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２０１４年２月２０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WEEK」（３月１４日～４月６日）開催
館内人気ショップから“春の出会い”をテーマにした選りすぐりの限定アイテムが発売
「おもはらの森」が「Flower Merry-Go-Round」をテーマに花と光で彩られた空間に！

昼のイメージ

夜のイメージ

「おもはらの森」が花と光で彩られた“メリーゴーラウンド”に！（３月１４日～４月１７日）

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などプレミアムなアイテムを取り揃えた特別イベント「ココデシカ WEEK」を、
２０１４年３月１４日（金）から４月６日（日）の２４日間限定で開催することをお知らせ致します。

“春の出会い”をテーマにした“今ここでしか”手に入らない限定アイテムが登場！
“春の出会い”をテーマにした“今ここでしか”手に入らない限定アイテムが登場！
「ココデシカ WEEK」では、“春の出会い”をテーマに各ショップが出会いの第一印象で差を
つけるアイテムや、新しいファッションとの出会い、新しいライフスタイルとの出会いを演出す
るアイテムなど、選りすぐりのファッションアイテムや雑貨が勢ぞろいしており、リアルショッ
ピングの楽しさを感じていただけます。どれも東急プラザ 表参道原宿限定や、限定カラー、
先行販売なので“今ここだけ”のアイテムとの出会いもお楽しみください。

南の島で過ごす旅行など素敵な賞品と“出会える”キャンペーンを実施
南の島で過ごす旅行など素敵な賞品と“出会える”キャンペーンを実施
期間中、施設内全店舗にて合計５，０００円（税込）以上ご利用いただいたお客様から抽選で、南の島のプライベートビーチで
波音を BGM に満天のティンガーラ（八重山地方の方言で“天の川”）を楽しめる３日間の旅行「星野リゾート リゾナーレ 小浜
島『ティンガーラ（天の川）と出会う南の島』」（１組２名様）など、“出会い”をテーマにした素敵な賞品が当たるプレゼントキャン
ペーンを実施します。

６階屋上テラス「おもはらの森」が春らしく花と光で彩られた“メリーゴーラウンド”に！（３月１
６階屋上テラス「おもはらの森」が春らしく花と光で彩られた“メリーゴーラウンド”に！（３月１４日～４月１７日）
（３月１４日～４月１７日）
また、３月１４日（金）から４月１７日（木）まで、６階の屋上テラス「おもはらの森」が、「Flower Merry-Go-Round（フラワー
メリーゴーラウンド）」をテーマに、花と光で彩られた空間に変身します。中央のトップライトを中心に、色とりどりの花鉢と
フラワーボールが春らしい空間を演出し、その中を優雅に馬が駆けるような躍動感あふれるイメージで、訪れる人の気分を高
揚させます。夜はライトアップされ、よりメリーゴーラウンドらしいきらびやかで夢のような空間を演出します。買い物前のひと時
や合間の休憩に、春の装いの「おもはらの森」でくつろぎながら、春らしくワクワクとする時間をお過ごしいただけます。

■「ココデシカ
■「ココデシカ WEEK」概要
WEEK」概要
期間：
内容：

２０１４年３月１４日（金）～４月６日（日）
館内各ショップから“春の出会い”をテーマにしたアイテム（限定商品/限定カラー/先行販売/限定ノベルティ）展開
南の島でティンガーラ（天の川）と出会える旅行など“出会い”をテーマとした賞品が当たるプレゼントキャンペーン

■おもはらの森「
おもはらの森「Flower MerryMerry-GoGo-Round」概要
Round」概要
期間：
内容：

２０１４年３月１４日（金）～４月１７日（木）
６階屋上テラス「おもはらの森」が、「Flower Merry-Go-Round」をテーマに
春らしく花と光で彩られた空間に変身

「ココデシカ WEEK」 限定アイテム一覧
※価格は全て税
税抜

The SHEL'TTER TOKYO／
TOKYO／B1B1-2F

The SHEL'TTER TOKYO／
TOKYO／B1B1-2F

商品名： MESH CHECK LONG CDK（moussy）
価格： 6,900 円
カラー： ブラック/ホワイト
サイズ： フリー
限定商品
限定商品

商品名： MESH CHECK POK（moussy）
価格： 5,900 円
カラー： ブラック/ホワイト
サイズ： フリー
限定商品
限定商品

一枚あると重宝するベーシック&シンプルなニット
カーディガン。軽くしなやかな風合いなので、シー
ズンレスで楽しめるのも魅力。春コーデには欠かせ
ない一枚♪（MESH CHECK POK と SET でも購入し
ていただけます）

