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２０１４年８月２６日
東急不動産 SC マネジメント株式会社

続報

２０１４年秋冬の旬がそろう！人気ショップの限定商品を発表！
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イベント「
「ココデシカ WEEK」
WEEK」（２０１４年９月１２日（金）から１０月
５日（日）までの２４日間限定で開催）で、館内の人気ショップ２６店舗からこのイベント限定（もしくは先行販売）で販売されるア
イテムが決定しましたのでお知らせ致します。
「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。また、三連
休となる９月１３日（土）から１５日（月・祝）の３日間限定で、最大１万円のお買物券や“ここでしか手に入らない”オリジナルノベ
ルティが当たる「ココ de ポン」イベントを実施します。
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、単品使いもできるプルオーバーとスカー
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。

「ココデシカ WEEK」
WEEK」イベントロゴと限定商品一例

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
※各ショップの限定商品は別紙をご参照ください

■ココ de ポン
「ココデシカ WEEK」の期間中、９月１３日（土）から９月１５日（月・祝）の３日間限定で、館内で税込
１，０００円（合算可）以上 お買い上げいただくと、巨大ガチャポンに参加できる「ココ de ポン」を
実施します。東急プラザ 表参道原宿で利用できる１万円分のお買物券や、“ここでしか手に入ら
ない”オリジナルノベルティが当たります。
名称

：

ココ de ポン

期間

：

２０１４年９月１３日（土）～９月１５日（月・祝）の３日間限定

東急プラザ 表参道原宿「OMOHARA STATION」

エスニックファッション、雑貨を手掛ける「チチカカ」から

関東初のギフトショップ「i VIVA TITICACA！」がオープン
２０１４年９月５日（金）〜９月３０日（火）の期間限定
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）が運営管理する「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、エスニックファッションや雑貨を手掛ける
「チチカカ」の関東初となるギフトショップ「
「 i VIVA TITICACA！～
TITICACA！～Gift
！～Gift shop～
shop～（ビバ チチカカ！
チチカカ！ギフトショップ）
ギフトショップ）」 を、２０１４年
９月５日（金）から９月３０日（火）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。
同ショップは、ライフスタイルを大事にする２０代～３０代女性に
向けたラテンカルチャーに強いギフトショップです。メキシコ直輸入
の食器や雑貨、アクセサリーなど、“大好きなあの人（親子、恋人、
友人、先輩など）へのプレゼント”を提案します。
税込１，０００円以上購入された方には、“ここでしか”手に入らな
いハギレを使ったカラフルなミニトートバッグをプレゼントするなど、
同ブランド初のギフトショップとして、贈る人も贈られる人もハッピー
になるような取り組みも実施していきます。

■「
「 i VIVA TITICACA！～
TITICACA！～Gift
！～Gift shop～
shop～」 “ここでしか”
ここでしか”ポイント

「i VIVA TITCACA！」ショップイメージ
※画像はイメージです

◎ 「チチカカ」
チチカカ」関東初
関東初のギフトショップ
メキシコを中心としたラテン系ライフスタイルショップ「チチカカ」関東初のギフトショップ。
◎ 同ショップ限定
ショップ限定の
限定のハギレを
ハギレを使ったカラフル
ったカラフルな
カラフルなミニトートバッグを
ミニトートバッグをプレゼント！
プレゼント！
税込１，０００円以上購入された方には、“ここでしか”手に入らない
ハギレを使ったカラフルなミニトートバッグをプレゼント。
◎ 各種イベント
各種イベントを
イベントを開催予定
・メキシコのマリアッチによる即興コンサート（日時未定）
・店頭のフォトセッションスペースで写真を撮ると、素敵な中南米雑貨をプレゼント

