
２０１２年４月１０日

施設名称 ： 「東急プラザ 表参道原宿」
開業日時 ： ２０１２年４月１８日（水）１１:００ オープン

＊当日オープン時間が早まる場合がございますので、
予めご了承下さい。

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階飲食フロア ８:３０ ～ ２３：００）

＊オープン日の営業時間は、全店舗１１:００～となります。

階数 ： 地下２階～地上７階
店舗数 ： ２７店舗

（ファッションアパレル１４店舗／ファッション雑貨７店舗／
ライフスタイル雑貨４店舗／カフェ・飲食２店舗）

電話番号 ： ０３-３４９７-０４１８ （２０１２年４月１８日より開通）

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「明治神宮前駅」徒歩１分
東京メトロ 千代田線・半蔵門線・銀座線「表参道駅」徒歩７分
※２０１２年度 東急東横線とも直通運転開始予定

駐車場 ： 約４０台有料（割引サービスあり）

ＵＲＬ ： http://omohara.tokyu-plaza.com/ （２０１２年４月１１日 サイトオープン予定）

■施設概要

表参道と原宿がクロスする交差点に、“ファッションテーマパーク”

「東急プラザ 表参道原宿」 ４月１８日（水）午前１１時にオープン！！

～ “「ここでしか｣｢ここだから｣をカタチに”をリアルにする オープン記念限定商品を一挙公開 ～

※「東急プラザ 表参道原宿」は、“「ここでしか｣｢ここだから｣をカタチに”という開発コンセプトのもと、日本初上陸となる「アメリカン
イーグル アウトフィッターズ」や世界最大級のグローバル旗艦店としてアジア初上陸となる「トミー ヒルフィガー」、株式会社
バロックジャパンリミテッドの世界へ向けた旗艦店として新業態・初出店となる 「Ｔｈｅ ＳＨＥＬ’ＴＴＥＲ ＴＯＫＹＯ」など、日本の
ファッション・カルチャーの情報発信拠点に相応しい初出店・新業態全２７店舗を取り揃えております。

※また、雑貨だけでなくライフスタイルまでを含めた旬の“ファッション”を、お客様ひとりひとりに楽しんでいただける「ファッション
テーマパーク」を目指し、訪れる度に新しくて気持ちのよい生き方を身につけ、お客様自身にお持ち帰りいただけるような、
空間と時間を提供してまいります。
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東 急 不 動 産 株 式 会 社
東急不動産ＳＣマネジメント株式会社

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、社長：金指 潔）及び東急不動産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）は、日本のファッション・カルチャーの歴史に大きな影響を与えてきた神宮前交差点に
情報発信拠点となることを目指し「東急プラザ 表参道原宿」を４月１８日（水）午前１１時にオープンすることを
本日お知らせ致します。

記念すべきオープンにあたり、“「ここでしか」「ここだから」をカタチに”というコンセプトにふさわしい、趣向を凝らした
限定商品やノベルティを各店舗にてご用意し、「ここでしか」「ここだから」出会えるアイテムを皆様にお届けいたします。

また、原宿発セレクトショップの草分けである「ＢＥＡＭＳ」との多角的コラボレーションを行う４店舗を始め、ポップ
アップスペース「ＯＭＯＨＡＲＡ ＳＴＡＴＩＯＮ」にて展開する日本初上陸のリバーシブルデニムブランド「ＢＬＥＵＬＡＢ」
では、「東急プラザ 表参道原宿」限定カラーを発売いたします。



■ テナント店舗 オープン限定商品 ＆ ノベルティ

ＴＯＭＭＹ ＨＩＬＦＩＧＥＲ （トミー ヒルフィガー）
Ｂ１-２Ｆ， ０３-６３６５-１９８５

“クラシック・アメリカン・クール”をコンセプトにした伝統的
なアメリカンファッションアイテムがメンズからウィメンズ、
キッズまで豊富に揃います。また、日本初となるコレクショ
ンラインもお目見え。