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS／
OUTFITTERS／B1B1-2F

商品名： ジャンクフード
クロップドタンク
価格： 1,990 円
カラー： MTV（ホワイト）/
I HEART NY（グレー）/
moussy よりシンプルなプルオーバーニットが登場。
限定商品
PINK FLOYD（ブルー）/ 限定商品
ペンダントなどのアクセ、巻物などの小物次第で
MICKEY（グレー）
表情も無限大だから、着回し力も絶大です♪軽めの サイズ： XXS-XL
ニット地なので、春夏シーズン長く着られるのも嬉し
い一枚。（MESH CHECK LONG CDK と SET でも購入 ジャンクフードとのコラボアイテムが表参道店限定で
していただけます）
初登場します。クロップドタンクはこの春夏のキー
アイテム。POP なプリントのタンクはデニムに合わせ
てかっこ良く、スカートとフェミニンに合わせても可愛
く。

HERE'S／
HERE'S／3F

choosy chu／
chu／3F

choosy chu／
chu／3F

商品名：レーヨンデニム
ライダース Jk
（HERE'S TOWN）
価格： 5,705 円
カラー： ブリーチ加工ブルー/
ケミカル加工ブルー
サイズ： M

商品名： すかしストライプ
シャツチュニック
価格： 6,658 円
カラー： ホワイト/アイボリー/
ブラック
サイズ： フリー

Rione Duras／
Duras／3F

Rione Duras／
Duras／3F

Roomy's／
Roomy's／3F

商品名： シフォンヘムカーデ
価格： 7,800 円
カラー： ホワイト/ベージュ/
ブラック
サイズ： フリー

商品名： レザーパース
価格： 5,800 円
カラー： ベージュ/レッド/
ブラック
サイズ： フリー

商品名： テーラードジャケット
価格： 9,800 円
カラー： ベージュ/ピンク/
ブラック
サイズ： 36/38

商品名： ドビーデニム
G ジャン
＋スリットポケット
天竺 BD OP
限定 SET
価格：
14,268
円が
限定商品
先行販売
限定商品
限定 SET
限定 SET で 10,000 円
3 月後半に入荷する春のイチオシ OP が表参道原宿 カラー： G ジャン ホワイト/ブルー/インディゴ
トレンドキーワードとなるコンパクトなシルエット、そし 店のみ先行販売！
OP ホワイト/ネイビー/ベージュ/ミックス
て今シーズン注目のデニムを用いた落ち感のある
サイズ： フリー
ラ イ ダ ー ス JK 。 注 目 ア イ テ ムの ひ と つ でも あ る
「スカート」との相性も抜群です！
大人気の商品が原宿店のみ、期間限定 SET 販売。
ココでなければ、お得じゃない！

シフォン素材と動きのある
デザインが女性らしい雰囲気を
演出しています。

限定商品
限定商品

リッチな牛皮は使いこむほど
味が出てくるのが特長。
飽きないシンプルさも◎

限定商品
限定商品

女性らしいラインのテーラード
ジャケット。ON も OFF も着ま
わせる優秀ジャケットはおスス
限定商品
限定商品
メです！
テーラードジャケットご購入のお客様に限定ノベル
ティ「ペイズリー柄ストール」プレゼント！春ストール
は首元にさらっと巻くだけで、コーデのアクセントにも
なりますし、顔を華やかに演出してくれる小技アイテ
ムです！（色はピンクまたはオレンジ）

MINNETONKA／
MINNETONKA／3F

phoebe／
phoebe／3F

AMO'S STYLE by Triumph／
Triumph／4F

商品名： モカシンキーリング
価格： カラー： ライム
サイズ： フリー

商品名： リボンパールピアス
価格： 2,400 円
カラー： ベビーブルー/
ライラック

商品名： ポーチ
価格： -

限定ﾉﾍﾞﾙﾃｨ
限定ﾉﾍﾞﾙﾃｨ

限定カラー
限定カラー

2014 春夏限定カラーと全く
大人気のリボンパールシリーズ
同じカラーのモカシンミニチュアキーリングを、商品 の 2014Spring バージョンにオモハラ限定カラーが登
をお買い上げのお客様に数量限定でプレゼント致し 場♪
ます。（限定 30 個）

