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VenusFort NEWS RELEASE
平成 21 年 12 月 22 日
株式会社ヴィーナスフォート

VenusFort BARGAIN
2010.1.1(FRI) START!!!

12月11日（金）に新しく生まれ変わったお台場・ヴィーナスフォートが、Reborn!後初のBARGAINを
開催します。都心初のアウトレットを新設し、さらにバリエーション豊富になった人気ショップの品
揃えから、欲しかったアイテムをお得にお買い求めいただけます。
また、新生ヴィーナスフォート誕生の記念すべき年となった2009年の感謝の気持ちを込めて、大
晦日の12月31日（木）11時から福袋を販売し、新しく迎える2010年をお祝いします。
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【スケジュール】
フロア

2009年12月31日

2010年1月1日

1月2日

1月3日

1月4日

1月16日

福袋

3F
Venus OUTLET

VENUS OUTLET BARGAIN(～1.31)

3 DAYS OFF

福袋

2F
Venus GRAND

VenusFort BARGAIN(～1.15）
福袋

CLIMAX BARGAIN(～1.31)

※KIDS以外

DEAR KIDS福袋（1.1～1.3）

1F
Venus FAMILY

VenusFort BARGAIN(～1.15）※KIDS以外
DEAR KIDS SALE（1.2～1.15)

CLIMAX BARGAIN(～1.31)
CLIMAX BARGAIN(～1.31)

【福袋 どこよりも早く、大晦日より販売スタート！】
計100店舗、総数約8,800個！アウトレットショップももちろん参加！
期間：2009年12月31日（木）11時～販売開始 ～2010年1月3日（日） ※無くなり次第終了
ヴィーナスフォートはどこよりも早く、「福」がいっぱい詰まった、お得な福袋を販売します。参加店
舗は計100店舗、販売総数は約8,800個。話題の３F・Venus OUTLETでも30の人気ショップが参加
し、一足早いヴィーナスフォートの初売りを盛り上げます。
※一部店舗では1/1（金）以降の販売となります。
※販売方法につきましては、ヴィーナスフォートホームページにてご案内予定です。
３F：Venus OUTLET

販売総数・・・約3,700個

＜参加店舗＞ 計30店舗
アンクライン ニューヨーク、アンティローザ アウトレット、アンド エー、ガリャルダガランテ、ギルフィーストア、ジョ
ージズ ファクトリーアウトレット、デイライル、デュラス、ナノ･ユニバース ベースメント、バークレー、ハットホームズ、
ブロンドール、ランドリーズ、リーバイス®アウトレット、ロイヤル パーティー、ローラン・オリビエ、goa

他

※下記店舗は2010年1月1日（金）11時～販売開始
エゴイスト、エリオポール、シチズンアウトレット、バラクータ、フラン フラン バザー、マウジーバックストック 他
２F：Venus GRAND

販売総数・・・約2,700個

＜参加店舗＞ 計45店舗
アースミュージック&エコロジー プレミアム ストア、アートバーグ、アクアシルバー、アクアネーム、アクセサリーズ
ブラッサム、アモスタイル、インデックス、ヴェニスの商人、キーワード、キデイランド、クレイサス、コルチ、ザ･キッ
ス、ジ･エンポリアム、ジョッキー、スティールジェニック、ストレンジラブ、スミス、セルフレーム、ちどり屋、トゥエルブ
アジェンダ、ドゥミエール ビジュソフィア、フリースタイル、プリンピーポイント、ブレス、ミュゼ・ド・ポゥ、メロウスタン
ス、ヨシイマミ、ラクリマ、レヴィア・ラヴィア、レストローズ パリ、ローブ デ ティセ、BSD、DHC直営店、LAX、NORA、
YEVS 他
１Ｆ：Venus FAMILY

1月17日

販売総数・・・約1,500個

＜参加店舗＞ 計13店舗
ヴィレッジヴァンガード、クイックシルバー、クロックス、ジュエルケイク、テイクファイブ、デューンマーメイドジュエ
リー、トゥ・オー・トゥ、ドゥカン、ドライグッズコンフォート、波達、ネルテナ、ビーチワークス、ペットパラダイス（1/1
～）
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1F：DEAR KIDS PARK 「DEAR KIDS 福袋」

