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スタートします。
「オダイバーゲン」は、これまで各施設が個々に開催してきたバーゲンセールの期間を合わせることで、エリア内の商業施設が団
結して開催する合同バーゲンです。2011年夏より３施設でスタートした「オダイバーゲン」に、今夏からダイバーシティ東京 プラザが
加わり、合計約360店舗で開催する超大型バーゲンにパワーアップし、大好評となりました。“お台場からお客様に活気と元気を与
えたい！”との願いを込め、より多くのお客様にお買い物を楽しんでいただくため、交通広告やWEB広告、プロモーションなども４施
設合同で行い、よりインパクトのある告知をおこないます。
ヴィーナスフォートでは、「オダイバーゲン」の一環として、12月26日(水)より「ヴィーナスフォートバーゲン」を開催。3F Venus OUTLET、
2F Venus GRAND、 1F Venus FAMILYの約１２０店舗にて、コートやセーターなどの今期アイテムからペットグッズ、雑貨までバラエティ
豊かな商品が最大80％プライスダウンします。（一部対象外の店舗・商品もございます。一部スタート日が異なる店舗がございま
す。）バーゲン期間中の10日間限定でタイムセールも開催し、バーゲンシーズンをより一層盛り上げます。
恒例の福袋は2013年1月1日（日・祝）の朝10時から販売します。
また、お台場エリアでは2013年1月31日（木）まで、映画「ONE PIECE FILM Z」（2012年12月15日公開）との連動企画として「イルミネー
ションアイランドお台場 2012 ONE PIECE FILM Z」を開催しています。アクアシティお台場をはじめとする４大商業施設やフジテレビを
会場に、イルミネーションやスタンプラリーの実施で回遊性を高め、冬のお台場エリアを盛り上げます。

【実施概要】
実施概要】
名称 ： 「オダイバーゲン」
会期 ： ２０１２年１２月２６日（水）より４施設一斉同時スタート
会場 ：
「ヴィーナスフォート（
ヴィーナスフォート（ヴィーナスフォートバーゲン）」
ヴィーナスフォートバーゲン）」
ヴィーナス アウトレットもセール同時スタート！
OFF率：最大８０％
店舗数：約１２０店舗
「アクアシティお
アクアシティお台場（
台場（アクア・ザ・バーゲン）」
アクア・ザ・バーゲン）」
お買い物の後は、映画鑑賞も。１日中楽しめる。
OFF率：最大８０％
店舗数：約１００店舗
対象店舗：ファッション・ファッション雑貨・ライフスタイル
「ダイバーシティ東京
ダイバーシティ東京 プラザ（
プラザ（ダイバーシティ劇的
ダイバーシティ劇的ウィンタ
劇的ウィンターバーゲン
ウィンターバーゲン）」
ーバーゲン）」
ダイバーシティ劇的ウィンターバーゲン初開催！
OFF率：最大８０％
店舗数：約１００店舗
「デックス東京
デックス東京ビーチ
東京ビーチ（
ビーチ（デックスセール）」
デックスセール）」
海辺のビューとエンタメスポットが充実！！
OFF率：最大８０％
店舗数：約４０店舗

＜オダイバーゲンイメージ＞

※ 日程やオフ率は、変更になる場合がございます。
※ 一部店舗では営業時間が異なる場合がございます。
詳細はクリスマス・年末年始期間中営業時間をご参照ください。
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VENUSFORT BARGAIN
ヴィーナスフォートでは、12月26日（水）より、冬のバーゲンがスタートいたします。
1F Venus FAMILY、2F Venus GRAND、3F Venus OUTLETのファッション・グッ
ズ・インテリア・コスメなど約120店舗の今季アイテムがMAX80％OFFにプライス
ダウンします。また一部ショップにて、会期中の10日間限定で更にOFF率がアッ
プする「タイムセール」を開催します。

期 間
： 2012年12月26日（水）～2013年1月14日（月・祝）
OFF率
： 30～50％OFF中心、MAX80％OFF
参加店舗 ： 約120店舗

3F Venus OUTLET
アーバンリサーチ ウェアハウス、エリオポール、ガリアーノ ファクトリー、コントワー・デ・コトニエ、デュラス、ナインウエスト、ノー
リーズ アウトレット、マウジーバックストック、リップサービス、ルーミーズ アウトレット、ローブ デ ティセ アウトレット、goa・・・

2F Venus GRAND
アースミュージック＆エコロジー プレミアム ストア、アイレス！、アモスタイル、YEVS、ヴァンス エクスチェンジ、オニツカタイガー、
ジ・エンポリアム、ティンバーランド、レストローズ パリ、ジェリービーンズ、シモキタ ポイント マーケット、プレシュウ ジュエ・・・

1F Venus FAMILY
アースマジック、イオンペット ペコス、エックスガール ステージス、コーディーコービー、ストンプ・スタンプ、チャビーギャング、デ
ニム＆ダンガリー、バタフライ、バナナチップス、バンプ、ユーガ、ラッドカスタム・・・

and more!
※一部ショップは、バーゲンスタート日が異なります。

3F

2F

1F

ノーリーズ アウトレット

LAX

ラッドカスタム

3F Venus OUTLET
店内一部商品レジにて
更に30～50%OFF

2F Venus GRAND
30～70%OFF,
均一SALEも実施

1F Venus FAMILY
30～50%OFF

■10日間限定
10日間限定！
日間限定！タイムセール
日 程 ：12月29日（土）、30日（日）、1月1日（元日）、2日（水）、3日（木）、5日（土）、6日（日）、12日（土）、13日（日）、14日（月・祝）
時 間 ：15:30～16：30

