2017 年 7 月 19 日

銀座の真ん中でとことん夏を楽しむ、

「ＧＩＮＺＡ “summer” ＰＬＡＣＥ2017」追加イベント開催のご案内
～館内に 4 台の水槽が登場し、計 680 匹のお魚が“涼”と“癒し”をお届け～
7 月 31 日（月）～8 月 13 日（日）に期間限定で開催、3F カフェではスペシャルライブも

ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥ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」を開催中です。
あらたに、7 月 31 日（月）から 8 月 13 日（日）まで、ソニーショールーム／ソニーストア 銀座にて、
「Sony
Aquarium 2017」が開催されます。
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また、3F common ginza 内RAMO FRUTAS CAFEでは期間中、沖縄にちなんだスペシャルメニューに合わせて、沖縄に
ゆかりの深いスペシャルユニットによるライブの開催が決定しましたのでお知らせします。
「SONY Aquarium 2017」期間中、ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥで
は、1F と 4F に合計 4 台の水槽を館内に展示し、沖縄「美ら
海」にちなんだ様々なイベントを展開します。ソニーショー
ルーム／ソニーストア 銀座では、ソニー製デジタル一眼カメ
ラαを使って、水槽で泳ぐ美ら海のお魚たちの試し撮りがで
きる撮影体験会をはじめ、美ら海のお魚たちの 4K 映像を大画
面でお楽しみいただける上映会や、沖縄の海中世界の魅力や
生き物たちのエピソードを写真や 4K 映像を交えて紹介するト
ークショーなどが行われます。ナンヨウハギやハリセンボン
など沖縄に生息するお魚たち約 40 種類 680 匹が泳ぎまわり、
来館されたお客様に“涼”と“癒し”をお届けします。

「Sony Aquarium 2017」メインビジュアル

また、8 月 11 日(祝)には 3F RAMO FRUTAS CAFE にて、沖縄色あふれるスペシャルライブ「SUMMER SPECIAL LIVE
by RAMO FRUTAS CAFE」を開催します。沖縄にゆかりの深い様々な音楽を沖縄アレンジで表現するプロデューサー
DJ SASA と、沖縄で結成された 3 ピースバンド「green note coaster」の紅一点ヴォーカル金城美織による当夜限
りのスペシャルユニットの音楽で真夏の夜をお楽しみください。
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ってまいります。
「ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥ」エントランス掲出イメージ

「ＧＩＮＺＡ“summer”ＰＬＡＣＥ2017」
メインビジュアル

「SUMMER SPECIAL LIVE by RAMO FRUTAS CAFE」
出演者／左から DJ SASA,金城美織

■ソニーショールーム／ソニーストア 銀座「Sony Aquarium 2017」

開催概要

・期間：7 月 31 日（月）～8 月 13 日（日） 14 日間
・場所：ソニーショールーム／ソニーストア 銀座（ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥ4F・5F）
・イベント URL：http://www.sony.jp/store/retail/event/aqua2017/

●イベント概要
①デジタル一眼カメラαお魚撮影体験会
デジタル一眼カメラαやレンズで、水槽で泳ぐ美ら海のカラフルなお魚たちの
試し撮りができます。期間中随時開催します。
・場所 ： ソニー ショールーム／ソニーストア 銀座 4F
・日程 ： 7 月 31 日（月）～8 月 13 日（日）11:00～19:00

②美ら海 4K 映像上映会
美ら海のさまざまなお魚を、大型スクリーンで体感いただけます。まるで沖縄の海の
中にいるかのような、臨場感をお楽しみいただけます。期間中随時開催します。
・場所 ： ソニー ショールーム／ソニーストア 銀座 5F
・日程 ： 7 月 31 日（月）～8 月 13 日（日）11:00～19:00

③“Anly” Special Live in Sony Store Ginza powered by mora
沖縄・伊江島出身のシンガーソングライターAnly さんのライブを開催します。
・場所 ： ソニーショールーム／ソニーストア 銀座 4F
・日程 ： 7 月 31 日（月） 12:30～／18:00～（各回 30 分程度、事前予約制）
※立ち見可

