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２０１４年１月２３日
東急不動産 SC マネジメント株式会社

バレンタイン・ホワイトデーの贈り物に最適なギフトがそろう
「OMOHARA GIFT COLLECTION」（２月１日～３月１４日）開催
館内人気ショップセレクトのおすすめギフトアイテムが勢ぞろい

OMOHARA STATION 第２３弾
「Swatch」バレンタインモデル発売を記念した「Swatch In Love with Cafe」
スイートな時間を演出するキャンディビュッフェなど“ここでしかない”企画も！

「Swatch In Love with Cafe」イメージ
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、バレンタイン・ホワイトデーの贈り物に最適なギフトアイテムがそろう「OMOHARA GIFT COLLECTION」を、２０１４年２月
１日（土）から３月１４日（金）まで開催することをお知らせ致します。
また、「OMOHARA GIFT COLLECTION」に合わせて、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、バレンタイン期間にぴったりなスイートな時間を演出する「
「Swatch In Love with Cafe」
Cafe」が、２０１４年２月１日（土）
から２月２１日（金）までの期間限定でオープンすることをお知らせ致します。
「Swatch In Love with Cafe」では、バレンタインモデル「スイート・バレンタイン」、２０１４
年スプリング・コレクションから「ペストリー・シェフ」といった新作の発売を記念したもので、
デザイン性の高い「Swatch」のコレクションが、他にはない品ぞろえで展開されます。期
間中は、「Candy・A・Go・Go」の人気企画であるキャンディビュッフェや、HUMAN BEAT
BOX のライブなど、スイートな時間を演出するイベントを開催します。また、店内には
スイートなひと時をカタチにできるフォト・ブースが設置され、写真を投稿すると素敵な賞
品がプレゼントされるキャンペーンなども開催します。隣接する「OMOHARA Cafe」では、
左：「スイート･バレンタイン」（8,925 円/税込）
「Swatch In Love with Cafe」をイメージして特別に作られたドリンクとフードの限定
右：「ペストリー・シェフ」【カラメリッシマ】
（6,825 円/税込）
メニューを提供します。
「OMOHARA GIFT COLLECTION」期間中はメンズアイテムも充実し、レディスでもホワイトデーのお返しや友人同士の
プレゼントにも最適なアクセサリーや雑貨が各種そろいます。“ここでしか”、“ここだから”なアイテムがそろう東急プラザ 表参
道原宿で、自分らしい特別なバレンタイン・ホワイトデーのギフトを探してみてはいかがでしょうか。

■「OMOHARA GIFT COLLECTION
COLLECTION」
LLECTION」概要
期間：
２０１４年２月１日（土）～３月１４日（金）
内容：
館内各ショップセレクトのおすすめギフトアイテムの販売 （※一部店舗除く）
※各ショップのアイテムは別紙をご参照ください

OMOHARA STATION 「Swatch In Love with Cafe」
Cafe」
■「
「Swatch In Love with Cafe」
Cafe」 “ここでしか”
ここでしか”ポイント
◎ 『Candy Buffet コラボ～
コラボ～Candy・
Candy・A・Go・
Go・Go × Swatch～』
Swatch～』
世界のお菓子の量り売りで話題の「Candy・A・Go・Go」人気企画でもある、キャンディビュッフェを開催します。２月２日（日）
１５：００から、先着１００名様限定です。

◎ HUMAN BEAT BOX SWEET LIVE
HUMAN BEAT BOXER の DAICHI さんによる HUMAN BEAT BOX LIVE を開催。DAICHI さんは、楽器を一切使わず、口から 50
種類以上の音色を出すことができ、更にはリズムとメロディーを同時に奏でることができ、Backstreet Boys、Boyz II Men など、
多くの海外ミュージシャンからも評価の高い日本を代表する HUMAN BEAT BOXER です。
期日： ２０１４年２月１４日（金）１４：３０～／１６：３０～
※先着３０名様に「Candy・A・Go・Go」プロデュース『Swatch In Love with Candy』をプレゼント

◎ SWATCH BE SWEET キャンペーン
店内にスイートなひと時をカタチにできるフォト･ブースを設置し、撮影した写真をキャンペーン応募サイトに投稿して、たくさん
の投票を集めた方に、素敵な賞品をプレゼントするキャンペーンを実施します。
キャンペーンサイト URL：
キャンペーン期間：

http://sweetlove.swatch.com/en
実施中～２月１０日（月）

◎来店者特典『
来店者特典『Swatch Special In Love with Candy』
Candy』をプレゼント
プレゼント
２月８日（土）以降、Swatch Facebook ファンページに「いいね！」をしていただいたお客様先着２，０００名様に、「Candy・A・Go・
Go」プロデュースの『Swatch Special In Love with Candy』をプレゼントします。

