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２０１４年４月１６日
東急不動産 SC マネジメント株式会社

ディズニープリンセスから“マレフィセント”の世界観に一変！

「In Celebration of Disney's "Maleficent"

LOVE & CHARM in OMOHARA」
OMOHARA」
２０１４年５月２３日（金）～６月２７日（金）
館内装飾や限定アイテムで、７月の日本公開に先駆けて映画「マレフィセント」の世界観を体感！

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、ディズニー映画「マレフィ
セント」（７月５日 ２D/３D ロードショー）とのタイインプロモーションとして、
「 In Celebration of Disney's "Maleficent" LOVE & CHARM in OMOHARA 」
（以下、「LOVE & CHARM in OMOHARA」）を、２０１４年５月２３日（金）から６月２７
日（金）まで開催することをお知らせ致します。
「マレフィセント」（７月５日 ２D/３D ロードショー）は、ディズニーとアンジェリー
ナ・ジョリーが誰も知らない「眠れる森の美女」の本当の物語を描くこの夏最大の
話題の映画です。期間中、館内がそれまでのプリンセスの世界観から一変し、邪
悪な中にも妖艶な美しさを備えたマレフィセントをイメージした装飾が、６階屋上テ
ラス「おもはらの森」や、神宮前交差点に面したエントランスで展開されます。
館内の人気ショップからは、「マレフィセント」をモチーフにした限定アイテムや先
行発売アイテムなど、“ここでしか”手に入らないアイテムも登場します。
東急プラザ 表参道原宿では、２０１４年４月１８日（金）から６月２７日（金）まで、
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社協力のもと限定アイテムの販売とともに、
ディズニーのキャラクターをフィーチャーしたプロモーションを実施します。第１弾
では、４月１８日（金）から５月２２日（木）まで、ディズニープリンセスをフィー
チャーした「
「DISNEY
DISNEY PRINCESS TALES in OMOHARA」
OMOHARA」を開催し、５月２３日（金）
からは館内が「マレフィセント」の世界観に一変します。
当施設では、“「ここでしか」「ここだから」をカタチに”をコンセプトに、魅力を感
じていただけるプロモーション展開を通じて、お客様に特別な体験価値を提供し
てまいります。

In Celebration of Disney's "Maleficent"
LOVE & CHARM in OMOHARA
メインビジュアル

LOVE & CHARM in OMOHARA／２０１４年５月２３
日（金）〜６月２７日（金）
OMOHARA
おもはらの
おもはらの森やエントランスが
エントランスが、「マレフィセント」
マレフィセント」の世界観に
世界観に
６階屋上テラス「おもはらの森」では、中央六角形のトップライトに、
人間たちの侵入を阻む“イバラ”を配し、その内側では邪悪な妖精
マレフィセントの世界を、その外側には人間たちの住む世界を表現
しました。森の中には、マレフィセントが呪いをかけオーロラ姫が
１６歳の誕生日に指を刺して眠りについてしまう糸車をモチーフにし
たフォトスポットも登場します。
訪れた方は、まるで自分が物語の登場人物になったような気分で、
「マレフィセント」の世界観をお楽しみいただけます。また、エントラン
スでも「マレフィセント」の世界観を表現した装飾を施しますので、館
に入る時から気分が盛り上がります。

「おもはらの森」がディズニープリンセスから
「マレフィセント」の世界観に一変
※画像はイメージです

©Disney

各ショップから
ショップから「
から「LOVE & CHARM in OMOHARA」
OMOHARA」限定アイテム
限定アイテムなどが
アイテムなどが登場
などが登場
館内の人気ショップからは、「マレフィセント」や象徴的な“LIP（唇）”をモチーフにした当施設限定や先行発売のアイテムが発
売されます。中には、期間中“ここでしか”手に入らないアイテムもあります。
※アイテムの詳細は別紙参照

©Disney

ディズニー映画
ディズニー映画「
マレフィセント」
映画「マレフィセント」
２０１４年７月５日（土） ２D/３D ロードショー
監督 ： ロバート・ストロンバーグ
主演 ： アンジェリーナ・ジョリー（マレフィセント役）
出演 ： エル・ファニング（オーロラ役） 他
Disney.jp/Maleficent
≪イントロダクション≫

©2014 Disney Enterprises, Inc.