2010年1月1日（金）11時～販売開始

販売総数・・・約900個

＜参加店舗＞ 計12店舗
エックスガール ステージズ、御洒落本舗、ストンプ・スタンプ、チャビーギャング、どんぐり共和国&NHKキャラク
ター ショップ、バナナチップス、バンプ、ヒステリックミニ、ビーンストーク、ユーガ、ロニィ、ラブフォーエタニティー

【VENUSFORT BARGAIN】
2F、１Fのファッション、雑貨、アクセサリー、コスメなどの人気ショップ各フロア計83店
が今期アイテムをプライスオフ！
期間：2010年1月1日（金）～1月31日（日）
≪OFF率≫ 10％OFF～最大80％OFF
２F：Venus GRAND
＜参加店舗＞ 計55店舗
アースミュージック&エコロジー プレミアム ストア、アートバーグ、アクアシルバー、アクアネーム、アクセサリーズ
ブラッサム、アナスイ、アモスタイル、インデックス、エー･シー･ミックス、キーワード、クレイサス、クード シャンス、
コルチ、ザ･キッス、ジ･エンポリアム、ジェリービーンズ、シャンブレ・ド・プティーク、ジョッキー（1/2～）、スミス、セ
ルフレーム、ソウソウ、ちどり屋、ディーゼル、トゥエルブ アジェンダ、ドゥミエール ビジュソフィア、ナラ カミーチェ、
ブレス、フリースタイル、プリンピーポイント、ミュゼ・ド・ポゥ、メゾン ド グラムール、メロウスタンス、ヨシイマミ、ラク
リマ、ランダ、レヴィア・ラヴィア、レゴ クリック ブリック、レストローズ パリ、ローブ デ ティセ、BSD、DHC直営店、
LAX、HbG、NORA、YEVS 他
１Ｆ：Venus FAMILY
＜参加店舗＞

計15店舗

アレコレ、キムジー プラスマイナスコンセプト、クイックシルバー、クロックス、ジュエルケイク、テイクファイブ、デュ
ーンマーメイドジュエ リー、トゥ・オー・トゥ、ドゥカン、ドライグッズコンフォート、波達、ネルテナ、ビーチワークス、
ホワイトストック
１Ｆ DEAR KIDS PARK 「DEAR KIDS SALE 2010」

2010年1月2日（土）スタート

＜参加店舗＞ 計13店舗
エックスガール ステージズ、御洒落本舗（1/1～スタート）、ストンプ・スタンプ、チャビーギャング、デニム＆ダンガ
リー、どんぐり共和国&NHKキャラクター ショップ、バナナチップス、バンプ、ヒステリックミニ、ビーンストーク、ユー
ガ、ロニィ、ラブフォーエタニティー
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【Venus OUTLET 3DAYS OFF】
新設のVenus OUTLETでは、3日間限定でスペシャルセール企画を実施します！
期間：2010年1月1日（金）～1月3日（日）
≪主な実施内容≫
店舗名

内容

アイシー インターショシュール

2点以上お買上げで更に10％OFF、3点以上お買上げで更に20％OFF

アンティローザ アウトレット

・ワゴンセール開催
・特別販売コーナー登場

アンド エー

オリジナルバッグをスペシャルプライスにて販売

イルムスアウトレット

特別販売コーナー登場

エイチ・ピー・デコ キャビネ・ドゥ・キュリオジテ

3点以上お買い上げで更に10％OFF

エリオポール

ワゴンセール開催

ガリャルダガランテ

2点以上お買い上げで更に10％OFF

キャメロンレイシー

ワゴンセール開催

ギルフィー ストア

店内全品30～70％OFF

ジョージズ ファクトリーアウトレット

80％OFFコーナー登場

デイライル

・DELYLE・REVROSSA CLARITY商品がアウトレット価格から更に10％OFF
・LAVilotta商品50％OFF

デュラス

対象商品がアウトレット価格から更に10％OFF

ナノ・ユニバース ベースメント

80％OFFコーナー登場

ノーリーズアウトレット

2点以上お買い上げで更に10％OFF

ハットホームズ

・アウトレット価格から更に10％OFF（均一コーナー商品は除く）
・均一コーナー登場（\1,050・￥1,575・￥2,100)

