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２０１４年１２月１１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（木）～１月２５日（日）の２５日間開催
バーゲンは最大８０％OFF
各ショップから一押しアイテムが詰まった福袋を販売！
１０倍相当の中身が入った福袋も！？
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、２０１５年の初売りを通常より
１時間早い２０１５年１月１日（木）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」を、１月２５日（日）までの２５日間開催致します。
今回も、館内の人気ショップが１月１日（木）から数量限定で発売する福袋は注
目です。中でも、「The SHEL’TTER TOKYO」（B１－２F）では、MOUSSY や SLY
など人気の各ブランド福袋に加え、SLY と rienda からは「選べる HAPPY SET」もご
用意。その他、各ショップからも、今すぐ活躍間違いなしのアウターが必ず入った
ものや、１０倍相当の中身が詰まったものなど、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
なイベントも実施します。
また、初売り企画として１月１日（木）から４日（日）までの４日間、東急プラザ 表参道原宿館内で使える最大１０，０００
円のお買物券や bills お食事券などが当たるお年玉企画「新春 OMOHARA ハッピーおみくじ」を開催します。こちらは来館
された方どなたでもご参加いただけます。
■東急プラザ 表参道原宿 冬のバーゲン概要
タイトル：

PLAZA BARGAIN OMOHARA （プラザ バーゲン・オモハラ）

実施期間：

２０１５年１月１日（木）～１月２５日（日） ２５日間

※なお、東急プラザ 渋谷では、１月２日（金）から３１日（土）まで「閉館セール！最後の PLAZA BARGAIN」、東急プラザ
蒲田、戸塚の各店では、１月２日（金）から１２日（月・祝）まで「PLAZA BARGAIN KAMATA」、「同 TOTSUKA」を開催。
■お年玉企画「新春 OMOHARA ハッピーおみくじ」概要
開催期間：

２０１５年１月１日（木） １０：００～１９：００ ／ １月２日（金）～４日（日） １１：００～２１：００

開催場所：

東急プラザ 表参道原宿 ３F

実施内容：

巨大おみくじを実施。おみくじを振って「大吉」」「中吉」「小吉」などが出ると東急プラザ 表参道原宿の館内
で使える １０，０００円、５，０００円、１，０００円、５００円のお買物券や bills お食事券、おもはらオリジナル
グッズなどが当たります。
※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：

東急プラザ 表参道原宿 １０，０００円／５，０００円／１，０００円／５００円お買物券、
bills お食事券、おもはらオリジナルグッズ

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
※2014 年 12 月 11 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／B1-2F

The SHEL'TTER TOKYO／B1-2F

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS／B1-2F

バーゲン OFF 率未定

福袋 福袋（トータルで 380 個限定）

バーゲン 50～30％OFF

価格 ・AZUL by moussy 10,000 円（40,000 円相当）
・MOUSSY、SLY、Rodeo Crowns、rienda
10,800 円（60,000 円相当～）
毎年ご好評をいただいている各ブランド福袋に加
え、SLY と rienda からは「選べる HAPPY SET」も登
場！SLY ではサラン生地を使用した数量限定のショ
ッパーもご用意しております。
【HAPPY SET】
・SLY
12,960 円
・rienda 10,800 円

【おすすめアイテム】
商品名 フリース
価格 4,309 円
→3,016 円（30％OFF）
デイリーウェアとしてヘビロテ
間違いなし。色違いで何枚でも
欲しくなる柔らか素材のスウェット。
【その他】
1/1 数量限定の 5,000 円 OFF クーポンを配布

