
 

 

ＧＩＮＺＡＰＬＡＣＥは、2017 年 7 月 14 日（金）～8 月 15 日（火）の期間中、館内の店舗各所で夏の限定メニ

ューやスポットなどをお楽しみいただける「ＧＩＮＺA “summer”ＰＬＡＣＥ2017」を開催します。 

 

ＧＩＮＺＡＰＬＡＣＥ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。 

 

「ＧＩＮＺＡ“summer”ＰＬＡＣＥ2017」では、各店において夏にちなんだ様々な企画を実施いたします。 

3F の直営カフェ「RAMO
ラ モ

FRUTAS
フ ル ー タ ス

CAFE
カ フ ェ

」では、沖縄産のパイナップルを使ったデザートや、島豆腐を使ったタコラ 

イスとシークヮーサードレッシングを使ったゴーヤのサラダのプレートなどのオリジナルメニューを提供。また、

展示施設である日産自動車の「NISSAN CROSSING」（1F・2F）や外観照明では、海をモチーフにした映像やイルミ

ーションを掲出し、「涼」を表現します。ソニーショールーム／ソニーストア 銀座（4F・5F・6F）でも夏にちなん

だ展示やイベントを随時行います。さらに、2つ星フレンチシェフがプロデュースした世界初業態「BISTRO MARX」

（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、暑い夏を乗

り切るための「ひんやりメニュー」を限定販売いたします。その他にも、ボディ、スキンケア、アロマ等、全 7 カ

テゴリー約 100 アイテムのスパ商品を展開する「SPA CEYLON」（9F）では、数量限定のホームスパセットをご用意

しております。 

 

 ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥは、「発信と交流の拠点」をコンセプトに、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。 

 

 

銀座の真ん中でとことん夏を楽しむ、期間限定特別企画 
 

「ＧＩＮＺＡ“summer”ＰＬＡＣＥ2017」開催 
 

～ひんやりグルメや、涼を表現する外観照明・バーチャルファサードなどが登場～ 
 

2017 年 7 月 14 日（金）～8 月 15 日（火）で順次展開 

2017 年 7 月 6 日 



「ＧＩＮＺＡ“summer”ＰＬＡＣＥ2017」企画概要 

 

■B1・B2 銀座ライオン 

・創業祭『大ジョッキフェア』 

生ビール各種の大ジョッキをご注文のお客様に、 

スピードくじで、次回のご来店時に利用できる 

『生ビール一杯券』が当たるキャンペーンを開催。 

 

・その他割引企画 

7 月 28日（金）は『プレミアムフライデー』企画として、 

ヱビス生ビール各種を開店～18：00まで半額でご提供 

いたします。 

8 月 4日（金）は、『ビヤホールの日』を記念して終日生ビール全品半額でご提供いたします。 

 

 

■1F・2F NISSAN CROSSING 

・バーチャルファサード 

透明のガラスに映し出された映像と、そのガラスを通して見える室内のインテリアが織りなす 3次元の空間表を 

可能としているバーチャルファサードで海をモチーフにした映像を流し、館内照明で水のゆらぎを演出。 

建物外観と多彩な映像が交わり生み出される情景の変化は常に進化を目指す日産ブランドの象徴となっています。 

 

・限定ドリンク 

①ICE
アイス

MACCHI
マ キ

-ART
アート

 

当店人気 No.1ドリンク、MACCHI-ARTのコールドバージョンです。生クリーム 

とエスプレッソの調和がとれており、甘すぎずスッキリと飲み干せる 1杯です。 

販売期間：7 月 14日（金）～9月 30日（土） 

価格：500円（税込） 

 

②Pale
ペ ー ル

Yellow
イ エ ロ ー

 

ライムとグレープフルーツの爽やかな酸味が特徴のコールドプレスソーダです。  

夏に向けてスッキリと楽しめます。 

販売期間：7 月 14日（金）～常時メニューへ 

価格：700円（税込） 

 

③Espresso
エ ス プ レ ッ ソ

tonic
ト ニ ッ ク

 

トニックウォーターにエスプレッソを淹れた飲み物です。ほろ苦い中にも 

トニック特有の爽やかな甘みも感じることができ、夏にぴったりな 1杯と 

なっております。 

販売期間：7 月 14日（金）～9月 30日（土） 

価格：500円（税込） 

 