7000 円(税込)以上お買上げの
お客様に差し上げます。
限定 100 個。

Flag／
Flag／4F

Rady／
Rady／4F

tocco closet／
closet／4F

商品名： フラットパンプス
価格： 13,000 円
カラー： ブラックコンビ/
ベージュコンビ/
ピンクコンビ
サイズ： 23.0～24.5cm

商品名： パフスリーブ
フレアワンピース
価格： 9,500 円
カラー： ピンクベージュ/
ローズピンク
サイズ： フリー

商品名： ボーダー切替え
ワンピース
価格： 3,800 円
カラー： ネイビー/ブラック
サイズ： M

先行販売

先行販売
夏先取りのマリンボーダーワン
表参道原宿店先行発売。カラフルなメッシュデザ 小顔に魅せるボリューミーな
ピースが先行販売！ハイウェスト
インに視線を集めるフラットシューズ。
パフスリーブが大人可愛い１着。女性らしい鬼くびれ デザインなので、スタイルアップ
なウエストラインに綺麗に広がるフレアが上品なデ な着こなしができます。
ザイン。

限定ﾉﾍﾞﾙﾃｨ
限定ﾉﾍﾞﾙﾃｨ

先行販売

goa／
goa／4F

goa／
goa／4F

LABORATORY WORK ReCurrent／
ReCurrent／4F

商品名： 麻レーヨン 3WAY カーデ
価格： 7,900 円
カラー： グリーン
サイズ： フリー

商品名： 麻レーヨンドルマン
トップス
価格： 6,900 円
カラー： グリーン
サイズ： フリー

商品名： エンベロープ
クラッチバック
価格： 7,900 円
カラー： ピンク系
（別注カラー）
サイズ： フリー

限定カラー
限定カラー

カーディガン、ノースリーブベスト、
限定商品
限定商品
限定カラー
限定カラー
ショールとして、3way で使える
ゆったりとしたドルマンスリーブで、コーディネートに
カーディガン。東急プラザ 表参道原宿店限定カラー 程よいヌケ感をプラスできるニット。グリーンは東急 取 り 外 し 可 能 な ポ ーチ が つ い てい て 斜 め 掛 け 、
は春らしいグリーン。
プラザ 表参道原宿店限定カラーです。
クラッチでも使用出来る万能なバックとなっておりま
す。

LABORATORY WORK ReCurrent／
ReCurrent／4F

charms／
charms／4F

charms／
charms／4F

商品名： 花柄ジャガードフレア
ワンピース
価格： 7,900 円
カラー： アイボリー/ネイビー
サイズ： M

商品名： ボーダーＯＰ
価格： 9,900 円
カラー： ホワイト/グレー/
ピンク/イエロー
サイズ： フリー

商品名： ショルダー付き
お財布星 BAG
価格： 9,800 円
カラー： レッド/ブラック/
イエロー/ベージュ/
ピンク/カーキ

限定商品
限定商品
人気の花柄ジャガードを使用
したフィット＆フレアなシルエット
です。素材にもこだわった大人
かわいいワンピースです。

限定商品
限定商品

男性なら誰もが、ギュっ♪と
したくなるような、1 枚でもキュートなニットワンピース 毎日使うお財布は、なんといっても使いやすさ★が
♪デニムやスカートと合わせても GOOD！ワンランク 1 番！可愛さはもちろん、、、、そんな charms のお財
UP のコーディネートを charms で！！
布にはセットでショルダー付き♪

Cheek by archives／
archives／4F

GLAM BABY／
BABY／4F

pink trick／
trick／4F

商品名： シャドーチェックブラウス
シャドーチェックスカート
価格： 各 5,900 円
カラー： ベージュ/ネイビー
サイズ： M（フリー）

商品名： 新マーブル柄
デコレーション
ケース
価格： 37,170 円
（iPhone5 の場合）
カラー： 好みにより変更可能

商品名： リュクスエプロン
(フレンチリボン)
価格： 3,500 円
カラー： ネイビー
サイズ： 着丈約 72ｃｍ
(肩紐で調整可)

限定商品
限定商品

限定商品
限定商品

限定商品
限定商品

さりげないシャドーチェックが大人
可愛いセット UP アイテム。キレイ目アイテムで通勤 人気のマーブル柄に新デザインの登場です。思わ ネイビーのレースとグログラン
対応にも◎！ 日本製！オモハラ限定商品！
ず自慢したくなる限定デザインです！
リボンがさわやかでお上品！

