
 

 

ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥは、2017 年 9 月 24 日のオープン 1 周年を記念して、感謝の気持ちを込めて館内各店舗に

て 1 周年記念キャンペーン「ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥ 1st Anniversary」を実施します。2017 年 9 月 15 日（金）～

10 月 29 日（日）の期間中、館内の店舗各所で特別体験会、限定メニューやプレゼント等をご用意します。 

 

今回の 1周年記念キャンペーンでは、各店舗が趣向を凝らしたキャンペー

ン・イベントを実施します。 

3F の直営カフェ「RAMO
ラ モ

 FRUTAS
フ ル ー タ ス

 CAFE
カ フ ェ

」では、スペシャルビュッフェやお

持ち帰りいただけるフルーツウォーターボトルを作成するワークショップ

を含む「1st Anniversary Weekend Party」を開催するほか、雑誌「Hanako」

1142 号「夢見る銀座」特集（9 月 21 日発売）とタイアップしたスペシャル

メニュー「秋の贅沢フルーツアラモード」を提供します。 

ソニーショールーム／ソニーストア 銀座（4F・5F・6F）では、「Special 

10 Days」を開催し、特別ゲストを招いたトークショー等、多彩な催しをご

用意しています。NISSAN CROSSING では、「グランツーリスモ SPORT」NISSAN GT-R 特別体験会や、レーシングドラ

イバーとのタイムトライアルなどのスペシャルイベントを開催します。 

飲食テナントでは、2つ星フレンチシェフがプロデュースした世界初出店「THIERRY MARX」と「BISTRO MARX」（共

に 7F）や、神戸ビーフのおいしさを発信する鉄板焼きレストラン「神戸プレジール銀座」（11F）では、1周年記念特

別コースをご提供。9月 24 日（日）には、二つ星シェフ、ティエリー・マルクスがフランスから来日し、マルクス

シェフ特別メニューが味わえます。 

さらに、つゞれ屋（1F）の均一セールや、「SPA CEYLON」（9F）の選べる限定ボックス、本年 9月 1日にオープン

し、個別ブースで住宅ローンについてご相談いただけるソニー銀行「CONSULTING PLAZA」（8F）のオリジナルプレゼ

ントなど、全館で特別なおもてなしをご用意します。 

 

 ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥは世界有数の商業エリア・銀座の中心に位置し、「発信と交流の拠点」をコンセプトに、

訪れる人に様々な体験と多彩な交流を生み出しながら継続的な情報発信を行い、銀座の街のさらなる活性化とにぎ

わいの創出に貢献する施設として銀座の新たなランドマークとなることを目指しています。今後も来館者に様々な

体験と交流を生み出しながら情報発信を行ってまいります。  

オープンから１周年 各店舗から感謝の気持ちをこめて 
 

「ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥ 1st Anniversary」開催 
 

～限定グルメや、特別ゲストによるトークショー、特別体験会等目白押し～ 
 

2017 年 9 月 15 日（金）～10 月 29 日（日） 

2017 年 9 月 8 日 



「ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥ 1st Anniversary」企画概要 

 

■B1・B2 銀座ライオン 

・生ビール一杯券プレゼント 

9/24（日）の 15:00以降にお会計のお客様に、次回のご来店時に利用できる『生ビール一杯券』を人数分もれな

くプレゼントいたします。 

 

■1F NISSAN CROSSING 

・「グランツーリスモ SPORT」NISSAN GT-R 特別体験会 

5F ソニー ショールーム / ソニーストア 銀座に設置している「グランツ

ーリスモ SPORT」の特別試遊機で NISSAN GT-Rを体験いただく特別体験会

を開催します。 

ご参加いただいたお客さまにはもれなく NISSAN GT-Rのミニカーをプレゼ

ントいたします。 

日程：9 月 15 日（金）および 19 日（火）～22 日（金） 

 

・レーシングドライバー千代勝正選手トークショー&「グランツーリスモ SPORT」タイムトライアル 

SUPER GT GT500 クラスで活躍中の日産系レーシングドライバー、千代勝

正選手を招いてトークショーを開催します。 

トークショー終了後には千代選手と、抽選会で当選された 5名さまで、「グ

ランツーリスモ SPORT」のタイムトライアルをお楽しみいただきます。 

日程：9 月 23 日（土） 

 

