ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ
２０１５年６月８日
東急不動産ＳＣマネジメント株式会社

銀座では初！東急プラザ４施設で夏のセールを開催！最大７０％ＯＦＦも
東急プラザ銀座・表参道原宿・蒲田・戸塚 合同による

「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ｔｈｅ ＳＡＬＥ」
ＳＡＬＥ」開催
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：佐藤一志）が運営管理する「東急プラザ」４施設(銀座、表
参道原宿、蒲田、戸塚)では、夏セールを６月２４日（金）より順次開催いたします。
昨年より「「東急プラザ表参道原宿」「東急プラザ蒲田」「東急プラザ戸塚」で共通化した夏セールに、今年は「東急プラザ」ブ
ランドのフラッグシップとして「東急プラザ銀座」が加わり、「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ｔｈｅ ＳＡＬＥ」と題して約１６０店舗がトレンドア
イテムやお得なプライスオフのアイテムを豊富にご用意してお待ちしております。

■ 実施概要 ■
【名称】

ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ｔｈｅ ＳＡＬＥ

【各施設開催期間】
東急プラザ銀座
東急プラザ銀座 ７月１日（金）～７月３１
日（金）～７月３１日（日）
３１日（日）
今春、銀座・数寄屋橋交差点にオープンした
東急プラザ銀座が初のセールを開催。
●約５０店舗参加 最大５０％ＯＦＦ

東急プラザ表参道原宿
東急プラザ表参道原宿 ７月１日（金）～７月３１
日（金）～７月３１日（日）
３１日（日）
今夏を魅力的に彩るアパレル・ファッションアイテムが
おトクなプライスで勢揃い。
●２５店舗参加 最大７０％ＯＦＦ

東急プラザ蒲田
東急プラザ蒲田 ６月２４
６月２４日（金）～７月１０
日（金）～７月１０日（日）
１０日（日）
セットセール、スペシャルタイムセール開催や、
ＨＡＰＰＹ ＢＡＧが対象店舗より登場。
●約６０店舗参加 最大７０％ＯＦＦ
ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ｔｈｅ ＳＡＬＥメインビジュアル
東急プラザ戸塚
東急プラザ戸塚 ６月２４
６月２４日（金）～７月３
日（金）～７月３日（日）
東急プラザポイントカード会員限定企画やワークショップ等、
セールをさらにお楽しみいただけるイベントを同時開催。
●約３０店舗参加 最大５０％ＯＦＦ

※店舗数・ＯＦＦ率は６月８日（水）時点であり、変更となる場合がございます。
※一部、実施期間が異なる店舗もございます。

■ ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ｔｈｅ ＳＡＬＥ について ■
■タイトル
昨年より東急プラザ各施設においてセールを合同開催するにあたり、共通タイトルを
使用しております。２０１６年は「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ｔｈｅ ＳＡＬＥ」という新しいタイトル
を採用しました。東急プラザであることをストレートに強調するタイトルにし、「ＳＡＬＥ」
の前に定冠詞「ｔｈｅ」を添えることで、特別感のあるセールであることを表しています。
ストレートでシンプルな響きで、東急プラザならではの上質感と心躍る出会いをイメー
ジしています。

■ビジュアル
「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ｔｈｅ ＳＡＬＥ」のポスタービジュアルは、見慣れたはずの漢字
（「夏売」）をグラフィカルに表現することで、東急プラザのセールには刺激や活気が
あることを発信しています。お買い物の楽しさ、モノとの出会いを後押しするような昂
揚感を伝えます。一方で、タイトルには落ち着きを持たせることで、東急プラザの安
定した上質感を表現しています。同ビジュアルは、各参加施設周辺の交通広告や館
内にて掲出されるポスターなどで展開します。

■ イベント情報 ■
【東急プラザ表参道原宿】
ＯＭＯＨＡＲＡ ＢＥＥＲ ＦＯＲＥＳＴ ｂｙ ＹＯＮＡ ＹＯＮＡ

ＢＥＥＲ ＷＯＲＫＳ

【開催期間】 ６月２４日（金）～９月４日（日）の期間中毎日
【開催場所】 ６階「おもはらの森」
【営業時間】 平日（月～金）
１７：００～２２：００（Ｌ.Ｏ. ２１：３０）
土・日・祝日
１２：００～２２：００（Ｌ.Ｏ. ２１：３０）
お盆時期（８月１２・１５・１６日） １２：００～２２：００（Ｌ.Ｏ. ２１：３０）
【内容】
ヤッホーブルーイング社のクラフトビール、ビアカクテル、各種フードの販売。
＊雨天・雷の場合中止となる場合がございます

