２０１２年３月１日

東急田園都市線・大井町線二子玉川駅前

二子玉川ライズ １ｓｔ アニバーサリー
３月１５日（木）〜４月１５日（日）
二子玉川ライズ各施設が１年間のご愛顧への感謝をこめ多様なキャンペーンでお迎えします！
二子玉川ライズ協議会全体管理者
東京急行電鉄株式会社
２０１２年３月１９日に開業１周年を迎える二子玉川ライズでは、３月１５日から４月１５日までの期
間、開業１周年キャンペーンとして「二子玉川ライズ １ｓｔ アニバーサリー」を開催します。
“豊かな自然を育む太陽が、ここに集う人々の毎日を輝かせ、新しい上質な暮らしを運んでくれる”と
いう思いを込め、昨年３月に二子玉川ライズは開業いたしました。初めて迎える二子玉川ライズのアニバ
ーサリーキャンペーンのコンセプトは、
「いちねんぶんのありがとうを」
。空間特性を活かした、カラフル
でアーティスティックなイベントでお迎えするととともに、個性豊かな各施設が多彩な催しでお客さまを
おもてなしいたします。
今年の春は二子玉川ライズで、広い空、深い緑、豊かな水景に心安らぎながら、華やかで、スタイリッ
シュなひとときをお過ごしください。
■アニバーサリーキャンペーンの概要（詳細は別紙ご参照ください）
◇二子玉川ライズ １ｓｔ アニバーサリー サクライズ２０１２
３月１５日（木）〜４月８日（日） 於：二子玉川ライズ ガレリア
アートユニット Fujiyoshi Brother's（フジヨシブラザーズ）によるアートパフォーマンスイベントや、お子さま絵画ワークショップ、
桜の花びら石けん制作ワークショップなどを開催します。
また期間中はしだれ桜を展示し、桜の開花をお楽しみいただけます。
◇二子玉川ライズ・ドッグウッドプラザ 開業１周年キャンペーン「一緒にｈａｐｐｙ！」
①

大人気コミックパフォーマーによるコミックパフォーマンス「バルーン＆コミックｓｈｏｗ！」

３月１８日（日）、２０日（火・祝）、２５日（日）、４月１日（日）各日１４時と１７時に開催
於：ドッグウッドプラザ前広場
②

先着５００名様ポップコーンプレゼント「ポップコーン プレゼント」

３月１７日、２４日、３１日、４月７日、１４日の各土曜日１１時より
於：ドッグウッドプラザ前広場
③お買い上げ２，０００円以上（飲食店は１，０００円以上、それぞれ税込）でプレゼントがあたる「スピードクジ」
４月１日（日）〜１５日（日）
◇二子玉川ライズ・ショッピングセンター 「ライズ サプライズ デイズ １ｓｔ アニバーサリー」
①

ＴＯＰ＆カードのポイントが２倍になる「ダブルポイントキャンペーン」
３月１５日（木）〜２０日（火・祝）

②

ステキな賞品があたる「プレゼントウィーク」３月２１日（水）〜４月１日（日）

③

カード利用で賞品があたる「ＴＯＰ＆カードご利用キャンペーン」４月２日（月）〜１５日（日）

◇二子玉川ライズ・オークモール
期間限定で、各店舗にてお買い得商品やプレゼントなどを実施。

なお、
「二子玉川ライズ １ｓｔ アニバーサリー」の詳細は別紙のとおりです。
以 上
本リリースのお問い合わせ先
二子玉川ライズ協議会 全体管理者 東京急行電鉄株式会社 青戸・内藤 電話：０３-３７０９-１０９７

【別紙】
「二子玉川ライズ １ｓｔ アニバーサリー」の詳細
○イベント「二子玉川ライズ １ｓｔ アニバーサリー サクライズ２０１２〜二子玉川に集まる春の輝き〜」
人と出会い、集い、眺めを楽しみ、休息をとる場所として位置付けられる「二子玉川ライズ ガレリア」
。
幅２０ｍ×高さ３５ｍ×長さ１００ｍの大きさはミラノのガレリアよりも大きく、天空光の入る大空間と
して二子玉川ライズの象徴的な空間です。この空間特性を生かし、春の象徴である「桜」のインスタレー
ションと、カラフルでアーティスティックなイベントを実施します。だんだんと二子玉川ライズ ガレリア
に色とりどりの「春の輝き」が集まり成長する姿は、訪れる人々の心をわくわくさせます。桜とアートの
春の躍動を是非ご鑑賞ください！
開 催 期 間 ： ３月１５日（木）〜４月８日（日）
会
場 ： 二子玉川ライズ ガレリア
主
催 ： 二子玉川ライズ
①フジヨシブラザーズによるライブペインティングパフォーマンス
期間初日、二子玉川ライズ ガレリアに突如真っ白いオブジェと開花を心待つ桜が出現します。１７日か
ら約５０㎡の真っ白なクロスシートと総面積約１００㎡からなるボックスを巨大キャンバスに、鮮烈な色
彩とダイナミックなタッチのアートユニット「フジヨシブラザーズ」がライブアートパフォーマンスを実
施、春をイメージさせる色鮮やかな自然や動植物が描かれ、訪れる人々の心を楽しませます。下記期間中
は、二子玉川ライズ 公式サイト（http://www.rise.sc/）より製作過程を随時公開します。
・開催日時
３月１７日（土）〜３月２５日（日） 各日とも１３：００〜１７：００
Fujiyoshi Brother's（フジヨシブラザーズ）
2000 年に、藤芳太一郎（兄）と藤芳幸太郎（弟）により結成され
たアートユニット。
鮮烈な色彩とダイナミックなタッチで、すべての作品を合作で
制作し、ライブペインティングや映画・舞台美術などの様々な
分野でも活動している。