＜限定商品＞
数量限定でトートバッグを発売！
お客様のイニシャルを刺繍することも可
能 。 コ コだ けのオン リーバ ッグ が
手に入る！

（トート、￥１１,５５０、全１種類）

Limited Novelty

Ｔｈｅ ＳＨＥＬ’ＴＴＥＲ ＴＯＫＹＯ
（ザ・シェルター トーキョー）
Ｂ１-２Ｆ， ０３-５７８５-１６９５

ファッションだけでなく、コスメやスイーツ、ライフスタイル
グッズなどを幅広くそろえて、トータルライフスタイルを提案
するグローバル旗艦店。

＜限定商品／ノベルティ＞
既存人気ブランドの限定アイテムが
多数ラインナップ！また、１万円以上
お買い上げの方には、柔軟剤を。１万
５千円以上は、柔軟剤と、各ブランドの
ノベルティの中から１つプレゼント。

（上：ニナデジ×ＳＬＹ ＢＡＧ付きチュニック、
￥５,２５０、全３種類 下：ノベルティ）

Limited

ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＥＡＧＬＥ ＯＵＴＦＩＴＴＥＲＳ
（アメリカンイーグル アウトフィッターズ）
Ｂ１-２Ｆ， ０３-５７７２-３５３０

日本初出店！ストレッチ素材のカットソーやトレンド感
溢れるアクセサリーなど、デニムを中心としカジュアル
アイテムが豊富。トレンド旋風を巻き起こしそうなアメカジ
に注目！

＜限定商品／ノベルティ＞
限定Ｔシャツとタンクトップを一緒に買う
と２０％オフになる嬉しい特典の他、日
本未発売のオリジナルトートバッグを、１
万 円 以 上 お 買 い 上 げの方 、先 着
５００名にプレゼント！

（トートバック、全３種類）

ＬＯＡＶＥＳ （ローヴス）
３Ｆ， ０３-５７７２-２２０７

世界中から様々な可愛い、おしゃれを集めたＬＯＡＶＥＳの
新しいコンセプトストア。オリジナル商品をはじめ、ＬＡ、
ＬＯＮＤＯＮのインポート商品も充実！

＜限定商品＞
ＰＯＰな折りたみフラットシューズが
限定デザインで発売！ くちびる
モチーフのワンポイントがおしゃれな
女の子ごころをくすぐるアイテム！

（シューズ、￥５,９８５）

Limited

Novelty
ｃｈｏｏｓｙ ｃｈｕ （チュージーチュー）
３Ｆ， ０３-３４７０-２４５０

渋谷・原宿が大好きな女の子にとって、欲しい物が必ず
見つかるセレクトショップの旗艦店。ナチュラルでキュート
なアイテムのセレクトとショップ空間！

＜限定商品／ノベルティ＞
今回ｄｅｂｕｔのｅｌｉａｎｅｇｉｇｉとＬ.Ａの
人気スニーカーＳＴＵＤＹの限定コラボ
スニーカー！ＹＥＬは原宿限定カラー
です。１０,５００円以上お買い上げの方
に数量限定でアニマルポーチをプレゼ
ント！

（上：スニーカー、￥８，４００ 下：ノベルティ）

Limited Novelty
Ｒｉｏｎｅ Ｄｕｒａｓ （リオーネ デュラス）
３Ｆ， ０３-３４０５-０１９９

１０周年を迎えたＤＵＲＡＳが、「ＤＵＲＡＳ」と「ＤＵＲＡＳ
ａｍｂｉｅｎｔ」の２ブランドのフルラインナップやインポート
アイテムを揃え、新しいアンテナショップとして登場します。

＜限定商品／ノベルティ＞
デコルテラインが綺麗に見えるフォトT
シャツと可愛いパンツの限定セットをご
用意！ご来店の方にオリジナルハンドタ
オルを。また１万５千円以上のお買い上
げ で 、 数 量 限 定 の ト ー ト
バッグをプレゼント。

（左：Ｔシャツ＆パンツセット、￥８，６１０
右：ノベルティ）

Limited

Novelty
Ｒｏｏｍｙ’ｓ （ルーミィーズ）
３Ｆ， ０３-６４４７-２０８８

“手に届く贅沢”をコンセプトにしたセレクトショップ。
「ＲＯＹＡＬ ＰＡＲＴＹ」、「ＳＰＩＲＡＬＧＩＲＬ」、「ＭＩＩＡ」といっ
た人気ブランドを中心に、大人の女性に向けたコーディ
ネートをお届け！

＜限定商品／ノベルティ＞
フォトグラファーＫｅｉｉｃｈｉ Ｎｉｔｔａさんとの
コラボＴシャツを販売。また１万５千円以
上お 買い上 げの方に 数量限定で
オリジナルポーチをプレゼント！

