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グランベリーパーク、コロナ禍で迎える一周年

1st ANNIVERSARY 開催
2020 年 11 月 3 日（火・祝）から 12 月 25 日（金）まで
株式会社東急モールズデベロップメント（本社所在地︓東京都渋谷区、代表取締役社長︓秋山浄司）が運営する、
田園都市線「南町田グランベリーパーク駅」直結のアウトレット複合商業施設「グランベリーパーク」は、開業 1 周年を記念し
て、2020 年 11 月 3 日（火・祝）から 12 月 25 日（金）までの期間、「グランベリーパーク 1st ANNIVERSARY」を開
催します。なお、新型コロナウイルス感染症の感染防止策を徹底の上、実施します。
「グランベリーパーク」は 11 月 13 日（金）で１周年を迎えます。この１年間のご愛顧に感謝するとともに、コロナ禍で生
活様式が変化し制限が余儀なくされている中、皆さまに笑顔を灯すことができるようなクリスマスイルミネーションや、グランベリー
パークならではの限定商品などをご用意します。当館で働くすべての従業員やお客さまとともにこの状況を乗り越えていきたいと
いう想いを込めて『Letʼs overcome together! ともに乗り越えよう︕PROJECT』を発足しており、新型コロナウイルス感染
症対策を支援するなどさまざまな取り組みを実施しています。

「グランベリーパーク 1st ANNIVERSARY」 トピックス
高さ 8ｍのクリスマスツリーが登場︕
医療従事者の皆さまに感謝の気持ちを込めて、ブルーライトアップも期間限定で実施

メインクリスマスツリー（シアタープラザ）

「おうちでクリスマス」

「蚤の市」を開催

テイクアウトメニューを充実

収益金の一部は、町田市へ寄付

「1st ANNIVERSARY」オリジナルアイテム、

マスクケースを飲食店舗で配布

スペシャルプライスアイテムを販売
「グランベリーパーク 1st ANNIVERSARY」の詳細は次項をご覧ください。
グランベリーパーク公式ウェブサイトもあわせてご確認ください。
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「グランベリーパーク 1st ANNIVERSARY」イベント詳細
■クリスマスイルミネーション 2020 「Everyoneʼs smile Xmas」
「Everyoneʼs smile Xmas」をテーマに、広場の一つである「シアタープラザ」に高さ８ｍのクリスマスツリーが登場。さらに、グ
ランベリーパーク全体が、温かみのあるシャンパンゴールドやイエローカラーのイルミネーションで彩られます。食が集まる「ギャザリン
グマーケット」の入り口上部に飾られた、家の中で最も賑やかなダイニングを想起させる華やかで大きなシャンデリアをイメージし
た装飾が皆さまを食の宝庫へとお迎えします。また、期間限定で、医療従事者など新型コロナウイルス感染症への対応のため
最前線で活躍されている方々へ感謝の気持ちを表すブルーライトアップを各所で実施します。
実施期間︓クリスマスイルミネーション 2020 年 11 月 3 日（火・祝）～12 月 25 日（金）
ウィンターイルミネーション 2020 年 12 月 26 日（土）～2021 年 2 月 28 日（日）
点灯時間︓日没後～23︓00

キーカラーのイエローイルミネーション
（グランベリープラザ）

フォトスポットとしてシャンデリアを
イメージしたイルミネーション
（マーケットプラザ）

ブルー基調の特別なチャリティーカラーイルミネーション
（オアシスプラザ）

●DJ TARO がグランベリーパーク内をトークとサウンドでナビゲート
クリスマスイルミネーションの点灯前には FM ラジオ局「J-WAVE」にてナビゲーターを務めている DJ TARO
の特別なナレーション、グランベリーパークのためにリミックスしたスペシャルな音源も放送されます。この音源
は、点灯後も館内で定期的に放送されます。耳でも楽しめるイルミネーションにもご期待ください。
【館内放送期間】
11 月 3 日（火・祝）～12 月 25 日（金）

【DJ TARO プロフィール】
1998 年より FM ラジオ局「J-WAVE」にてナビゲーターを担当、
また『王様のブランチ』などナレーターや MC としても活躍。
30 年以上の DJ キャリアからなる音楽セレクトや、REMIX 等、
様々なサウンドプロデュースを手がけている。
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■クリスマスメニュー
「おうちでクリスマス」をテーマに、テイクアウトメニューを中心に、さまざまなオリジナルメニューを集めました。グランベリーパークなら
ではのクリスマスメニューをお楽しみください。
実施期間︓2020 年 12 月 1 日（火）～12 月 25 日（金）
【成城石井】

