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２０１５年１月２１日
東急不動産 SC マネジメント株式会社

今年のバレンタイン・ホワイトデーはオモハラで“ここでしか”なアイテムを見つける
東急プラザ 表参道原宿 旬なモノ・コトを発信する「OMOHARA STATION」

コスメからスウィーツまで、ジルスチュアートの“かわいい”が詰まった

「JILL STUART」
STUART」 POP UP SHOPがオープン
「JILL STUART CAFE」併設。“ここでしか”なかわいいオリジナルメニューを提供！
２０１５年２月１日（日）〜３月１３日（金）の期間限定

館全体では「OMOHARA

GIFT COLLECTION」開催

館内人気ショップからバレンタイン・ホワイトデーにおすすめのギフトアイテムがそろう
２０１５年２月１日（日）～３月１４日（土）

「JILL STUART」ポップアップショップイメージ
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）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、コスメやハンカチ、テーブルウェアなどギ
フトに最適なアイテムから、併設するカフェで提供するオリジナルのスウィーツまで、ジルスチュアートの“かわいい”が詰まっ
た「
「JILL STUART」
STUART」POP UP SHOP が、２０１５年２月１日（日）から３月１３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。
隣接する「OMOHARA Cafe」は、期間中「JILL STUART CAFE」となり、“ここでしか”購入できないオリジナルのスウィーツやド
リンクを販売します。テイクアウトできるスウィーツを展開するのは同ブランドとして初となります。ポップアップショップでは、
「JILL STUART BEAUTY」のコスメから、３月のデビューを前に初お披露目となる「JILL STUART」のテーブルウェアなど様々な
カテゴリーのアイテムがそろい、友人や恋人とのバレンタインデーやホワイトデーのギフト選びにおすすめです。
カフェメニューをのぞく、税込３，２４０円以上の購入ごとに挑戦できるガチャガチャで当たるノベルティは、このポップアップ
ショップ限定のものが週替わりで登場します。

■「
「JILL STUART」
STUART」POP UP SHOP “ここでしか”ポイント
◎ 週替わりで登場する限定ノベルティ
カフェメニューをのぞく、税込３，２４０円ごとのお買い上げにて、コインを１枚差し上げます。コイン
１枚でガチャガチャに挑戦できます。当たるとプレゼントされるノベルティは全て、このポップアップ
ショップ限定のものです。第１弾は、「ヘアタイ（２色１組、計３種）」をプレゼント。アイテムは週替わ
りのサプライズで違うものが提供されていくので通って集める楽しみもできます。
２月１４日（土）は１日限定で、さらに生花のブーケもプレゼント！（※ブーケは数に限りがあります）

◎ ３月にデビュー予定のテーブルウェアを先行して初お披露目
２０１５年３月から百貨店でデビュー予定の「JILL STUART」のテーブルウェア（画像上）が、先行し
てこのポップアップショップで初お披露目となります。やさしいピンクとホワイトのカラーに、プラチナ
がきらきら煌めくエレガントなティーアイテムや、普段使いにぴったりなマグなど、女ごころをくすぐ
る「かわいい」アイテムが揃います。ギフトボックス入りなのでプレゼントにもぴったりです。（マグ
税込３，２４０円、ペアプレートセット 税込５，４００円など）
２０１５年８月にデビュー１０周年を迎える「JILL STUART BEAUTY」のコスメからは、スウィーツのよ
うなパステルカラーと、やわらかマットな質感の限定メイクコレクション「Chiffon Ribbon Collection」
（リップ 税込３，０２４円など）や、４つの彩りと質感を自由にミックスし、ふんわりフォギーな仕上が
りを楽しめるチークカラー「ミックスブラッシュ コンパクト N02」（税込４，８６０円）などを販売。その
他にも、「JILL STUART」のハンカチやタオルなど、バレンタインデーやホワイトデーに友達同士・恋
人同士で選ぶのにおすすめなアイテムがそろいます。