※写真は２０１５年開催時の様子

２０１６ ＯＭＯＨＡＲＡ ＳＵＭＭＥＲ
【開催期間】 ７月１日（金）～８月３１日（水）の期間中毎日
提灯ライトアップ ６月１７日（金）～８月３１日（水）１８：００～２３：００
ＯＭＯＨＡＲＡ夏祭り（仮） ８月１１日（木・祝）～８月１４日（日）
【開催場所】 ６階「おもはらの森」
※期間中、おもはらの森の開場時間が８：３０～２２：３０になります
（雨天・荒天時除く）
【内容】
夏の野外で過ごす心地よさをお客様にお届けします。
今年は「夏祭り」をテーマにおもはらの森を装飾。
提灯でライトアップを行います。

【東急プラザ蒲田】
東急プラザ蒲田】
ハッピーバッグ
【開催期間】 ６月２４日（金）～６月２６日（日）
【開催店舗】 １２店舗
【内容】

東急のれん街やタリーズコーヒーなど１２店舗にて、通常価格より、さらにお得なアイテムが盛りだくさんの
ハッピーバッグを数量限定販売。

ＡＬＯＨＡ ＧＡＲＤＥＮ ｉｎ かまたえん
【開催期間】 ７月１６日（土）・１７日（日） １１：００～１８：３０
※小雨決行、雨天荒天時延期→７月１８日（月・祝）
【開催場所】 屋上「かまたえん」
【内容】

ハワイをイメージした屋上イベントを開催！
ハワイのテラスをイメージした空間で、フラダンスなどのステージイベントやハワイアンブースを展開♪
特典付きゲームもご用意しておりますので、ぜひご家族でご参加ください！

【東急プラザ戸塚】
みせてオ
みせてオトクな３日間
【開催期間】 ７月１日（金）～７月３日（日）
【開催店舗】 約２０店舗
【内容】
東急プラザポイントカードを見せるだけで、
さらにオトクにお買い求めいただける
スペシャルな３日間！当日入会も対象です。
ペーパークラフトでつくる 短冊モビール風鈴
【開催期間】 ７月１日（金） １４：００～／１５：００～／１６：００～／１７：００～
７月２日（土）・３日（日） １１：００～／１２：００～／１４：００～／１５：００～
【参加費】
無料
【内容】
願い事をこめた短冊でモビールみたいな風鈴をつくるワークショップ

※各施設イベント開催期間・内容・店舗数は６月８日（水）時点であり、変更となる場合がございます。

■ 施設トピックス ■
【東急プラザ銀座】
東急プラザ銀座】
銀座の新ランドマーク『東急プラザ銀座』は、レストラン＆カフェも充実！お仕事帰りのアフター５にもオススメ

２０１６年３月３１日にオープンした東急プラザ銀座は、銀座駅コンコースにも直結した便利なショッピングスポットです。
ファッション、サービス、グルメ等、全１２５店舗を兼ね備え、本物志向のワーキングウーマン・ビジネスマンのお仕事帰り
にもオススメの充実のラインアップとなっております。レストランやカフェは日本初出店や新業態店舗など、バラエティ
豊かな約４０店舗からお選びいただけます。ショッピングと合わせてお食事もお楽しみ下さい。

“新たに誕生した夜景スポット！銀座を一望できる贅沢なパブリック空間もご用意しております”

６階キリコラウンジ

屋上キリコテラス

■ 施設情報 ■
【東急プラザ銀座
【東急プラザ銀座】
銀座】
所在地
： 東京都中央区銀座５－２－１
営業時間 ：

１１：００～２１：００（ショッピング・サービス・カフェ）
１１：００～２３：００（レストラン・フード） （営業時間が異なる店舗もございます）

施設代表 TEL ： ０３－３５７１－０１０９（１１：００～２１：００）
公式 HP ：
アクセス

：

http://ginza.tokyu-plaza.com/
東京メトロ 銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座駅」Ｃ２・Ｃ３出口 徒歩１分
東京メトロ 日比谷線・千代田線「日比谷駅」Ａ１出口 徒歩２分
東京メトロ 有楽町線「有楽町駅」Ａ０出口 徒歩２分
ＪＲ山手線・京浜東北線「有楽町駅」銀座口 徒歩４分

【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
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

【東急プラザ蒲田】
所在地
： 東京都大田区西蒲田７－６９－１
営業時間 ： １０：００～２１：００（営業時間が異なる店舗もございます）
施設代表 TEL ： ０３－３７３３－３２８１
公式 HP ： http://kamata.tokyu-plaza.com/
アクセス

： ＪＲ線、東急池上線・東急多摩川線「蒲田駅」直結

【東急プラザ戸塚】
所在地
： 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６－１
営業時間 ： １０：００～２１：００（営業時間が異なる店舗もございます）
施設代表 TEL ： ０４５－８６２－５３１１
公式 HP ： http://totsuka.tokyu-plaza.com/
アクセス

： ＪＲ東海道本線・横須賀線、横浜市営地下鉄「戸塚駅」西口直結

※営業時間は、いずれも休館日・年末年始を除きます。

