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東急不動産 SC マネジメント株式会社
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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、東京・お台場の商
業施設「デックス東京ビーチ」では、1 月 30 日（金）～2 月 15 日（日）までの期間、世界中で大人気の英国グループ「ワ
ン・ダイレクション」（以下、1D）の来日公演を記念して、1D オフィシャル・ストア「1D WORLD」の協力のもと、日本初登
場を含む 1D 日本オリジナル商品の展示販売を行う「1D WORLD FES」を開催します。
本企画の開催に伴い、1 月 30 日（金）～3 月 2 日（月）までの期間限定で、館内のクレープショップ「MOMI&TOY'S」
では、1D 公式カップ付きの特別メニューを販売するほか、モダンアメリカン料理を提供する「ANCHORS（アンカーズ）」
でも、期間中、数量限定販売される「スモーキーベーコンバーガー」をご注文いただいた方に、1D 公式マグカップをプ
レゼントする、特別キャンペーンを開催します。
また 1 月 30 日（金）～2 月 28 日（土）の期間、デックス東京ビーチで展開中の「お台場イルミネーション“YAKEI”」と
館内の BGM が、1D の楽曲になるほか、3 月 2 日（月）まで、同施設内の「マダム・タッソー東京」には、本人公認の等
身大フィギュアが装いも新たに再来日しており、期間限定で 1D 一色に染まったデックス東京ビーチをお楽しみいただ
けます。
ワン・ダイレクションは、英国出身の男性グループで、デビューから僅か 2 年で全世界トータル・セールス 3500
万枚、日本でも 100 万枚を突破し、日本・米国・英国を始め世界 31 カ国の週間チャートで 1 位を獲得するなど、
世界中で「社会現象」化しています。日本でも 10 代から 20 代の若年層女性を中心にファンが形成され人気の
高いグループです。

■iPhone 6・ケースやコンパクトミラーなど、1D 日本初登場の商品も販売「1D WORLD FES」
場
期

所： デックス東京ビーチ シーサイドモール 3F 特設会場（デックス広場）
間： 1 月 30 日（金）～2 月 15 日（日）
※1 月 30 日はファンクラブ会員向け先行販売会
お買い上げの方への特典：
① ミッドナイト・メモリーズ ショッパーをプレゼント ※無くなり次第終了。
② メンバー直筆サイン入り写真集プレゼント応募券付き、2015 公式商品カタ
ログをプレゼント
③ 「MOMI&TOY'S」で使える「クレープ買ったら 1D 公式紙コップ入りソフトドリ
ンク無料券」をプレゼント
④ お買い上げ商品のレシートを提示で、「マダム・タッソー東京」有料の写真
撮影サービスを 100 円割引で提供
商品一例

■「1D WORLD FES」と館内店舗のコラボレーション企画
ふんわりとろけるクレープが人気の「MOMI&TOY'S」では、
紅茶クリーム•スコーン•ベリーのスペシャルクレープと、 ビ
ックサイズの 1D 公式カップ付きソフトドリンクがセットにな
った 「特典付スペシャル限定クレープ＆ドリンクセット」
（1,000 円） を販売。
モダンアメリカン料理が楽しめる「ANCHORS（アンカー
ズ）」でも、期間中数量限定で食べられる「スモーキーベー
コンバーガー」（2,380 円）をご注文された方に、1D 公式マ
グカップをプレゼントします。（なくなり次第終了）
また両店舗では、1,000 円以上お買い上げの方に、
通常入場料 2,000 円が 1,400 円で入れるマダム・タッソー東京
入場料割引クーポンをプレゼントします。（※価格は全て税込表示）
期

間： 1 月 30 日（金）～3 月 2 日（月）

左：MOMI&TOY'S/限定クレープ
右：ANCHORS/スモーキーベーコンバーガー

■1D 楽曲がＢＧＭのイルミーネーションショー
2014 年 11 月に新たに誕生したイルミネーションスポ
ット「お台場イルミネーション“YAKEI”」では、約 22 万球
の光が包みこむ「台場メモリアルツリー」を中心にした全
長約 200ｍに広がる樹木が、1 時間に 2 回流れる 1Ｄの
楽曲に合わせて、色とりどりの光が音楽に合わせて変
化する、幻想的な光の演出をお楽しみいただけます。
期

間： 1 月 30 日（金）～2 月 28 日（土）
お台場イルミネーション“YAKEI”

開催時間： 17：00～24：00 毎時 30 分～実施（予定）

■1Ｄ等身大フィギュアが再来日
2014 年春に期間限定で展示された 1Ｄ等身大フィギュアが、ファンの熱いリクエスト
にこたえ、このたび期間限定で戻ってきました。今回のフィギュアはアジアをツアーす
るために新たに制作され、前回とは違う衣装にチェンジし、新たなスタイリングで登場
しています。
場
所： デックス東京ビーチアイランドモール 3F 「マダム・タッソー東京」
展示期間： ～3 月 2 日（月）
１D 等身大フィギュア画像
※画像をご使用の際には以下のコピーライトの
表記をお願い致します。

The images shown depict wax figures created
and owned by Madame Tussauds.

＜施設概要＞

施設名称
所在地
階数
店舗数
営業時間

デックス東京ビーチ （デックストウキョウビーチ）
〒135-0091 東京都港区台場 1-6-1
地上 7 階
101 店舗（2015 年 1 月 26 日現在）
路面店舗
ショップ、カフェ、レストラン
3F～5F
飲食、物販、東京トリックアート迷宮館
3F
東京ジョイポリス
5F
レストラン
6F
レストラン
6F
マダム・タッソー東京

7F

施設代表 TEL
公式 HP
電車
アクセス
お車

レゴランド・ディスカバリー・センター東京

各店により異なる
11：00～21：00
10：00～22：00 （最終入場 21：15）
11：00～23：00
11：00～24：00
10：00～21：00 (最終入場 19:00)
平日 10：00～20：00 （最終入場18：00）
土日祝 10：00～21：00 （最終入 19：00）
※冬季繁忙期期間中
営業時間変更の可能性あり

03-3599-6500
http://www.odaiba-decks.com/
ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅から徒歩 2 分
りんかい線「東京テレポート」から徒歩 5 分
首都高速 11 号台場線「台場ランプ」から約 3 分
首都高速湾岸線「有明/臨海副都心ランプ」から約 4 分