（上：コラボフォトＴシャツ、￥６,９３０
下：ノベルティ）

Limited Novelty
ＭＩＮＮＥＴＯＮＫＡ （ミネトンカ）
３Ｆ， ０３-３４０５-５７０６

待望の海外セレブ御用達の人気ブランドが、東京初の
直営店として誕生！レディースとキッズの展開があるので、
ガールズはもちろん、親子でも楽しめること間違いなし！

＜限定商品／ノベルティ＞
本国アメリカでも入手困難な限定カラー
「アクアブルー」のモカシンが買えるのは
ココだけ！またミネトンカをお買い上げ
頂 い た 方 に は オ フ ィ シ ャ ル
ポーチを先着３００名にプレゼント。

（上：モカシンシューズ、￥９,９７５
下：ノベルティ）

Limited
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Novelty Limited



■ テナント店舗 オープン限定商品 ＆ ノベルティ

Novelty
ＪｕｇｅＥＴＴＡ （ジュジュエッタ）
４Ｆ， ０３-３４０５-１５３０

人気ブランドのお姉さんブランドとして、初オープン。Ｆｒｅｎ
ｃｈ Ｌａｄｙをコンセプトにロマンチックなアイテムをたくさん
お届します。ノスタルジックさとトレンドが融合した世界観。

＜限定商品／ノベルティ＞
ＯＭＯＨＡＲＡオープン記念限定ワン
ピースが登場。繊細なレース使いと
クラシカルな雰囲気が特徴です。また、
２万１千円以上お買い上げの方にはオリ
ジナルフェイススチマーをプレゼント。

（上：ワンピース、￥１１,５５０、全３色
下：ノベルティ）

Limited

Novelty
ｐｈｏｅｂｅ （フィービィー）
３Ｆ， ０３-６４３８-９０７１

繊細なデザインと旬のこだわりが詰まったアクセサリーが、
リーズナブルに楽しめるショップ。シーズン毎に変わる
パッケージに注目！

＜ノベルティ＞
商品をお買い上げの先着で、リボンヘア
ゴム（いずれか１色）とオリジナルキャン
デ ィ ー の セ ッ ト を プ レ ゼ ン ト 。
こだわりのパッケージにも期待して
下さい！

Novelty

ＡＭＯ’Ｓ ＳＴＹＬＥ ｂｙ Ｔｒｉｕｍｐｈ
（アモスタイル バイ トリンプ）
４Ｆ， ０３-５７７２-１０９９

皆でお店をプロデュース。ＷＥＢ上のコミュニティ“カワイ
イ！ＬＡＢO”で集まったみんなの意見を店内インテリアや
商品などに反映します！

＜ノベルティ＞
“カワイイ！ＬＡＢＯ”サイト提示の上

「かわいいね！」の合言葉を言うと、
先着１,０００名に限定のチャームを
プレゼント！全国に先駆けて展開する
新ショップバッグにつけてお渡しします。

Novelty
Ｆｌａｇ （フラッグ）
４Ｆ， ０３-６８０４-５２９８

セクシーだけどキュート、華やかさとイノセンス、そんな
相反する女性らしさを表現したデザインのレディースシュー
が豊富に揃います。

＜限定商品／ノベルティ＞
今年らしいエナメル素材のバイカラーで
大人の雰囲気漂う限定サンダルを用
意！また先着３００名にオリジナルトラベ
ルポーチをプレゼント！

（バイカラーサンダル、￥１５，２２５）

Limited Novelty
Ｒａｄｙ （レディ）
４Ｆ， ０３-５７７０-３２２３

＜ノベルティ＞
Ｒａｄｙ第一号店オープン記念として、Ｒ
ａｄｙオリジナルノベルティ（電動歯ブラ
シ、ボディスケール、ジュエリーＢＯＸ）
の ３ 種 を ご 用 意 し て お り ま す 。

“コスメティックジュエリー”をコンセプトに、女性らしさを
引き立ててくれるデザインが人気。洋服からルームウェア、
リネンまでライフスタイル全般のアイテムが揃います。

Novelty
ｇｏａ
４Ｆ， ０３-６８０４-１８６５

旗艦店がついにオープン！遊牧民をイメージにナチュラル
な素材を多く用いたスタイリッシュなビンテージ感溢れる
カジュアルファッションを提案。一部、海外セレクトも。

＜ノベルティ＞
商品お買い上げの方に先着順で、ノベ
ルティをプレゼント。１万２千円以上で、
キャンドルスタンド。１万５千円以上でス
タ ン ド ミ ラ ー 。 １ 万 ８ 千 円
以上で、アクセサリーＢＯＸをプレゼン
ト！※メルマガ会員限定（当日入会可）