誰も知らない「
らない「眠れる森
れる森の美女」
美女」が、いま目覚
いま目覚める
目覚める。
める。
ディズニー禁断の秘密が、ついに暴かれる──アンジェリーナ・ジョリー主演「マレフィセント」は、ディズニー・クラシック・アニメーション
の傑作「眠れる森の美女」の誰も知らない“本当の物語”をドラマティックに描き出す、史上空前のアクション・ファンタジーである。
主人公は、「眠れる森の美女」のヒロイン、オーロラ姫…ではなく、彼女に“永遠の眠り” の呪いをかけた邪悪な妖精マレフィセント。あ
のロマンティックなおとぎ話を“悪役”であるマレフィセントの視点から描く時、物語は摩訶不思議に姿を変え、これまで信じてきた善悪の
基準は覆される。はたしてマレフィセントとは何者だったのか？ そして、なぜ彼女は呪いをかけたのか…？

＜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

「LOVE & CHARM in OMOHARA」 各ショップのアイテム
※価格は全て本体価格＋税
※2014 年 4 月 16 日（水）時点の情報です。商品仕様が変更となる可能性がございます。
①商品名、②本体価格＋税、③カラー、④サイズ

The SHEL'TTER TOKYO／
TOKYO／B1B1-2F
The SHEL'TTER TOKYO で は 、 「 MOUSSY 」 、
「SLY」、「RODEO CROWNS」」、「Avan Lily」、「AZUL
by moussy 」 の 各 ブ ラ ン ド か ら 、 マ レ フ ィ セ ン ト を
モチーフとしたアイテムを発売（※一部アイテムを抜
粋して掲載）。

①MALEFICENT LIP DRESS
（MOUSSY）
②本体価格 9,800 円＋税
③柄ホワイト/柄ブラック
④1/2

限定商品
限定商品

マレフィセントの印象と言えば
真っ赤なリップ。そんな赤リップ
※「限定商品」マークがついたアイテムは、店舗では
を総柄にしたワンピース。
東急プラザ 表参道原宿のみの販売となります
（SHEL'TTER WEB STORE でも同時発売予定）。

①MARMAID SHORT PANTS
（MOUSSY）
②本体価格 6,900 円＋税
③ブラック/ブルー
④1/2

①MALEFICENT LIP TOPS
（MOUSSY）
②本体価格 6,900 円＋税
③柄ホワイト/柄ブラック
④フリー

限定商品
限定商品

①MALEFICENT HORNS EARRING
（MOUSSY）
②本体価格 2,500 円＋税
③シルバー
④フリー

LIP DRESS 同様、赤リップを
アイコンにした TOPS。ホワイトはキャッチーに、
ブラックはエキゾチックに。

①LIP CHAIN BAG
（MOUSSY）
②本体価格 6,900 円＋税
③レッド/ブラック
④フリー

限定商品
限定商品

限定商品
限定商品

マレフィセントが着用する『マント』
マレフィセントの『角』をイメージ
をイメージしたショートパンツ。TOPS を変えるだけで したイヤリング。コーディネートの
色々コーデが楽しめます。
アクセントに◎。

HERE'S／
HERE'S／3F

choosy chu／
chu／3F

①ロング丈 T シャツ
②本体価格 3,684 円＋税
③未定
④M/L

①マレフィセント グリッタークラッチ
②本体価格 4,621 円＋税
③ブラック/ホワイト
④W25*H18cm

着丈の長いフレアシルエット T
グリッターで大人っぽい雰囲気
限定商品
限定商品
シャツ。前身頃にマレフィセントの
のクラッチは、持つだけでドレ
大きなプリント、後ろ身頃の上中心に小さなロゴをプ スアップできるアイテムです。
リントしたディズニーの世界観を演出するカットソー
です。

限定商品
限定商品

LIP アイコンが BAG になって登場。
キャッチーな BAG は主役級アイテム。
※チェーンの色がシルバーに変更になります。

①マレフィセント 裏毛プルオーバー
②本体価格 5,547 円＋税
③グレー/ホワイト/ブラック
④着丈 60cm、バスト 95cm

限定商品

Rione Duras／
Duras／3F

半袖丈のミニ裏毛プルオーバー
は、夏に持ってこいのマストアイ
テム！カラスのレイバンもこっそり
隠れています。

限定商品

Jewelna Rose／
Rose／4F

①マレフィセント トートバッグ
②本体価格 5,800 円＋税
③ホワイト・ブラック/ミックス
④フリー

①マレフィセント クラッチバッグ
②本体価格 6,800 円＋税
③ホワイト・ブラック/ミックス
④フリー

①マレフィセント トートバッグ
②本体価格 6,000 円＋税
③ブラック
④41*38*12cm

コーディネイトの完成度が
先行発売
上がるクラッチバッグはマスト
アイテム。ユニークなコミック調のプリントが男女問
わず使用できるのでオススメです。容量によって大
きさを変えられるデザインが魅力的！

ブラックのコットンキャンバス生地
にブラックのラメで描かれたキャラ
限定商品
限定商品
クターがとってもキュート！第一
弾のオーロラ姫のデザインと同じく、ハンドル裏面や
バッグ内側にもプリントが施されています。

先行発売
DURAS から可愛いトートバッグ
が登場！魅力的なマレフィセントがメインにプリントさ
れたデザインが珍しい。トレンドのスウェット生地が
使い易さ抜群でオススメです。

©Disney