 

 



■3F common ginza 

・沖縄産ゴールドバレルのパイナップルバスケット 

メディアで話題の最高級パイナップル「ゴールドバレル」を中心に 

トロピカルフルーツをたっぷりと召し上がれる真夏のスペシャル 

メニューです。 

販売期間：7 月 18日（火）～8月 15日（火） 

価格：2,380円（税抜） 

 

・沖縄づくしタコライス 

島豆腐を使ったタコライス、シークヮーサードレッシングを使った 

ゴーヤのサラダを合わせました。沖縄らしさを存分に楽しめる一品です。 

ベジタリアンの方にもおすすめです。 

販売期間：7 月 18日（火）～8月 15日（火） 

価格：2,080円（税抜）  

 

 

■4F・5Ｆ・6Ｆ ソニーショールーム/ソニーストア銀座 

ソニーショールーム／ソニーストア 銀座でも 

「ＧＩＮＺＡ“summer”ＰＬＡＣＥ2017」開催期間中、 

夏にちなんだ展示やイベントを随時行います。 

4F のカメラコーナーには、ひまわりを設置し、夏仕様の装飾を行います。 

期間中は、店内のデジタル一眼カメラαおよびレンズを手に取って、ひまわり

の撮影を体験いただけます。 

また、カメラに触れたことのない方でも、スタッフがカメラの操作をご案内しますのでご安心ください。 

5F のオーディオコーナーでは、真夏のロックの祭典『FUJI ROCK FESTIVAL’17』に出演するアーティストのハイ

レゾ音源を体験試聴できる“Hi-Res Tasting Spot”を設置します。 

夏の野外フェスの気分を、臨場感あふれるハイレゾ対応ウォークマンやヘッドホンでお楽しみいただけます。 

その他の取り組みについては、別途 7月中旬頃配信予定のプレスリリースにてご案内をさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■9F SPA CEYLON 

・数量限定 Home Spa Set 2種 

スパセイロンの人気シリーズ「スリープ」と「ピース」をラインで使える贅沢なホームスパセット。 

植物の恵みで洗い、潤し、癒される、極上の時間を体験していただけます。夏の旅行のお供に、またはご自宅で 

心も体も潤すゆったりとしたボタニカルライフを過ごしてみるのにもおすすめです。 

アーユルヴェーダの処方に基づく植物ブレンドのアプローチをアイテム別にお楽しみください。 

 

内容：①スリープ ホーム スパセット  

スリープ マッサージ ＆ バス オイル 60ml 

スリープ ボディ ミルク 60ml 

スリープ バス ソーク 60g 

スリープ カーミング バーム 25g 

スリープクレンジングバー 35g 

スリープ ボディ ＆ ピロー ミスト 10ml 

 

②ピースホーム スパ セット  

ピース バス ＆ シャワー ジェル 60ml 

ピース マッサージ ＆ バス オイル 60ml 

ピース ハンド ＆ ボディ ローション 60ml 

ピース マッサージ バーム 70g 

ピース バーム 25g 

ピースクレンジングバー35g 

ピース リラクシング ボディ ミスト 10ml 

販売期間：7 月 14日（金）より発売 

価格：7,000円（消費税別） 

 

 

■7F BISTRO MARX 

 ・「季節のフルーツのフローズンカクテル」 

季節のフルーツをふんだんに使った‘ひんやり’夏の 

フローズンカクテルです。 

※ノンアルコールもご用意できます。 

販売期間：7月 18日(火)～8 月 15日(火) 

価格：1,800円（消費税・サービス料別） 

 

・Coupe
ク ー プ

de
ドゥ

pêche
ペ ー シ ュ

blanche
ブ ラ ン シ ュ

 ＜白桃のパフェ＞  

季節の白桃をたっぷり使用したパフェ。 

夏にぴったりの爽やかさ、様々な食感や見た目の 

涼感もお楽しみください。 

販売期間：7月 14日（金）～8月 15日（火）の 14:00～16:30(15:30LO) 

価格：1,800円（消費税・サービス料別） 

 

 