④“Anly”新曲「北斗七星」ハイレゾ試聴コーナー設置
Anly さんの新曲「北斗七星」（8 月 9 日発売予定）のハイレゾ音源を、
最新のオーディオ製品で試聴いただけます。
・場所 ： ソニーショールーム／ソニーストア 銀座 5F オーディオコーナー
・日程 ： 7 月 31 日（月）～8 月 13 日（日）11:00～19:00

⑤水中写真家 鍵井靖章氏トークショー
水中写真家 鍵井靖章さんがデジタル一眼カメラαを使い、沖縄の島々に生息
するお魚たちを撮影しました。写真を通じて「美ら海の世界」をご紹介します。
・場所 ： ソニー ショールーム／ソニーストア 銀座 4F
・日程 ： 8 月 6 日（日） 14:00～／16:00～

⑥JAL/JTA なりきりパイロット・キャビンアテンダント撮影会
お客様にパイロット・キャビンアテンダントの衣装を着ていただき、
カメラに詳しいスタッフがデジタル一眼カメラαで撮影します。
・場所 ： ソニー ショールーム/ソニーストア 銀座 4F
・日程 ： 8 月 9 日（水）～8 月 13 日（日） 11:00～19:00
（事前予約制）

ご参考：
「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
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①ICE MACCHI-ART
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）
ペ ール

イ エ ロ ー

②Pale Yellow
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）
エ スプレ ッソ

トニック

③Espresso tonic
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
＜限定メニュー＞
・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・ドリンク付）
・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・ドリンク付）
＜スペシャルライブ＞
・SUMMER SPECIAL LIVE by RAMO FRUTAS CAFE
銀座の真ん中「RAMO FRUTAS CAFE」にて、スペシャルライブを開催致し
ます。
「沖縄」をキーワードにご用意した スペシャルメニューをはじめ、
フルーツを中心にした RAMO の彩り豊かなお食事やお酒と共に、当夜限り
のスペシャルユニットの音楽で 真夏の夜をお楽しみください。
・日程：8 月 11 日(金・祝日) 19:30～20:00
・入場料：カフェでご注文いただいたお客様は無料
（出演者）

「SUMMER SPECIAL LIVE by RAMO FRUTAS CAFE」
出演者／左から DJ SASA,金城美織

・DJ SASA feat.金城美織(green note coaster)
様々な音楽を沖縄アレンジで表現するプロデューサーDJ SASA と、沖縄で結成された 3 ピースバンド「green note
coaster」の紅一点ヴォーカル金城美織によるスペシャルユニット。
DJ SASA
レゲエ、沖縄、ハワイなどアイランドミュージックの DJ としての活動の傍ら、様々なアルバムのプロデュース、
アレンジ、監修を行う。近年は沖縄音楽に特化したプロデュースを活発に行い、
「ジブリんちゅ」
、
「琉球ドライビ
ング」など、ヒットアルバムのプロデュースを数多く手がけ、沖縄を訪れる観光客に沖縄のお土産 CD として大好
評となっている。
金城美織(green note coaster)
沖縄出身の 3 人組バンド「green note coaster」のヴォーカル。green note coaster は 2010 年沖縄にて結成。
県内音楽コンテストでグランプリを獲得し、沖縄県内のメディア、イベント等で様々な音楽活動を行い、オリオン
ビールやブルーシールアイスクリームの CM ソングも手掛けた。2017 年より拠点を東京に移し活動中。

■4F・5Ｆ・6Ｆ ソニーショールーム/ソニーストア銀座
「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。

■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）
ク ー プ
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・Coupe de pêche blanche ＜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)

■「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
・1F・2F NISSAN CROSSING

／

生ビール(小)1 杯サービス
／

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
・7F BISTRO MARX

／

／

当日の会計より 10％割引

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。

