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２０１４年４月３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２周年記念「WE LOVE OMOHARA 2nd Anniversary」

「アリガトウWEEK
「アリガトウWEEK」
WEEK」

２０１４年４月１８日（金）～５月６日（火・休）

各ショップから“ありがとう”の気持ちを込めた限定アイテムやノベルティが登場！特別セールも！

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）は
運営管理する「東急プラザ 表参道原宿」が、２０１４年４月１８日（金）で開業２周年を
迎えることを記念したイベント「
「WE LOVE OMOHARA 2nd Anniversary」
Anniversary」 を、２０１４年
４月１８日（金）から５月２２日（木）まで開催致します。
４月１８日（金）から５月６日（火・休）までの１９日間は「アリガ
「アリガトウ
WEEK」 と題し、各
「アリガ トウ WEEK」
ショップから２周年を記念した限定アイテムやノベルティが登場するほか、特別割引や
抽選など、お得なイベントが盛りだくさんです。

■WE LOVE OMOHARA 2nd
2nd Anniversary 概要
期間：
内容：

２０１４年４月１８日（金）～５月２２日（木）
東急プラザ 表参道原宿開業２周年を記念した各種イベントの開催

WE LOVE OMOHARA 2nd Anniversary
ロゴ

アリガトウ WEEK／２０１４年４月１８日（金）〜５月６日（火・休）
WEEK
各ショップでお得なイベントを開催
東急プラザ 表参道原宿の２周年を記念し、日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込め、各テナントが限定アイテムの販売、ノベ
ルティプレゼントや特別割引などお得な特典をご用意します。
※詳細は別紙をご参照ください

OMOHARA 2nd Anniversary Premium Party／２０１４年４月１８日（金）
Party
２周年を記念して一夜限りのパーティーを開催
東急プラザ 表参道原宿の２周年を記念した一夜限りのパーティーを開催します。館内各所で、DJ パーティー、スペシャル
イベント、この日だけのお得なセール、ドリンクの提供など、特別な時間を過ごせます。３月２１日より、施設内にてお買い上げ
いただいた方にパーティーの Invitation をプレゼント中です。
日時： ２０１４年４月１８日（金） １８：００〜２１：００ ※通常営業は１７：００までとなります
会場： 東急プラザ 表参道原宿全館

＜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

WE LOVE OMOHARA 2nd
2nd Anniversary 「アリガトウ WEEK」 各ショップの展開

★限定アイテム

※価格は全て本体価格＋税
※2014 年 4 月 2 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（税抜）＋税、③カラー、④サイズ

HERE'S／
HERE'S／3F

Rady／
Rady／4F

tocco closet／
closet／4F

①TR 天竺ボーダー
②本体価格 2,768 円＋税
③オフ×ネイビー/
オフ×ブラック/
ネイビー×オフ
④M/L

①ハートマーブルアイマスク
②本体価格 2,000 円＋税
③ピンク・マルチ
④W210*H90mm

①ウェストゴム入り
ふんわりスカート
②本体価格 3,800 円＋税
③ライトレッド
④M

GLAM BABY／
BABY／4F

pink trick／
trick／4F

STARBUCKS／
STARBUCKS／6F

①ポイントビジューケース
②本体価格 5,000～8,000 円＋税
③1 色（※オーダーで色々なカラー
が作れます）
④60*126mm

①ツインリボンエプロン
②本体価格 3,500 円＋税
③ブラック
④着丈約 70cm
（肩紐で調整可）

R
①ティー クリーム フラペチーノ○
②Tall：本体価格 500 円＋税
Grande：本体価格 540 円＋税
Venti：本体価格 580 円＋税

大人気のハートマーブル柄が華やかなアイマスク。
二重のレースのふち取りが大人可愛いデザインで 人気スカートの限定カラーが先行販売で登場！くび
今期トレンドのボーダーをオフショルダーで作った短 す。ハートマーブルガウンやセットアップなどお揃い れ＆美脚効果抜群のアイテム。
丈トップス。ハイウエストパンツやスカートとのコー でも着用していただけます。可愛いオーガンジーで
ディネートに使えるアイテムです。
包装されているのでプレゼントにもぴったり♪

ミルクティーのようなマイルドで後味のさっぱりとした
大粒を使ったクリスタルビジュー。お手軽でゴージャ ブラックレースのポケットが大人可愛い！胸元のリ 味わいのリーフ（茶葉）入りのフラペチーノ®。ホイッ
スなケース。
ボンもポイント！ボリューミーなフリルで主役級エプ プクリームには細かく砕いたホワイトチョコレート＆
マカダミアクッキーと紅茶のリーフ、そしてハチミツを
ロン。
トッピングしました。