■11F 神戸プレジール銀座 

 ・鉄板焼シェフおすすめランチ  

神戸ビーフのステーキをメインに、この夏、兵庫県から届く新鮮な夏野菜

を使用したお料理をご用意致しております。キリッと冷やした甘いとうも

ろこしや、じゃがいもの冷製スープは暑い夏にもおすすめです。お食事に

はふっくら炊き上げた兵庫県産銘柄米「コウノトリ育むお米コシヒカリ」

か、シェフこだわりの麺つゆでお召し上が

りいただく淡路島産の素麺を、その日のお

好みに合わせてお選び頂けます。食後には、

みずみずしい旬のフルーツを使ったゼリ

ーやプリンなど、見た日にも涼やかなデザ

ートをお楽しみください。 

販売期間：7月 1日（土）～8月 31日（木） 

価格：6,264円（税込） 

 

 

 

■期間限定外装照明デザイン 

・「オーシャン・ブルー バージョン」 

「NISSAN CROSSING」のバーチャルファサードと共に、暑い東京の夜を 

涼やかにする、海・水をイメージしたブルーで彩ります。 

期間：7 月 14日(金)～8月 15日(火) 

 

 

 

 

＜ご参考＞ 

■「ゆかたで銀ぶら 2017」とのタイアップ企画 

ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥは、2017年 8月 6日（日）限定で、 

「ゆかたで銀ぶら 2017」とのタイアップ企画として、 

浴衣で来店のお客様限定のサービスをご提供いたします。 

 

＜サービス内容＞ 

・B1・B2 銀座ライオン  ／  生ビール(小)1杯サービス 

・1F・2F NISSAN CROSSING  ／  先着 100名様にお好きなドリンク 

1 杯サービス 

・3F  common ginza RAMO FRUTAS CAFE  ／  当日の会計より 10％割引 

・7F BISTRO MARX  ／  ティエリー マルクスオリジナル小菓子を一人一個プレゼント 

 

※「ゆかたで銀ぶら」とは、1970年 8月に銀座通りで日本初の歩行者天国が開催されて以来、歩行者天国開催の記念と、銀座に来訪 

された方々に楽しく夏の一日を過ごしていただこうという趣旨により、毎年歩行者天国となった中央通りを会場に「ホリデープロ 

ムナード」という名を冠したイベントを開催しています。「ゆかたで銀ぶら」は、このホリデープロムナードの一環として、夏の風 

物詩でもあるゆかたを着て銀座にお越しいただき、いっときの涼をお楽しみいただくという趣向で、2007年から始まりました。 



   

本件に関する 

お問合せ 

＜報道機関の方＞ 

 

企画全般及び common ginza に関するお問い合わせ 

サッポロ不動産開発株式会社 事業本部 賃貸運営部 岡・木村 

ＴＥＬ：０３－５４２３－７１１４ ＦＡＸ：０３－５４２３－７１００ 

 

NISSAN CROSSING に関するお問い合わせ 

日産自動車株式会社グローバルコミュニケーション本部グローバル企業広報部 

奥田 

TEL：０４５－５２３－５５２１ 

 E-mail：koji-okuda@mail.nissan.co.jp k-hoshino@mail.nissan.co.jp 

 

ソニーショールーム/ソニーストア 銀座に関するお問い合わせ 

ソニーマーケティング株式会社 広報 草川 

TEL：０５０－３８０９－０７３７ E-mail：ccall2@sony.co.jp 

 

SPA CEYLON に関するお問い合わせ 

株式会社メディアグローブ 飯尾 

TEL：０３－６２３４－６２２０ E-mail: iio@mediaglobe.co.jp 

FAX：０３－６２３４－６２２１ 

 

銀座ライオンに関するお問い合わせ 

株式会社サッポロライオン 経営戦略部(広報担当) 青山 

TEL：０３－５４４７－６１９３ E-mail：sln.kouhou@sapporo-lion.com 

 

BISTRO MARX に関するお問い合わせ 

レストラン PR&コーディネーター ルレ・デセール日本事務局 松本 

TEL：０９０－３４０６－９３８９ E-mail：mixomatyu0409@gmail.com 

 

神戸プレジール銀座に関するお問い合わせ 

神戸プレジール銀座支配人 小林 

TEL：０３－３５７１－８７００  E-mail: kobayashi-keisuke@zennoh.or.jp 
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