■CLIMAX BARGAIN 、 FINAL BARGAIN
バーゲン後半には、さらにオフ率が上がる恒例の「クライマックスバーゲン」「ファイナルバーゲン」を開催いたします。
期 間 ： クライマックスバーゲン 2013年1月15日（火）～1月31日（木）
ファイナルバーゲン
2013年2月1日(金)～2月14日(木)

バーゲン＆福袋
スケジュール

12 月 26 日

1 月1 日

1 月 3 日 1 月 14 日 1 月 15 日 1 月 31 日

2 月 1 日 2 月 14 日

ヴィーナスフォートバーゲン

※一部ショップは、スター
ト日が異なります。

クライマックスバーゲン
ファイナルバーゲン
1/1AM10：00～福袋
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福

袋

2012年の感謝の気持ちを込めて、全館で元日朝10：00より福袋を販売いたします。
期 間
参加店舗
販売個数
備
考

：
：
：
：

2013年1月1日（元日）～1月3日（木）
約100店舗
約6,500個
無くなり次第終了

3F Venus OUTLET
アーバンリサーチ ウェアハウス、アンティローザ アウトレット、ジョージズ ファクトリー アウトレット、ドクターシーラボ、マウジー
バックストック、リトルニューヨーク アウトレット、ルーミーズ アウトレット、247 ラブ アウトレット、goa・・・

2F Venus GRAND
アイレス！、アースミュージック＆エコロジー プレミアム ストア、アモスタイル、YEVS、ジ・エンポリアム、ジェリービーンズ、シ
モキタ ポイント マーケット、ティンバーランド、トゥエルブ アジェンダ、フォリフォリ、レストローズ パリ・・・

1F Venus FAMILY
イオンペット ペコス、コーディーコービー、ペットパラダイス、チャビーギャング、バナナチップス、バンプ、ユーガ・・・

and more!
シモキタ ポイント マーケット
2F Venus GRAND
¥10,000

フラン フラン バザー
3F Venus OUTLET
¥5,000

ローブ デ ティセ アウトレット
3F Venus OUTLET
¥5,250

ヴィーナスフォートに獅子舞
ヴィーナスフォートに獅子舞がやってくる
獅子舞がやってくる！
がやってくる！
邪気を払い清らかな光を中継する役割として、古くより受け継がれる獅子が
ヴィーナスフォートにやってきます。獅子に頭を噛んでもらうと健康長寿、幸せ
が訪れる、などと言われています。
期 間
時 間
場 所

： 2013年1月1日（元日）
： 14：30～/16：30～
： ヴィーナスフォート館内各所

SNOW WISH ～NEW YEAR SPECIAL～
SPECIAL～
噴水広場に真っ白な雪が舞い降りる、大人気のイベント「SNOW WISH」を開
催いたします。美しい雪を眺めながら新年をお祝い頂けます。
期 間
時 間
場 所

： 2013年1月1日（元日）～1月6日（日）
： 13：00/15：00/17：00/19：00
： 2F 噴水広場

ヴィーナスサンキューキャンペーン
館内で税込5,000円以上のお買い物をして頂くと、飲食店舗と一部サービス店
舗にて、ワンドリンクなどお得なサービスが受けられるクーポンをプレゼント。
期 間

： 2013年1月15日（月）～2月14日（木）
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鍋メニュー
これからの季節にぴったりの鍋メニューをご用意しております。定番鍋から変わり種まで、冬ならではの味覚をお楽しみください。
期 間
： 開催中～2013年3月1日（金）まで
参加店舗 ： 6店舗
備 考
： ご注文は2人前より承ります。
表示価格は1人前の価格です。
マングローブ
3F Venus OUTLET
「タイ鍋フェア」
タイスキ/トムヤム鍋 各¥1,260

青龍門
2F Venus GRAND
特撰 青龍門火鍋ぜいたく盛り
¥1,480 ※ドリンクバー付

冬のあったかメニュー
「食べて、見て、心と身体を温める」冬のあったかメニューを期間限定で展開します。
期 間
： 12月26日（水）～2013年3月1日（金）
参加店舗 ： 27店舗（※スターバックス2店舗含む）
豊前うどん
豊前うどん 武膳
3F 名人の一皿
あったかとりトリ梅 ¥880

ハレモアナ
2F Venus GRAND
アツアツ！！ロコモコドリア ¥1,050

【ヴィーナスフォート クリスマス・年末年始営業時間
クリスマス・年末年始営業時間のご
年末年始営業時間のご案内
のご案内】
案内】 ※店舗により異なる場合があります。
①2012年12月22日（土）～12月25日（火）
ショップ＆サービス
・・・・・・・11：00～22：00
11 00 22 00
レストラン＆カフェ
・・・・・・・11：00～23：00（L.O.22：00）
11 00 23 00 L.O.22 00
②2012年12月31日（月）
ショップ＆サービス
・・・・・・・11：00～20：00
レストラン＆カフェ
・・・・・・・11：00～22：00（L.O.21：00）
③2013年1月1日（元日）
ショップ＆サービス
・・・・・・・10：00～20：00
レストラン＆カフェ
・・・・・・・10：00～22：00（L.O.21：00）

本件に
本件に関する報道関係
する報道関係の
報道関係の方のお問
のお問い合わせ先
わせ先
森ビル株式会社 ヴィーナスフォート運営室 プロモーショングループ
〒135-0064 東京都江東区青海一丁目3番15号
TEL：03-3599-1738（代表） FAX：03-3599-1730
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担当：荒川