◎ 「JILL STUART
STUART CAFE」
CAFE」併設！
併設！“ここでしか”味わえないオリジナルスウィーツを販売。テイクアウト
“ここでしか”味わえないオリジナルスウィーツを販売。テイクアウトメニューも
オリジナルスウィーツを販売。テイクアウトメニューも。
メニューも。
華やかなフルーツで「JILL STUART」のコスメを表現した「メレンゲケーキ」、テーマカラーのホ
ワイトをイメージした「ホワイトモカ」など、おいしいだけでなく見た目にもかわいいオリジナルの
スウィーツやドリンクを販売する、バレンタインデーの時期にぴったりのカフェとして展開します。
テイクアウト専用のチョコレートとカップケーキも販売します。
【オリジナルメニュー一例】 ※ドリンクメニューはテイクアウトも可能
ベリーのメレンゲケーキ

税込７５６円

クロワッサンドーナツケーキ

税込６００円

フランボワーズシューエクレア 税込６８０円

フレッシュジンジャーエール

税込６５０円

ベリーシェイク

税込６５０円

ホワイトモカ（hot/ice）

税込６１５円

ラズベリーモカ（hot/ice）

税込６１５円

コットンキャンディーフロート

税込７５０円

※下記はテイクアウト専用
JILL チョコレート

２個入り 税込８６４円／５個入り 税込２，０５２円／１０個入り 税込３，４５６円

JILL カップケーキ

４個入り 税込１，５１２円／６個入り 税込２，１６０円

■「
「JILL STUART
STUART」
」POP UP SHOP 店舗概要
出店時期

： ２０１５年２月１日（日）～３月１３日（金）

営業時間

： １１：００～２１：００

場所

： 東急プラザ 表参道原宿 ３階 「OMOHARA STATION」内

業種

： コスメ、ライフスタイル雑貨

運営企業

： 株式会社コーセー

URL

： http://www.jillstuart-beauty.com/#/Products/

■「
「JILL STUART」とは
STUART」とは
【コンセプト】
JILL STUART は「CUTE,SWEET,SEXY」をキーワードに NY コレクションにおいて女性らしいスタイルを発信し続けています。
自分のスタイルを持つ女性たちへ品ある大人のフェミニンスウィートを提案。
ビューティでは「INNOCENT SEXY」をコンセプトに、すべての女性の「HAPPY」と「かわいい」をかなえるコスメを提案しています。

【Jill Stuart BIOGRAPHY】
BIOGRAPHY】
レディスウェアメーカーを経営する両親のもと、ニューヨークで育つ。１５歳で発表したジュエリーとバッグの初コレクションが
米国有名百貨店ブルーミングデールズの目に留まる。本格的にファッションデザインを学び、２７歳で「JILL STUART」を設立。
ニューヨークソーホーに旗艦店をオープンし、１９９３年ニューヨークコレクションデビュー。
その後、ブランド設立１０年の節目を経て、２００５年コスメティクスの展開をスタート。
現在、日本をはじめ、世界中の若い女性から圧倒的な支持を受けるファッションデザイナー。

東急プラザ 表参道原宿 TOPICS
“ここでしか”なギフトアイテムがそろう「OMOHARA
“ここでしか”なギフトアイテムがそろう「OMOHARA GIFT COLLECTION」開催
COLLECTION」開催
バレンタインデーとホワイトデーに合わせて、各ショップから贈り物に最適なギフトアイテムがそろう「OMOHARA GIFT
COLLECTION」を、２０１５年２月１日（日）から３月１４日（土）まで開催します。
男性へのプレゼントに最適なアイテムや女性へのお返しにプレゼントすると喜ばれるアイテムだけでなく、友人同士や恋人
同士で一緒に選ぶのも楽しいアイテムなど、館内各ショップが厳選したギフトが勢ぞろいします。「JILL STUART」ポップアッ
プショップと合わせて、“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。
■「OMOHARA
■「OMOHARA GIFT COLLECTION」概要
COLLECTION」概要
期間