Novelty
ｃｈａｒｍｓ （チャームズ）
４Ｆ， ０３-６４３４-０８６７

ノンストレス、だけど自分らしい着こなし方やスタイルを
身につけられるアイテムを豊富に揃えております。女心を
くすぐるアイテムセレクト。

＜限定商品／ノベルティ＞
先着１００名にて、フラワーモチーフハン
ガーをプレゼント。他にもリボンブラウス
など、オープン限定アイテムがお目見え
予定！

（リボンブラウス、￥５,７７５）

Limited

ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ ＷＯＲＫ ＲｅＣｕｒｒｅｎｔ
（ラボラトリーワーク リカレント）
４Ｆ， ０３-５７７２-３４５０

「ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ ＷＯＲＫ」のフラッグシップショップ。
デザインとアートなど女性の求めるスタイルを提案します。

＜限定商品／ノベルティ＞
今シーズンも人気のカラーマキシスカー
ト に 限 定 色 の 黄 色 が 登 場 ！
また１万円以上お買い上げの方に、 先
着でｖｏｙａｇｅのキャンドルをプレゼ
ント！

（マキシスカート、￥７，９００）

Novelty Limited



■ テナント店舗 オープン限定商品 ＆ ノベルティ

Novelty
Ｊｅｗｅｌｎａ Ｒｏｓｅ （ジュエルナローズ）
４Ｆ， ０３-６８０４-１３６１

ファッショニスタに大人気のバッグブランドが、都内最大級
ショップとしてオープン。大人気のイニシャルトートシリーズ
から、ハートモチーフが可愛い限定モデルまで販売！

＜限定商品／ノベルティ＞
大人気のイニシャルトートにハートのモ
チーフが追加したハートイニシャルトート
バックを限定販売！また５千円以上お
買い上げの方、先着１００名に、
オリジナルＬＯＶＥトートをプレゼント！

（ハートイニシャルトート、￥３,９９０）

Limited

Ｃｈｅｅｋ ｂｙ ａｒｃｈｉｖｅｓ
（チーク バイ アルシーヴ）
３Ｆ， ０３-３４９７-０８３０

トレンド好きな大人の女性に向けたハイクオリティなアイテ
ムが、納得のいくプライスで勢揃い。気分がアガるセレクト
小物をいつもより大充実させました！

＜限定商品／ノベルティ＞
オープン限定のトップス＆ボトムスセッ
トをはじめ、１０,５００円以上お買い上げ
の方で、先着１００名にオリジナル
メイクＢＯＸをプレゼント！

ＨＵＭＯＲ ＳＨＯＰ ｂｙ Ａ-ｎｅｔ

（ユーモア・ショップ バイ エイ・ネット）
４Ｆ， ０３-６４３８-９３１５

＜限定商品／ノベルティ＞
Ａ-ｎｅｔブランドの限定商品をご用意。
お買い上げ頂いた方に先着でＨＵＭＯＲ
のタオルハンカチをプレゼント！

（Ｃａｔ’ｓ ＴＳＵＭＯＲＩ ＣＨＩＳＡＴＯ フレンチ
スリーブＴシャツ、￥４,２００）

ＧＬＡＭ ＢＡＢＹ （グラムベイビー）
４Ｆ， ０３-６４５９-２１７７

エリア初出店！日本の繊細なデコレーション技術を使った、
キラキラデコレーションは、乙女心をくすぐること間違い
なし！

Limited
ｐｉｎｋ ｔｒｉｃｋ （ピンク トリック）
４Ｆ， ０３-６８０４-１５４８

＜限定商品／ノベルティ＞
限定ブレスやエプロンをはじめ、オープ
ン時には、５,２５０円以上お買い上げの
方 、 先 着 １ ０ ０ 名 に オ リ ジ ナ ル
キャンドルをプレゼント。