■「
「i VIVA TITICACA！～
TITICACA！～Gift
！～Gift shop～
shop～」店舗概要
出店時期

： ２０１４年９月５日（金）～２０１４年９月３０日（火）

営業時間

： １１：００～２１：００ ※９月６日（土）のみ１１：００～２２：００

場所

： 東急プラザ 表参道原宿 ３階 「OMOHARA STATION」内

電話番号

： ０８０-４５９９-６２７７ （店舗） ※上記出店期間のみ

業種

： エスニック雑貨、衣料

運営企業

： 株式会社チチカカ

URL

： http://www.titicaca.jp/

■「
「チチカカ」
チチカカ」について
チチカカは中南米の民芸品の取り扱いからスタートした会社です。中南米独特のカラフルで明るく陽気な雑貨達や中南米の
伝統柄をモチーフにした服を販売しており、それが「チチカカらしさ」につながっています。また、そういった商品があふれたお
店に入るだけで楽しい気分になってもらえると思います。
お客様にはチチカカに来て「元気になってもらいたい」「HAPPY な気持ちになってもらいたい」「心から楽しんでもらいたい」。
チチカカの商品を身につけて、日常の生活の中でも元気・楽しさを感じてもらいたいと思っています。
身に着けるモノが明るいとその時の気分まで明るく・元気になれるということをお客様に実感してもらえれば幸せです。

東急プラザ 表参道原宿 TOPICS
① 「VOGUE FASHION’
FASHION’S NIGHT OUT」
OUT」で OMOHARA がスペシャルな
スペシャルなパーティ会場
パーティ会場に
会場に！
９月６日（土）、ファッション誌「VOGUE JAPAN」（コンデナスト・ジャパン発行）が主催す
る世界最大級のショッピングイベント「FASHION’S NIGHT OUT（ファッションズ・ナイト・ア
ウト、以下 FNO）」が開催されます。東急プラザ 表参道原宿では、「OMOHARA PARTY
-FNO SPECIAL-」を開催します。
人気のバビ江ノビッチをはじめ、多数のドラァグクイーンが東急プラザ 表参道原宿をジ
ャック！おもはらの森や館内でショーやパフォーマンスを繰り広げます。６階「おもはらの
森」では、DJ TABO による DJ タイム、館内ではフライヤーと引き換えで“光る PARTY グッ
ズ”が当たる抽選会やショップごとのイベントなど、館内全体でパーティを盛り上げます。
「OMOHARA PARTY -FNO SPECIALSPECIAL-」概要
日時

：

２０１４年９月６日（土） １７：００～２２：００
※館内の営業時間も２２時まで延長。６、７階は２３時まで。

FNO ホームページ： http://www.vogue.co.jp/fno/
「OMOHARA PARTY -FNO SPECIALSPECIAL-」
ポスター画像

②アジア最大級
アジア最大級の
最大級のガールズファッションショー「
ガールズファッションショー「東京ランウェイ
東京ランウェイ 2014 A/W」
A/W」に初出展！
初出展！
アジア最高峰のリアルクローズイベントとしてアジアにも進出している人気ガールズファッションショー「東京ランウェイ
2014 A/W （TOKYO RUNWAY 2014 AUTUMN/WINTER）」（２０１４年９月７日（日）、幕張メッセ）に、東急プラザ 表参道原宿
として初めて出展します。
当日は、「ココデシカ WEEK」の限定商品でコーディネートしたモデルが登場するスペシャルステージを展開するほか、会場
を訪れた方に、「ココデシカ WEEK」期間中に税込３，０００円以上お買い上げで１，０００円 OFF となるスペシャルクーポンを配
布します。また、「東京ランウェイ」のパンフレットを東急プラザ 表参道原宿３階の「OMOHARA Cafe」にお持ちいただくと“コ
コデシカ”なスペシャルドリンクをプレゼントします。
「東京ランウェイ
東京ランウェイ 2014 A/W」
A/W」概要
開催日時 ：

