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２０１５年２月１０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 開業３周年「OMOHARA 3rd Anniversary」記念イベント
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２３日間

「ココデシカWEEK」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
２０１５年３月１４日（土）〜４月５日（日）
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」は
２０１２年４月１８日に日本のファッション・カルチャーの中心地
である神宮前交差点に開業し、まもなく３周年を迎えます。
３周年を記念した数々のイベントを展開する「OMOHARA 3rd
Anniversary」（２０１５年３月１４日～５月１０日）のひとつとして、
当施設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イベント「ココデシカ WEEK」を、２０１５
年３月１４日（土）から４月５日（日）の２３日間限定で開催致し
ます。
東急プラザ 表参道原宿では、２月１４日（土）に横浜アリーナで開催される「東京ランウェイ ２０１５ SPRING/SUMMER」（以
下、東京ランウェイ）に、昨年に続き出展します。「ココデシカ WEEK」の限定アイテムを中心に春らしいコーディネートをまとった
人気モデルがランウェイに登場します。さらに、今回の「ココデシカ WEEK」では「東京ランウェイ」とのスペシャルコラボ企画を実
施し、当施設で「東京ランウェイ」の熱気を再現する“ココデシカ”体験できないイベントを開催予定です（詳細は決定次第、プレ
スリリースおよび公式 HP で発表します）。

■「ココデシカ WEEK」概要
期間：
内容：

２０１５年３月１４日（土）～４月５日（日）
館内各ショップから春夏のコーディネートにぴったりの東急プラザ 表参道原宿限定アイテム等を販売
「東京ランウェイ」とのスペシャルコラボ企画により“ココデシカ”体験できないイベントを開催予定

＜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

： 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

「ココデシカ WEEK」 各ショップの限定アイテム
※価格は全て税込
※2015 年 2 月 10 日（火）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

TOMMY HILFIGER／B1-2F

The SHEL'TTER TOKYO／B1-2F

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS／B1-2F

OMOHARA 限定 ジャンプスーツ
24,840 円

OMOHARA 限定 T シャツ（MOUSSY）
4,860 円

OMOHARA 限定 キャミソール
3,229 円

シルエットの美しさや素材の光
沢感が、女性らしさを引き立て
るジャンプスーツ。カジュアルに
なることなく、トミー ヒルフィガー
らしい大人っぽい雰囲気に。

「XXX」と大きくプリントされた T シャツはヴィンテー
ジ調に仕上げられていて、「こなれ感」をプラスして
くれる 1 着。
レッド、ブルー、ブラ
ックの 3 色展開。

フロントのラッフルがポイント。
BOHO スタイルでアメリカンイ
ーグルらしいトップスです。

HERE'S／3F

Rione Duras／3F

Roomy's／3F

OMOHARA 限定 チェスターコート
8,630 円

OMOHARA 限定 SET
カラーレスジャケット×ティアードシフォントップス
(OMOHARA 限定 SET)
SET 価格 9,720 円

限定カラー リボンスリープトップス
6,372 円

春にぴったりのデニムのチ
ェスターコート。シンプルな
デザインでコーディネートも
しやすい春のマストアイテ
ム。

カラーレスジャケット×テ
ィアードシフォントップス
の SET 販売！
SET PRICE で 9,720 円。
東急プラザ 表参道原宿
だけの限定 SET 販売で
す。

衿のパールで上品さ、袖
のシフォンにリボン風の
アクセントがきいてかわ
いらしさもプラス。
東急プラザ 表参道原宿
限定カラーはグリーン。

MINNETONKA／3F

OMOHARA Cafe／3F

aimerfeel PREMIUM／4F

先行販売 エバ（EVA）
9,720 円

OMOHARA 限定 コットンキャンディーバーガー
700 円

限定カラー 超盛ノンワイヤーブラ
1,944 円

2015 年春夏の新作が東急プラザ 表参道原宿だ
けの先行販売で登場。収縮性の高いゴムひもか
ら作り衝撃を緩和した軽量
で履きやすいタイプです。ま
た内張りのアリゾナプリント
を付けられた布地がアクセ
ントになっています。