（上：ブレスレット、全４種類、￥５,２５０
下：ノベルティ、全２種類）

毎日をおしゃれに楽しむ女性のために、お部屋でも可愛く
過ごせるエプロンやルームウェア、気分がアガるポーチや
バッグなど女子力アップの小物を豊富に取り揃え。

Novelty
ｈａｎｄｓ ｂｅ （ハンズ ビー）
５Ｆ， ０３-３４０５-１０９５

ハンズ初！ハンズ ビーのフラッグシップショップが登場。
国内外のビューティ、ステーショナリー、バッグ、トラベル
グッズなどを中心に感性を刺激するセレクト！

＜ノベルティ＞
３千円以上お買い上げの方に、オリジナ
ルバッグハンガーをプレゼント！

Ｔｏｋｙｏ’ｓ Ｔｏｋｙｏ （トーキョーズ トーキョー）
５Ｆ， ０３-６４３８-９２０１

羽田空港で話題のＴｏｋｙｏ’ｓ Ｔｏｋｙｏが、テーマ新たに
都心初進出。マンガとアニメを切り口に、誰もが愉しめる
雑貨と本を厳選しました。

＜限定商品＞
フィギュア界の大人気クリエイター
Ｔ９Ｇデザインのフィギュアが限定色で
登場。

（ＳＱＡＬＯＮＥ、￥８,９２５）
※画像と実際の商品の色は異なります。

LimitedNovelty
ＡｐｐＢａｎｋ Ｓｔｏｒｅ （アップバンクストア）
５Ｆ， ０３-６８０４-６４３６

ｉＰｈｏｎｅ＆ｉＰａｄアクセサリーの品揃えは日本最大級！
日本未発売モデルも多数入荷予定！

＜限定商品／ノベルティ＞
大人気のｉＰｈｏｎｅケースブランド“ＳＰＩＧ
ＥＮ ＳＧＰ”の限定ケースをご用意！ま
た５千円以上お買い上げの方、先着３０
名 に ｉ Ｐ ｈ ｏ ｎ ｅ の 保 護 フ ィ ルム を
プレゼント＆フィルム貼りサービス。

（限定ＳＧＰケース、￥３,１５０）
※フィルム貼りサービス、￥１,６８０（通常）

Limited

Novelty Limited Novelty Limited

ＺＵＣＣａ、ＴＳＵＭＯＲＩ ＣＨＩＳＡＴＯ、Ｎé-ｎｅｔなどＡ-ｎｅｔの
ファッションアイテムと国内外からセレクトしたインテリア
雑貨も充実したＷＥＢショップ「ＨＵＭＯＲ」のリアルショップ。
ＡＲを使ったフィッティングサービス「ＡＲ Ｆｉｔｔｉｎｇ ｂｙ Ａ-ｎｅ

ｔ」もお楽しみいただけます！

Novelty Limited

＜限定商品＞
女子ならいくつになっても大好きなキラ
キラを煌めかせ贅沢にちりばめました。
携帯電話スーマートホン全ての機種に
もデコレート出来ます！何でもデコレー
ションしてしまいます。お気軽にご相談
下さい

（限定デザインスマートフォンケース 又
1ポイントデコレーション、￥３,０００～）



■ テナント店舗 オープン限定商品 ＆ ノベルティ

ＡＵＸ ＰＡＲＡＤＩＳ （オゥパラディ）
５Ｆ， ０３-３４７９-０２６０

日本の空気、肌、香りの感性、香りのあり方を強く意識して
つくられた香りのブランド。パッケージにも、できるだけ
リサイクル可能な素材を使用するなど、エココンシャスな
こだわりも魅力。

＜ノベルティ＞
商品お買上げの方先着２００名様に、
ポストイット＆ポストカード３枚セットを
プレゼント！ここでしか手に入らない
限定のポストカードです。

Novelty

日本のファッション・カルチャーを発信し続ける表参道・原宿エリアの中心に位置する「東急プラザ 表参道原宿」の
ポップアップスペース「ＯＭＯＨＡＲＡ ＳＴＡＴＩＯＮ」は、神宮前交差点に面したエントランス上部（３階）のウインドウ
と開放感のあるスペースです。年間を通じ旬なモノ・コトを発信・提案するため、人気ブランドの日本初上陸注目ブラ
ンドショップなどを期間限定で展開いたします。