・Nissan IDS Concept ミニカープレゼント 

1周年記念当日の 9月 24 日（日）に、先着 50名さまに、日産が目指す未

来の電気自動車と自動運転を具現化した革新的コンセプトカー「Nissan 

IDS Concept」のミニカーをプレゼントいたします。 

 

※イベント詳細は NISSAN CROSSINGホームページ 

（http://www.nissan.co.jp/CROSSING/JP/）にて後日ご案内いたします。 

 

■1F優雅なきもの つゞれ屋 

・1周年感謝 10万円均一セール 

古典きものの逸品を 1周年に感謝し 10万円均一にて販売します。 

その他にも振袖をはじめ、訪問着、附下、紬、小紋など、別誂え染めの逸品

とともに西陣織帯や染帯の数々を取り揃えています。 

 販売期間：9月 15日（金）～10月 29日（日） 

 

 

 

 

 

 



■3F common ginza RAMO FRUTAS CAFE 

・1st Anniversary Weekend Party 

中野区・都立家政にある老舗フルーツショップ「フタバフルーツ」

とのコラボレーションによる 1 周年スペシャルバージョンとし

てフルーツビュッフェを実施する他、オリジナルフルーツウォー

ターボトル作りのワークショップなど、フルーツづくしの 1周年

記念ビュッフェを開催します。 

販売期間：9月 22日(金)～24日(日) 

時間：  ①12:00～ / ②15:00～ / ③18:00～  

※9月 22日（金）のみ 19:00～ 1回のみ開催 

参加費： ①12:00～ ②15:00～ ￥5,300（税込） 

③18:00～ ￥6,300（税込） 

※9月 22日は￥6,300（税込） 

参加方法：完全予約制 

予約サイト URL：http://commonginza.peatix.com 

 

・雑誌「Hanako」1142号（9月 21日発売）「夢見る銀座」特集×RAMO FRUTAS CAFEスペシャルメニュー 

 雑誌「Hanako」の「夢見る銀座」特集の発売を記念し、特別メニューを期間限定で提供します。 

 メニュー名：秋の贅沢フルーツアラモード 

価格：￥1,800（税抜）/ドリンクセットは+￥350（税抜） 

 提供期間：9/25（月）〜10/4（水） 

メニュー説明： 

秋に旬をむかえるフルーツをたっぷり堪能できるフルーツアラモード。 

フレッシュフルーツの他に自家製ミニアップルパイやプロシュートもセットになった、 

お茶にもアルコールにも相性がいい贅沢フルーツメニューです。 

  

■4F・5F・6F ソニーショールーム/ソニーストア銀座 

・澤野弘之×Hi-Resオーディオ スペシャルトークイベント powered by mora 

「進撃の巨人」「機動戦士ガンダム UC」など数々のアニメやドラマ、映画

などのサウンドトラックを手掛ける澤野弘之さんのトークイベントを

開催します。  

SawanoHiroyuki[nZk]名義での new album「2V-ALK」やハイレゾの魅力を、

ソニーのテイラーメイドイヤホン Just ear の開発責任者松尾伴大をナ

ビゲーターに迎えて、聴きどころや制作秘話を交えながら語っていただ

きます。  

また、イベントに先駆けて、ソニーストア 銀座に 9月 15日(金)から New 

album「2V-ALK」のハイレゾ先行試聴コーナーを設置。さまざまなソニーのハイレゾ製品で新曲の一部を一足早く

お楽しみいただけます 

トークショー日程：9月 24日（日）14時～（1時間程度を予定） 

定員：110名 

料金：無料（要予約、当日立ち見不可） 

 