ビルケンシュトック

お買い上げのお客様、先着100名様にオリジナルノベルティをプレゼント

フラッグ‐ジェイ

アウトレット価格から更に10％OFF（一部除外あり）

フラン フラン バザー

対象商品（食器類）が30～50％OFF

ランドリーズ

Ｔシャツ、スウェット類を2点以上お買い上げで更に20％ＯＦＦ（一部除外あり）

リーバイス® アウトレット

・一部限定商品を特別プライスで提供
・ワゴンセール開催
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店舗名

内容

ルネッテリア アウトレット

80％OFFコーナー登場

ロイヤル パーティー

スペシャルプライス商品を販売

ローラン・オリビエ ﾊﾝﾄﾞ ﾒｲﾄﾞ ｲﾝ ﾌﾗﾝｽ

アウトレット価格から更に10％OFF

他、計41店舗が参加
※企画内容は変更になる場合がございます

【VENUS OUTLET BARGAIN】
アウトレット価格をさらにプライスオフ！
話題のアウトレットフロアが、オープン後初のバーゲンを開催！
期間：2010年1月16日（土）～1月31日（日）
＜参加店舗＞ 計34店舗
アンクライン ニューヨーク、アンティローザ アウトレット、アイシー インターショシュール、アンド エー、エリオポー
ル、ガリャルダガランテ、キャメロンレイシー、シチズンアウトレット、ジョージズ ファクトリーアウトレット、スタイルワ
ークス、デイライル、デュラス、ナノ･ユニバース ベースメント、ノーリーズ アウトレット、バークレー、ハットホーム
ズ、ブロンドール、バラクータ、フラッグ-ジェイ、フラン フラン バザー、マウジーバックストック、ランドリーズ、リー
バイス®アウトレット、ルネッテリア アウトレット、ロイヤル パーティー、ローラン・オリビエ、goa 他

＜同時開催＞
【CLIMAX BARGAIN】
２F、１Fショップのセール商品がさらにマークダウン！
期間：2010年1月16日（土）～1月31日（日）
さらにお得に掘り出し物を見つけるチャンスです！
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【Restaurant&Cafe 冬のおすすめメニュー】
旬の食材をふんだんに使った、冬季限定メニューが登場
期間：2009年12月28日（月）～2010年1月31日（日）
＜参加店舗・メニュー例＞ 計11店舗
カフェ お膳 マリアージュ・・・ 「コラーゲンたっぷり 鶏もも肉とキノコの煮込み」 \945
チーズケーキファクトリー・・・ 「フォンダンショコラ－バニラアイス添え－」 ￥500（ケーキセット\950）
コバラヘッタ・・・ 「ズワイガニと下仁田葱の石焼チーズリゾット」 \1,380（スープ・サラダセット\1,480）
イルフォルノ・・・ 「ピザ職人が作るオーブン焼き」 \1,100（サービス料10％別途）

など

【Restaurant&Cafe お年玉メニュー】
日頃の感謝を込めて、人気の各店からお年玉サービスをプレゼント！
期間：2010年1月1日（金）～1月11日（月・祝）
＜参加店舗・サービス内容例＞ 計9店舗
パドリーノ・・・「お台場名物!!フォアグラ寿司」が 通常価格\2,250→お年玉価格\1,950に！（限定 10個/一日）
青龍門・・・「青島（チンタオ）ビール」が何杯飲んでも 通常価格\714→お年玉価格\357に！
ハレモアナ・・・「ポテチョス（プレミアムモルツ生ビールセット）」が 通常価格\1,260→お年玉価格\1,050
に！（お一人様1杯まで）

など

※参加店舗数、内容等は2009年12月22日時点の情報になります。
撮影・取材に関するお問い合わせ先
株式会社ヴィーナスフォート

担当：石川、奥田、谷口

住所：東京都江東区青海一丁目 3 番 15 号
TEL：03-3599-1738
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FAX：03-3599-1730

