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２０１５年９月２日
東急不動産 SC マネジメント株式会社

この秋、東急プラザ 表参道原宿に４つのNEW SHOPがデビュー
“ここでしかない”商品展開やオープン限定企画も
９月１８日（金）

１０月１０日（土）

「JILL STUART Beauty & PARTY」
「JILL by JILLSTUART」
「SMIR NASLI」
「ISETAN MiRROR Make & Cosmetics」

9/18
OPEN

10/10
10/10
OPEN

東急不動産 SC マネジメント株式会社（本社：東京都港区、社長：土屋光夫）が運営管理する「東急プラザ 表参道原宿」
の３階に新しい４つのショップが今秋オープンすることをお知らせ致します。
９月１８日（金）にオープンするのは３店舗。「JILL STUART Beauty & PARTY」
PARTY」（株式会社コーセー）は、毎日をパーティに
行くときのようなハッピーな気分で過ごしていただけるよう、ライフスタイルやメイク、ギフトなどを提案します。東急プラザ 表参
道原宿限定のギフトをシ ーズン ごと に展開する ほか、オープン 記念のオリジ ナル ノ ベルテ ィもございます。 「 JILL by

JILLSTUART」
JILLSTUART」（株式会社サンエー・ビーディー）は、透明で繊細な、女性らしい感性・イメージをエッセンスに、エレガンスとカ
ジュアルが溶け合うアパレルがそろいます。オープン記念として東急プラザ 表参道原宿限定の別注商品やノベルティ（オリジ
ナルエコバッグ）をご用意しております。「SMIR NASLI」
NASLI」（株式会社レガリス）は、『素直に自分らしく』をコンセプトに、時代の本
質に身を置き、自然体でいられる女性のためのファッションを提案。オープン時にはオリジナルのバスマットとスリッパをプレゼ
ントします。
上記３店舗に加えて、１０月には「ISETAN MiRROR Make & Cosmetics」
Cosmetics」（株式会社三越伊勢丹）がオープンします。愛用
のブランドも、憧れのブランドも、気になる人気のブランドも、欲しい時に欲しい物だけ購入できるコスメの“セレクトショップ”で
す。人気のモデルを起用したオープニングイベントや限定キットの販売などを予定しております。
この秋、新しく生まれ変わる東急プラザ 表参道原宿でのショッピングをお楽しみください。

新店舗 概要

JILL STUART Beauty & PARTY
（ジルスチュアート ビューティアンドパーティ）
＜店舗紹介＞
「JILL STUART Beauty」が贈る、新しいコンセプトのお店が９月１８日に誕生します。「JILL STUART Beauty & PARTY」は、毎
日をパーティに行くときのようなハッピーな気分で過ごしていただけるように、ライフスタイルやメイク、ギフトなどを提案するお
店です。
シーズンごとに、「PARTY」のテーマが変わり、新しい「かわいい」が取り揃えられます。IN SHOP の POP UP SPACE では、
テーマにあわせた PARTY スタイルを展示。
９月のテーマは「BIRTH DAY PARTY」。今年１０周年を迎える JILL STUART Beauty の１０歳のお誕生日を祝って、最高にか
わいい「BIRTH DAY PARTY」を提案します。
業種
出店企業
URL
オープン
フロア
電話番号

：
：
：
：
：
：

コスメ、ライフスタイル雑貨
株式会社コーセー
http://www.jillstuart-beauty.com
２０１５年９月１８日（金）
３階
０３－３４７０－２７２７（店舗）
（オープン前のお問い合わせ先：０１２０－８７８－６５２）

＜オープン記念
＜オープン記念イベント＞
記念イベント＞
「ジルスチュアート オリジナル ポケットティッシュ」をプレゼント。４種のオリジ
ナルのテキスタイルをあしらった、ここだけの限定アイテムです。
＜「東急プラザ 表参道原宿」オリジナルギフト＞
思わず誰かにプレゼントしたくなるような、ここだけの限定ギフトボックスが登
場予定（３種×３サイズ）。シーズンごとにおすすめのギフトセットを展示する
ほか、お客様のお好みに合わせてコスメ、ハンカチ、タオル、テーブルウェア
などを組み合わせてセットします。

JILL by JILLSTUART
JILLSTUART
（ジル バイ ジルスチュアート）
＜店舗紹介＞
【手の届く憧れ】JILLSTUART の世界観、透明で繊細な、女性らしい感性・イ
メージをエッセンスに、エレガンスとカジュアルが溶け合う、今の気分、その日
の私、女性であることの幸せ、それが JILL by JILLSTUART。
業種
出店企業
URL
オープン
フロア
電話番号

：
：
：
：
：
：

婦人服
株式会社サンエー・ビーディー
http://www.jillbyjillstuart.jp
２０１５年９月１８日（金）
３階
０３－６４５５－５１８８（店舗）

＜オープン記念
＜オープン記念イベント＞
記念イベント＞
・メンバーポイントカード２倍
・東急プラザ 表参道原宿店 OPEN 別注商品
・設定金額お買い上げいただいた方にオリジナルエコバッグプレゼント。
８，０００円（税抜）以上と１３，０００円（税抜）以上で異なる２種類を用意。

SMIR NASLI

（サミール ナスリ）

＜店舗紹介＞
女性の日常のひとときが、より一層自分らしく輝くように。
SMIR NASLI は『素直に自分らしく』をコンセプトに、時代の本質に身を置き、自然
体でいられる女性の為の Realistic Femininity Design を提案致します。
業種
出店企業
URL
オープン
フロア
電話番号

：
：
：
：
：
：

バッグ、服飾雑貨
株式会社レガリス
http://www.smirnasli.com
２０１５年９月１８日（金）
３階
０３－６４５５－５２００（店舗）

＜オープン記念
＜オープン記念イベント＞
記念イベント＞
・１５，０００円（税込）以上お買い上げでオリジナルバスマット、スリッパをプレゼ
ント（数量限定）

ISETAN MiRROR Make & Cosmetics
（イセタン ミラー メイク＆コスメティクス）
＜店舗紹介＞
愛用のブランドも、憧れのブランドも、気になる人気のブランドも、欲しい時に
欲しい物だけ購入できるコスメの“セレクトショップ”、イセタン ミラー。“大人カ
ワイイ”雰囲気の店内には、コスメの他にツールも取り揃えた “ビューティー
雑貨コーナー”もあります。

業種
出店企業
URL
オープン
フロア
電話番号

：
：
：
：
：
：

化粧品
株式会社三越伊勢丹
http://www.isetanmirror.com/
２０１５年１０月１０日（土）
３階
０３－６８１０－２０９１ ※オープンまで
（株式会社三越伊勢丹 中小型店事業部）

＜オープン記念
＜オープン記念イベント＞
記念イベント＞
・８，１００円（税込）以上お買い上げの方、先着１００名様に、ファッションブランド「little sunny bite」デザイナーyoppy 氏デザイ
ンのオリジナルノベルティ（東急プラザ 表参道原宿限定ポーチ）をプレゼント
・オープニングキットとして、＜GRANJE＞×＜jouetie(ファッションブランド)＞×amiaya(モデル）セルフジェルネイル限定キット
（価格未定／数量限定）などを販売
・オープニングイベントとして人気モデルのトークショーなどを予定

＜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

： ２８店舗（２０１５年９月１８日現在）
２９店舗（「ISETAN MiRROR」オープン後）

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