■ 「ＯＭＯＨＡＲＡ ＳＴＡＴＩＯＮ」 ： 第１弾 ＢＬＥＵＬＡＢ （ブルーラブ）

■第１弾出店ブランド ： ＢＬＥＵＬＡＢ （ブルーラブ）
１枚生地による完全リバーシブルデニムブランド「ＢＬＥＵＬＡＢ（ブルーラブ）」が日本初上陸！その革新的なデザイ
ンと抜群の履き心地から、ＬＡセレブに絶大な人気を誇るＬＡ発の注目デニムブランドです。ベーシックな
ブルーデニムからメタリックコーティング、レオパード柄までデザイン、色、形共に豊富に取り揃えています。

■店舗概要
出店時期 ： ２０１２年４月１８日（水） ～ ５月３１日（木）
業種 ： レディス、メンズアパレル
出店企業 ： 株式会社ＬＡＸ
商品価格帯 ： ￥２１,４８０～
サイズ ： レディス（２３～２９インチ）、メンズ（２８～３３インチ）
ＵＲＬ ： ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｂｌｅｕｌａｂ.ｊｐ

「ＢＬＥＵＬＡＢ」日本初上陸・初出店を記念し、「東急プラザ 表参道原宿」オリジナル
カラーデニムを発売いたします！「昼と夜で違ったデニムを はきたい｣というデザイ
ナーの思いから生まれたデニムは、ポケットやファスナー、ボタンスナップに至るまで、
完全なリバーシブルを実現しています。

オープン限定商品！東急プラザ
表参道原宿

限定

Novelty

ノベルティ

お買い上げの方には、ノベルティとしてオリジナルミラーを先着１００名にプレゼント！



■街と繋がる企画② ： ＦＩＲＳＴ ＦＲＩＤＡＹ ＨＡＲＡＪＵＫＵ
毎月第１金曜日、アート・ファッション・ミュージックの街、原宿一帯がパーティー会場に変わります。

■ 街と繋がる企画① ： 「東急プラザ 表参道原宿」 × 「ＢＥＡＭＳ」による多角的コラボレーション 第１弾

「東急プラザ 表参道原宿」は、このエリアに訪れた人々に“街歩きショッピング“の楽しさを感じて
いただくため、原宿発セレクトショップの草分けである「ＢＥＡＭＳ」と、“施設とエリア店舗のコラボ
レーション”という新たな試みに挑戦いたします。第1弾コラボレーションとして、「ＬＯＡＶＥＳ」「ｃｈｏ
ｏｓｙ ｃｈｕ」「ハンズ ビー」「ＳＴＡＲＢＵＣＫＳ」の４店舗が登場！商品開発だけでなく、思考を凝らし
たコラボレーションを行い、“街全体”のみならず、“表参道・原宿＝日本のファッション・
カルチャー“を盛り上げてまいります。

ＬＯＡＶＥＳ （ローヴス）

ＬＯＶＥ ＢＹ ｅ.ｍ.で人気のｉＰｈｏｎｅケースに、
ＬＯＡＶＥＳ ｘ ＬＯＶＥ ＢＹ ｅ.ｍ. ｘ ＢＥＡＭＳ
のトリプルコラボによるスペシャルカラーが
登場。定番人気のリボンをあしらったｃｕｔｅな
デザインはそのままに、トレンドカラーである
ショッキングピンクを使用し、それぞれの
ブランドイメージが融合したパンチの効いた
デザインです。

（ＬＯＡＶＥＳ ｘ ＬＯＶＥ ＢＹ ｅ.ｍ. ｘ ＢＥＡＭＳ コラボｉＰｈｏｎｅケース、
￥６,９３０、１００個限定）

ｃｈｏｏｓｙ ｃｈｕ （チュージーチュー）

ｃｈｏｏｓｙ ｃｈｕで人気のトートバッグに、
ＢＥＡＭＳらしい遊び心を加え、持っている
だけでハッピーな気分になるデザインのコラ
ボトートが登場。スマイリーの目がイニシャル
になっており、全５種類の中からお好きな
１文字をお選びいただけます。肩から掛けら
れる長めの持ち手とたっぷり収納のＡ４
サイズで、荷物の多いお出掛けにぴったり
です。