２０１４年９月７日（日） １１：３０開場／１２：３０開演（２０：００終了予定）

会場

幕張メッセ イベントホール 国際展示場３ホール （千葉県千葉市美浜区２-１）

：

予定動員数 ： 約１５，０００人

③ NEW
NEW SHOP 「aimerfeel PREMIUM（
PREMIUM（エメフィールプレミアム）」
エメフィールプレミアム）」が
）」が９月１２日
１２日（金）OPEN！
OPEN！
トレンドに
トレンドに敏感な
敏感な女の子たちのために特別
たちのために特別に
特別にセレクトされた
セレクトされたインナー
されたインナーをそろえた
インナーをそろえたショップ
をそろえたショップ
「ココデシカ WEEK」初日に合わせ、東急プラザ 表参道原宿に新しいショップが仲間入りします。

aimerfeel PREMIUM （エメフィールプレミアム）
＜店舗紹介＞
「カッコイイもかわいいもみんな叶えて欲しい！」
aimerfeel PREMIUM は そんなトレンドに敏感な女の子たちのために特別に
セレクトされた商品のみをそろえたスペシャルなインナーショップです。高品
質でうれしい機能を備えたブラ＆ショーツをはじめお部屋でもコダワリを忘れ
ないキュートなルームウェア。
ここだけにしかない aimerfeel にぜひ遊びに来てください。
業種
出店企業
URL
オープン
フロア

：
：
：
：
：

女性下着、インナーウェア、ルームウェア
ソックコウベ株式会社
http://aimerfeel.jp/
２０１４年９月１２日（金）
４階

ココデシカ WEEK 各ショップの限定アイテム
※価格は全て本体価格＋税
※2014 年 8 月 25 日（月）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

TOMMY HILFIGER／
HILFIGER／B1B1-2F

The SHEL'TTER TOKYO／
TOKYO／B1B1-2F
限定商品

① ウールチェックコート
（TH Collection）
② 本体価格 89,000 円＋税
③ レッド/ブルー
④ S/L

The SHEL'TTER TOKYO／
TOKYO／B1B1-2F

限定商品
①

②
③
④

SCHOOL EMBLEM
BAG 付 SW （SLY）
本体価格 5,940 円＋税
ホワイト/グレー
フリー

限定商品
①

②
③
④

Here And There TSJ
（MOUSSY）
本体価格 3,900 円＋税
ホワイト/ブラック
フリー

トミー ヒルフィガーらしい
プレッピーな雰囲気たっぷりの
ビックチェック地のコート。

ショート丈のスウェットトップス
は同プリントのトートバッグと
セットで発売！シャツとレイ
ヤードして着たい 1 枚。

シンプルなのに目を引くロゴが
印象的な 1 枚。着回し力抜群
のヘビーユースアイテム！

The SHEL'TTER TOKYO／
TOKYO／B1B1-2F

The SHEL'TTER TOKYO／
TOKYO／B1B1-2F

The SHEL'TTER TOKYO／
TOKYO／B1B1-2F

①

②
③
④

Rose プリント DRESS-T
（rienda）
本体価格 4,250 円＋税
ブラック/ホワイト
フリー

限定商品

①

②
③
④

MARIA CARD メンズ T シャツ
（RODEO CROWNS）
本体価格 3,800 円＋税
ホワイト/ブラック
S/M

限定商品

①

②
③
④

Sheltter 限定 T/S
（TWNROOM）
本体価格 3,800 円＋税
ホワイト
フリー

限定商品

バックシフォンになったローズ
プリント T シャツが rienda より
登場。「DRESS-T」のネーム
通り、ドレス風に 1 枚でも着られるところもポイント
です。