バーゲン OFF 率未定
【その他】
タイムセールや均一セールを実施予定

HERE'S／3F

choosy chu／3F

Rione Duras／3F

福袋

福袋

福袋

価格 5,400 円 （10,800～16,200 円相当）
価格 10,800 円（43,200 円相当）
アウター＋インナーが複数点入ったボリュームのあ セレクトショップ choosy chu と
る内容です。10 個限定
してオリジナル商品以外のブランド商品を含みま
す。20 個限定。
バーゲン 70～20％OFF
バーゲン 80～40％OFF
【その他】
【おすすめアイテム】
タイムセール： 1/1 SALE 品がさらに 10～20％OFF 商品名 オリジナル A3 トートバッグ
価格 2,989 円
→2,091 円（30％OFF）
当店定番商品のカラーバリエーションの揃った状態
で SALE 提供。

価格

DURAS 10,800 円（30,000 円相当）
DURAS ambient 10,800 円（40,000 円相当）
DURAS の今年の福袋はアウターとワンピースが選
べる SET 販売。バッグはいろいろなコーディネイトに
使える BIG キャンパスバッグ。
DURAS ambient の福袋はコートが必ず入り、その他
トップス、スカート、ニットワンピースなど使えるアイテ
ムばかりが 4 点入った Special な内容。各 20 個限定

バーゲン 50～20％OFF
【おすすめアイテム】
商品名 チェックチェスターコート
価格 17,064 円
→12,420 円（27％OFF）
スタイリッシュかつ女らしさも忘れない
今季のチェスターコート。華奢に見せるシルエットと
今シーズン必ず取り入れたいチェック柄が魅力的な
アイテム。
【その他】
タイムセール実施予定

Roomy's／3F

MINNETONKA／3F

phoebe／3F

福袋

福袋

福袋 Happy Bag

価格 10,800 円 （43,200 円相当）
コート、ニット、カットソーなど 7 点。10 個限定

価格 10,800 円
2 足シューズが入ってこの価格。30 個限定。

バーゲン 50～25％OFF

バーゲン セール商品あり

価格 3,240 円 （13,000 円相当）
福袋限定のロングネックレス(3,000 円相当）を含めた
アクセサリー福袋です。6 個限定

【おすすめアイテム】
商品名 バイカラーダッフルコート
価格 18,144 円
→10,584 円（42％OFF）
バイカラーのデザインが新しい
ダッフルコート。着こなし次第で
いろんなテイストに。

【おすすめアイテム】
商品名 ピッパースリッパー
価格 16,200 円
→セール価格
モカシンの内側に柔らかいボアが付いていてキュー
トさが倍増。ラバーソールが付いていて外出にも履
いていただけます。

【その他】
タイムセール： 1/1～4 2BUY50%OFF（SALE 品のみ
定価から）

バーゲン 50～20％OFF
【おすすめアイテム】
商品名 Royal neon bijoux ピアス
価格 4,104 円
→2,872 円（30％OFF）
phoebe の人気 2WAY ピアス。
【その他】
タイムセール： 1/23～2BUY10％OFF（一部除外品
あり）

OMOHARA STATION／3F
「AVOCA」POP UP SHOP
福袋 OMOHARA 限定 「LUCKY BAG FAIR」
価格

5,400 円 （約 14,040 円相当）
10,800 円（約 28,512 円相当）
AVOCA の「スヌード」など人気
アイテムが 3 点入った福袋
（5,400 円）と、「スロー」など
人気アイテムが 3 点入った福
袋（10,800 円）を東急プラザ
表参道原宿限定で発売。
各 50 個限定

OMOHARA Cafe／3F

aimerfeel PREMIUM／4F

【おすすめアイテム】
商品名 Cotton candy soda
価格 432 円
OMOHARA cafe のオリジナルソーダ×ふわふわ綿
菓子のコラボドリンク(全 6 種)

福袋
価格 3,500 円 （10,800 円相当）
福袋限定ブラペア＆ポーチに必ずもらえるお年玉ク
ーポン付き。50 個限定。
※65B～75E 各サイズ数量限定

バーゲン 50～30％OFF
【おすすめアイテム】
商品名 超盛ブラ
価格 2,376 円
→1,663 円（30％OFF）
大 HIT 超盛ブラもこのお値段。（ショーツ別売り）

