2018 年 2 月 16 日

昨年は期間中約 54 万人の来客！大好評につき本年も実施決定

「ＧＩＮＺＡ “sakura” ＰＬＡＣＥ 2018」開催
～桜の生木の展示や限定メニュー、外装照明でお花見体験～
会期：2018 年 3 月 1 日（木）～4 月 22 日（日）会場：ＧＩＮＺＡ

ＰＬＡＣＥ

ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥは、2018 年 3 月 1 日（木）～4 月 22 日（日）の期間中、館内各所で満開の桜を一足早く
お楽しみいただける「ＧＩＮＺＡ “sakura” ＰＬＡＣＥ 2018」を開催します。
「ＧＩＮＺＡ “sakura” ＰＬＡＣＥ 2018」は、昨年の「ＧＩＮＺＡ “sakura” ＰＬＡＣＥ」の好評を受けて
開催が決定。今回も、プラントハンター 西畠清順氏が代表を務める「そら植物園」に協力いただき、館内計 4 か
所に開花調整の技を駆使して咲かせた桜の生木を設置し、銀座の街の真ん中で一足早いお花見を来館者にお楽しみ
いただきます。
また、館内での桜の設置に加え、期間中は各所で桜にちなんだ企画も実施します。館内各所でスタンプを押して
いただき、桜にちなんだデザインを完成させるスタンプラリーや、ソニーショールーム/ソニーストア 銀座(4F)で
は、ソニーのデジタル一眼カメラαやレンズを使って撮影できる特別体験イベントを開催。さらに、CROSSING CAFE
（2F）では、春にぴったりな「自家製ストロベリービネガーソーダ」を提供します。その他各テナントについても、
限定メニューや特別コースをご用意して「ＧＩＮＺＡ “sakura” ＰＬＡＣＥ 2018」を盛り上げていきます。
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。

「ＧＩＮＺＡ “sakura” ＰＬＡＣＥ 2018」企画概要
■桜の花の展示
館内各所に桜の生木を展示し、銀座で一足早くお花見をお楽しみいただきます。
実施期間：3 月 1 日(木)～11 日(日)
場所：NISSAN CROSSING（メインエントランスシリンダー内・1F・2F）
ソニー ショールーム／ソニーストア 銀座
■期間限定外装照明デザイン「桜モード」
外装照明は、NISSAN CROSSING のバーチャルファサードと共に、銀座の夜を華
やかに彩ります。
特別演出は、ソメイヨシノや里桜などの様々な濃淡の桜色を用いました。通常
時には花びらがひらひらとゆっくり舞い散るイメージを表現し、桜の季節感を
繊細な動きを通じて演出しています。正時になると、無数の花びらが風にあお
られ桜吹雪のように、大胆に空中を舞います。春の訪れを桜で分かりやすく表
現し、光を見た人が誰しも春の到来に心を躍らせるような、華のあるデザイン
としました。
実施期間：3 月 1 日（木）～4 月 22 日（日）

■B1、B2

銀座ライオン

お花見の雰囲気で飲みたいハイボール「デュワーズ桜ハイボール」を期間限定で提供しま
す。デュワーズの華やかな味わいに、グラスの中で揺れる桜が、春の香りをお知らせしま
す。
販売期間：2018 年 3 月初旬～2018 年 4 月下旬
価格：未定

※イメージ

■1F・2F

NISSAN CROSSING

施設内に本物の桜の花を展示し、日産のコンセプトカーと桜がコラボレーシ
ョンした画像を撮影いただけます。また、2F CROSSING CAFE では、ストロベ
リーを漬け込んだ、すっきりとした酸味と甘さの自家製ビネガーシロップを
ソーダで割った、春にぴったりな「自家製ストロベリービネガーソーダ」を
提供します。
提供期間：3 月 1 日（木）～4 月 22 日（日）
価格：未定
■1F

優雅なきもの

つゞれ屋

伝統の技法を用い、「桜花」を題材とした古典振袖を、1F エントランスに展示しま
す。また、期間中ご来店のお客様各日先着 50 名様に「ひなあられ」をプレゼントし
ます。
この機会に最高峰の伝統技法で染め上げたおきものをご覧下さい。