（ｃｈｏｏｓｙ ｃｈｕ×ＢＥＡＭＳコラボトート、￥２,９４０、イニシャル「Ａ」「Ｍ」
「Ｓ」「Ｙ」「Ｒ」全５種類）

ｈａｎｄｓ ｂｅ （ハンズビー）

“Ｌｉｆｅ ａｓ ａ Ｊｏｕｒｎｅｙ”をコンセプトに上品な旅スタイルを演出する
ＢＥＡＭＳ ＬＩＧＨＴＳや雑貨レーベルｂｐｒ ＢＥＡＭＳのセレクトと“Ｔｏｋｙ
ｏ ｔｒａｖｅｌｅｒ”をテーマに旅のワクワク感をサポートするｈａｎｄｓ ｂｅ の
遊び心がある「旅」アイテムが融合した、ここでしか出会えないトラベル
コーナーを展開します。

ＳＴＡＲＢＵＣＫＳ (スターバックス）

スターバックスとビームスＴ 原宿、それぞれの店舗を連動させた
アート展を開催。両社の企業理念から、“幸せ・喜びを感じる体験・
瞬間=ＭＡＧＩＣ ＴＩＭＥ”というテーマを導き出し、注目の若手アーティス
トＭａｇｎｅｔによるアートワークを展示。また、それぞれの店舗を回遊
しながら楽しめるよう、アートワークと連動したクリエイトユアタンブラー
の台紙をそれぞれの店内に設置します。

東急プラザ
表参道原宿

限定

原宿エリアの中心地として、当施設も「ＦＩＲＳＴ ＦＲＩＤＡＹ ＨＡＲＡＪＵＫＵ」
に参加します。街の新名所となる憩いの広場「おもはらの森」にてスペシャル
イベントを開催予定。イベント詳細は、後日発表します。どうぞお楽しみに！

■ＦＲＩＳＴ ＦＲＩＤＡＹ ＨＡＲＡＪＵＫＵとは？
“ＧＡＬＬＥＲＹ ｈｏｐｓ ａｎｄ ＡＲＴ ｗａｌｋｓ”
“ＳＥＬＥＣＴ ＳＨＯＰ ｈｏｐｓ ａｎｄ ＦＡＳＨＩＯＮ ｗａｌｋｓ”
“ＣＬＵＢ ｈｏｐｓ ａｎｄ ＰＡＲＴＹ ｗａｌｋｓ”

―毎月第１金曜日に、みんなでＰＡＲＴＹします。
原宿は「ファッション」と「アート」と「カフェ」の街。その原宿の街に、
「ファッション」と「アート」と「カフェ」好きを全国から集め、
原宿のカルチャーやアーティストを全国へ、世界へ発信します。－

日程 ：毎月第一金曜日
時間 ：各店舗１８:００～２１:００ アフターパーティ２２:００～

第１回目 ５月４日(金) １８:００ ＳＴＡＲＴ
※「おもはらの森」にてのイベント開催日・時間については、
後日、改めてご案内いたします。

ＵＲＬ ：http://firstfriday.jp/
Ｆａｃｅｂｏｏｋ ：http://www.facebook.com/pages/First-Friday-Harajuku/
Ｔｗｉｔｔｅｒ ：@FirstFridayjp
主催 ：ＦＩＲＳＴ ＦＲＩＤＡＹ ＨＡＲＡＪＵＫＵ実行委員会
主な参加店舗 ：Ｔｈｅ ＳＨＥＬ’ＴＴＥＲ ＴＯＫＹＯ/ＢＥＡＭＳ/ＷＩＲＥＤ ＣＡＦＥ<>ＦＩＴ/ＳＥＣＯ/ｓｏｒａ × ｎｉｗａ/

ＴＲＡＮＳＩＴ ＧＥＮＥＲＡＬ ＯＦＦＩＣＥ/Ｇｒｅｅｎｒｏｏｍ/ＸＬＡＲＧＥ® ＨＡＲＡＪＵＫＵ/Ｘ-ｇｉｒｌ ｓｔｏｒｅ/
ＭＩＬＫ ＦＥＤ. ＡＴ ＨＥＡＶＥＮ２７ ＨＡＲＡＪＵＫＵ/ＳＩＬＡＳ ＆ ＭＡＲＩＡ ＨＡＲＡＪＵＫＵ/
ｃｏｌｌｅｃｔ ｐｏｉｎｔ 原宿/ＴＯＭＭＹ 原宿店（５/３ ＲＥＮＥＷＡＬ ＯＰＥＮ）/ＳＯＬ/ＶＡＣＡＮＴ/
ＳＬＯＰＥ ＧＡＬＬＥＲＹ/Ｇａｌｌｅｒｙ ＣＯＭＭＯＮ ａｎｄ ｍｏｒｅ . . .
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