◎OMOHARA Cafe で期間限定メニュー
期間限定メニューの
パフェを販売
メニューのパフェを
「OMOHARA Cafe」監修による、スイートで幸せな気分になる期間限定ドリンクとフードが登場します。
販売期間： ２月１日（土）～２月２１日（金）
フード： Swatch Berry Pop Parfait（スウォッチ ベリー ポップ パルフェ） ４５０円（税込）
ドリンク： Swatch Raspberry Chocolate Mocha（スウォッチ ラズベリー チョコレート モカ） ４５０円（税込）

■「
「Swatch In Love with Cafe」
Cafe」 店舗概要
出店時期
営業時間
場所
業種
運営企業
URL

：
：
：
：
：
：

「Swatch Raspberry Chocolate Mocha」（左）
「Swatch Berry Pop Parfait」（中）
※写真はイメージです

２０１４年２月１日（土）～２０１４年２月２１日（金）
１１：００～２１：００
東急プラザ 表参道原宿 ３階 「OMOHARA STATION」内
時計
スウォッチ グループ ジャパン 株式会社
http://www.swatch.jp

■「
「Swatch
Swatch」
ch」とは
Swatch はスイス時計産業が直面した危機的状況を建て直し、時計大国スイスの名を再び築き上げました。
70 年代中頃、スイス時計産業はかつてないほどの危機的状況に陥っていました。しかし、マイクロ電子機器や時計製造を目
的としたスイス企業 SMH の設立が業界好転のきっかけとなりました。そして、危機を打開する救世主として現れたのが
Swatch でした。当時常識だった最低でも 91 部品を必要とする腕時計に変わり、51 部品だけで組み立てられたその薄型プラ
スチック製腕時計は、高品質と手ごろな値段を同時に実現したことで一気に注目を浴びることになりました。初めて市場に登
場した 1983 年以降、Swatch は世界でも有数の腕時計に君臨し、親会社である The Swatch Group は世界最大規模の時計
企業の地位を築いています。
プラスチック製のスタンダードな Swatch を軸に長年に渡って研究開発を継続し、現在ではメタル製の Swatch である Irony、
世界最薄のストップウォッチ Swatch SKIN Chrono、世界中のスキー場でシーズン券として使える機能を備えた Swatch
Snowpass、全く新しい世界標準時間 Internet Time を特徴とする Swatch Beat と次々に新しいコレクションを展開しています。

東急プラザ
東急プラザ 表参道原宿 トピックス
■「Tokyo Grand Shopping Week 2014」
2014」に参加
館内に
館内に観光案内所を
観光案内所を設置／
設置／OMOHARA Cafe では抹茶
では抹茶ミルク
抹茶ミルクと
ミルクとわらび餅
わらび餅をプレゼント！
プレゼント！
東急プラザ 表参道原宿は、公益財団法人東京観光財団（TCVB）と商店街振興組合原宿表参道欅会が、２０１４年１月２３日
（木）から２月５日（水）まで、表参道・原宿エリアにおいて開催する訪日観光客誘致キャンペーン「Tokyo Grand Shopping Week
2014」に参加します。
館内に英語対応の観光案内所を臨時で設置するほか、３階の OMOHARA Cafe では館内でお買い上げいただいたレシートを
持参いただいた外国人旅行客の方に抹茶ミルクとわらび餅をプレゼントします（先着５００名様）。館内の各ショップでも、外国
人旅行客向けに、ギフトに最適なアイテムを前面に展開するほか、表示価格からさらに１０％OFF などお得な企画を用意して
お待ちしています。
同キャンペーンは、台湾、香港、中国、韓国および東南アジア諸国（シンガポール、マレーシア、タイ、
インドネシアなど）を メインとする２０～４０代の男女をターゲットとしており、ショッピングイベント
（バーゲンセール）や、表参道・原宿エリアをめぐる無料のガイドツアー、文化体験プログラムなどを実
施し、表参道・原宿の豊富な観光資源を生かしながら、エリア全体で外国人を歓迎します。
期間：
内容：

２０１４年１月２３日（木）～２月５日（水）
・３階に観光案内所を設置し、英語対応のガイドスタッフを配置
・館内でお買い上げのレシート持参で、OMOHARA Cafe にて抹茶ミルクとわらび餅を配布
（先着５００名様）
・バーゲンセールの実施（表示価格よりさらに１０％OFF など ※一部店舗除く）
・店頭でのスクラッチキャンペーンの実施 など
※対象は外国人旅行客のみ（要 ID 提示）