先行販売

Jewelna Rose／
Rose／4F

hands be／
be／5F

UNiCASE／
UNiCASE／5F

商品名： ミッキー
クラッチ
価格： 7,600 円
カラー： オフホワイト
サイズ： 33*31*3cm

商品名： 陶器入りキャンドル
セット（OLOR JAPAN）
価格： 2,800 円
カラー： キャンドルカラーは
アソート
サイズ： 約Ｈ40×Ｗ80mm

商品名： 限定【iPhone5s/5 ケース】エスニック
ケース Marry COLLECTION
（BANTE YANTE）
価格： 4,266 円
カラー： ブラック/ホワイト
サイズ： iPhone5s/5

限定商品
限定商品

限定商品
限定商品

2way 仕様のクラッチバッグ。
手提げの時と 2 折りの時でマジシャンのミッキーが オリジナルの限定デザインをプリントした陶器の ゴールドのモチーフがポイントの
限定商品
限定商品
変 わ る 楽 し い バ ッ グ 。ス タ イ リ ン グ の スパ イ スに 小物入れの中に、香り付きのカワイイキャンドルが 個性的なエスニックケース。
ぴったりなアイテムです。
入ったセットです。
UNiCASE 表参道原宿だけの限定柄。
C Disney
○

Tokyo's Tokyo／
Tokyo／5F

AUX PARADIS／
PARADIS／5F

商品名： 折り鶴ピアス「Ori-crane」
（Lagimusim）
価格： 2,500 円
カラー： フルーツバスケット柄
(シロ、オレンジ、ピンク、
キミドリ、ムラサキなど)

商品名： ポストカード SET
価格： -

STARBUCKS／
STARBUCKS／6F

商品名： ティー クリーム
R
フラペチーノ○
価格： Short460 円/Tall500 円/
3,000 円（税込）以上お買上げのお客様への限定
Grande540 円/Venti580 円
ノベルティ（数量 10 セット）。ブランドマスコットの可愛
いロバの切手と、ポストカード 3 枚組 SET です。
ミルクティーのようなマイルドで後味
のさっぱりとした味わいのリーフ
限定商品
限定商品
限定カラー
限定カラー
大人気の折り鶴ピアスに、Tokyo’s
（茶葉）入りのフラペチーノ ® 。
Tokyo 限定デザインが登場南国のお祝い事に飾る
ホイップクリームには細かく砕いたホワイトチョコレー
フルーツと花のオブジェは、幸せを運んできてくれる
ト＆マカダミアクッキーと紅茶のリーフ、そしてハチミ
かも!
ツをトッピングしました。東急プラザ表参道原宿店限
定。3 月 14 日～9 月中旬まで販売予定。

限定ﾉﾍﾞﾙﾃｨ
限定ﾉﾍﾞﾙﾃｨ

「ココデシカ WEEK」 プレゼントキャンペーン概要
「ココデシカ WEEK」期間中、施設内全店舗にて合計５，０００円（税込）以上ご利用いただいたお客様の中から、抽選で合計
２１名様に“ここでしか”出会えないスペシャルなプレゼントをご用意しました。ここだけのチャンスをお見逃しなく。
■キャンペーン概要
応募期間： ２０１４年３月１４日（金）～４月６日（日）
応募方法：

東急プラザ 表参道原宿全店舗にて１，０００円（税込）ご購入・ご飲食ごとにプレゼントキャンペーン専用応募台
紙に、１スタンプ捺印いたします。スタンプ５個でお好きなコース１口をお選びいただき館内設置の応募箱へご投
函ください。

抽選・発表： 応募締め切り後に厳正な抽選を行い、当選発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
■「ココデシカ WEEK」プレゼントキャンペーン賞品
」プレゼントキャンペーン賞品
プライベートビーチから見上げるティンガーラでロマンティックに過ごす３日間

A賞

星野リゾート リゾナーレ 小浜島「ティンガーラ（天の川）
小浜島「ティンガーラ（天の川）と出
（天の川）と出会
と出会う南の島」
１組２名様ご招待

・夕朝食（ビュッフェ）付き
・レンタサイクル（おひとりさま 1 台／2 時間・滞在中 1 回）付き
・羽田空港⇔小浜島間の航空券・船舶券付き（旅客施設使用料含む）
・有効期間：2014 年 5 月 6 日～2014 年 10 月 31 日（6/4、7/18～8/31、9/13～9/14 を除く）
・旅行保険は含まれません。