「成城石井自家製 苺と純生クリームのショートケーキ」

「成城石井自家製 サーモンパイとうにのムースと 3 種冷菜

3,780 円（税込）予約限定

のアソート」5,400 円（税込）予約限定

ご予約締切り︓商品のお引渡し日の３日前の正午まで

ご予約締切り︓商品お引き渡し日の 3 日前の正午まで

※苺の数は大きさによって異なる場合がございます
※飾りが変更になる場合がございます

【パステル】

販売期間︓12 月 23 日(水)～12 月 25 日(金)
予約期間︓10 月 1 日(木)～12 月 18 日(金)

「Xmas なめらかプリンケーキ５号」

「Xmas イチゴのショートケーキ 5 号」

「Xmas ショコラ de ショコラ 5 号」

4,266 円（税込）数量限定

4,266 円（税込）数量限定

3,996 円（税込）数量限定

■蚤の市
インテリア・雑貨を取り扱う店舗が『蚤の市』を開催。普段店頭に並ぶことがない選りすぐりのアイテムか
ら、この季節に最適な定番アイテムまで豊富に取り揃えます。また、収益の一部をグランベリーパーク
の地元である東京都町田市に寄附し、医療機関への支援に役立てられます。
日程︓11 月 7 日（土）、8 日（日）
時間︓11:00～16:00
場所︓オアシスプラザ
参加店舗︓アッサンブラージュ オートゥルモン、ザ ファーム ユニバーサル、アクタス、コベントガーデンバザール、ダルトン マーケッ
トストア、リブロ
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■「1st ANNIVERSARY」 オリジナルアイテム、スペシャルプライスアイテムの販売
グランベリーパーク 1 周年を記念して、各店舗にて「グランベリーパークでしか手に入らないモノ・コト」や特別価格での販売を行
います。この機会に是非、「グランベリーパーク 1st ANNIVERSARY」をお楽しみください。
実施期間︓2020 年 11 月 3 日（火・祝）～11 月 23 日（月・祝）
▼1st ANNIVERSARY 限定アイテム販売
店舗名
スノーピーク

内容
オリジナルマグカップ 2,362 円（税込）
オリジナル T シャツ 3,900 円（税込）

メゾンジブレー

・グランベリータルト

・グランベリーパンナコッタ

パンパティ

1 周年記念グランベリーパーク限定品を販売

※無くなり次第終了

・ショコラネージュ 1,296 円(税込）
・パネトーネ 864 円(税込）
ル・クルーゼ

①1 周年特別 SET 11,000 円（税込）
※鍋 SET・食器 SET、数量限定
②27,500 円（税込）以上お買い上げの方にノベルティをプレゼント
※数量限定、無くなり次第終了

▼1st ANNIVERSARY 限定ノベルティプレゼント
店舗名
ビームス アウトレット

内容
22,000 円（税込）以上お買い上げのお客さまに BEAMS バランスタ ワー を
プレゼント ※お一人さま 1 個のお渡み（税込 44,000 円以上お買い
上げのお客さまにも 1 個のみの配布とします） 無くなり次第終了

ひつじのショーンビレッジ ショップ＆カフェ

ショーンビレッジと 109 シネマズ GP 連動 プレゼント抽選キャンペーン
※映画半券もしくは店舗レシート持参で参加可能

▼1st ANNIVERSAR 限定プライス OFF
店舗名

内容

モンベル

特価品をご用意

ナイキファクトリーストア

お買い得商品をご用意

トイファクトリー東京

キャンペーン期間中に TOY-BIKE にて自転車をご購入のお客さまに
車体税抜き価格の５％分相当のオプション品をプレゼント
※ヨツバサイクルはキャンペーン対象外です。

魚河岸 中與商店

大盛り本まぐろ三昧丼 1 パック 1,296 円（税込）
大海老天丼 １パック 700 円（税込）
天然魚づくし刺身盛合せ １パック 950 円（税込）

※開催期間などの詳細やその他の店舗情報は、下記グランベリーパーク公式ウェブサイトをご覧ください。
https://gbp.minamimachida-grandberrypark.com/special/?cd=000019
※各店舗の企画内容は予告なく変更になる場合があります。
※表記金額の消費税は 10％で計算されていますが、一部飲食店ではテイクアウト利用の軽減税率（8%）が適用されて
いますこと、予めご了承ください。
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■アニバーサリー抽選会
1 周年のお祝いに、施設をご利用いただいたお客さまに感謝の気持ちを込めた抽選会を
開催します。商品にはグランベリーパークオリジナルのスヌーピーグッズなどをご用意。
参加条件︓当日 5,000 円（税込）以上のお買い上げレシート対象
5,000 円（税込）ごとに 1 回、お一人さま最大 5 回までチャレンジ可能
実施期間︓12 月 5 日（土）、6 日（日）