★ノベルティ／イベント

※金額は特に表記のない場合は全て税抜表記

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS／
OUTFITTERS／B1B1-2F

choosy chu／
chu／3F

イベント ライブイベント
アーティストによるライブイベントを 5 月 3 日（土）、
4 日（日）の 2 日間行います。アメリカンイーグル今期
のテーマの 1 つである「ART」をフォーカスしたライブ
ペイントのパフォーマンスは必見です。

ノベルティ グラス（4/18～）
条件： 税込 11,000 円以上お買い上げ
DURALEX 製の別注カラーグラス
をプレゼント！
※レッドカラー（原宿店限定）のみ、4/18（金）18 時～
※なくなり次第終了
ノベルティ サングラス（5/2～）
条件： 税込 10,800 円以上お買い上げ
※なくなり次第終了

Rione Duras／
Duras／3F

Roomy's／
Roomy's／3F

ノベルティ バスタオル＆ヘアバンド（4/18～）
条件： 税抜 15,000 円以上お買い上げ
DURAS のロゴ入りバスタオル。ボーダーとドット柄。
セットで逆柄のヘアバンドがついています。

イベント 2 点以上お買い上げで 10％OFF
2 周年を記念して 4/18（金）～4/20（日）の 3 日間限
定で、2 点以上お買上で 10％OFF

ノベルティ Nail＆ポーチ （5/2～）
条件： 税抜 10,000 円以上お買い上げ
夏にピッタリなビビットカラー。キレイな発色とツヤの
よさがポイント!モノトーンのドット柄がかわいいポー
チ付です。
イベント EARLY SUMMER FAIR, GW FAIR
約 2 週間にわたり新作アイテムを SPECIAL SET
PRICE で GET できるイベントを開催！トレンドのセッ
トアップや毎年大人気のラグジュアリーなペイズリー
柄など、夏まで着まわせるマストアイテムが目白押
し！

MINNETONKA／
MINNETONKA／3F

phoebe／
phoebe／3F

AMO'S STYLE by Triumph／
Triumph／4F

イベント 2buy 10％ OFF
4/25(金）～5/6(火)の 12 日間 2buy 10％ OFF。

イベント ブラジャー＆ショーツ 2 枚で 20％ OFF
4/18（金）～5/6（火）、AMO'S STYLE by Triumph の
カワイイ「ブラジャー＆ショーツ」が 20％OFF！ぜひこ
輝く女神”phoebe"が贈るプチリュクス。繊細なデザ の機会にご利用下さい。
ノベルティ シューズ巾着
インと旬のこだわりが詰まったアクセサリー＆ライト ※一部対象外アイテムがあります。
条件： シューズお買い上げの方先着
ジュエリーが期間限定 2buy 10％ オフで購入でき
「ゴールデン WEEK フェア」期間中（4/18～5/6） ます！ ※一部除外品あり
ミネトンカシューズお買い上げのお客様に先着で
ノベルティプレゼント！！ ※なくなり次第終了

Flag／
Flag／4F

ノベルティ シューズケース
条件： 税抜 5,000 円以上お買い上げ
サテン生地のシューズケースをプレゼント！！ラン
ジェリーケースやトラベルポーチとしてもお使いいた
だけます。 ※なくなり次第終了

Cheek by archives／
archives／4F

LABORATORY WORK ReCurrent／
ReCurrent／4F

charms／
charms／4F

イベント セットフェア
トップス＋ボトムス＝税込 13,000 円
トップス＋トップス＝税込 12,000 円
トップス＋カーディガン＝税込 12,000 円。
4/18 限定 10％OFF（一部商品除く）。

イベント 2BUY 10％ OFF／3BUY 1,000 円 OFF
クーポン
4/26～5/8 の期間、2 点で 10％OFF！3 点で 1,000
円 OFF のクーポンをプレゼント。 ※一部除外有

HUMOR SHOP by AA-net／
net／4F

pink trick／
trick／4F

ノベルティ オリジナルチョコ
条件： お買い上げの方
先着 135 名
ノベルティ ハンドソープ
カラフルなギンガムチェックの包装紙がかわいい一
ノベルティ オリジナルハンドタオル
条件： 税抜 5,000 円以上お買い上げ
口サイズのオリジナルチョコレート。pink trick 東急プ
条件： お買い上げの方全員
先着 100 名様にプレゼント。
ラザ表参道原宿店 2 周年のロゴ入り！お買物して、
HUMOR の刺繍入りオリジナルハンドタオルです。
ぜひ GET して下さいね。（9 色）
イベント 2BUY10％OFF
（レッド/ブルー/イエロー）
期間中、2 点以上お買い上げの方は、レジにて 10％ ※先着 100 名様
イベント イニシャル福袋販売
OFF になります。夏物アイテム、おまとめ買いのチャ
合計 6 アイテム、約 10,000 円相当のイニシャルグッ
ンス！ぜひこの機会に♪
ズが入って 3,000 円(税抜)ととってもお得な福袋！毎
※先着 100 名様
日使えるイニシャルハンカチが必ず 2 枚入っていま
※お値下げ品、アクセは除く
す。特別感のあるイニシャルアイテムは自分用にも
プレゼントにもピッタリ♪