※画像はイメージです

＜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

OMOHARAGIFT COLLECTION アイテム一覧
※価格は全て税込（5％）

■男性向け
男性向けアイテム
The SHEL'TTER TOKYO／
TOKYO／B1B1-2F

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS／
OUTFITTERS／B1B1-2F

choosy chu／
chu／3F

商品名： G バレンタイン
メンズショーツ（rienda）
価格： 3,990 円
カラー： ALOHA/ANIMAL/
BORDERFLOWER/
riendyⒸ
サイズ： M/L

商品名： チェックシャツ
価格： 4,490 円
カラー： レッド/ピンク
サイズ： XS-XL

商品名： Ray-Ban
NEW WAYFARER
価格： 23,100 円
カラー： ミックス（ブラック）

定番のチェックシャツはバレンタ
インギフトにぴったり！種類も豊富でとっておきの
1 枚が見つかります！
rienda からメンズショーツがリリース。バレンタイン限 ※1 月 31 日（金）からメンズの TOPS20％OFF＆ギフ
定で登場したこのアイテムは、プレゼントにもピッタ トラッピングの無料サービスを期間限定で実施！
リ。着心地がいい素材を厳選し、ストレッチと通気性
がバツグンです。チョコレートに添えれば◎。ボクサ
ータ イ プだか ら、女の コの ルームウ エア に しても
GOOD！ ※2 月 7 日（金）発売予定

「 光 線 （ Ray ） を 遮 断 （ Ban ） 」 と い う 意 味 を 持 つ
「Ray-Ban」1937 年の誕生以来セレブ、ミュージシャ
ンに愛され「NEW WAYFARER」はフロント傾斜を抑え
てあり日本人に掛けやすいモデルです。

MINNETONKA／
MINNETONKA／3F

Rady／
Rady／4F

HUMOR SHOP by AA-net／
net／4F

商品名： CLASSIC MOC
価格： 14,175 円
カラー： ダスティブラウン
/トープ/ブラック
サイズ： 7(25cm)/8(26cm)/9(27cm)/10(28cm)

商品名： 遊園地マーブル
メンズパンティ
価格： 3,150 円
カラー： ピンク/マルチ/
マーメイドブルー
サイズ： M/L

商品名： フォトキューブ
価格： 3,675～7,350 円
カラー： クリア
サイズ： 4×4×4cm
～10×10×3cm

脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプのモカシンは上質
あなただけの大切な一枚の写真でお作りする
なスエードが足に馴染む、オンにもオフにも使える 浮気防止メンズパンティで彼を独り占め！可愛い CUBE。あの日の大切な瞬間を結晶のように閉じこ
1 足です。
キャンディケースに包んでお届けします。
めることができたら。そんな思いから生まれたのが
PHOTO CUBE です。あなただけのかけがえのない
瞬間を閉じ込めたオーダーメイドの透明キューブを
おつくりします。

GLAM BABY／
BABY／4F

hands be／
be／5F

UNiCASE／
UNiCASE／5F

商品名： デコフレーム
stoneSoft IPHONE
ケース
価格： 1,280 円
カラー： ホワイト/ブラック/ブルー
サイズ： W6×H11.5cm

商品名： Neu interesse
サール小銭入れ
価格： 3,675 円
カラー： レッド/ブラック
サイズ： 約 W75×H75×D20mm

商品名： TRANS CONTINENTS
for iPhone 5s/5
（TRANS CONTINENTS）
価格： 3,360 円
カラー： standard/monogram
サイズ： iPhone5S/5 ケース

車のステアリング用として開発された耐久性の高い
まわりにキラキラなストーンがついているシンプルな ハイブリッドレザー使用。
セレクトショップの先駆けであるブランド「TRANCE
デザインの携帯フレーム。プレゼントにどうぞ。
CONTINENTS」との限定コラボ iPhone ケースです。

Tokyo's Tokyo／
Tokyo／5F

AUX PARADIS／
PARADIS／5F

商品名： staRef Bowtie
（MIKKE REMIKKE）
価格： 4,200 円
カラー： ホワイトラメ/レッド/
蛍光イエロー
サイズ： 約 23～42cm

商品名： サボン オードパルファム
ギフトＢＯＸ入
価格： 3,990 円
サイズ： 30ml

STARBUCKS／
STARBUCKS／6F

商品名： ハンディーステンレス
ボトル ゴールド with
スターバックスヴィア®
（コーヒーエッセンス
アソートセット）
天然香料をふんだんにしようしたホッとやすらぐ石鹸 価格： 4,100 円
の香りを、オシャレなギフト BOX に入れて。
カラー： ゴールド
反射材で作られたボウタイとネックレス。ひときわ煌
サイズ： ボトル容量 500ml
めくボウタイで、パーティーも夜間の安全もバッチ
リ！
保温性に優れたタンブラーですので、ホットでもアイ
スでも、好きな時に、好きな場所でおいしく味わえま
す。男性に人気のＶＩＡをアソートしました。