：

２０１５年２月１日（日）～３月１４日（土）

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
※各ショップのアイテムは別紙をご参照ください

３月下旬、ハンズカフェが『
月下旬、ハンズカフェが『hands be』
be』（5F）
5F）内にオープン
『hands be』を併設した“hands be & cafe”スタイルでハンズカフェが、
３月下旬にオープンします。『hands be』で好感度なギフト雑貨をセレク
トし、ハンズカフェでこだわりのコーヒーとスウィーツを楽しむ、といった
ここでしか味わえない特別な時間を提供します。
ハンズカフェは、２０１１年４月オープンの梅田店（大阪府大阪市）を
皮切りに現在５店舗を展開し、ワークショップやイベントを実施し、お客
様とスタッフ、またお客様同士が共に新しいコミュニティを築く場所とし
て、ハンズならではの新しいカフェスタイルを提案しています。“hands
be & cafe”スタイルは、２０１４年１１月オープンの福岡パルコ店（福岡県福岡市）に次いで２店舗目です。

オープン ：

２０１５年３月下旬（予定）

HP

http://www.tokyu-hands.co.jp/handscafe/

：

＜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

OMOHARA GIFT COLLECTION ショップ別アイテム
※価格は全て税込
※記載商品以外にも「OMOHARA GIFT COLLECTION」アイテムをご用意しています（一部店舗除く）
※2015 年 1 月 21 日（水）現在の情報です。実施内容が変更となる可能性もございます

The SHEL'TTER TOKYO／
TOKYO／B1B1-2F

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS／
OUTFITTERS／B1B1-2F

HERE'S／
HERE'S／3F

女性向け

男性向け・
男性向け・女性向け

女性向け

TASSEL PENNY LOAFERS
（HARUTA×MOUSSY）
11,664 円
カラー： ブラック/ホワイト
サイズ： S 22.5cm/
M 23.5cm/
L 24.5cm

フレグランス
5,389 円

ジップショルダーBag
3,769 円
カラー： ピンク/ホワイト/
ブラック

日常のどんなシーンにも
馴染むフレッシュな香りから
ガーリーな香りまで幅広く
コンパクトなサイズ感ですがポケット収納が充実して
ラインナップ。
います。春らしいピンク・白・黒の３色展開です。
メンズ、レディースともにギフトシーズンにおすすめ。

学生の通学靴で定番の HARUTA と MOUSSY の
コラボローファー。特にホワイトカラーのローファーは
トレンドを押さえたファッション性の高い 1 足なので
要チェック。
※2 月上旬発売予定。購入者には MOUSSY オリジ
ナル靴下プレゼント！（なくなり次第終了）

choosy chu／
chu／3F

Rione Duras／
Duras／3F

Roomy's／
Roomy's／3F

ユニセックス

女性向け

ユニセックス

Farewell A3 トート
2,990 円
カラー： ブラック
サイズ： フリー

DURAS
パイソン×クリアシリーズ
3,240～11,664 円
カラー： ホワイト/イエロー/
ピンク/ブラック
サイズ： シューズ S/M

Read diffuser (SunFlower/Rose/
Hyacinth/Dahlia の 4 種類)
2,592 円

phoebe／
phoebe／3F

OMOHARA STATION／
STATION／3F
STUART」
「JILL STUART
」POP UP SHOP

choosy chu 最大のヒットアイテム
【A3 tote bag】に【また会いましょう】というメッセージ
をプリントしたトートバッグです。
バッグ、ポーチ、シューズで展開するブランドロゴ入
りシリーズ。大人っぽいパイソン柄にクリアで季節感
をプラス。カラバリも豊富なので、お好みのカラーで
揃えてプレゼントしたいアイテム。
※2/6 発売

MINNETONKA／
MINNETONKA／3F
女性向け

女性向け

サンダーバード
（Thunderbird）
12,420 円
カラー： 黒/グレー/ブラウン/
ダスティブラウン/
ホワイト/トープ
サイズ：22/23/24/25cm(5/6/7/8)

