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２０１４年６月１２日
東急不動産 SC マネジメント株式会社

東急プラザ 表参道原宿の熱い夏がやってくる！

① 「PLAZA BARGAIN OMOHARA」
OMOHARA」
２０１４年６月２８日（土）～７月１８日（金）
最大７０％オフの商品も！バーゲンを盛り上げるキャンペーンも開催
“天空の森のビアテラス”で涼を感じる

② 「OMOHARA BEER Forest by BLUE MOON」
MOON」
２０１４年７月４日（金）～９月７日（日）
OMOHARA BEER Forest限定「アボカドスムージービアカクテル」も登場

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」に
おいて、館内の人気２４ショップが参加する夏のバーゲン「
「 PLAZA BARGAIN OMOHARA」
OMOHARA」 をはじめ、６階屋上テラスで気軽に
ビールを楽しむことができるイベント「
「OMOHARA BEER Forest by BLUE MOON」
MOON」など、“おもはら”の夏を盛り上げるイベントを、
２０１４年６月２８日（土）より順次実施します。

① PLAZA BARGAIN OMOHARA／２０１４年６月２８日（土）〜７月１８日（金）
暑い夏の熱いバーゲンが
バーゲンがスタート。
スタート。今年は
今年は開業以来最長の
開業以来最長の２１日間
２１日間！
日間！最大７０
最大７０％
７０％OFF も！
館内人気ショップ２４店舗が参加する夏のバーゲンセール「PLAZA BARGAIN
OMOHARA（プラザ・バーゲン・オモハラ）」を、２０１４年６月２８日（土）から７月１８
日（金）までの２１日間開催します。昨年の１８日間から期間も開業以来最長にボ
リュームアップ。
最大７０％OFF のアイテムや、お得なタイムセール、均一セールなど、期間も内
容もボリュームアップした“熱い”バーゲンセールをお見逃しなく！
■東急プラザ
東急プラザ 表参道原宿 夏のバーゲンセール概要
バーゲンセール概要
名称

：

PLAZA BARGAIN OMOHARA

期間

：

２０１４年６月２８日（土）～７月１８日（金）の２１日間
「PLAZA BARGAIN OMOHARA」
OMOHARA」
メインビジュアル

＜各ショップの
ショップのバーゲン内容
バーゲン内容＞
内容＞
ショップ名
ショップ名
TOMMY HILFIGER／B1-2F
The SHEL'TTER TOKYO／B1-2F
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS／B1-2F
HERE’S／3F
choosy chu／3F
Rione Duras／3F
Roomy‘s／3F
MINNETONKA／3F
phoebe／3F
AMO‘S STYLE by Triumph／4F
Flag／4F
tocco closet／4F
goa／4F
LABORATORY WORK ReCurrent／4F

OFF 率

その他
その他イベント（
イベント（タイムセール、
タイムセール、均一セール
均一セールなど
セールなど）
など）

５０～３０％
６０～２０％
５０～２０％
５０～２０％
７０～２０％
５０～２０％
５０～３０％
３０％
３０～２０％
５０～２０％
５０～２０％
３０％
４０～１０％
５０～２０％

タイムセール： 全品セール価格よりさらに割引予定
タイムセール： 全品セール価格よりさらに割引予定
タイムセール： 全品定価より５０％OFF
タイムセール： セール価格からさらに１０％OFF （一部対象外あり）
タイムセール： セール価格からさらに２０％OFF （一部対象外あり）
３，０００円（税抜）均一セールを実施予定
タイムセール： ２点以上お買い上げでさらに１０％OFF

charms／4F

７０～１０％

Cheek by archives／4F

７０～３０％
５０～３０％
５０～３０％
５０～３０％
５０～３０％
５０～２０％
５０～２０％
５０～３０％
１０％

オリジナルやインポートブランド、国内ブランドのセレクト商品の均一特価
コーナーを展開

HUMOR SHOP by A－net／4F
GLAM BABY／4F
pink trick／4F
Jewelna Rose／4F
hands be／5F
UNiCASE／5F
Tokyo's Tokyo／5F
AUX PARADIS／5F

３，０００円（税込）均一のワゴンセール
-

※セール期間は６月２８日（土）～７月４日（金）まで
※一部セール対象外商品あり
※６月１２日（木）時点の情報です。OFF 率やイベント内容は変更となる可能性があります