 

http://commonginza.peatix.com/


・井上浩輝&別所隆弘トークショー 「αで魅せる世界」 

2016 年に米誌「 NATIONAL GEOGRAPHIC」の『Travel 

Photographer of the Year 2016 』のネイチャー部門に

おいて、日本人初の１位を獲得した井上浩輝氏。国内外

の主要写真賞多数受賞し、滋賀県長浜市の観光写真も担

当する別所隆弘氏。東京カメラ部 10 選 2014 に選出さ

れ、今も交流の深いお二人によるトークショーを開催し

ます。お二人の撮影テクニック、お二人のαの使い方等

をご紹介していただきます。 

日程：9月 16日(土) 13:00～14:30/16:00～17:30 

定員：各回 30名 

料金：無料（要予約、当日立ち見可） 

 

上記トークショーの他にも「ソニー ショールーム/ソニーストア 銀座 Special 10 Days」のイベントやキャンペー

ンを多数ご用意しております。 

詳しくはこちら  http://www.sony.jp/store/retail/event/ginza-1th/ 

 

■7F THIERRY MARX（ティエリー・マルクス） 

 ・スペシャルウィーク 

１周年を記念し、いつも以上に充実した内容のお料理をご用意致しま

す。 

日程：9月 18日(月)～23日(土)  

価格：ランチ 8,800円/18,000円、ディナー20,000円/28,000円 

（税・サ別） 要予約 

 

■7F BISTRO MARX（ビストロ・マルクス） 

・ガラ・ディナー 

9月23日（土）24日（日）の2日間、1周年特別コースとともにスペシャ

ルイベントをご用意いたします。 

日程：9月23日(土)18：00オープン18：30スタート 

9月24日(日)17：30オープン18：00スタート 

価格：15,000円(ドリンク含む税・サ込)要予約 

 

・スペシャルウィーク 

期間中でしか味わえない特別ディナーコースをご用意致します。 

日程：9月 11日(月)～22日(金) 

価格：8,000円（税・サ別）要予約 

 

■8F ソニー銀行「CONSULTING PLAZA」 

キャンペーン期間内に住宅ローンご予約・ご相談のかた先着 50名組に、オ

リジナル PARKER ペン＆papabubbleオリジナルキャンディーをプレゼント

いたします。 

キャンペーン期間：9月 15日（金）～10月 29日（日） 

http://www.sony.jp/store/retail/event/ginza-1th/


 

■9F SPA CEYLON 

・FESTIVE CRACKER（フェスティブ クラッカー） 

キャンディボックスをイメージしたキュートなフェスティブ クラッカー

は、スパセイロンらしい南国調のパラダイス柄。植物オイルが手肌の角質

層に浸透しうるおいを保つ「インテンシブ ハンドクリーム」7種のうちい

ずれかと、全身のお肌を柔らかくなめらかに保つ「セイロン ティー シト

ロン バス ＆ マッサージ オイル」のミニボトル（40ml）がセットになっ

た、数量限定のボックスです。 

発売日：9月 13日（水）※なくなり次第販売終了 

価格：1,800円（税別） 

 

■11F 神戸プレジール銀座 

・神戸ビーフを贅沢に楽しむ特別ディナーコース 

  期間中でしか味わえない 10 日間限定の特別コースをご用意いたしま

す。 

  日程：10月 20日（金）～31日（火） 

 価格：20,000円（税・サ別） 

 

・秋の味覚！シェフのおすすめ鉄板焼ランチコース 

兵庫県から届く新鮮な秋の味覚と極上の神戸ビーフを楽しんでいた

だけるよう、彩り豊かな野菜、旬のかぼちゃのスープや丹波黒大豆味噌を使った秋鮭の朴葉焼き、兵庫名産の

ぶどうを使用したデザートをご用意しております。 

日程：9月 1日（金）～10月 31日（火） 

  価格：5,800円（税別） 

 

 ・日本酒フェア『兵庫県産山田錦の利き酒セット』 

  期間限定で、せいろ蒸しとしゃぶしゃぶのコースに兵庫県産山田錦か

らつくられた日本酒の利き酒セットがついた特別コースをご用意いた

します。 

  獺祭、越乃寒梅、菊姫、白鶴、剣菱など一度に 10種類の呑みくらべを

お楽しみください。 

日程：10月 2日（月）～11月 30日（木） 

  価格：14,000円（税・サ別） 

 

 