ラブユーネックレス
19,440 円
カラー： K10
サイズ： 全長 40cm

ミネトンカを象徴するサンダーバード。スポーティな
ラバーソールでアップデートされた現代的なスタイル
です。

ハートのプレートに刻まれた
Love の文字がキュートなネックレス。さらっとつけら
れて、大人かわいいデザインです。

都会で暮らす私たちの心を色づかせ、
私たちが自然の一部だと教えてくれる
…。Telomere（テロメア）はインテリアと
して、日々の暮らしを豊かにしてくれる
はず。

女性向け
JILL STUART RELAX
ハンドクリーム
（ホワイトフローラル）＆
メルティリップバーム
2,916 円
JILL STUART Beauty ギフト、人気 No.1 のアイテム
セット。ホワイトフローラルの香りは、女性はもちろん
男性からも人気が高く、彼女へ贈るギフトとして男性
購入率も非常に高いアイテムです。（※ハンドクリー
ムは、ホワイトフローラルとチュベローズ＆ローズの
2 種類から、メルティリップバームは、ピンクとオフ
ホワイトの 2 色から選べます）

OMOHARA Cafe／
Cafe／3F

aimerfeel PREMIUM
PREMIUM／
MIUM／4F

Flag／
Flag／4F

JILL チョコレート
2 個入り 864
～10 個入り 3,456 円
JILL カップケーキ
4 個入り 1,512 円/
6 個入り 2,160 円

女性向け

女性向け

マイメロディ総柄上下セット
4,309 円
カラー： ピンク
サイズ： M/L

フラットパンプス
13,500 円
カラー： ブラック/ベージュ/
グリーン/オレンジ
サイズ： 22.5～24.5cm

大人気のマイメロディコラボ
香り高いフルーツの
商品が、上下セットで新登場！
C 1976, 2015 SANRIO CO., LTD.
ピ ュ ー レ を ふ ん だ ん に 使 用 し た 「 JILL STUART ○
CAFE」オリジナルのチョコレートとデコレーションカッ
プケーキ。大切な人への心を込めたギフトにぜひい
かがですか。

シンプルな形でどんなスタイリングにもあわせやす
いフラットシューズ。春らしい生地を使ったお花柄
や、ベーシックカラーのブラックやベージュも揃って
おります。細見なデザインなので、足元をすっきりと
きれいに見せてくれます。

Rady／
Rady／4F

charms／
charms／4F

tocco closet／
closet／4F

男性向け

女性向け

女性向け

もこもこボーダー
メンズセットアップ
17,280 円
カラー： ネイビー
サイズ： M/L

りぼん付きトートバッグ
（スモールサイズ）
3,132 円
カラー： ブラック/ベージュ/
ネイビー
サイズ： 38*23*11.5cm

iPhone ケース
4,212 円
カラー： ブラック/ホワイト
サイズ： iPhone5/iPhone6

Cheek by archives／
archives／4F

HUMOR SHOP by AA-net／
net／4F

GLAM BABY／
BABY／4F
ユニセックス

ふわふわで柔らかな素材が着心地の良い、もこもこ
メンズセットアップ。海外製が多いこのタイプを日本
人のサイズに合わせました。シルエットにこだわり、
タイトなラインに流行の短めのボトムスは、綺麗めに
着ていただけるデザインに。彼へのプレゼントにぜ
ひオススメです。

カードが入る iPhone ケース！
ラインストーンやパーツがちりばめられていて、他に
ハンドル部分にあしらったりぼんモチーフは、大人の はないケース。
女性でも抵抗なく使えるよ う、高 級感のあるグロ
グランテープにしました。ロングセラーの人気アイテ
ムです。