展示期間：3 月 3 日（土）
・4 日（日）
時間：両日とも 10：00～19：00
展示商品：
古典楽器模様：桜の豊潤に豪華に飾る宮廷の古楽器が、お召しになる人の幸甚を華やかに奏でる伝統柄。
天井人御殿図：天界と地上界を結ぶ橋立に八重桜の賑やかに咲き誇る風景を描きました。
刺繍華扇図：雅な刺繍で「桜」
「菊」
「牡丹」の日本の愛花を華扇面として飾る愛らしいきもの。
■3F

common ginza

・
「CUTTER ART OF OLFA 2018」を開催
オルファカッターで作成した繊細な切り絵アート作品を展示します。手から生
まれるアートの楽しさを、RAMO FRUTAS CAFE の旬のフルーツを使ったスイー
ツと共にお楽しみください。
期間：2018 年 3 月 21 日（水・祝）～3 月 25 日（日） 10：00~21：00
入場料：RAMO FRUTAS CAFE ご利用の方は無料

■4F

ソニーショールーム/ソニーストア銀座

・
「桜 in Sony Store 2018」
店内に一足早く満開に咲く生木の桜を、ソニーのデジタル一眼
カメラαを使って撮影できる特別体験イベントを開催します。
はじめて一眼カメラで撮影するお客様も安心してご参加いただ
けるよう、写真の専門知識を持つスタイリストが実際の機器操
作を通して撮影のコツなどのレクチャーを行います。
開催期間：3 月 1 日(木)～3 月 11 日(日)
・
「桜」をテーマにプロカメラマン別所隆弘氏と SNS 人気フォトグラファーによるトークショー
東京カメラ部 10 選 2014、世界最高峰のフォトコンテスト「National Geographic Nature Photographer of the
year 2017」Aerials 部門で 2 位と幅広く活躍中の別所隆弘氏が登壇。
「桜」をテーマに、SNS などで活躍されてい
るフォトグラファーとの対談を開催。
「桜」作品を、4K 有機 EL テレビ BRAVIA で鑑賞いただきながら撮影術も併
せてお話しいただきます。
開催日：3 月 10 日(土) ※予約不要 立ち見可
・いきものがかり レコード特別先行試聴会
いきものがかりのメジャーデビューシングル「SAKURA」をはじめ、今ま
でにリリースしたアルバム 7 作すべてをレコード化したボックス「レ
コー丼～超七色大盛り～」をデビュー12 周年当日である 3 月 15 日(木)
に発売。そのリリースに先駆け、ソニー製レコードプレーヤーなどで織
りなす極上の試聴会を特別試聴室にて開催します。
開催日：3 月 10 日(土) ※要応募（応募多数の場合は抽選を実施）
ソニーショールーム /ソニーストア 銀座のイベントの詳細はこちら：
http://www.sony.jp/store/retail/event/sakura2018/
※2 月 16 日(金)にページ公開予定

■7F

BISTRO MARX

・桜の味わいと香りが楽しめる春のデザート「トライフル“桜”」
桜の葉を混ぜ込んだビスキュイ、桜のカスタードクリームとアイスクリーム、苺の
コンポート、最後にアーモンド風味のクリームをかけ、見た目も可愛らしいピンク
のチョコレートを飾った、美しい桜のデザートです。
提供期間：3月15日(木)～4月8日(日)
価格：1,500 円(税・サービス料 10％別途)

■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 組に、オリジナル
PARKER ペン＆PostPet タオルをプレゼントします。
先着順（在庫無くなり次第終了）
■9F

SPA CEYLON

スリランカ王室のアーユルヴェーダレシピに基づく植物ブレンドで作られた 4 種
のソープが、華やかなオレンジ色のパッケージに入った贅沢なコレクション「ラグ
ジュアリー ソープ コレクション Ⅱ」を発売します。
また、心を満たすバラの香りと、暖かみのあるカルダモンの香りが優雅で幸せな気
持ちに導く「カルダモン ローズ ギフト セット」が 4 月 3 日(火）より期間限定で
登場します。
・
「ラグジュアリー ソープ コレクション Ⅱ」
提供期間：2018 年 2 月 15 日（木）～
価格：2,000 円（税抜）
・
「カルダモン ローズ ギフト セット」
提供期間：2018 年 4 月 3 日（火）～5 月 13 日（日）
価格：5,000 円（税抜）
■11F

ＪＡ全農兵庫 神戸プレジール銀座

色とりどりの前菜から始まり、桜のソースで香りをつけたカルタファタ（魚料理）や
極上の神戸ビーフを桜のお塩でお召し上がりいただける「シェフのおすすめランチコ
ース」を期間限定でご提供します。
デザートも桜をイメージし、春を感じられるコースに仕上げました。
開催期間：3 月 1 日（木）～4 月 22 日（日）
価格：5,800 円（税抜）

