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２０１４年７月３０日
東急不動産 SC マネジメント株式会社

２０１４年秋冬最新ファッションアイテムが勢ぞろい！
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“２４日間”

コ コ デ シ カ WE E K
２０１４年９月１２日（金）～１０月５日（日）の２４日間限定で開催
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
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」
で、当施設でしか出会えない限定商品やノベルティをご用意した２４日間限定のイベント「
「 ココデシカ WEEK」
WEEK」 を、２０１４年９月
１２日（金）から１０月５日（日）まで開催することをお知らせ致します。
「ココデシカ WEEK」は、“ファッションテーマパーク”「東急プラザ 表参道原宿」の人気ショップから、“今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取り揃えた期間限定の特別イベントです。どのショップも趣向を凝らした
２０１４年秋冬の最新ファッションアイテムや雑貨を用意しており、リアルショッピングの楽しさを感じていただけます。
限定商品は、２０１４年秋冬のトレンドカラー“バーガンディ”を取り入れたアイ
テム、単品でも着回ししやすく着こなしの幅が広がるニットプルオーバーとニット
タイトスカートのセットアップなど、どれもすぐに取り入れたいファッションアイテム
が勢ぞろいしました。館内の人気ショップが多数参加する「ココデシカ WEEK」で
のお買い物をぜひお楽しみください。
■東急プラザ
東急プラザ 表参道原宿 「ココデシカ WEEK」
WEEK」概要
名称

：

ココデシカ WEEK

期間

：

２０１４年９月１２日（金）～１０月５日（日）の２４日間

内容

：

館内の人気ショップから限定商品や限定カラー、先行販売など、秋冬の最新ファッションアイテムを展開

「ココデシカ WEEK」
WEEK」
イベントロゴ

東急プラザ 表参道原宿 TOPICS
① 「OMOHARA BEER Forest」
Forest」好評につき
好評につき９
につき９月２８日
２８日（日）まで期間延長
まで期間延長！
期間延長！
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 ）」が
）」
好評につき、９月２８日（日）までの期間延長が決定しました。
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」の“ナチュラ
ル”をコンセプトとした「
「 OMOHARA BEER Forest by BLUE MOON The Natural
Terrace」
Terrace」 が登場。７月４日（金）のオープン以来、連日多くのお客様に来場いただ
いており、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と、「おも
はらの森」の心地よい雰囲気が大変好評をいただいています。
■「OMOHARA BEER Forest by BLUE MOON The Natural Terrace」
Terrace」概要
期間

：

営業時間 ：

開催中～９月２８日（日）の期間中毎日 （※７月４日（金）～９月７日（日）の予定から期間延長）
平日（月～金）

１７：００～２２：００

土・日・祝日とお盆期間（８月１１日～１５日） １２：００～２２：００
内容

：

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

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

※雨天の場合中止となることがあります。 ※ご予約は承っておりませんので、ご了承下さい。
※ラストオーダー：フード ２１：３０／ドリンク ２１：４５

満月のもとで
満月のもとで BLUE MOON を楽しむ“
しむ“満月 WEEKEND”
WEEKEND”
「OMOHARA BEER Forest by BLUE MOON The Natural Terrace」にて満月のもとで「ブルームーン」を楽しむ“満月
WEEKEND”を開催します。満月の夜を含む８月９、１０、１１日の３日間はスペシャルなイベントをご用意。
「地球と遊ぶ」をコンセプトに、五感で体感出来る移動式映画館として、逗子海岸映画祭をはじめ、海辺、田んぼや廃墟など、
インスピレーションを感じる場所で次々と映画祭を行い、国内、世界へと精力的に活躍の場を広げる＜CINEMA CARAVAN＞。
その彼らが、「BLUE MOON The Natural Terrace」を会場に、満月会をテーマにした映画をセレクト。週末限定、二夜限りのシネ
マナイトが開催されます。そしてその期間中は、フードディレクター松島 健二氏による、映画のテーマに合わせたスペシャルフ
ードも提供。文字通り、五感に嬉しいシネマナイトをお楽しみいただけます。
１１日はスペシャルゲストを招いたイベントを開催予定です。
■CINEMA CARAVAN シネマナイト
日程

