価格での販売やプレゼントなど“一夜限り
の特別な時間”を皆様にお届けします。

「アリガトウ WEEK」
」各ショップ
ショップの限定ノベルティ
限定ノベルティ
B1-2F The SHEL’
’TTER TOKYO

3F HERE’
’S

※価格は全て税込
3F Rione Duras

商品名： DURAS ambient トラベル SET
商品名： フレグランスヘアミスト＆ミニソープ

商品名： オリジナルステンレスマグボトル

条件：

8,000 円以上購入

条件：

6,300 円以上購入

数量：

500 セット

数量：

100 個（5 色×20 個）

条件：

15,000 円以上購入

数量：

20 個

15,000 円 以 上 お 買 上 げ の 方 に 、 DURAS
8,000 円以上お買い上げのお客様、先着 500

6,300 円以上お買い上げの方、先着 100 名

ambient オリジナルトラベルセットをプレゼン

名様に、ヘアサロン「MARIS」別注フレグラン

様（5 色×20 個）に、オリジナルのステンレス

ト！

スヘアミストを、ハンドメイドミニソープとセット

マグボトルをプレゼント

でプレゼントします！

3F Roomy’
’s

4F AMO’
’S STYLE by Triumph

4F Flag

商品名： ラインストーンサンダル

商品名： タンブラー

商品名： オリジナルトートバッグ

カラー： ブラック/ホワイト/ベージュ

条件：

7,000 円以上購入

条件：

商品お買い上げのお客様

個数：

100 個

個数：

300 個

条件：

15,000 円以上購入

数量：

80 個
7,000 円以上購入の先着 100 名様に、オリジ

お買い上げいただいたお客様、先着 300 名

シンプルながらも、足元のビーズが存在感あ

ナルのかわいく役立つピンクのタンブラーを

様にオリジナルトートバッグをプレゼント。ハリ

り。どんなテイストの服装にも合わせやすい

プレゼント

のあるしっかりとしたキャンバス生地で、ラン
チバッグやお散歩用としても最適です

4F tocco closet

4F goa

商品名： ストール

商品名： クッション

カラー：

カラー： オレンジ/ブラウン

オレンジピンク

4F charms

商品名： T シャツ

条件：

10,000 円以上購入

条件：

18,000 円以上購入

カラー： ホワイト

個数：

50 個

個数：

30 個

サイズ： フリー
条件：

5,250 円以上購入

個数：

50 枚

コーディネートのアクセントになる春夏らしい

人気のネイティブ柄ブランケットシリーズをラ

カラーのストールです。オモハラ限定のカラー

イフスタイルで提案したフリンジがかわいい限

です

定クッション

シンプルで使いやすいデザインで着心地も良

※関東ではオモハラ限定

い生地を使用しています

4F Cheek by archives

４F GLAM BABY

5F AppBank Store

※画像はイメージです
商品名： iPhone 保護フィルムプレゼント＆

商品名： キラキラブレスレット
商品名： アロマキャンドル

条件：

15,000 円以上購入

カラー：

ピンク

個数：

100 個

条件：

10,000 円以上購入

個数：

100 個

貼りサービス
条件：

5,000 円以上購入

15,000 円以上商品を購入されたお客様に、

期間中、5,000 円以上お買い上げのお客様に

キラキラブレスレットをプレゼント

iPhone 保護フィルムプレゼント＆貼りサービ

リラックス効果のあるカモミールの香り。アロ

ス（対象：iPhone4 以降発売の機種）

マキャンドルとしてお使いの後は、かわいい
小物入れとして活用できます
5F AUX PARADIS

5F Tokyo’s Tokyo

※商品画像なし

商品名： オリジナルトートバッグ

商品名： 「ワンピースグッズ」抽選会

条件：

AUX PARADIS セット購入

条件： 2,100 円以上購入＋アンケート回答

個数：

