2018 年 5 月 17 日

銀座で初夏の風を感じながら映画と食を満喫する

「enjoy GINZA breeze!

～銀座で初夏を楽しもう！～」開催

～ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥで働くスタッフおすすめの映画やトークショー、グルメと目白押し！～

2018 年 5 月 24 日（木）～2018 年 7 月 18 日（水）

ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥは、2018 年 5 月 24 日（木）から 2018 年 7 月 18 日（水）の期間、銀座の初夏の風や夜景
とともに映画やグルメを楽しんでいただけるイベント「enjoy GINZA breeze!」を開催します。

「enjoy GINZA breeze!」では、初夏の風を感じながら楽しんでいただきたい映画の上映、ライフスタイルに関す
るトークショー、テラスで楽しむグルメの提供を実施します。
映画上映では、ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥで働くスタッフが選んだ、銀座の夕暮れの風を感じながら観たい映画 10
選を「GINZA SUNSET CINEMA 2018」として 3F common ginza にて不定期で上映します。また、同会場にて、タレン
ト・女優の MEGUMI さんとデザインビジネスプロデューサーの天野譲滋さんが、ファシリテーターとして多彩なゲス
トスピーカーと、ライフスタイルや銀座にまつわるトークをする「銀座茶話会」も実施します。
レストランフロアでは、映画の上映後に夜風を感じながらテラスで召し上がっていただけるような新メニューを
ご用意しています。3F RAMO FRUTAS CAFE では、シャンパンとフルーツのセットや旬のフルーツを使ったスイーツを
シ
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お楽しみいただけます。7F BISTRO MARX では、ディナーの後に食べたい締めパフェ「GINZA４丁目パフェ」4 種が登
場し、初夏の風とともに映画の余韻に浸りながら、素敵なひとときを提案します。さらに、11F 神戸プレジール銀
座では、お昼に少し贅沢して食べたい「神戸ビーフハンバーグステーキのランチコース」を期間限定・数量限定で販
売します。
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。

「enjoy GINZA breeze!」企画概要
■GINZA SUNSET CINEMA 2018
ＧＩＮＺＡ

ＰＬＡＣＥで働くスタッフが選ぶ、テラスで夕暮れの風を感じながら見たい作品を不定期で上

映します。仕事帰りや休日の夕暮れにカフェのドリンクやスイーツと一緒に映画をお楽しみください。
また、上映会にご参加いただいた方には銀座ライオン(B1、B2)でお使いいただけるビール 1 杯無料券をプレ
ゼントします。
【上映予定作品】
5 月 25 日（金）ラ・ラ・ランド
5 月 28 日（月）食べて、祈って、恋をして
6 月 1 日 （金）LION／ライオン～25 年目のただいま～
6 月 8 日 （金）グース
6 月 10 日（日）アメリ
6 月 15 日（金）ANNIE／アニー
以降、6 月中旬～下旬 上映予定作品 ※日程は後日発表します。
天地明察
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ジャーニー／ドント・ストップ・ビリーヴィン
銀河鉄道の夜
ブレードランナー 2049
会場：3F common ginza 内 RAMO FRUTAS CAFE
時間：18:30～（作品によっては早まる可能性がございます）
料金：RAMO FRUTAS CAFE ご利用の方は無料
その他：満席の場合は入場をお断りする場合があります。
日程が変更になる場合がございます。詳細は公式サイト（https://ginzaplace.jp/）でご確認ください。

■銀座茶話会
タレント・女優の MEGUMI さんとデザインビジネスプロデュー
サーの天野譲滋さんが、ファシリテーターとして毎回多彩なゲス
トスピーカーを「ギンザ ライフスタイリスト」としてお招きし、
ゲストのライフスタイルや銀座にまつわるトークの中から、自分
のライフスタイルに少しプラスできそうなヒントを持ち帰って
いただくトークショーです。第 1 回には、ファッションデザイナーの丸山敬太さんをお招きします。
ゲスト：丸山敬太
日時：2018 年 5 月 24 日(木)

18:30 開場

19:00 開演 20:40 終了予定

会場：3F common ginza 内 RAMO FRUTAS CAFE
https://ginzaplace.jp/
入場料：1,000 円(税込・ワンドリンク付)
定員：120 名（一部スタンディング席）※全席自由
申込・イベント詳細：http://commonginza-sawakai01.peatix.com
■3F RAMO FRUTAS CAFE
RAMO FRUTAS CAFE では、旬なフルーツを使ったスイーツ、ドリンク、料理をご用意し
ています。旬なフルーツの盛り合わせとシャンパンのセットや、季節のフルーツを使っ
たスイーツと共に映画をお楽しみください。

■7F BISTRO MARX
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＜GINZA４丁目パフェ＞
銀座四丁目交差点を一望できる「ビストロ・マルクス」では、夜のお食事後
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に「GINZA４丁目パフェ」をご用意します。グラスは恵比寿「Verre」の特注を使
用しており、春コレクション第 1 弾では、シェフパティシエ江藤英樹による遊
び心を忍ばせた 4 種類をご用意しました。映画の後に、ディナーの後に、テラ
スで夜風を感じながらお好みのパフェで 1 日を締めくくってみてください。
※提供時間 20:30～23:00
◆バーバパパとモヒート 1,600 円（税・サービス料別）
モヒートをデザートにアレンジ。フレッシュのミント、ミントのジュレ、タピオカなどを加え、トップにバ
ーバパパを添え、見た目にもインパクトのあるパフェ。
◆クープ・オ・ショコラ （カミーノ・ヴェルデ 70%）