：

８月９日（土）、１０日（日） １９：００～

会場

：

「OMOHARA BEER Forest by BLUE MOON The Natural Terrace」

内容

：

映画「E.T.」の上映、フードディレクター松島 健二氏による、映画のテーマに合わせたスペシャルフードの提供

※雨天の場合中止となることがあります。

CINEMA CARAVAN －プロフィール－
プロフィール－
“PLAY with The Earth” 「地球と遊ぶ-」をコンセプトに、五感で体感できる移動式映画館。時には穏やかな湾の海辺、田
んぼの中、丘の上、時代を作ってきた廃墟、または都会のど真ん中で。自分には無かった感覚を刺激する事により、より
旅を深くし、個人の人間力を向上する。旅先の風景に野外上映用のスクリーンを広げ、日常から非日常の映画館を作り
地元の方々から生きる知恵や工夫を教えてもらい、様々な文化を体験する。町と町、人と人とを繋げ、情報交換する場所
作りをし、live な動く媒体を目指す。いずれ点と点が繋がり縁となるように。
http://cinema-caravan.com/

②こちらも好評
こちらも好評につき
好評につき期間延長決定
につき期間延長決定！
期間延長決定！新しい限定
しい限定アイテム
限定アイテムや
アイテムや新メニューも
メニューも登場！
登場！
「サンリオキャラクター大賞
サンリオキャラクター大賞カフェ
大賞カフェ」
カフェ」８月１７日
１７日（日）まで期間延長
まで期間延長！
期間延長！
旬なモノ・コトを発信する３階のポップアップスペース「OMOHARA STATION」に、２０１４年６月２８日（土）から７月３１日
（木）までの期間限定でオープンしている「
「 サンリオキャラクター大賞
サンリオキャラクター大賞カフェ
大賞カフェ」
カフェ」 （運営：株式会社トランジットジェネラルオフィス）
も、好評につき、２０１４年８月１７日（日）までの期間延長が決定しました。
さらに、OMOHARA Cafe とのコラボにより人気キャラクターをモチーフにした“ここでしか味わうことのできない”新メニュー
や、“ここでしか買うことのできない”新オリジナルグッズが、新たに登場します。
本カフェは、今年で２９回目を迎えるサンリオキャラクターの人気投票企画「２０１４
年サンリオキャラクター大賞」（以下「キャラクター大賞」）を記念したもので、幅広い
世代に人気があるサンリオのおなじみのキャラクターをモチーフにしたオリジナル
メニューなどが楽しめます。「キャラクター大賞」は７月２１日（月・祝）でファイナルステ
ージの投票が締め切られ、８月２日（土）に結果が発表されますが、それ以降もカフェ
のオリジナルメニューやオリジナルグッズを通して、「キャラクター大賞」をさらに楽し
んでいただけます。
■「サンリオキャラクター大賞
サンリオキャラクター大賞カフェ
大賞カフェ」
カフェ」店舗概要
店舗概要

「サンリオキャラクター大賞
サンリオキャラクター大賞カフェ
大賞カフェ」
カフェ」
店舗イメージ
※投票箱はなくなります

出店時期 ：

出店中～８月１７日（日） （※６月２８日（土）～７月３１日（木）の予定から期間延長）

営業時間 ：

１１：００～２１：００

場所

東急プラザ 表参道原宿 ３階 「OMOHARA STATION」内

：

電話番号 ：

０３－５７８５－２２３３ （OMOHARA Cafe）

＜新限定アイテム
新限定アイテム＞
アイテム＞
「キャラクター大賞
キャラクター大賞カフェ
大賞カフェ iPhone ジャケット」（
ジャケット」（本体価格
」（本体価格２
本体価格２，３００円
３００円＋税）
「サンリオキャラクター大賞カフェ」限定の“ここでしか買うことができない”オリジナルグッズとし
て、iPhone ケースが新登場。iPhone5/5s 対応。

＜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