8個

個数：

75 個

AUX PARADIS セット（香水、ハンドクリーム、

2,100 円以上購入して、アンケートにお答え

コンディショナー、シャンプー／5,000 円）を購

いただいたお客様限定で、パズルやキー

入されたお客様に、先着でオリジナルトート

ケースなど豪華「ワンピース」グッズが当た

バッグをプレゼント（限定 8 個）

る抽選会を実施します

「アリガトウ WEEK」
」各ショップの
ショップの限定アイテム
限定アイテム
B1-2F TOMMY HILFIGER

※価格は全て税込

B1-2F AMERICAN EAGLE OUTFITTERS

3F HERE’
’S

フェア

限定商品
限定商品

限定商品
限定商品
商品名： HILFIGER DENIM 表参道限定

価格：

Buy One Get One 50%OFF

商品名： 配色ニットチュニック
5,990 円

デニムジャケット

対象の大人気 T シャツ 50 種類以上の中か

価格：

メンズ（左）35,700 円

ら、2 枚お買い上げいただくと、2 枚目が半額

カラー： イエロー/オレンジ

ウィメンズ（右）33,600 円

に！ニット T シャツは 1 枚でも様になり、イン

サイズ： 34/36/38/40（XS/S/M/L）

カラー： インディゴブルー

ナーとしても映えるカラフルな無地やボーダ

サイズ： メンズ S/M/L

ーなどのラインナップでバリエーション豊富。

ウィメンズ XS/S/M

同色の布帛素材をドッキングしたニットチュ
ニックです。トレンドカラーである発色のよい
幅広いシーンで活躍してくれる万能アイテム

個性を引き立てるインディゴのグラデーション

イエロー/オレンジの二色をご用意しておりま
なので、是非お得なこの機会に！

が魅力的な限定アイテム。カジュアルにも、き
れいめのスタイルにも合う万能ジャケット

す

3F choosy chu

3F MINNETONKA

3F phoebe

限定セット
限定セット
商品名： レース easy パンツ

商品名： KILTY COLORED LACES

（elianegigi）
価格：

限定カラー
限定カラー

先行販売
商品名： ネオンジュエルピアス

OMOHARA 限定カラー

キルティーカラーレースモカシン

7,350 円

価格：

10,500 円

価格：

2,520 円

カラー： ピンク

カラー： ブラック/ブラウン

カラー： ネオンイエロー/ネオンブルー

サイズ： Free

サイズ： 5～8

サイズ： W12×H14mm

可愛らしいレース柄とゆるめなシルエットが大

定番モデルのキルティモカシンからベースカ

phoebe2013SS 新作「ネオンジュエルピア

人気のイージーパンツが、ニューカラーとなっ

ラーと異なるシューレースカラーを組み合わ

ス」からオモハラのみ発売の限定カラー登

て登場。ご購入頂いたお客様にはさらにスペ

せた直営店限定のモカシンが初登場。オモハ

場。流行カラーのネオンイエローとネオンブル

シャルな特典が付いたオモハラ限定セット

ラでは他店舗に先駆け、先行販売

ーの展開で、普段のおしゃれをワンランクアッ
プ

4F Rady

4F tocco closet

先行販売
商品名： 千鳥柄スキニーパンツ
価格：

15,750 円

4F LABORATORY WORK ReCurrent

商品名： ジオメトリック柄コスメポーチ
価格：

3,045 円

商品名： パンジープリントワンピース
価格：

カラー： マーメイドブルー/ピンク
サイズ： 23～26 インチ

限定商品
限定商品

限定カラー
限定カラー

9,975 円

カラー： ネイビー系/ホワイト系
人気読者モデル木本泉さん×奥田順子さん

サイズ： M

×tocco closet のトリプルコラボポーチ。夏を
大人気の千鳥柄スキニーパンツに春らしいペ

先取る存在感抜群なジオメトリック柄。オモハ

ネオンイエローのカラーベルトが付いたカラフ

ールカラーが新登場。インパクトのあるデザ

ラでしか買えない限定カラーです

ルなパンジー柄のワンピース。今年らしい１