▲スヌーピーエコバッグ
© 2020 Peanuts Worldwide LLC

■マスクケース配布
当施設は感染症対策として、マスク着用をお願いしております。飲食時にマスクを清潔に保
管いただくため、マスクケースをご用意。お食事の際にご利用いただいております。
なお、数に限りがあり、なくなり次第終了となります。

■ 『Letʼs overcome together! ともに乗り越えよう︕PROJECT』 従業員バッジ
グランベリーパークで働くすべての従業員が、コロナ禍をお客さまとともに乗り越えていくという意思を示し、グランベリーパーク全体
がワンチームとなる証として、従業員がバッジを着用。グランベリーパークのロゴに使用されている「ヒューマンイエロー」のカラー
には、人々の笑顔や温もりを取り戻したいという思いも込められています。
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新店情報
■新店情報
【ミルクフェド アウトレット】 10 月 3 日オープン
「エレガント」「カジュアル」をコンセプトにトレンドをリアルなスタイリングに落とし込んだシンプ
ルなガーリーストリートスタイルを提案する MILKFED.（ミルクフェド ）の初のアウトレット
ショップが期間限定オープン。人気のロゴアイテムからバッグなどが揃います。ぜひお立ち寄
りください︕
業種︓ レディスウェア バッグ（アウトレット）※セントラルコート 1F

【チョップスプーン ガパオキッチン】 10 月 12 日オープン
ガパオライスやタイを中心とした本場東南アジアの
料理やアジアンスイーツをご用意しています。日本人向けに食べ
やすくをコンセプトに「安心」「安全」にこだわりました。
業種︓ タイ料理 アジア料理 ※ギャザリングマーケット 1F

【ポール・スミス】 10 月 13 日オープン
ポール・スミスの服作りのコンセプトは、”classic with a twist”（ひねりのあるクラシッ
ク）。英国の伝統的なスタイルにモダンなシルエットや大胆なカラーリング、ウィットに富んだ
プリントやディテールを加えたアイテムを展開しています。
業種︓ メンズウェア 靴 服飾雑貨 雑貨（アウトレット）※セントラルコート 1F

【ファンヴィレッジ with NHK キャラクターズ】 11 月 3 日リニューアルオープン
『FUN VILLAGE with ＮＨＫキャラクターズ』では１周年を迎えるにあたり新コーナーが登
場します。11 月 3 日（火・祝）～11 月 23 日（月）には『好奇心の部屋』のおもちゃが
当たる抽選会も開催いたしますので、この機会にさらに楽しくパワーアップした『FUN
VILLAGE with ＮＨＫキャラクターズ』へ、ぜひ遊びに来てください。

以上
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■グランベリーパーク 概要
東急株式会社と町田市の官民連携で再整備された「南町田グランベリーパーク」
内に位置する、都内最大かつオープンモール型のアウトレット複合商業施設。緑豊
かな「鶴間公園」に隣接していることから、ショッピングだけにとどまらず、施設内の 7
つの屋外広場と「鶴間公園」を舞台に、さまざまな体験を楽しむことができる“エンタ
ーテインメントパーク”です。
名称：

グランベリーパーク

所在地：

〒194-8589 東京都町田市鶴間三丁目4-1

営業面積︓

約51,000㎡

テナント数：

243

アクセス：

東急田園都市線「南町田グランベリーパーク駅」直結

営業時間：
URL：

ショップ︓10:00～20:00 レストラン︓11:00～22:00

※一部店舗により営業時間が異なります
※新型コロナ感染症拡大防止措置により、営業時間が上記と異なる場合があります

gbp.minamimachida-grandberrypark.com

■ 株式会社東急モールズデベロップメントについて
株式会社東急モールズデベロップメントは、商業施設（ショッピングセンター）の運営を行う、東急グループの一員。東急線沿
線を中心に、駅直結もしくは駅前などの好立地において、駅利用者や地域にお住まいの方々のさまざまなライフスタイルに合わ
せた店舗ならびにサービスを提案し、地域密着型の商業施設を展開。主な運営施設は、「二子玉川ライズ・ショッピングセンタ
ー」「たまプラーザ テラス」「港北 TOKYU S.C.」、「武蔵小杉東急スクエア」などの“東急スクエア”ブランド、東急線駅構内・
駅近隣に展開する商業施設ブランド「etomo（エトモ）」など。2019 年 11 月に開業した「グランベリーパーク」の運営業務
を東急株式会社から受託し、現在、29 のさまざまな形態の商業施設を運営。
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