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２０１５年３月２４日
東急不動産 SC マネジメント株式会社

東急プラザ 表参道原宿 旬なモノ・コトを発信する「OMOHARA STATION」

今春本格デビュー！２本のコードで編み上げた新感覚スニーカー「UNEEK」専門店

初のカフェ併設「KEEN UNEEK STORE
at オモハラステーション」オープン
東急プラザ 表参道原宿 限定カラー４色も登場！
２０１５年４月１８日（土）〜５月３１日（日）の期間限定

３周年を迎える東急プラザ 表参道原宿で、４つの新SHOPがデビュー
３月２７日（金） 「HANDS CAFE」（５階）
４月４日（土）
「MURASAKI STYLE FOR WOMEN」（３階）
「Auntie Rosa」（４階）
４月６日（月）
「Sal y Limon」（３階）

「KEEN」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、２本のコードで編み上げた新感覚スニー
カー「UNEEK（ユニーク）」を専門に扱う「KEEN UNEEK STORE at オモハラステーション」が、２０１５年４月１８日（土）から５月
３１日（日）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。
「UNEEK」は、今春日本での展開が本格的にスタートした、２本のコードとソールの組み合わせにより作られた革新的なオー
プン・エア・スニーカーです。名前通り見た目がユニークなだけではなく、足の動きに合わせてアッパーが自由自在に変形し、
足を締め付けから解放してくれる機能性も持ち合わせています。
「KEEN UNEEK STORE at オモハラステーション」では、東急プラザ 表参道原宿でしか手に入らない限定カラーが４色（Mens
２色、Womens２色）登場するほか、隣接する「OMOHARA Cafe」では、期間中「KEEN」とコラボした“ここでしか”ないオリジナル
のスウィーツやドリンクを販売します。

■「KEEN UNEEK STORE at オモハラステーション」 “ここでしか”ポイント
◎ 東急プラザ 表参道原宿限定カラーの「UNEEK」が全４色登場
東急プラザ 表参道原宿でしか手に入らない限定カラーが Mens２色、Womens２色の計４色登場します。（各税込１２，９６０円）

Magnet/Black
(Mens)

Magnet/Neon Green
(Mens)

Magnet/Drizzle
(Womens)

Magnet/Black/Neon Capri
(Womens)

◎ 「OMOHARA Cafe」では“ここでしか”味わえないオリジナルスウィーツやドリンクを販売
隣接する「OMOHARA Cafe」では、季節性を意識し、ナチュラルで体に良い素材を
使いながら組み合わせや見た目、食感など“ユニーク”なスウィーツやドリンクを販
売します。スウィーツは、カスタードとクリームチーズに甘酸っぱいライムカードを合
わせた爽やかな味わいのノンべイクドチーズケーキ！お好みで、ライムを絞ってお
召し上がり下さい。ドリンクは、アーモンドミルク×アボカド×バナナのヘルシース
ムージー。トッピングに、フレッシュクリ―ム・グラノーラとビターなキャラメルソース
を合わせました。
【KEEN×OMOHARA Cafe オリジナルメニュー】
ライムカードのノーベイクドチーズケーキ

税込６００円

アボカドバナナのアーモンドミルクスムージー

税込７００円

■「KEEN UNEEK STORE at オモハラステーション」店舗概要
出店時期

： ２０１５年４月１８日（土）～５月３１日（日）

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

： 「KEEN」ブランドのフットウェア、靴下、鞄、洋服、アクセサリーの輸入、販売

運営企業

： キーン・ジャパン合同会社

URL

： http://www.keenfootwear.com/ja-jp/

■「KEEN」とは
KEEN は、2003 年にオリジナル・ハイブリッド・フットウェア、バッグ、ソックスのメーカーとして設立。
米国オレゴン州 ポートランドに本拠を置き、アウトドアを楽しむ方たちに向けた革新的な商品を提供しています。
KEEN のスタートは、つま先を保護する初めてのサンダル『Newport（ニューポート）』の発明であり、創業以来、こうした 「プロ
ダクトデザインにより問題を解決する」という視点でフットウェアコレクションの拡充に努め、さらにはバッグとソックスにもカテ
ゴリーを広げてまいりました。
KEEN では、仕事、娯楽、そして社会に貢献することに時間を割き、多彩な生活を送るライフスタイルを「HybridLife」と呼び、こ
のコンセプトを大切にしています。また、KEEN では、商品の製造販売だけでなく、パートナーである団体と協力して行う環境
保護活動や社会貢献活動を「Hybrid.Care（ハイブリッド・ケア）」と称して、私たちの暮らす地球や社会にとってポジティブな変
化を作り出すための行動に積極的に取り組んでいます。