少しオーバーサイズのメンズ
T はユニセックスで着られる
のでカジュアルスタイルに
オススメ。

レディライクなプリント T は
ベーシックな形で、ボトムを
選ばず使いやすい。

The SHEL'TTER TOKYO／
TOKYO／B1B1-2F

The SHEL'TTER TOKYO／
TOKYO／B1B1-2F

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS／
OUTFITTERS／B1B1-2F

限定商品
①

②
③
④

SHELTTER TOKYO LTD
T シャツ（RODEO CROWNS）
本体価格 3,800 円＋税
ホワイト/ブラック
S/M

限定商品
①

②
③
④

バックプリントが目を惹く
RODEO CROWNS のレディー
ス T シャツ。フロントはシンプルなので 2 面性を楽し
めます。

MICKEY & MINNIE L/T
（AvanLily）
本体価格 3,900 円＋税
グレー
フリー

限定商品
①
②
③
④

ブラウス
本体価格 4,990 円＋税
白/グレー
XXS-XL

ゆったりとしたシルエットの
ブラウス。大人っぽくもカジュ
アルにも着こなせる一枚。

ヴィンテージ風のプリント加工
が今年っぽいロン T は、コー
ディネートの主役に抜擢。

©Disney

OMOHARA Cafe／
Cafe／3F

HERE'S／
HERE'S／3F
限定商品

①
②
③
④

ダークチェリーのパルフェ
本体価格 460 円＋税
-

この秋新登場のオモハラ
カフェスペシャルパルフェ！ダークチェリーの酸味
とサクサクのクッキー！さらにソフトクリームをサン
ドしたスペシャルパルフェです。

HERE'S／
HERE'S／3F
限定商品

①

②
③
④

レジメンストライプ
チェスターコート
本体価格 7,398 円＋税
ネイビー/ブラック
M

今シーズンコートを買うなら
外せないのがチェスターコート。
ネイビー、ブラックのコーディ
ネートしやすい 2 色展開で白の
ストライプが今年らしい。

限定商品
①
②
③
④

レースプルオーバー
本体価格 4,157 円＋税
アイボリー/ブラック
M

大きめ柄のレースとシアー感
が今年らしい。トレンドのマス
キュリンスタイリングで大活躍
することは疑いなしです。パンツ
やチェスターコートなどマニッシュ
なアイテムにプラスすることでフェミニンさを欠かさ
ずバランスの良いコーディネートになります。
（画像はストレッチツイルジャンスカとの組合せ）

HERE'S／
HERE'S／3F

HERE'S／
HERE'S／3F
限定商品

①
②
③
④

ストレッチツイルジャンスカ
本体価格 5,546 円＋税
カーキ/ブラック
M

HERE'S／
HERE'S／3F
限定商品

①
②
③
④

ナイロンツイルスタジャン
本体価格 6,472 円＋税
ネイビー/ブラック
M

限定商品
①
②
③
④

迷彩サーキュラースカート
本体価格 4,620 円＋税
ベージュ/カーキ
M

ストレッチの効いた着心地が
グッドなアイテムです。無地の
ため中に着るインナーや羽織り
を変えることでさまざまの表現
ができます。コーディネートもし
やすくワードローブに一つは抑え
ておきたいアイテムです。
（画像はレースプルオーバーとの組合せ）

今シーズンキーワードとして
マーケットに飛び交う”スポーティー”。そんな中、
抑えておきたいのがスタジャンです。首元と袖口の
ラインリブが今年らしく、NY のワッペンもポイントで
す。スニーカーやロゴ系トップス・スウェットアイテ
ムとあわせて今気分なコーディネートを楽しんでく
ださい。

今季マストな迷彩柄はコーディ
ネートの外しにピッタリです。スポーティーなアイテ
ムや、プレッピーなスタイリングにプラスで着崩し
て。迷彩はどんなカラーをもってきても相性がよく、
意外に使い勝手のよい柄です。フェミニンなサーキ
ュラースカートも迷彩柄で甘すぎずよいバランス感
です。

choosy chu／
chu／3F

Rione Duras／
Duras／3F

Roomy's／
Roomy's／3F

限定商品
①
②
③
④

A3 リボントート BAG
本体価格 2,769 円＋税
オフホワイト×ブラック
フリー

限定商品
①

②

③
choosy chu で大人気のトート
BAG に限定商品が登場！
しっかりとしたキャンバス生地
を使用していて、サイズ感もたっぷり入る A3 サイ
ズで使いやすい仕様となっています。ロゴとリボン
がアクセントに！！

