2018 年 7 月 9 日

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”ＰＬＡＣＥ2018」開催
～ひんやりグルメや、涼を表現する外装照明などが登場～
2018 年 7 月 19 日(木)～９月９日(日)で順次展開

ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥは、2018 年７月 19 日(木)～９月９日(日)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”ＰＬＡＣＥ2018」を開催します。
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。

「ＧＩＮＺＡ“summer”ＰＬＡＣＥ2018」では、各店において夏にちなんだ様々な企画を実施します。
3F の直営カフェ「RAMO FRUTAS CAFE(ラモフルータスカフェ)」での旬の桃とすももを使ったメニューや、「NISSAN
CROSSING」内 CROSSING CAFE(2F)での夏期限定ドリンク、フランス 2 つ星シェフがプロデュースした世界初業態
「BISTRO MARX」(7F)でのシメパフェの新バージョンなどが販売されます。ソニーショールーム／ソニーストア 銀
座(4F・5F・6F)でも Edutainment(エデュテインメント)をテーマに、ご家族で参加いただける夏休みイベントを行い
ます。さらに、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
乗り切るための夏の旬食材を使ったメニューを提供いたします。
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いきます。

「ＧＩＮＺＡ“summer”ＰＬＡＣＥ2018」企画概要
■B1・B2

銀座ライオン

・
『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
８月４日(土)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します。
■1F・2F

NISSAN CROSSING

・限定ドリンク Tropical Blue Soda(トロピカルブルーソーダ)
ココナッツのほのかな甘さとレモンの酸味がアクセントを利かせた、南国を感
じる夏にピッタリのソーダです。
販売期間：7 月 12 日(木)～9 月 9 日(日)
価格：700 円(税込)
■3F

RAMO FRUTAS CAFE

・桃とすもものパフェ
やさしい甘さの白桃と、甘酸っぱいすももを楽しめる季節のパフェ。桃のシャーベットや
バニラアイス、ホイップクリームやグラノーラ、色とりどりのカラータピオカとのコンビ
ネーションをお楽しみいただけます。
販売期間：7 月 19 日(木)～
価格：1,380 円(税抜)
・桃のタルト
サクサクのタルト生地に、ジューシーで甘い桃をゴロッとのせました。なめら
かなホイップクリームもおいしさを引き立てます。
販売期間：7 月 19 日(木)～
価格：900 円(税抜)
・桃のヨーグルトドリンク
桃のピューレやゼリー、ヨーグルトを合わせた、この季節にぴったりのデザートドリンク
です。
販売期間：7 月 19 日(木)～
価格：880 円(税抜)
■4F・5Ｆ

ソニーショールーム/ソニーストア 銀座

遊びや工作、初めての体験の中から楽しく学ぶ Edutainment(エデュテインメン
ト)をテーマに、ご家族で参加いただける夏休みイベント「ソニーストア サマ
ー・エデュテインメント」を開催します。

＜イベントの一例＞
・aibo とふれあい体験
スマートフォンやタブレットを使って aibo とのコミュニケーションを楽しんで
いただけます。もしおうちに aibo が来たら…をイメージして、aibo と過ごす楽
しい暮らしを体験いただけます。
開催期間：7 月 21 日（土）～8 月 19 日(日)
無料
・ご家族と aibo の特別写真館
カメラに詳しいスタイリストが、デジタル一眼カメラαでご家族と aibo の記念撮
影をします。撮影したデータはプリントアウトしたものをお持ち帰りいただけま
す。親子 3 世代や、ご友人同士でもご参加いただけます。
開催日時: 8 月 11 日(土) 11:30～17:00(最終受付時間は 16:30)
無料
※「ソニーストア サマー・エデュテインメント」の詳細は下記リンクからご覧いただけます。
https://www.sony.jp/store/retail/event/edutainment2018/
■7F

BISTRO MARX
シ

メ

夜のお食事後にお楽しみいただく「GINZA４丁目パフェ」の第２弾メニューが登場します。1 日のしめくくりに銀座
四丁目交差点を見下ろしながら、夜風に吹かれてテラスで味わってはいかがでしょう?
提供時間：平日 20:30～22:30(L.O.)
・Barbe á papa sur Piña Colada(バーバパパピニャコラーダ)
パイナップルとココナッツ、ジュレ、グラニテ、タピオカを使ったエキゾチックなクー
プ。南国のフルーツとココナッツの香りに包まれます。トップにはインパクトのある綿
あめ。
価格：1,600 円(税・サービス料別)
・Chocolat d’abricot(ショコラダブリコ)
エクアドルのカカオ“カミーノベルで”を使った口溶けの良いムースショコラと、ホワ
イトチョコとアプリコットのクリーム、クランブルやフィランティーヌなどの食感とソ
ルベアプリコット。
価格：1,800 円(税・サービス料別)
・Melon et Champagne(シャンパンメロン)
バニラブランマンジェ、シャンパンゼリーとメロンのスープを注いで、完熟のメロン
をグラニテでまとった初夏の一品。
価格：2,000 円(税・サービス料別)

・Pêche Bellini(ペッシュベリーニ)
旬の桃をふんだんに使い、マスカルポーネの入ったクレームシャンティとセルドンのジュ
レ、アマレットのソルベ、桃のグラニテを乗せたベリーニをイメージしたパフェ。
価格：2,200 円(税・サービス料別)
■9F

SPA CEYLON

・フェイシャル マスク 2 種
ワントーン明るく透明感のある肌へと導く「デ ストレス シー ミ
ネラル マスク」は、心を解き放つフランキンセンスをメインアロマ
とした爽やかな香りです。海の恵みのミネラルやインド人参、ナチュ
ラルな乳酸菌由来成分、その他お肌に働きかけるハーブのブレンドが、
肌に輝きと透明感を与えます。毛穴の目立たない、なめらかな肌へと
導く「スキン バランス モリンガ クレイ マスク」はレモングラスやユーカリのすっきりとした心が落ち着く香
りです。モリンガをはじめとした、お肌のバランスを整えるセイロンハーブを贅沢に配合したクレイマスクです。
発売日：8 月 7 日（火）
価格：各 6,480 円(税込)
■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、兵庫県から届く新鮮な夏野菜を使用した冷製スープ、
兵庫県産の素麺や旬のフルーツをふんだんに使ったデザートをご用意します。コースの最
後までひんやり涼やかなお食事をお楽しみください。
販売期間：7 月 16 日(月)～9 月 8 日(土)
価格：6,264 円(税込)
・新メニュー「鉄板焼平日限定ランチ」
神戸ビーフステーキと新鮮な兵庫県産旬野菜をお楽しみいただける、平日だけのラ
ンチコースです。
季節の前菜盛り合わせ/産直野菜の彩りサラダ/神戸ビーフ赤身肉ステーキ 100ｇ/
こだわりの焼き野菜/兵庫県産の白飯またはガーリックライス（＋\1000）/
香の物・味噌椀/本日の自家製デザート/コーヒー

販売期間：7 月 17 日(火)～
価格：4,644 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」
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 19 日(木)～9 月 9 日(日)

＜ご参考＞
■「ゆかたで銀ぶら 2018」とのタイアップ
全銀座会・銀座通連合会主催「ゆかたで銀ぶら 2018」とのタイアップ企画として、館内各
店で、浴衣で来店のお客様限定のサービスをご提供します。
実施日：2018 年 8 月 5 日(日)
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
…2F CROSSING CAFE にて先着 100 名様にマキアート 1 杯サービス
・3F common ginza 内 RAMO FRUTAS CAFE…当日の会計より 10％割引
※「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。

