
 

 

ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥは、2017 年 11月 22日から 12月 25日の期間、クリスマスイベントとして「ＧＩＮＺＡ 

Christmas ＰＬＡＣＥ」を開催します。外装のイルミネーションをはじめとする館内外の様々な装飾、各店舗が提

供するクリスマス限定メニュー・コフレでクリスマスを盛り上げます。また、館内レストランのお食事券が当たる

インスタグラム投稿キャンペーンも実施します。 

銀座 4 丁目の交差点に面する外壁にはクリスマスをイメージしたイルミネーションを実施します。エントランス

や館内にもクリスマスムードを盛り上げる装飾を施し、煌びやかで大人なクリスマスを演出します。またＧＩＮＺ

Ａ ＰＬＡＣＥに関する画像にハッシュタグ「#GINZAPLACE_xmas」を付けて投稿いただいたお客様の中から館内レ

ストランのお食事券が当たるインスタグラム投稿キャンペーンを実施します。 

各店舗でもクリスマス限定のキャンペーンを実施します。 

1F の NISSAN CROSSINGでは、「ニッサン IMx」の実物大模型を使用したクリスマスインスタレーションを実施し

ます。 

飲食テナントでは、直営カフェ「RAMO FRUTAS CAFE」（3F）にて、ミートパイにベリーのソースをかけたクリスマ

ス限定メニューをご提供します。 

2つ星フレンチシェフがプロデュースした「THIERRY MARX」と世界初出店業態「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、クリスマス特別コースをご

用意します。 

さらに、SPA CEYLON（9F）では数量限定クリスマスコフレ、優雅なきものつゞれ屋（1F）では手組み帯締めを 4,980

円均一で販売。ソニー銀行「CONSULTING PLAZA」（8F）ではオリジナル PARKERペンをプレゼントします。 

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いきます。 

 

銀座のクリスマスを盛り上げる煌びやかな大人のクリスマス 
 

「ＧＩＮＺＡ Christmas ＰＬＡＣＥ」開催 
 

～イルミネーションにインスタ投稿キャンペーン、限定コース・コフレ等盛りだくさん～ 
 

2017 年 11月 22日（水）～12 月 25日（月） 

2017年 11月 20日 



「GINZA Christmas PLACE」企画概要 

■外観の装飾 

 クリスマスの特別演出は、雪とクリスマスツリーをイメージさせる華やかな演出です。赤く輝くオーナメントと

シルバーとゴールドに煌めくモールを表現し、色彩豊かながらも銀座の雰囲気に合わせた姿としています。正時に

は、クリスマスツリーを飾り付ける様子を表現したダイナミックな演出が登場し、後半に巨大なツリーが完成する

と、クリスマスを更に盛り上げる動きを伴う楽しいシーンが登場します。クリスマスの華やかな雰囲気を分かりや

すく表現し、街行く人の気持ちが高揚するようなデザインです。 

また、エントランスにはクリスマスツリーの展示や装飾でお客

様の気分を盛り上げます。 

期間：11月 22日(水) ～12月 25 日(月) 

 

 

■インスタグラム投稿キャンペーン 

ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥの館内外のクリスマス装飾やイルミネーション、限定ディナー等クリスマス関連の画像

にハッシュタグ「#GINZAPLACE_xmas」をつけてインスタグラムに投稿いただいた中から館内レストランのお食事券

をプレゼントします。 

応募期間：12月 1日(金) ～25日(月) 

URL：PC…https://ginzaplace.jp/special/2017christmas/ 

   SP…https://ginzaplace.jp/sp/special/2017christmas/ 

 ※サイトは 12月 1日にオープンします 

 

■1F・2F NISSAN CROSSING 

・ニッサン IMx クリスマスインスタレーション 

「Mill the dream, form the future. / 想いを刻め、未来を創れ。」 で

製作した「ニッサンインテリジェントモビリティ」を体現したコンセプト

カー「ニッサン IMx」の実物大模型をクリスマスインスタレーションと

共に銀座 4丁目交差点に面した Cylinderにて展示します。 

展示期間：11月 21日（火）～ 12月 25日（月） 

 

・クリスマス限定 焼き菓子の詰合せ 

2F CROSSING CAFE にてクリスマス限定のアソーテッド クッキーを販売し

ます。 

販売期間：12月 1日（金）～ 12 月 25日（月） 

価格：1,000円（税込） 



・NISSANベア（サンタクロース） 

2F NISSAN BOUTIQUEにて、サンタクロースの衣装を着た NISSANベアのクリスマス限

定バージョンを販売します。 

販売期間：発売中～ 12月 25日（月） 

価格：2,570円（税込） 

 

■3F common ginza RAMO FRUTAS CAFE 

・ラムと 4種ベリーのミートパイ 

じっくり煮込んだラム肉のミートソースに、4 種のベリーを使った

オリジナルソースを合わせ焼き上げた、サクサクのパイです。お好

みでバルサミコを合わせて、味の変化をお楽しみいただけます。RAMO 

FRUTAS CAFE のキッチン長が 1 年間かけて考案した自信作です。ぜ

ひご賞味ください。 

販売期間：12月 15日（金）～12月 25日（月） 

価格：2,180円（税別）ドリンク付 

 