MINNETONKA／
MINNETONKA／3F

④

フリンジ付ニットガウン
＋胸ポケット T シャツ
本体価格 9,800 円＋税
※SET 価格
ホワイト/ベージュ/
キャメル/ブラック/
ブルー/イエロー
フリー

②
③
④

グラマラスな印象で可愛くも
クールにも着こなせるニットガ
ウン。 長めのフリンジが動きの
あるスタイリングを実現。程よいボリューム感が体
のラインを華奢に見せてくれます。 インナーに着
回し力抜群のシンプル T シャツを合わせれば、気
取らない大人カジュアルの完成。

phoebe／
phoebe／3F
限定ﾉﾍ
限定ﾉﾍﾞ
ﾉﾍﾞﾙﾃｨ

①
②
③
④

モカシンキーリング
非売品（※ノベルティ）
ピューター（シルバー）
フリー

②
③
④

Duomo classico
パールピアス
本体価格 3,000 円＋税
クリア/ピンク
フリー

tocco closet／
closet／4F

③

①
先行販売
②
③
④

ウエストゴム入り
ふんわりスカート
本体価格 3,800 円＋税
レッド
M

限定カラー
限定カラー
①
②
③
④

Rady／
Rady／4F

②

カットツィード素材で着心地も
楽に着られます。セットアップ
でも単品使いでも着まわしやす
いアイテムです。大人めなネイ
ビーがオモハラ限定カラー。

限定商品
①

ヨーロッパの街のシンボルで
あるドゥオモとそこを中心に
広がる街並みをパールやビジューで表現したクラ
シックなピアス

フォックスファージュエリー
N3-B コート
本体価格 65,000 円＋税
ブラック/バニラベージュ/
ピンクレッド

ツィードトップス
＆ショートパンツ
本体価格 各 7,500 円＋税
ネイビー
フリー

Flag／
Flag／4F

新作お買い上げのお客様に
先着でノベルティプレゼント。人気のキーリングに
新色でピューターが登場致しました。ミネトンカのロ
ゴや箱も忠実に再現されたミニチュア版のモカシン
キーリングです。

①

限定商品
①

レースアップレインパンプス
本体価格 9,500 円＋税
グリーン
22.5～24.5cm

普段使いにもピッタリなデザイン
なので、雨が心配な日や雨上
がりでも違和感なく履いていただけます♪

goa／
goa／4F
①
先行販売
②
③
④

スペシャルラクーンファー付
スタンドカラーダウンベスト
本体価格 34,800 円＋税
マスタード/カーキ
フリー

限定商品

※ピンクレッドのみ先行販売

④

フリー

贅沢にあしらったリアルファー
とジュエリーが高級感のある
１着。
細身に見えるようシルエットにもこだわり、N3-B
コートを綺麗めにデザインしました。

くびれ＆美脚効果抜群のふん
わりスカート。東急プラザ 表参
道原宿にて先行販売いたします。

フィンランドラクーンの毛皮を
フード部分に使用したダウンベ
スト。贅沢に使用した７㎝幅の
ファーは東急プラザ限定です。
着膨れしがちなダウンもスッキリしたシルエットに
仕上げています。

LABORATORY WORK ReCurrent／
ReCurrent／4F

charms／
charms／4F

①

①
②
③
④

Cheek by archives／
archives／4F
限定商品

②
③
④

アンゴラ混
2WAY プルオーバー
本体価格 7,900 円＋税
ライトピンク
M

限定商品

ブローチモチーフネックレス
本体価格 5,900 円＋税
ホワイト/ブラック
フリー

限定商品

①
②
③
④

ストライプフレアスカート
本体価格 6,900 円＋税
ネイビー
M（フリー）

プルオーバー・カーディガンとの
2ＷＡＹ使用で着こなせる便利な
アイテムです。

キラキラ・フラワー・５などの
ブローチモチーフをいっぱい
詰め込んだ、ボリューミーネック
レス★リボンで結ぶタイプなので、バックスタイルも
◎

トレンドのレジメンタル柄スカート。
丈もミモレ丈（ヒザ下丈）でこの
シーズンマストなアイテムです。
トップスにはロゴ二ットやスエットなど、カジュアル
なアイテムとのコーデが◎
この秋冬は大人カジュアルを楽しみましょう♪