「PLAZA BARGAIN OMOHARA」
OMOHARA」での買
での買い物がさらに楽
がさらに楽しくなるスクラッチ
しくなるスクラッチ企画
スクラッチ企画を
企画を実施
「PLAZA BARGAIN OMOHARA」最初の２日間にあたる６月２８日（土）と２９日（日）に、館内で３，０００円（税込）以上お買い上
げのお客様に、６月３０日（月）まで館内で使えるクーポンをプレゼントする「
「HAPPY BARGAIN スクラッチ」
スクラッチ」キャンペーンを実施
キャンペーン
します。バーゲンでお得に買い物した後に、さらにお得なお買い物を楽しめる特別な企画です。

※なお、東急プラザ 渋谷では７月１日（火）から７月１５日（火）まで、東急プラザ 戸塚では６月２７日（金）から７月６日（日）ま
で、「PLAZA BARGAIN」を開催いたします。

② OMOHARA BEER Forest by BLUE MOON The Natural Terrace／２０１４年７月４日（金）〜９月７日（日）
暑い夏をさわやかに過
をさわやかに過ごす“
ごす“天空の
天空の森”のビアテラスが
ビアテラスが今年も
今年も登場！
登場！
今年は
今年は全米 No.１
No.１クラフトビール「
クラフトビール「ブルームーン」
ブルームーン」が“ナチュラル”
ナチュラル”をコンセプトとした
コンセプトとしたビアテラス
としたビアテラスを
ビアテラスを展開
昨年、夏限定で開催し好評を博した“天空の森のビアテラス”が今年も登場！
夏のバーゲン期間中の７月４日（金）にオープンし、９月７日（日）までの期間限定
で、施設の象徴である６階屋上テラス「おもはらの森」にて木々を揺らす風を感じ
ながらビールを楽しめる「
「OMOHARA BEER Forest（
Forest（オモハラ・
オモハラ・ビア・
ビア・フォレスト）」
フォレスト）」
を実施します。
今年は、この夏大人気、全米 No.１クラフトビール「ブルームーン」（モルソン・ク
アーズ・ジャパン株式会社／本社：東京都渋谷区、http://bluemoonbrewing.jp/）
の“ナチュラル”をコンセプトとしたビアテラスが登場。「おもはらの森」のイメージ
にぴったりの、ナチュラルな素材をふんだんに使ったドリンクやフードメニューをご
用意。主に女性に向けて、今までにないビールの“ナチュラルさ”やビールに合う
料理で心も体も喜ぶような体験の場を提供します。

「OMOHARA BEER Forest by BLUE MOON」
MOON」
※画像はイメージです

■「OMOHARA
OMOHARA BEER Forest by BLUE MOON The Natural Terrace」
Terrace」概要
期間

：

営業時間 ：

内容

：

２０１４年７月４日（金）～９月７日（日）の期間中毎日
平日（月～金）

１７：００～２２：００

土・日・祝日

１２：００～２２：００

クラフトビール「ブルームーン」、オリジナルビアカクテル、フードの販売

※６月１２日（木）現在の情報です。内容に変更が生じる可能性もあります。
※雨天の場合中止となることがあります。

「OMOHARA BEER Forest by BLUE MOON The Natural Terrace」
Terrace」メニュー一例
メニュー一例
【ドリンクメニュー】
ドリンクメニュー】
・ブルームーン （６００円
６００円／税込）
税込）
厳選された天然素材の絶妙なブレンドから生まれた「ブルームーン」は、オレンジガーニッシュを
添えて完成する個性的なルックスと、芸術的な風味を持つ、ホワイトベルジャンスタイルのクラフ
トビールです。２０１３年に日本で発売して以来、その爽やかな味わいと軽い飲み口で、瞬く間に
人気のビールに。OMOHARA BEER Forest でももちろん、オレンジを添えてサーブします。
「ブルームーン」
ブルームーン」
※画像はイメージです
※プラスチックカップでの提供となります

・BRF（
BRF（ブルックリン・
ブルックリン・リボン・
リボン・フライ）
フライ） シャンディー
シャンディーガフ （８００円
００円／税込）
税込）
ホームメイドのジンジャーシロップをシトラスの香りたっぷりの「ブルームーン」で割った爽やかで
ちょっとスパイシーなシャンディーガフ。夏の日差しにぴったりな一杯。ビールが苦手な方にも
大人気のメニューです。
・アボカド グリーンスムージー
グリーンスムージー ブルームーン （１，０００円
０００円／税込）
税込）
※OMOHARA BEER Forest 限定
ヘルシーコンシャスな女性がデイリーに取り入れている「スムージー」と「ブルームーン」のビア
カクテル。アボカドのグリーンでクリーミーな喉越しが意外にもビールと相性ぴったり！どちらも
ナチュラルな素材同士だからこそのマッチング。

