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VenusFort SUMMER

2009.12.11(FRI) GRAND OPEN

EVENT RELEASE Vol.2
ヴィーナスフォート夏のイベント第二弾のご案内は、日本各地のご当地グルメが大集合する『お取り寄せグ
ルメ＆スイーツマーケット』、雑誌 men's egg とのコラボレーションイベント『men's egg ×VenusFort お台場
アウトレット祭り』、今年で 4 回目を迎える『GLAY LiB CAFÉ 2010』など盛りだくさんな内容でお届けします。
また、NEW SHOP も続々オープンし、話題のアウトレットにも更に人気ショップが加わります。

お取り寄せグルメ＆スイーツマーケット
7/17（土）～19（月・祝）11：00～20：00（19 日のみ～19：00）
場所：2Ｆオリーブ広場/パレットブラザ
北海道十勝にある「花畑牧場」が出店し、〝生キャラメル〟をたっぷりし
みこませた「天使のポテト」（写真上）を 3 日間限定で販売します。その
他、北海道の特産品を取り扱うアンテナショップ「まるごと北海道」（写真
中）やテレビ東京のお取り寄せ番組「虎の門市場」（写真下）など、日本各
地のご当地グルメがヴィーナスフォートに大集合します。

「花畑牧場」

ハイボール酒場オープン!
期間中、パレットプラザがサントリーの「ハ
イボール」を楽しめるハイボール酒場に様
変わりします。ハイボールにぴったりの料

「まるごと北海道」

理を販売するキッチンカーも登場します。

出店 花畑牧場 / まるごと北海道 / 虎の門市場 / エルクワトロギャッツ /
チェーンバース / びわ問屋 / フュージコンシェルジュ / 花亭『横濱かりんと』
/ 京はやしや / 長崎本舗 ほか
「虎の門市場」
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men's egg ×VenusFort お台場アウトレット祭り
期間：7/24(土)・7/25(日) 物販：11：00～20：00
場所：2Ｆ教会広場、ブロードアヴェニュー
夏だ！祭りだ！メンズエッグだ！！渋谷系代表ブランドが登場し、モデル着用アイテムやここでしか買えな
いアイテムが、激安で手に入るアウトレット SALＥやメンズエッグの人気モデルがお台場をジャックして、
T.O.C(Tokyo. Odaiba. Collection)を開催。また人気モデルとの握手会や 24 日には「ゆまち＆愛菜」「PlaZ」、
25 日には VenusFort BARGAIN のテーマソングを歌う 3 人組のダンス＆ボーカルユニット「YA-KYIM」によ
るライブショーも開催予定です。
イベントスケジュール
●24 日・25 日 14：00～、16：50～/握手会
（3,000 円以上お買上げでモデル達と握手/10,000 円以上
お買上げでモデル達と握手＋記念アイテムプレゼント）
●24 日・25 日 13：00～、18：00～/Tokyo Odaiba Collection
●24 日 15：00～/PlayZ、ゆまち＆愛菜
●25 日 15：00～／YA-KYIM（写真左）

“MAMI's Magical Star"プレミアムショップ
「魔法の天使クリィミーマミ」のカジュアルライン新ブランド
日時：7/24（土）～8/31（火） 11：00～21：00 ※館内営業時間に準ずる
“MAMI's Magical Star"立ち上げを記念して
場所：2Ｆ中央階段前
期間限定のプレミアムショップがヴィーナスフォートに登場。
「 魔 法 の 天 使 ク リ ィ ミ ー マ ミ 」 の カ ジ ュ ア ル ラ イ ン 新 ブ ラ ン ド “ MAMI's
ここでしか買えない限定商品など多数そろえて OPEN!
Magical Star"立ち上げを記念して期間限定のプレミアムショップがヴィー
ナスフォートに登場。ここでしか買えない限定商品など多数そろえて
OPEN いたします。

GLAY LiB CAFÉ 2010
期間：7/31（土）～8/15（日）
場所：教会広場他
今年で 4 回目を迎える、日本を代表する人気ロックバンド「GLAY」による
期間限定カフェ『GLAY LiB CAFÉ』 がオープン！！今年のテーマは
「HOTEL GLAY」。オリジナル限定メニューを展開するカフェや、パネル展
示やオフィシャルグッズ販売など今年も盛りだくさんのイベントです！！

ゆかたショップ・アンドゥ
日時： 7/20（火）～8/15（日） 時間：11：00～21：00
場所： 2Ｆオリーブ広場
京都老舗メーカーによるゆかたショップです。女性用ゆかたを中心にトー
タルでコーディネイトできるかわいい小物も取り揃えております。子供ゆ
かた、甚平や紳士物もございますので、ご家族でご覧頂けます。
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Venus OUTLET BARGAIN
期間：7/16（金）～7/30（金）
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、初のサマーバーゲンを開催いたし
ます。2F・1Ｆのフロアで、さらにオフ率が上がる恒例の「クライマックス・バーゲン」を同時開
催いたします。

NEW SHOP OPEN
ダブルアール アウトレット ストア （3Ｆ Venus OUTLET） 7/16OPEN
自分らしくおしゃれを楽しむ女性のための、遊び心のあるアイテムが揃う
「ＷＲ」と、シンプルな中にもかわいらしさが漂う「aiternative version WR」の
アウトレットストア。
ベル （3Ｆ Venus OUTLET） 7/16OPEN
デザイナー、アンナ・モリナーリが手がけるイタリアン･ブランド「ブルマリン」
「ブルーガール」をはじめ、「トゥウェンティエイトトゥエルヴ バイ エス･ミラ
ー」「ハニィワイ」など各国の洗練されたインポートブランドを展開。
MOVE (2F Venus GRAND)

7/10PEN

皆が知っている高級品だけでなく、誰も知らない名品や話題の商品も紹介
したい・・・。気軽に立ち寄れて、長く滞在できる「楽しめる時計店」を展開。
国内最大級 70 ブランド・10,000 点以上の腕時計を取り扱います。
Sweets from HANEDA Airport (1F Venus FAMILY)

7/16OPEN

羽田空港で大人気のお土産スイーツがヴィーナスフォートに初登場！！旅
の思い出に羽田空港おすすめの東京スイーツはいかがでしょうか。7 月 16
日(金)～10 月 8 日(金)の期間限定出店です。
まぐろ問屋 三浦三崎港 (1F Venus FAMILY) 7/16OPEN
まぐろ問屋を営む水産会社をグループに持つ本格派回転寿司。三崎港で
水揚げされたまぐろはもちろん、鮮魚も産地直送のものを使用。鮮度にとこ
とん拘った本物の味と感動をお届けします。
シェイク シェイク ザ・ストア （2Ｆ Venus OUTLET ANNEX） 7/16OPEN
シーズントレンドの旬なアイテムをシェイクシェイクのフィルターを通したアレンジで、キラッと輝く女の子ら
しさを表現するモード感のあるリッチなストリート・リアルクローズを提案します。
その他、NEW SHOP が続々登場いたします。ご期待下さい。

撮影取材のお申し込みについて /プロモーショングループまで、ご連絡・ご相談下さい。各店舗の
撮影に関しては、別途店舗の許可が必要になります。お打ち合わせの結果、撮影・取材が可能となりま
したら、撮影許可申請用紙をお送りいたしますので、ご記入後 FAX にてご返送下さい。

お問い合わせ先 / 株式会社ヴィーナスフォート プロモーショングループ
TEL：03-3599-1738 FAX03-3599-1730
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担当：石川・石井・西川