HUMOR SHOP by AA-net／
net／4F

GLAM BABY／
BABY／4F

pink trick／
trick／4F

限定商品
①
②
③
④

HUMOR バッグ
本体価格 2,700 円＋税
レッド/グリーン
フリー

③

人気のオリジナルバッグの限定
カラー

バッグチャーム
本体価格 3,500 円＋税
本体価格 3,800 円＋税
クリア系/
クリアビジュー系
45*60cm

ピアノポーチ
本体価格 4,500 円＋税
バーガンディ
300*200mm

hands be／
be／5F

UNiCASE／
UNiCASE／5F
限定商品

①

②

遊び心たっぷりのピアノポーチ。
リングにはリアルなラインストーンがきらり。クラッ
チとして持てばコーディネートのアクセントに。トレ
ンドカラーのバーガンディは東急プラザ 表参道原
宿限定。

Tokyo‘
Tokyo‘s Tokyo／
Tokyo／5F

③
④

サボテンアレンジ
（月の兎バージョン）
（大）本体価格 5,400 円＋税
（小）本体価格 3,500 円＋税
-

④

②
③
④

AUX PARADIS／
PARADIS／5F

Tokyo's Tokyo アートピアス
本体価格 1,700 円＋税
アンティークロジウム/
ロジウム/
アンティークブロンズ
-

人気のアートピアスを当店限定品にアレンジしまし
た。限定カラーなのはもちろん、コットンパールとク
リスタルとの 3 点セットは、ココデシカ手に入りませ
ん。

先行販売
①

秋といえばお月見。月にいる
兎をイメージしたハンズビー
表参道店オリジナルのサボ
テンのアレンジです。植え込まれたサボテンや多
肉植物は、兎や宇宙の星に例えられる名前のもの
を使っています。また、使われている器は大正時
代のアンティーク陶器を使っていて他ではなかな
か手に入らないオリジナル商品になります。

①

②
③
④

【iPhone5s/5 スキンシール】
In The Ocean
本体価格 4,320 円＋税
iPhone5s/5

ディズニーの人気キャラクター
「アリエル」が描かれた
UNiCASE 限定の iPhone5s/5
用スキンシールです。オモハラだけの先行販売。

©Disney

STARBUCKS／
STARBUCKS／6F
限定商品

限定商品
①
②
③

シックレースエプロン
本体価格 3,500 円＋税
ブルー/ベージュ
フリー

お洒落でコンパクトなバックハンガーはプレゼント
にもピッタリ！キラキラなストーンで輝くお洒落なア
イテムです。

限定商品
限定商品
①
②
③
④

①
②
③
⑤

胸元にうっとりするような
レースを贅沢に使用。小さな
トリプルリボンで可愛さもプラ
ス。シンプルかつ上品なデザ
インだから大人っぽく着こなせます♪

④

Jewelna Rose／
Rose／4F

先行販売

限定商品
①
②

ロバイラスト切手と
ポストカードセット
本体価格 642 円＋税
-

ブランドマスコットの可愛い
ロバのイラストの切手 3 枚と、
フランスの自然の一瞬一瞬を切りとったポストカー
ド 3 枚のセットです。

①

②

限定商品
メルテッド キャラメル
ティー ラテ
Short：本体価格 480 円＋税
Tall：本体価格 520 円＋税
Grande：本体価格 560 円＋税
Venti ®：本体価格 600 円＋税

スターバックスオリジナルの
キャラメルソースを溶かし込んだ
こっくりとした甘さのあるティー
ラテ。心落ちつく紅茶の香りと
キャラメルと優しい甘さで温まる
ビバレッジです。（ホットのみ）
※2014 年 9 月 12 日～2015 年 3 月中旬（予定）

以上