東急プラザ 表参道原宿 TOPICS
３周年を迎える東急プラザ 表参道原宿で４つの新 SHOP がデビュー
２０１５年４月１８日（土）で開業から３周年を迎える東急プラザ 表参道原宿に、新たなブランドがデビューします。３月２７日
（金）にオープンする「HANDS CAFE」（５階）は、「hands be」に併設される“hands be + cafe”スタイルで、「hands be」で好感度
なギフト雑貨をセレクトし、「HANDS CAFE」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。４月４日（土）にオープンする「MURASAKI STYLE FOR WOMEN」（３階）および「Auntie Rosa」（４階）では、

大人の女性に向けたスタイルを提案します。４月６日（月）にオープンする「Sal y Limon」（３階）は、同ブランドの日本における
オフィシャルストア１号店として、アクセサリーの最新コレクションや限定品などを展開します。この春デビューする新しい４ブ
ランドをはじめ、リアルショッピングの楽しさを提案する東急プラザ 表参道原宿でのショッピングをお楽しみください。

HANDS CAFE （ハンズカフェ）
＜店舗紹介＞
ABC Cooking Studio とコラボのフード&スイーツ、大豆ペーストのもっちもっち
ドーナツ、コロンビア産の厳選豆を使用したコーヒーなど、「ハンズカフェ」なら
ではのこだわりメニューを提供。また、ワークショップやイベントなど、お客様と
様々なコミュニケーションをとおして新しいカタチのカフェを提案いたします。
業種
出店企業
URL
オープン
フロア

：
：
：
：
：

カフェ
株式会社東急ハンズ
http://www.handscafe.jp/
２０１５年３月２７日（金）
５階

MURASAKI STYLE FOR WOMEN
（ムラサキスタイル フォー ウィメン）
＜店舗紹介＞
大人の女性の Beach Life Styile Shop。アメリカ西海岸から inspire されたアパ
レルを中心に LA STYLE にこだわりアパレル・シューズ・バックや雑貨などを
セレクト。
業種
出店企業
URL
オープン
フロア

：
：
：
：
：

婦人服
株式会社ムラサキスポーツ
http://www.murasaki.co.jp/
２０１５年４月４日（土）
３階

Auntie Rosa

（アンティローザ）

＜店舗紹介＞
「Timeless Sweet Casual」
時代にとらわれないオリジナルフェミニンアイテムとハンドメイドやインポート
一点物、国内セレクトをミックスした大人可愛いセレクトショップ。
業種
出店企業
URL
オープン
フロア

：
：
：
：
：

婦人服
株式会社アンティローザ
http://auntierosa.com
２０１５年４月４日（土）
４階

Sal y Limon （サルイリモン）
＜店舗紹介＞
Sal y Limon のオフィシャルストア 1 号店。
最新コレクションから限定品など数々の商品をお求めいただけます。

業種
出店企業
URL
オープン
フロア

：
：
：
：
：

アクセサリー
株式会社アレコレ
http://www.salylimon.com
２０１５年４月６日（月）
３階

東急プラザ 表参道原宿から歩いてすぐ！表参道・原宿エリアの新たなランドマーク「キュープラザ原宿」
３月２７日（金）のオープンを記念し、２館スタンプラリーキャンペーンを実施
２０１５年３月２７日（金）、表参道・原宿エリアの新たなランドマーク「キュープラザ原宿」がオープンします。オープンを記念
して、東急プラザ 表参道原宿とキュープラザ原宿で、１，５００円（税込）以上利用するとスタンプを押印し、両館のスタンプを
ひとつずつ集めると５００円分のお買物・お食事券をプレゼントする「キュープラザ原宿オープン記念 ２館回遊スタンプラリー
キャンペーン」を、２０１５年３月２７日（金）から４月１９日（日）まで実施します。
「キュープラザ原宿」は、緑豊かな環境を活かしたテラスの緑や、エリア随一の眺望が楽しめる都市型商業施設で、日本初
上陸や旗艦店、新業態、エリア初など、オリジナリティのある全１８店舗がそろいます。その日の気分で選べる話題のレスト
ランやカフェをはじめ、ファッションからビューティ＆リラクゼーションまで多彩なラインナップです。
■「キュープラザ原宿オープン記念 ２館回遊スタンプラリーキャンペーン」概要
実施期間 ：

２０１５年３月２７日（金）～４月１９日（日）
※お買物・お食事券の利用期間は３月２７日（金）～５月１０日（日）

参加方法 ：

期間中、東急プラザ 表参道原宿とキュープラザ原宿両館で、それぞれ１回のお会計につき、１，５００円（税
込）以上ご利用いただくとスタンプを押印します。両館でスタンプをひとつずつ集めると、次回会計時より使え
る５００円分のお買物・お食事券をプレゼントします。

■「キュープラザ原宿」概要
住所

：

アクセス ：

東京都渋谷区神宮前６－２８－６
東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前」駅 出口７ 徒歩約１分
JR 山手線 「原宿」駅 徒歩約６分

店舗構成 ：

物販、飲食、サービス、ブライダル（全１８店舗）

公式 HP ：

http://www.q-plaza.jp/harajuku/

開業

２０１５年３月２７日（金）

：

＜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