「BRF（
BRF（ブルックリン・
ブルックリン・リボン・
リボン・フライ）
フライ）
シャンディーガフ」
シャンディーガフ」

【フードメニュー】
フードメニュー】
お酒も食事も、栄養バランスを考えて体に良いものを選びたい、そんなこだわりと美意識を持つ
女性たちにも満足していただけるよう、厳選された自然素材で体にもおいしいメニューを多数ご
用意します。“絶対的なおいしさ”と作り手の顔が見える“食への安心感”にこだわる松島健二
（K2 system）氏のディレクションの下、「ブルームーン」との食べ合わせにこだわり、バリエー
ション豊かなオリジナルメニューを考案しました。
・アボカドの
アボカドのクランペット～
クランペット～ポートランド style パンケーキ～
パンケーキ～ （１，２００円
２００円／税込）
税込）
モチモチ食感が新しい、ポートランドスタイルのパンケーキ”クランペット”が初上陸！
甘さ控えめで、お野菜もたっぷり。お食事としてもおつまみとしてもボリュームたっぷりな一品。
・スペシャルサルシッチャドッグ３
スペシャルサルシッチャドッグ３種 （各８００円
８００円／税込）
税込）
「ブルームーン」に合うようにスペシャルブレンドされたサルシッチャと鎌倉 PARADISE ALLEY に
特注した天然酵母バンズのホットドッグ。ひとつひとつ職人の手で手作りされ、OMOHARA BEER
Forest に直送されます。一度食べたらやみつきになるおいしさ！
・SHIBUYA CHEESE STAND 直送の
直送の出来立て
出来立てチーズ （８００円
８００円～／税込）
税込）
渋谷にある「CHEESE STAND」から毎日直送される、出来立てでミルキーなモッツァレラや
上から「
から「アボカドの
アボカドのクランペット
ブラータチーズを「ブルームーン」の原料にも使われている オレンジと合わせて。とっても
～ポートランド style パンケーキ～」
パンケーキ～」
フレッシュな一皿。
「スペシャルサルシッチャドッグ 3 種」
「SHIBUYA CHEESE STAND 直送の
直送の
出来立て
出来立てチーズ」
チーズ」

・鎌倉野菜の
鎌倉野菜のオレグレサラダ （８００円
８００円／税込）
税込）
・サルシッチャ盛
サルシッチャ盛り合わせ （８００円
８００円／税込）
税込）
・ブルームーン スペシャルガスパッ
スペシャルガスパッチョ （６００円
６００円／税込）
税込）
・ベジタブルタパス６
ベジタブルタパス６種 （各５００円
５００円／税込）
税込）
キャロットラペ
アボカドディップ
フムス
ブルーチーズマッシュポテト
マッシュルームマリネ
ザワークラウト

（左上）
左上）「サルシッチャ盛
サルシッチャ盛り合わせ」
わせ」
（右上）「
右上）「ブルームーン
）「ブルームーン スペシャル
ガスパッチョ」
ガスパッチョ」
（左下）「
左下）「ベジタブルタパス
）「ベジタブルタパス」
ベジタブルタパス」6 種
※画像はすべてイメージです

「ブルームーン」
ブルームーン」ならではのイベント
ならではのイベント。
満月のもとでビール
しむ「満月 WEEK」
WEEK」
イベント。満月のもとで
のもとでビールを
ビールを楽しむ「
期間中に２度迎える満月の夜（※）を含む１週間には、月の光を間近に感じながら
新しいビールの楽しみ方を体験出来るイベント「満月 WEEK」を開催。体の吸収が高ま
るとされる満月の日にこそ味わっていただきたいメニューやイベントをご用意。当
イベントだけの特別な夜を演出します。
この週は、OMOHARA BEER Forest をキャンドルでライトアップ。キャンドルと月明
かりに照らされて、心にも体にも優しい「ブルームーン」のスペシャルビアカクテルや
オーガニックなフードメニューを一緒にお楽しみください。
「満月 WEEK」
WEEK」イメージ

※７月１２日（土）、８月１１日（月）

■ミストシャワーで
ミストシャワーで「おもはらの森
おもはらの森」が“都心の
都心の緑豊かな
緑豊かな避暑地
かな避暑地”
避暑地”に！ ６月２８日
２８日（土）からスタート
からスタート
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
ます。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。バーゲンなどのショッピングの後などに、新たな
都心の避暑地「おもはらの森」で涼を楽しんではいかがでしょうか。
期間

：

２０１４年６月２８日（土）～９月（予定）

時間

：

１１：００～１８：００

条件

：

温度２６度以上、湿度７０％以下、風速５m／ｓ以下

「おもはらの森」ミストシャワーイメージ

※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＜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