※画像はイメージです

新しい風景との出会いを

B賞

大人＆モードに切り取ろう

出会った大切な仲間と温かいテーブルを囲む

C賞

チェキ instax mini90 ネオクラシック
５名様

ル・クルーゼ ココット・ジャポネーズ＆
ウッド・キッチン
ッド・キッチンウェア
キッチンウェアセット
ウェアセット
２名様

①ココット・ジャポネーズ
・サイズ：113.4×91.9×57.2mm
・重量：296g
・附属品：充電バッテリー、バッテリー
チャージャー、ショルダーストラップ、
撮影ガイド

・サイズ：直径(取手込) 220(290)mm
×高さ(フタ込) 75(120)mm
・容量：2.2L

②メープル・ウッド・トリベット
③メープル・ウッド・サーバー・セット
④メープル・ウッド・ターナー
⑤メープル・ウッド・サービング・スプーン

高音質を持ち歩く生活との出会い

D賞

GENEVA
高音質ポータブルスピーカー
３名様

キレイが出会いにモノをいう

E賞

選べる２コース オモハラエリア ビューティー
チケット
１０名様

■MARS THE SALON(南青山)
・サイズ（設置状態）：157×102×115mm
・ネイルケアコース／・ディープ SHIATSU コース／・フットトリートメントコース

・サイズ（収納状態）：157×45×94mm
■プラスアイ（南青山）
・重量：500g
・高級シルクラッシュ 100 本コース

・附属品：専用 AC アダプター 、オーディオケーブル、

■ecarg（南青山）
・アイブロウスタイリング ノーマルコース

キャリングポーチ
■O2 プラス（北青山）
・酸素カプセルコース

■ネイルクイック（南青山）
・ハンドコース

■T&G ROYAL SPA（北青山）
・個室溶岩浴コース／・溶岩浴＆アロマボディトリートメントコース

※賞品内容は、予告なく変更となる場合がございます。

東急プラザ 表参道原宿 トピックス
■関東初上陸！スペシャリティコーヒースタンド「ALL
関東初上陸！スペシャリティコーヒースタンド「ALL DAY COFFEE」が
COFFEE」が OMOHARA STATION に期間限定で登場
東急プラザ 表参道原宿の旬なモノ・コトを発信する３階のポップアップスペース「OMOHARA STATION」に、関東初上陸とな
る大阪のスペシャリティコーヒースタンド「ALL DAY COFFEE （オール デイ コーヒー）」が、２月２２日（土）から２月２８日（金）
までの期間限定でオープンします。
OMOHARA STATION 限定で、２つのブランドとタイアップ。シロクママークのレトロなティピ型テントでファッション誌の表紙も
飾る北欧のアウトドアブランド「NORDISK（ノルディスク）」のアウトドアグッズや、日常の中にファンタジックな「時間」を作ることを
目指し植物のある生活を提案する「DILIGENCE PARLOUR（ディリジェンスパーラー）」の鉢植えを販売します。
その他、大阪では発売されるたびに完売するロゴ入りポーチをはじめ、アートディレクター・グラフィックデザイナーの平林奈
緒美デザインのオリジナルロゴが施された ALL DAY COFFEE オリジナルグッズ、Numero Uno とのコラボレーションによるニット
キャップ、T シャツなどを販売します。
出店時期
営業時間
場所
業種
運営企業
URL

：
：
：
：
：
：

２０１４年２月２２日（土）～２月２８日（金）
１１：００～２１：００
東急プラザ 表参道原宿 ３階 「OMOHARA STATION」内
カフェ、雑貨販売
株式会社トランジットジェネラルオフィス
http://www.transit-web.com/

◎「ALL
◎「ALL DAY COFFEE （オール デイ コーヒー）」について
2013 年 4 月にグランフロント大阪にオープンしたスペシャリティコーヒースタンド「ALL DAY
COFFEE」は、コーヒープロデューサーに鳥羽伸博を迎え、南米の貴重なコーヒー豆を使っ
たハンドドリップコーヒーを主とし、スタイリッシュなロゴのカップも特徴的。

「ALL DAY COFFEE」ショップイメージ

＜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