■女性向
女性向けアイテム
The SHEL'TTER TOKYO／
TOKYO／B1B1-2F
商品名： バスボム（import）
価格： 1,050 円
カラー： GOLD（ローズ、
ラベンダー、ミント、
デザート）/
SILVER（シトラス、
デザート、バカンス、ローズ）

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS／
OUTFITTERS／B1B1-2F

HERE'S／
HERE'S／3F

商品名： フレグランス
価格： 4,990 円
カラー： フローラルフレッシュ

商品名： 6Pocket
クラッチバック
価格： 2,990 円
カラー： 6 カラー

プレゼントやお土産にオススメの
アイテム！メンズ・レディースともに各３種類。

可愛らしく包まれたバスボムが登場！人気の香り
4 粒を入れ GOLD・SILVER に分かれたギフト BOX と
なっております。ギフトシーズンにはピッタリのアイテ
ムです。

HERE'S ロングヒット商品！コンパクトなデザインに
6 つのポケットがついている機能的クラッチバック！
2WAY ショルダーにもなるので、いろんなシーンに活
躍すること間違いなしです！ 2,990 円というプライス
も魅力的です。

choosy chu／
chu／3F

Rione Duras／
Duras／3F

Roomy's／
Roomy's／3F

商品名： olive SPA
バスパウダー
オリジナルセット
価格： 2,940 円
カラー： ミックス

商品名： チェーンショルダー付
スクエア BAG
価格： 12,390 円
カラー： ブルー/グリーン/
イエロー/ホワイト/ブラック

商品名： 花柄ストール
（ROYAL PARTY）
価格： 3,045 円
カラー： ピンク系/レッド系

花柄ストールで首元の春コーデポイントに。トレンチ
ミニサイズのバスパウダーを詰め込んだセット。見た シ ン プ ル で洋 服 を 選 ば な い 優 秀 BAG 。コーディ などにも合わせやすいです。
目もカラフルで可愛く、プレゼントにもオススメです。 ネートのアクセントになる鮮やかカラー、ベーシック
なカラー、どちらもＧＥＴしたい一品。 ※2 月 14 日
（金）発売予定

MINNETONKA／
MINNETONKA／3F

phoebe／
phoebe／3F

商品名： HI TOP
BACK ZIP
BOOT
価格： 14,175 円
カラー： ブラウン/ダークブラウン/ブラック/グレー/
トープ
サイズ： 5（22cm）/6（23ｃｍ）/7（24ｃｍ）/8（25ｃｍ）

商品名： Glimmer
コードブレスレット
価格： 3,990 円
カラー： ゴールド/シルバー
/グレー
サイズ： 17cm+3cm

Flag／
Flag／4F

Rady／
Rady／4F

AMO'S STYLE by Triumph／
Triumph／4F

商品名： チャーミングラマー
価格： A-D カップ 4,190 円
E-G カップ 4,505 円
（ショーツとセット価格）
カラー： ブラック系/ピンク系
イエロー系
サイズ： A70-75/B65-75/C-D65-80/E65-80/
トレンドのビジュー×メタリックのコードが上品なブレ
F65-80/G65-75
オールシーズン人気の歩くたび揺れるフリンジがか スレット。プレゼントにはもちろん、友達とおそろいで
わいいバックジップブーツは豊富なカラーも魅力的 つけるのもオススメです。
軽いつけごこちのエンジェルクッションライトを採用
な一足です。
し、ふっくら谷間をメイク。背中に段差がつきにくい仕
様で、前も後ろもパーフェクトシルエット！

商品名： フラットパンプス
価格： 13,440 円
カラー： ブラック/ベージュ/
ピンク/ブルー
サイズ： 22.0～24.5cm

商品名： ハートマーブルミラー
ハートマーブルベロアバニティ
ポーチ
価格： ミラー4,095 円
バニティポーチ 5,250 円
カラー： ともにピンク/ラベンダー
アッパー部分のスタッズが目を惹くパンプス。フラット サイズ： ミラー平置き W180×H145mm
でもポインテッドトゥなので、足元をすっきり綺麗に見
ポーチ W190×H120×D125mm
せてくれます。 ※2 月 10 日（月）入荷予定
華やかな色味のハートマーブル柄が大人可愛いデ
ザイン。ピンクゴールドのプレートで高級感をプラス。