インもやさしい色味で着こなしやすいアイテム

枚がオモハラ別注で登場します

です
4F Cheek by archives

4F HUMOR SHOP by A-net

4F GLAM BABY

限定商品
限定商品
限定商品
限定商品
商品名： ロールクラッチ
価格：

限定商品
限定商品
商品名： 各ブランド別注バッグ

6,195 円

商品名： GLAM☆1st Anniversary BAG
価格：

10,000 円

カバンドズッカ/ツモリチサト/
ゴールドブレスレット、ハートネックレス、指

カラー： ﾎﾜｲﾄ/ｼﾙﾊﾞｰ/ﾌﾞﾗｯｸ/ｲｴﾛｰ/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ

スナオクワハラ/ネ・ネット/
輪、キーホルダー、ストラップなど、豪華デコ
メルシーボークー、

軽くて使いやすく、カラーも 5 色展開でどんな
価格：
色味の洋服にも合わせられます。女子度アッ

5,000～10,000 円

カラー： 各ブランド 1 色

レーションアイテム 30,000 円相当が詰まっ
た 、 オ モ ハ ラ 限 定 の GLAM ☆ 1st
Anniversary BAG をご用意しました。バック

プなこの夏マストな小物
カバンドズッカ、ツモリチサト、スナオクワハ

は 10 種類のデザインの中から、お好みのも

ラ、ネ・ネット、メルシーボークー、といった

のをお選びいただけます。

人気ブランドの別注バッグ

※デコレーションアイテムの内容は変更にな
ることがあります

4F pink trick

4F Jewelna Rose

5F ハンズ ビー

先行販売

限定商品
限定商品

先行販売
商品名： 腕時計

商品名： イニシャルトート DX

価格：

ラウンド（左）5,250 円

価格：

スクエア（右）6,300 円

サイズ： W380×H280×D110mm

商品名： １周年アニバーサリー

4,935 円

カラー： 各 3 色

限定キャンドル
価格：

2,940 円

サイズ： 高さ約 17cm
スワロフスキーでイニシャルを。オリジナルが

pink trick 初の腕時計。高級感のあるデザイ

楽しめる限定イニシャルトートを先行販売

ンだけどプチプラ

OLOR JAPAN からハッピーでポップなカッ
プケーキ型キャンドルを限定発売。キャンドル
からは甘いお菓子のような香りが・・。記憶に
残る幸せな一日に願いをこめて

5F ハンズ ビー

6F STARBUCKS

限定商品
限定商品
商品名： MOON ANIMAL ロックねずみ
価格：

限定商品
限定商品

限定商品
限定商品
商品名： 1 周年アニバーサリー

2,800 円

商品名： バナナ ＆ キャラメル クリーム

限定キャンディ

カラー： ブルー/イエロー/ピンク

価格：

350 円

フラペチーノ®
価格：

530 円（トールサイズのみ）

サイズ： 17cm
TIK TOK から 1 周年の限定キャンディが登

フレッシュバナナを使用したミルクベースの

人気シリーズの MOON ANIMAL からネオン

場。フルーティな味と、かんだ時のしゃりしゃり

フラペチーノ®にキャラメルシロップをプラス。

カラーのロックねずみシリーズが限定登場。

感がやみつきになる人気のキャンディ。ケー

ホイップクリームにキャラメルソースで仕上げ

ふわふわの甘い杉のチップを中に詰め込ん

キにろうそくを立てたキャンディは特別な日の

た、まるでデザートプレートのような特別な

だぬいぐるみ。ハンドメイドの温かさと自然の

お祝いにもお勧めです

フラペチーノ®です

香りは、一緒にいるだけで癒されます
7F bills

限定ディナーセット
限定ディナーセット
期間限定スペシャルディナーセット
価格：

お 1 人様 3,800 円

17：00 から 21：00 までオーダー受付
オモハラ限定・期間限定のメニュー。ご注文
のお客様にパンケーキストラップをプレゼント

＜施設概要＞
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