Flag／4F

Rady／4F

tocco closet／4F

バーゲン MAX50％OFF

バーゲン OFF 率未定 （1/9～実施）

バーゲン 50～30％OFF

【おすすめアイテム】
商品名 ブーティ
価格 18,360 円
→未定
カラーミックスがトレンドのスエードブーティ。細身の
すっきりとした美フォルムでレディな足元を演出。

【その他】
均一セール： 1/1 ニットトップス 2,900 円（税別）均一

【その他】
均一セール： 3,000 円/7,000 円均一

goa／4F

LABORATORY WORK ReCurrent／4F

charms／4F

福袋

福袋

福袋

価格 21,600 円
2015 年福袋は徹底的にクオリティに拘りました。今
年はすべての福袋にボリューミーなリアルファー付
のダウンジャケットが入っています。このアイテムだ
けでもお値段以上の価値があること間違いなしで
す。その他にも福袋のためだけに作った魅力的なア
イテムばかりです。雰囲気抜群で容量タップリのバッ
クパックもオススメ Point。14 個限定

価格 10,800 円 （59,400～64,800 円相当）
価格 5,400 円 （43,200 円相当）
アウターが必ず入ってトップス・ボトム計 7 点入った
10,800 円（75,600～108,000 円相当）
お買い得な福袋です。10 個限定
店頭商品が詰め込まれたプレミアム福袋。この価格
でこのボリュームはありえません。各 10 個限定
バーゲン 50～20％OFF
【おすすめアイテム】
バーゲン 70～10％OFF
商品名 ロングダウン
【おすすめアイテム】
価格 19,332 円
商品名 ボリュームネックコート
→13,532 円（30％OFF）
価格 17,800 円→8,900 円（50％OFF）
オンオフ問わずに着回しできるカジュアルダウンコー ネック部分が 2ＷＡＹのコート。
トです。シルエットがとてもきれいです。
【その他】
【その他】
均一セール： 1/1～25、3,000 円/5,000 円均一
タイムセール： 2 点でさらに 10％OFF。

バーゲン 50%～OFF
【おすすめアイテム】
商品名 モッズコート
価格 32,184 円
→25,704 円（20％OFF）
ボリューミーなラクーンファーを贅沢に使用したモッ
ズコート。今季のモッズコートはフィンランドラクーン
ファーを使用しています。上質なボリュームのある
リアルファーで街中でもグッと目を引きます。

Cheek by archives／4F
福袋 アウター入り Cheek 福袋

HUMOR SHOP by A-net／4F

GLAM BABY／4F

福袋 “HUMOR” HAPPY BAG
福袋
価格 10,800 円 （43,200 円相当）
価格 3,240 円 （10,000 円相当）
価格 10,800 円
アウター、TOPS×4 点、スカートの 6 点入り。10 個限
5,400 円（17,000 円相当）
50 個限定。
定
HUMOR オリジナル商品や、国内外から買い付けた
バーゲン 一部 10％OFF
雑貨の福袋。
バーゲン 60～20％OFF
【おすすめアイテム】
ネ・ネット福袋
商品名 ノーカラーウールコート
価格 5,400 円／10,800 円
価格 17,280 円
人気の秋冬商品
→10,800 円（38％OFF）
毎年マストなノーカラーのウールコートが 10,800 円 バーゲン 50～30％OFF
のジャストプライス

pink trick／4F

Jewelna Rose／4F

hands be／5F

福袋 スペシャルハッピーバッグ

福袋

福袋

価格 3,240 円 （16,200 円相当）
15 個限定。

①価格 15,000 円（38,000 円相当）
トローリーケース＋小物の 4 点セット。10 個限定。
②価格 10,000 円（100,000 円相当）
③価格 5,000 円（15,000 円相当）
④価格 3,000 円（11,200 円相当）