tocco closet／
closet／4F
商品名： バッグ
価格： 2,900 円（予定）
カラー： ブラック/ベージュ/カーキ
サイズ： 縦 33×横 31.5cm
高級感のあるマットな素材。
デイリー使いはもちろん、オケージョンのサブバッグ
としてもお使いいただけます。
※2 月下旬発売予定

goa／
goa／4F

LABORATORY WORK ReCurrent／
ReCurrent／4F

charms／
charms／4F

商品名： ハンドステッチペイズリー
ストールｓｅｔ
価格： 7,245 円
カラー： グリーン/オレンジ/ネイビー
サイズ： FREE

商品名： ミニファスナーアジャスト
トート
価格： 8,400 円
カラー： ベージュ/ライトオレンジ/
ラベンダー
サイズ： W35×H30×D10cm

商品名： カギ付き BAG
価格： 8,925 円
カラー： ホワイト

goa 人気のストールセット。ストールは春らしいカラー
とハンドステッチがアクセントに。セットのロンティー マチにジップがついており、荷物の量やスタイリング
はモダール混で着心地も抜群！別々でも使いやす によって変えられます。バッグ中央のタッセルがポイ
いのでギフトにも喜ばれますよ！
ントです。

charms 得意の男性からも
好まれる大人気の高級感あるショルダー付きのキュ
ートな BAG！スカーフを付けてお洒落 UP～！

Cheek by archives／
archives／4F

GLAM BABY／
BABY／4F

pink trick／
trick／4F

商品名： 3WAY スクエア
リュック
価格： 6,195 円
カラー： ネイビー/アイボリー
/ピンクベージュ
サイズ： W26×H25cm×D9cm

商品名： デコフレーム
stoneSoft IPHONE
ケース
価格： 1,280 円
カラー： ホワイト/ブラック/ブルー
サイズ： W6×H11.5cm

商品名： フリフリティッシュポーチ
価格： 1,575 円
カラー： ブラック/ネイビー/
ベージュ
サイズ： 約 H90×W125mm

大人女子のためのワンカラーで仕上げたフリフリ！
ハンド、ショルダー、リュックになる 3WAY ＢＡＧ！ まわりにキラキラなストーンがついているシンプルな ティッシュケースとポーチがひとつになってとっても
きれい目にもカジュアルにも使いまわしバツグン！
デザインの携帯フレーム。プレゼントにどうぞ。
便利！

Jewelna Rose
Rose／
se／4F

hands be／
be／5F

UNiCASE／
UNiCASE／5F

商品名： イニシャルポーチ ローズ
価格： 3,990 円
カラー： イエロー
サイズ： 20×15×8cm

商品名： キラキラミラーとパール
のピアス（六角）
（4ma4ma）
価格： 3,360 円

商品名： mononoff 507SC Star's Case
価格： 3,990 円
カラー： ピンク/ブラック
サイズ： iPhone5s/5/5c ケース

定番のイニシャルポーチにイエローローズ柄が登 パッと目を引く六角形と、キャッチ部分についている 高級感のある PU レザー素材とスタッズの相性が抜
場！使い勝手の良いサイズ&イニシャルなのでプレ パールが可愛い手作りピアスです
群の iPhone ケース。毎日のオシャレのワンポイント
ゼントにピッタリです。
に。

Tokyo's Tokyo／
Tokyo／5F

AUX PARADIS／
PARADIS／5F

商品名： staRef Comet
（MIKKE REMIKKE）
価格： 3,570 円
カラー： 蛍光ピンク×蛍光イエローラメ/
蛍光イエローラメ×ホワイトラメ/
蛍光ピンク×ホワイトラメ
サイズ： フリンジのサイズ約 H8cm×W2.5cm
チェーン 65cm+アジャスター10cm

商品名： フルール オードパルファム
ギフト BOX 入
価格： 3,990 円
サイズ： 30ml

STARBUCKS／
STARBUCKS／6F

商品名： ハンディーステンレスボトル
ライトパープル with
スターバックスヴィア®
価格： 4,080 円
カラー： ライトパープル
天然香料をふんだんに使用した優しく上質なフロー サイズ： 容量 500ml
ラルの香りを、オシャレなギフト BOX に入れて。
保温性に優れたタンブラーですので、ホットでもアイ
スでも、好きなときに、好きな場所でおいしく味わえ
反射材で作られたボウタイとネックレス。流れ星のよ
ます。女性に人気のフレーバータイプのＶＩＡをアソー
うにキラキラ輝くネックレスは、幸せを運んで来てく
トしました。
れそう！