藤芳 太一郎

藤芳 幸太郎

②二子玉川に集まる春の輝き お子さま絵画ワークショップ
フジヨシブラザーズ監修のもと、お子さま向けに塗り絵のワーク
ショップを開催します。描いていただいた絵は大キャンバスに貼付、
絵を描く楽しさと、春をみんなで彩る醍醐味を体験していただけます。
・開催日時
３月２４日（土）
、月２５日（日）
両日とも、１３：００〜１６：００
・参加費用
無料
③二子玉川に集まる春の輝き 桜の花びら石けん制作ワークショップ
無香料・無着色の亜欲物性石鹸素地に、着色を使用して染色した桜の花びらを練りこんで、オリジナル
の石鹸をお作りいただけます。薬品や火を使わず、お子さまに安心して参加いただけるイベントです。
・開催日時
３月３１日（土）１３：００〜１６：００
・参加費用
無料
○二子玉川ライズ ガレリアの照明演出（３月１５日より）
二子玉川ライズ ガレリアの照明演出を３月１５日より開始します。
日
没から朝までの時間を「暮」
「宵」
「真夜」にわけ、
「光のベルト」
「ライ
トリーズ（光る葦）
」
「リボン」
「ブリッジ」
「ムービングプロジェクター」
の５つの構成要素を駆使してそれぞれのシーンを演出します。時間に沿
って景色が表情を変えるとともに、エネルギー面からも効率的な照明と
なっています。
・開始日時
３月１５日（木）より
ガレリアの照明演出

○二子玉川ライズ・ドッグウッドプラザ開業１周年キャンペーン「一緒にＨａｐｐｙ！」
ドッグウッドプラザでは、感謝の気持ちをこめて、全館「一緒にＨａｐｐｙ！」をテーマに、誕生１周
年の各種イベント、キャンペーンを実施します。家族と一緒に！友達と一緒に！恋人と一緒に！是非Ｈａ
ｐｐｙをお楽しみください。
①イベント「バルーン＆コミックＳｈｏｗ！」
バルーンで作る動物やキャラクター、そしてコミックパフォーマンス！大人気のパフォーマー「東京マ
ッド」と「シャン」が日替わりで出演！お子さまから大人まで、みなさまでお楽しみいただけます。
・開催日時
３月１８日（日）
、２０日（火・祝）
、２５日（日）
、４月１日（日）
各日とも１４：００〜、１７：００〜
・会
場
ドッグウッドプラザ前広場（１階駅側エントランス）
・参加費用
無料
②イベント「ポップコーン プレゼント」
ドッグウッドプラザの各店舗で商品をご購入のうえ、レシートをドッグウッドプラザ１階駅側エントラ
ンスのポップコーン・コーナーにお持ちくださった各日先着５００名様にお一人様１カップのポップコー
ンをプレゼントいたします。レシート金額は限定しません。商品をお買い上げの方ならどなたにもチャン
スがあります。
・開催日時
３月１７日（土）
、２４日（土）
、３１日（土）
、４月７日（土）
、１４日（土）
朝１１：００より配布いたします
・会
場
ドッグウッドプラザ前広場（１階駅側エントランス）
③キャンペーン「スピードクジ」
４月１日から４月１５日までの間、ドッグウッドプラザの各店舗でのお買い上げで、一会計のお買い上
げ金額がショップで２，０００円以上（税込）
、飲食店で１，０００円以上（税込）お買い上げのお客さま
に素敵なプレゼントが当たるスピードクジを１枚進呈します。
・開催期間
４月１日（日）〜４月１５日（日）