■7F THIERRY MARX（ティエリー・マルクス） 

・Déjeuner de Noël, Dîner de Noël（クリスマス特別コース） 

ガストロノミーレストラン、ティエリー・マルクスでは、4日間、

フランス、日本の旬の厳選素材をふんだんに使ったクリスマスメニ

ューをご用意します。クラシックかつイノベーティヴなテクニック

による、色彩豊かでオリジナリティ溢れる料理の数々で皆様の特別

な時間を演出します。是非、この貴重な機会にティエリー・マルク

スで優雅なひとときをお過ごしください。 

提供期間：12月 22日（金）～12月 25日（月） 

ランチ 19,440円（シャンパン含む）※サービス料別途 12% 

ディナー 37,800円（シャンパン含む）※サービス料別途 12% 

※12/22～25の 4日間はクリスマスコースのみのご提供となります 

 

■7F BISTRO MARX（ビストロ・マルクス） 

・Dîner de NoëR（クリスマス特別ディナーコース） 

ビストロ・マルクスでは、クリスマスを彩る特別メニューをご用意します。冬の旬素材を

使った、いつもよりドレスアップしたビストロ・マルクスのクリスマスディナーで皆様を

お待ちしています。銀座のイルミネーションを眺望しながら、華やかなひとときをお過ご

しください。 

提供期間：12月22日（金）～12月25日（月） 

ディナー 10,800円 ※サービス料別途 10% 

※12/23～24 の 2 日間はクリスマスコースのみ、12/22、25 はクリスマスコースと通常コースをご提供しま

す 

 

■9F SPA CEYLON 

・クリスマス限定 クリスマス コフレ 

スパセイロンの人気シリーズによる極上のスパ体験を、自宅で堪能できる「デ 

ストレス ホーム スパセット」と「スリープ インテンス ホーム スパ セット」

を、数量限定で発売します。 

フランキンセンスをメインアロマとした「デ ストレス」のセットは、心を落

鹿のロースト ソースシヴェ 
※メニューは都合により変更になることがあります 

ビジュー ド ノエル 
※メニューは都合により 

変更になることがあります 



ち着け解き放つ爽やかなブレンド。お休み前の心を安らかに導く「スリープ インテンス」のセットはネロリ、ラ

ベンダー、イランイランのフローラルブレンドです。 

発売日：2017年 11月 1日（水） 

価格：9,180円（税込） 

 

■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 

   クリスマス期間だけのクリスマス特別ディナーコースをご用意しました。 

メインのステーキは 3種類（但馬牛サーロイン・神戸ビーフサーロイン・神戸ビ

ーフフィレ）です。お好みに合わせてお選びください。 

 提供期間：12月 22日（金）～12月 25日（月） 

 コース内容： 

前菜／神戸ビーフのダブルコンソメスープ／国産活鮑または国産活伊勢海老／ 

野菜のお口直し／ステーキ※／焼野菜(3種) ／サラダ／ 

白ごはんまたはガーリックライス・香の物・味噌椀／クリスマスデザート／コ

ーヒーまたは紅茶・小菓子 

※ステーキは但馬牛サーロイン、神戸ビーフサーロイン、神戸ビーフフィレか

ら選択 

価格：但馬牛サーロイン 20,000円 

神戸ビーフサーロイン 23,000円 

   神戸ビーフフィレ 25,800 円 

   （税・サービス料別） 

 

＜その他期間中のキャンペーン＞ 

■1F 優雅なきもの つゞれ屋 

様々な色・柄の手組み帯締めを 4,980円でご提供します。 

販売期間：発売中～12月 25日（月） 

価格：4,980円（税込） 

 

■5F ソニーショールーム/ソニーストア 銀座 

・ウォークマン®Sシリーズ Disney Princess Magical Box Beauty and the Beast  

「美女と野獣」のデザインを背面に刻印した数量限定発売。特別仕様のウォーク 

マン®が、家族や恋人との楽しく幸せなクリスマスを彩ります。 

販売期間：発売中～2月 15日（木） 

価格：19,380円（税別）～ 

詳細はこちら 

http://www.sony.jp/walkman/store/special/s-disneymagicalbox2017/ 

・ウォークマン®Sシリーズ Disney Characters Twinkle Collection 

この時期だけのスペシャルデザイン！本体カラー5 色×デザイン 8 種の全 40 パター

ンの組み合わせから選べます。本体背面の刻印デザインにはお好きなメッセージを入

れられるので、自分だけの 1台に。プレゼントにもおすすめです。 

販売期間：発売中～2月 15日（木） 

価格：15,380円（税別）～ 

詳細はこちら 

http://www.sony.jp/walkman/store/special/s-disneytwinkle/?s_pid=st_walkman_s-disneytwinkle_sonyjp_waljrny 

 

http://www.sony.jp/walkman/store/special/s-disneymagicalbox2017/
http://www.sony.jp/walkman/store/special/s-disneytwinkle/?s_pid=st_walkman_s-disneytwinkle_sonyjp_waljrny


■8F ソニー銀行「CONSULTING PLAZA」 

知識と経験豊富な住宅ローンアドバイザーが個別ブースにて、みなさまの住宅ロ

ーンのご相談を承ります。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名様に、オリジナル PARKER ペンをプレゼントします。 

キャンペーン期間：11月 22日（水）～ なくなり次第終了 

 

 

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 

 

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 細田 

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 

 

THIERRY MARX/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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