女性向け

ユニセックス

キャセリーニ
ロイド型グラス（サングラス）
3,456 円
カラー： ブラック/ブラウン/
レンガ
サイズ： フリー

ウラケリュック
10,260 円
カラー： グレー/ブラック
サイズ： 57*25*7cm

pink trick／
trick／4F

Jewelna Rose／
Rose／4F

女性向け

女性向け

バンパーフレーム
デコレーション手帳型
iPhone5: 7,539 円
iPhone6: 8,079 円
iPhone6+: 8,619 円
やわらかい綿素材を使用した
カラー： ピンクゴールド/ライトピンク/
リュック。大きなブランドロゴに、ショルダーストラップ
ディープピンク/ゴールド/ブラック/ホワイト
トレンドのロイド型（丸型）のサングラスは、ちょっぴり とバック部分の通気性の良いメッシュ素材がポイン サイズ： iPhone5/iPhone6/ iPhone6+
レトロな雰囲気がかっこいい！カジュアルスタイルの ト。ダブルジップ仕様で使い心地も快適です！
アクセントとしておすすめです。
バレンタインで喜ばれる事間違いなし。Plus でオリジ
ナルデコレーションも可能になります。特別なあの方
のバレンタインプレゼントに。

ボーダーレース
ティッシュポーチ
1,728 円
カラー： ブラック/ネイビー
サイズ： H95×W135mm

Jewelna Rose×Hello Kitty
コラボバッグ
7,560 円
カラー： ブラック/ピンク/
ホワイト
サイズ： 22*19*13cm
ボーダー×レースにビッグリボンと女子の大好物が キティちゃんのビッグプリントがキュートなタッセル付
詰まったティッシュポーチ♪パールチャームもポイン きトートバッグ。ちょっとしたお出かけにも持ち歩け
ト。
る、とても便利なサイズです！
C 1976, 2015 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S554060
○

hands be／
be／5F
男性向け・
男性向け・女性向け
ダニエル・ウェリントン
ﾒﾝｽﾞﾀｲﾌﾟ： Classic Glasgow
(径 40mm) 21,600 円
ﾚﾃﾞｨｽﾀｲﾌﾟ： Classy ST Winchester
（径 13mm） 14,040 円
カラー： 文字盤、ベルト色違いあり
シンプルで洗練された北欧デザイン
「ダニエル・ウェリントン」のリスト
ウォッチ。男女ペアで揃えられるので、バレンタイン
やホワイトデーのギフトにも。大きいメンズタイプを女
の子がつけても可愛いです。

UNiCASE／
UNiCASE／5F

Tokyo's Tokyo／
Tokyo／5F

AUX PARADIS／
PARADIS／5F

ユニセックス

ユニセックス

ユニセックス

Twelve South BookBook
8,618 円
カラー： ヴィンテージブラウン/
クラシックブラック
サイズ： iPhone6/
Phone6 Plus

マンガ皿（comicalu）
3,218 円
カラー： 6 柄
サイズ： 約 27*15*1cm

エアメール SET
696 円

STARBUCKS／
STARBUCKS／6F

bills／
bills／7F

ユニセックス

ティラミス フレンチトースト
w/ ポーチドチェリー、
カカオブリトル
1,350 円

ロバのイラストが可愛い 52 円
切手 3 枚と、18 円切手 3 枚、
あら不思議、のせた食べ物が
愛らしいロバのポストカード
「ジャーン」と飛び出してきます。『ガラスの仮面』とコ 3 枚の、エアメールがすぐに出
カードホルダーとポケットつきで財布のように使え ラボレーションしたデザインも必見です。
せるオリジナル SET。
て 、 ス タ ン ド機 能 も 搭 載 し た 小 さ な 洋 書 の よ う な
※ロバの切手は 52 円、差額の 18 円は、天ぷらもしく
iPhone ケース。
はお寿司のイラストの切手です。

ハンディーステンレスボトル
3,909 円
カラー： ブラック/ホワイト
サイズ： 500ml
わずか 210ｇと軽量でありながら、
真空二重構造で保温・保冷機能に優れた高機能な
ステンレスボトル。飽きのこないシンプルな色使いの
デザインです。

新メニュー。「Single Origin Roasters」のエスプレッソ
と卵液に浸したブリオッシュをオーブンとフライパン
で焼き、甘酸っぱく煮たチェリー、クリーム、香ばしく
ローストしたアーモンドのブリトルを添えたリッチな
デザートです。