○二子玉川ライズ・ショッピングセンター「ライズ サプライズ デイズ １ｓｔ アニバーサリー」
〜 １年間の感謝をこめて、ありがとうの想いを届けます。〜
二子玉川ライズ・ショッピングセンターでは、期間中に以下のアニバーサリーキャンペーン、イベント
を実施いたします。
①ライズ サプライズ デイズ １ｓｔ アニバーサリー・ダブルポイントキャンペーン
３月１５日から３月２０日までの６日間、ＴＯＰ＆カードのダブルポイントキャンペーンを開催。期間
中、お会計時にＴＯＰ＆カードのクレジット払いのご利用で、通常３％のポイントが２倍の６％になりま
す！新生活を彩るさまざまなアイテムを取り揃えておりますので、この機会に是非ご来店ください。
・開催期間
３月１５日（木）〜３月２０日（火・祝）
※一部対象外店舗、ご利用いただけない時間帯がございます。
②ライズ サプライズ デイズ １ｓｔ アニバーサリー・プレゼントウィーク
記念日を一緒に祝えるステキな賞品が当たるチャンス！
３月２１日〜４月１日の期間、二子玉川ライズ S.C.では、対象店舗のお買い上げレシート５,０００円
以上（税込）で１回抽選のチャンス！(期間中、対象レシート合算で５，０００円毎に１回抽選)アタリが
出たお客様には「あなたの記念の場所を訪れよう」旅行券プレゼント、Ｂ１食料品フロア特選グルメセッ
トをはじめステキな賞品が当たります。さらに、ＴＯＫＹＵポイントでお買い物をされたお客様は、１,
０００ポイント以上のご利用で「１回抽選」のチャンス！
・開催期間
３月２１日（水）〜４月１日（日）
・会
場
ガレリア内特設コーナー前

③ライズ サプライズ デイズ １ｓｔ アニバーサリー・ＴＯＰ＆カードご利用キャンペーン
４月２日〜４月１５日の期間、二子玉川ライズ S.C.では、対象店舗にてＴＯＰ＆カードでのクレジット
のお買い上げ５,０００円（税込）を一口分として、抽選で素敵な賞品をプレゼントします。期間中は館内
に即時発行カード特設カウンターを設け、ご入会後のご利用からエントリーが可能です。
※自動エントリーのため、
エントリーの必要はありません。
また賞品発送は５月中旬頃を予定しています。
・開催期間
４月２日（月）〜４月１５日（日）
また、ライズ サプライズ デイズ １ｓｔ アニバーサリーに先駆け、下記２店舗がリニューアルオープン
いたします。
●アー・ヴェ・ヴェ ノーブル スタンダール（レディスファッション）
リニューアルオープン日 ３月２日（金）
コンセプト
「普段着る 普通すぎず 何気なくカワイイ服」を
コンセプトに、自分のこだわりを大事に生活したい
という新感覚のオシャレ感を持つ世代に向けて、ヨー
ロピアン感覚のあるカジュアルウェアを提案します。
●ピシェ アバハウス（レディスシューズ）
リニューアルオープン日 ３月９日（金）
コンセプト
「大人のオシャレかわいいシューズ」をコンセプトに、
トレンドのエッセンスを加えながらもシンプルでスタ
イリングしやすいリアルシューズを展開。また、ソッ
クスやレギンスを組み合わせたレッグファッションも
充実し、シューズとレッグウェアのミックスコーディ
ネートで、最旬のレッグスタイルを発信します。
アニバーサリー期間中、Ｂ１食料品フロアでも以下のイベントが実施されます。
●二子玉川 東急フードショー 開業 1 周年イベント
・
〈九州屋> 熊本フェアイベント くまモン来店！
日時：３月１８日（日）１４：００〜、１５：３０〜
・
〈東信水産〉本まぐろ解体実演販売
日時：３月２０日（火・祝）１５：００〜
くまもとサプライズキャラクター『くまモン』
くまもとサプライズ熊本県許可第3276号

○二子玉川ライズ・オークモール
①期間限定サービスを実施
二子玉川ライズ・オークモールは、日々の生活用品が揃う物販店から仲間やご家族とも利用できる飲食
店までバラエティー豊かに展開する二子玉川ライズでの時間に彩りを加える商業施設です。３月１５日か
ら４月１５日の期間、お買い得品やプレゼントなど、各店舗にて期間限定のスペシャルサービスを実施し
ます。ぜひ、ご来店ください。
②東日本大震災復興支援活動を実施
東日本大震災により被災、影響を受けた皆様に心よりお見舞い申しあげます。二子玉川ライズ・オーク
モールでは、被災地の方々への支援、被災地の復興に貢献できるよう各店舗に募金箱を設置しています。
この募金は義援金として世田谷区を通じて寄付いたします。
以 上