Jewelna Rose／
Rose／4F

hands be／
be／5F

UNiCASE／
UNiCASE／5F

ノベルティ オリジナルハンカチ
条件： 税込 5,000 円以上お買い上げの方
税込 5,000 円以上お買上いただいたお客様に先着
でオリジナルハンカチをプレゼント。（イエロー）

ノベルティ フェルトナンバーキーリング
（ユルリク）
条件： 税込 5,000 円以上お買い上げの方
2 周年の「2」の数字を型取ったフェルトのキーリン
グ。フェルトを何枚も重ねた厚みと、優しい手触りが
特徴です。 ※なくなり次第終了

ノベルティ コサージュプラグ
条件： 税抜 3,000 円以上お買い上げの方
UNiCASE の商品を税抜 3,000 円以上お買い上げの
お客様に、かわいくて便利な「コサージュプラグ」を
プレゼント。（ストライプ/ドット）
※なくなり次第終了となります。ご了承ください。

Tokyo's Tokyo／
Tokyo／5F

AUX PARADIS／
PARADIS／5F

bills／
bills／7F

イベント 抽選会
条件： 税込 3,000 円以上お買上げの方
税込 3,000 円以上お買上げのお客様を対象に景品
が当たる抽選会を実施。有名なあの漫画や読んで
みたかった漫画がもらえちゃうかも！？漫画以外に
も景品が盛り沢山！
※先着 300 名様

ノベルティ オリジナルマグカップ
条件： 税込 2,000 円以上お買い上げの方
商品合計 2,000 円以上お買い求めの方、先着 100
名様に、可愛いロバのイラストが印象的なオリジナ
ルマグカップをプレゼント♪

イベント 2 点で 10％OFF
期間中 2 点お買上で 10％OFF（※一部除外品有り）

イベント ALOHA from Hawaii
初のアメリカ進出となる「bills」を、ハワイ時間 2014
年 3 月 29 日（土）（日本時間 2014 年 3 月 30 日（日））
より、ハワイのワイキキビーチウォークにオープンし
ました。この OPEN を記念して、4 月 1 日（火）～4 月
30 日（水）の期間限定で、「bills」限定メニューを提供
する「ALOHA from Hawaii」を開催いたします。

続報

「DISNEY PRINCESS TALES in OMOHARA」
OMOHARA」
２０１４年４月１８日（金）～５月２２日（木）
メインビジュアルが決定！
１階エントランスから６階「おもはらの森」まで、全館でディズニープリンセスの世界観を体感

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（２０１４年４月１８日（金）～
６月２７日（金））の第１弾として開催する、「
「DISNEY PRINCESS TALES in OMOHARA
（ディズニープリンセス テイルズ イン オモハラ）」（２０１４年４月１８日（金）～５月２２
オモハラ）」
日（木））のメインビジュアルが決定しました。
女性なら誰しも憧れを抱く、６人のプリンセスたちと王子様が登場する作品の名
シーンを切り取り、額縁に収めたデザインです。館内の各所にポスターが掲示される
他、額縁の現物も館内のどこかに登場します。
また、プリンセスたちのための大舞踏会をテーマとした館内装飾の詳細が決定しまし
た。神宮前交差点に面した１階エントランスから施設の象徴とも言える６階屋上テラス
「おもはらの森」まで、館全体でディズニープリンセスの世界を体感いただけます。

DISNEY PRINCESS TALES in OMOHARA
メインビジュアル

【１階エントランス】
シンデレラのドレスのカラーをイメージし
たブルーのファサードと階段のレッドカー
ペット、シャンデリア調の吊りもので訪れ
たお客様を迎え入れます

【３階エレベーターホール】
シンデレラのシルエットでダンス
ホールのイメージを演出

【３階テラス】
「美女と野獣」に出てくるテラスの
イメージをシルエットで表現

【６階屋上テラス「おもはらの森」】
中央の六角形のトップライトを中心に、６人のディズニープリンセスの物語をシルエットで表現。
夜（右）はライトアップされ、昼（左）とはまた違った表情が楽しめます

【５階エレベーターホール】
「塔の上のラプンツェル」の
世界を表現

※画像はすべてイメージです

©Disney