1,800 円（税・サービス料別）

エクアドルのカカオ、CAMINO VERDE(カミーノ・ベルデ70%)を使用。濃厚なチョコレートのクリーム、ブ
ロンズチョコレートのクリーム、クランブル、パイ生地、ソルベ、様々な食感を加えたチョコレート好き
にはたまらないプレミアムなパフェ。
◆クープ・オ・フリュイ・ルージュ 2,000 円（税・サービス料別）
ババ・オ・ラム、赤いフルーツ、ルバーブのコンポートのパフェ。上から苺のエスプーマ、ヴァニラアイ
ス、ヴァニラの生クリームをトロリとかけ、酸味と甘みを楽しめる色鮮やかなひと品。
◆小夏とカモミール、ココナッツとライチのソルベ

2,200 円（税・サービス料別）

高知県・白木果樹園の小夏とカモミールのジュレ、ライチ、タピオカ、ブランマンジェ、レモングラスと
アニスのパフェ。柑橘の香りを効かせたシロップを注ぎ、ココナッツとライチのソルベを添えたさっぱり
としたデザート。
＜アフタヌーンティー”ルージュ”＞
真っ赤なフランボワーズのタルト、優しい甘さの紅茶のパウンドケーキ、力強いエク
アドル産カカオを使用したブラウニーなど、個性あふれるスイーツが並びます。名物の
ミニマルクスバーガーやイカスミのサンドウィッチ、マルクス最中などもそろったフー
ドと共に銀座四丁目交差点を見下ろす贅沢なアフタヌーンティーをお楽しみください。
価格：7,600 円（2 名さま利用／税・サービス料込）
メニュー：
【スイーツ＆フード】
タルトレットフランボワーズ／紅茶のパウンドケーキ／ココナッツムース／
エクアドル産カカオブラウニー／スコーン／コーヒー風味のクッキーサンド／ミニマルクスバーガー／
イカスミサンドウィッチロール／ズワイガニとアボカド／トマトのエスプーマ／マルクス最中／柑橘とカモミールのジュレ
【ドリンク】※お代わり自由
・マルクスブレンドコーヒー／カフェラテ／カプチーノ
（紅茶 4 種）
・ダージリン／セイロン／エチュード／ロイヤルブレンド
（フレーバーティー8 種）
・アールグレイ／キャラメルティー／マスカットティー／アップルチャイティー／パルファム／パヴァーヌ／
チャイベルンド／セレブレーション
（ハーブティー3 種）
・ローズヒップブレンド／カモミール／スペアミント

■11F 神戸プレジール銀座
神戸プレジール銀座では、平日限定・期間限定で「神戸ビーフハンバー
グステーキのランチコース」を提供します。季節の華やかな花が彩るゆ
ったりとしたテーブル席で、口の中で甘くとろける神戸ビーフのハンバ
ーグステーキをお愉しみください。
・提供期間 2018 年 5 月 7 日（月）〜2018 年 6 月 29 日（金）
・平日 1 日 10 食限定
・コース内容
兵庫県野菜のスープ／産直野菜の彩りサラダ／神戸ビーフハンバーグステーキ／パン または ライス／
本日の自家製デザート／コーヒー または 紅茶
・価格 3,800 円（税別）
■館内飲食店がお得にご利用いただけるクーポン
期間中館内に設置するパンフレットに、館内飲食店でご利用いただけるお得なクーポンがついています。
（クーポン使用期限：2018 年 7 月 18 日（水）
）
・7F BISTRO MARX
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「GINZA４丁目パフェ」をご注文いただいた方にコーヒー１杯無料サービス
※ご注文時にクーポンをご提示ください。
※満席の場合はおことわりする場合がございます。

・B1・B2 銀座ライオン
お会計 10%オフ
※ご利用条件につきましては館内パンフレットをご覧ください

期間中の館内のその他のイベント
■1F・2F NISSAN CROSSING
ゼロ・エミッション クロスオーバーコンセプトカー「ニッサン IMx KURO」を展示
自動運転や電動化、コネクテッドカーの技術を通してより豊かな社会
を目指す、
「ニッサン インテリジェント モビリティ」の未来を体現して
おり、2018 年 3 月のジュネーブモーターショーで公開されたコンセプト
カーです。
展示期間：2018 年 5 月 18 日（金）〜
※一部、展示対象外期間があります。詳細は HP
（https://www3.nissan.co.jp/crossing/jp.html）の展示車情報にて
ご確認ください。
■4F ソニーショールーム／ソニーストア 銀座
5/8(火)に発表した 4K 有機 EL テレビ ブラビアの新機種「A8F シリー
ズ」ならびに 4K 液晶テレビ ブラビア「X9000F シリーズ」をはじめとす
る 4 シリーズ 10 機種をご覧いただけます。皆様のご来店を心よりお待
ちしております。