ふわふわ綿がし×ソフトクリ―ム×シュークリーム
のコラボバーガー！OMOHARA Cafe オリジナルメ
ニューの『シューバーガー』ぜひお召し上がりくだ
さい！

大人気！超盛ノンワイ
ヤーブラの東急プラザ
表 参 道 原 宿限定カラー
です。しっかり盛れて着
け心地ラクチン。(セット
にできるショーツ、T バッ
ク各 648 円)

Flag／4F

tocco closet／4F

goa／4F

限定カラー フラットパンプス
14,040 円

限定カラー フロントレース切り替えワンピース
4,104 円

先行販売 ネイティブ刺繍ドルマンチュニック
ネイティブ刺繍 ２ｗａｙスカート
10,584 円／13,824 円

東急プラザ 表参道原宿
限定カラー！ポインテッ
ドトゥなのでフラットでも
シルエットをキレイに見
せてくれます。

春らしいミントカラーは東急
プラザ 表参道原宿限定カ
ラー。胸元部分にはレース
をあしらい、顔回りを華や
かに。ウエストのリボンを
結んでフィット&フレアなシ
ルエットが完成。

インド綿を使用し独特の風合いを表現。刺繍やフ
リンジが goa らしいネイティブ感を演出。
東急プラザ 表参道原宿先行販売。

charms／4F

Cheek by archives／4F

GLAM BABY／4F

OMOHARA 限定 ミニドレス
15,984 円

OMOHARA 限定 ストライプ前リボンワンピ
8,532 円

OMOHARA 限定 バンパーサイドデコレーション
フレーム手帳 2015 omohara Spring style
11,980～12,980 円

特別な日に着たい、女
の子の憧れホワイトドレ
ス！ミニ丈でキュート感
を出しつつ、トレーンを
なびかせてエレガントな
雰囲気もプラスさせた、
欲張りなドレスが東急プ
ラザ 表参道原宿限定
で登場。

ワンピースは人気のストラ
イプ柄。大人っぽい着こな
しで春のコーディネートを
お楽しみください。

NEW「CRYSTAL JAPAN」の星形ビジューが可愛
い、手帳タイプの iPhone ケースが東急プラザ 表
参道原宿限定で登場。

pink trick／4F

Jewelna Rose／4F

hands be／5F

先行販売 エプロン N°5
4,104 円

OMOHARA 限定 ミッキーポシェット
6,804 円

OMOHARA 限定・
小さいふ「世界にひとつだけ」シリーズ
各 10,584 円

ツィードジャケット風のデザイ
ンとパールボタンがクラシック
で大人の女性にピッタリなエ
プロン。ふんわり広がるシル
エットもきれいです。

ミッキーマウスのあどけ
ない表情にオトナっぽい
チェーンのポシェット。ア
クセサリー感覚で身に
着けられて、春のお出
かけにぴったり
©Disney

手に収まる小ささ、機能
も十分なお財布「小さい
ふ」。ハンズ ビーが選ん
だ、全て限定 1 点物のシ
リーズです。

UNiCASE／5F

Tokyo's Tokyo／5F

AUX PARADIS／5F

OMOHARA 限定
【iPhone6 スキンシール】Gizmobies LAFINE 05
4,320 円

OMOHARA 限定 ビニールジップポーチ
※ノベルティ

OMOHARA 限定 ポストカードセット
642 円

税込 3,000 円以上お買い上げのお客様にオリジナ
ルノベルティプレゼント。Tokyo's Tokyo のロゴが
入ったビニール製
のジップポーチで
す。

可愛いロバのイラストの
切手 3 枚と、ロバのポス
トカード 3 枚の SET で
す。

LA の人気ブランド LAFINE とコラボしたオリジナル
デザインのスキンシール
です。
「LAFINE 05」は東急プラ
ザ 表参道原宿だけの限
定販売。他では手に入り
ません。

STARBUCKS／6F
OMOHARA 限定 ティー クリーム フラペチーノ®
Tea Cream Frappuccino® Blended Cream
Short 518 円/Tall 561 円/
Grande 604 円/Venti ® 648 円
ミルクティーのようなマイルドで後味のさっぱりとし
た味わいのリーフ（茶葉）入り
のフラペチーノ®。ホイップク
リームには細かく砕いたホワ
イトチョコレート＆マカダミア
クッキーと紅茶のリーフ、そし
てハチミツをトッピングしまし
た。東急プラザ 表参道原宿
店限定。