価格 3,240 円 （5,000 円前後相当）
象印またはサーモスのスープジャー・水筒が入った
あったかセット。

バーゲン 50～30％OFF

【おすすめアイテム】
商品名 モノトーン＆パステルシリーズ
（ポーチ、ペンケース、ハンコケース、ブック バーゲン 70～30％OFF
カバー）
【おすすめアイテム】
価格 2,160 円～1,620 円
商品名 キューティーリボン
→1,512～1,134 円（30％OFF）
トローリー
キュートなデイリーアイテムです。ギフトにうってつけ 価格 12,420 円
のアイテムです。
→7,452 円（40％OFF）
容量 36 リットル。2～3 泊用キャリーケース。リボンを
あしらったデザイン。

【その他】
スペシャルバイキング企画： お好きなエプロンと小
物雑貨の組み合わせで 20％OFF（全商品対象：限
定 50 セット）。

UNiCASE／5F

バーゲン 50～20％OFF

【その他】
均一セール： 1/1～25 小物・トートが 800 円/1,000
円/1,500 円均一。 ※なくなり次第終了

Tokyo's Tokyo／5F

福袋 2015 HAPPY BAG

AUX PARADIS／5F

福袋 OJICO 福袋
バーゲン 10％OFF
価格 5,400 円 （10,000～15,000 円相当）
価格 5,400 円 （12,960 円相当）
【おすすめアイテム】
スタイラスペン、バッテリーなどスマートフォンライフ すべての柄にストーリーがある T シャツブランド 商品名 香水 15ml
を便利にするアクセサリー詰め合わせ。
OJICO の福袋です。5 個限定
※異なる香水 2 点以上お買い上げ
価格 5,616 円
バーゲン 一部商品 50～20％OFF
バーゲン 50～20％OFF
→5,056 円（10％OFF）
【おすすめアイテム】
香水がセットでお得。アロマフレ
商品名 5108 ネックレス
グランスですので日替わりで気分
価格 3.024 円
をリフレッシュ。
→1,512 円（50％OFF）
「言葉を身にまとう」をコンセプトに言葉を直感的なデ
ザインで表現したアクセサリーです。

STARBUCKS／6F
福袋 スターバックス福袋
価格

3,500 円 （8,000 円相当）
5,000 円 （12,000 円相当）
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
ナルバッグはキルティング素材のショッパーで、エコ
バッグやサブバッグとしてご利用いただけます。各
20 個限定
【おすすめアイテム】
商品名 メルテッド キャラメル
ティー ラテ
価格 Short480 円～Venti600 円
スターバックスオリジナルのキャラ
メルソースを溶かし込んだこっくりと
した甘さのあるオモハラ限定のティーラテ。（ホットの
み）

bills／7F
【おすすめアイテム】
商品名 ティラミス フレンチ
トースト w/
ポーチドチェリー、カカオブリトル
価格 1,350 円
2014 年秋・冬新メニューのひとつ。
「Single Origin Roasters」のエスプレッソと卵液に浸
したブリオッシュをオーブンとフライパンで焼き、甘酸
っぱく煮たてたチェリー、クリーム、香ばしくローストし
たアーモンドのブリトルを添えたリッチなデザートで
す。

東急プラザ 表参道原宿 年末年始 営業時間について
年末年始は下記の通り、営業時間が一部変更となります。
物販（B1-5F）
通常営業時
11：00-21：00
2014 年 12 月 31 日（水）
11：00-18：00 ※短縮営業
2015 年 1 月 1 日（木）
2015 年 1 月 2 日（金）～

10：00-19：00 ※時間変更
11：00-21：00 ※通常営業

飲食（6-7F）
8：30-23：00
6F 8：30-23：00 ※通常営業
7F 8：30-21：00 ※短縮営業
8：30-21：00 ※短縮営業
8：30-23：00 ※通常営業

＜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（木）のみ１０：００～１９：００（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

