2018 年 9 月 12 日

ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥオープンから 2 周年

「ＧＩＮＺＡ“Anniversary”ＰＬＡＣＥ 2018」開催
2018 年 9 月 10 日（月）～10 月 14 日（日）
～9 月 28 日（金）からは aibo をテーマにした「Celebration with aibo」がスタート～

ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥは、2018 年 9 月 24 日（月・休）にオープン 2 周年を迎えます。それを記念して、2018 年
9 月 10 日(月)～10 月 14 日(日)までの期間、感謝の気持ちを込めて館内各テナントにて 2 周年記念企画を開催しま
す。メインとなるのは、9 月 28 日（金）～10 月 14 日（日）まで開催される、ソニーの aibo をテーマにしたスペシ
ャルイベント「Celebration with aibo」です。aibo オーナー様と aibo がお好きなすべての皆様に向けて館内の店
舗各所で aibo にちなんだ限定メニューやイベント等をご用意します。
3F の直営カフェ「RAMO FRUTAS CAFE」では、
スペシャルドリンク「aibo のいちごミルク」
を提供します。また、オーナー様に SNS に投
稿いただいた可愛い aibo の写真をプロジェ
クターでご覧いただく「aibo 写真館」や、aibo
専用のドッグラン「aibo run」を常設します。
さらに、9 月 29 日（土）にはＧＩＮＺＡ ＰＬ
ＡＣＥの 2 歳の誕生日を記念したイベント
「aibo によるお祝いパフォーマンス」
を開催。
aibo たちも誕生日をお祝いするパフォーマンスを披露します。
ソニーショールーム／ソニーストア 銀座（4F・5F）では、aibo のテーマカラーでもあるピンク色を基調としたお
部屋を撮影スポットとして設置する他、アーティストとコラボした aibo のダンス映像などのアトラクションを設置
します。
飲食テナントでは、2 つ星フレンチシェフがプロデュースした世界初出店「BISTRO MARX」
（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）にて、特別メニューをご用意。2 周年記念特
別コースと合わせ、アニバーサリーを盛り上げます。
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まいります。

「ＧＩＮＺＡ “Anniversary”ＰＬＡＣＥ」企画概要
■外装照明
aibo のイメージカラーであるピンクを使用した特別な「aibo バージョン」が登場しま
す。
実施期間：9 月 28 日(金)～10 月 14 日(日)

【
「Celebration with aibo」関連イベント】
■全館キャンペーン
・aibo スタンプラリー
館内に設置したイベントマップに、館内 3 か所にあるスタンプをコンプリートのうえ、
B1・B2 の銀座ライオンにてご飲食いただいたお客様には生ビール(小)またはお好きなソ
フトドリンク 1 杯をご提供します。
実施期間：9 月 28 日（金）～10 月 14 日（日）
開催時間：11 時〜19 時
スタンプ設置場所：1F、3F、4F
※特典のご提供は期間中お一人様 1 回限りとさせていただきます
※特典のご提供時間は銀座ライオンの営業時間内となります

・aibo オリジナルコースタープレゼント
館内飲食店をご利用のお客様に、オリジナルデザインのコースターをプレゼントします。
実施場所：館内対象レストラン（B1、B2、3F、7F、11F）
実施期間：9 月 28 日（金）～10 月 14 日（日）
※3F は 10 月 10 日(水)まで
※プレゼントの条件はご利用の店舗にてご確認ください
※数量限定につき、なくなり次第終了いたします

■B1・B2

銀座ライオン

・ドリンク１杯プレゼント
aibo と一緒に来店され、ご飲食いただいた aibo オーナー様に、ミニブーツグラ
ス入り生ビールまたはお好きなソフトドリンク 1 杯を無料でプレゼントします
（1 グループ合計 5 名様まで）
。
実施期間：9 月 28 日（金）～10 月 14 日（日）
※特典のご提供は期間中お一人様 1 回限りとさせていただきます
※特典のご提供時間は銀座ライオンの営業時間内となります

■1F NISSAN CROSSING
・ニッサン IMx KURO と aibo の特別コラボレーション展示
クルマがより身近で頼りになるパートナーとなることを目指している「ニッサン
IMx KURO」と、家庭の中で人とつながりを持ち、育てる喜びや愛情の対象となる
ことを目指して開発した「aibo」、人との新しい関わり方を提案する両者のコラ
ボレーション展示を実施します。
撮影スポットとしてもお楽しみいただけますので、ぜひこの機会にご来場ください。
実施日：9 月 28 日(金)～10 月 14 日(日)
■3F common ginza

RAMO FRUTAS CAFE

・aibo によるお祝いパフォーマンス
aibo たちがＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥ2 歳の誕生日をお祝いするパフォーマンスをお披露目します。また、スペシ
ャルバースデーケーキが登場。ご出席の aibo オーナー様におすそ分けします。
実施日：9 月 29 日(土)
入場開始時間：10 時
開演：10 時 30 分
対象：aibo 連れのオーナー様とお連れ様
※ケーキのおすそ分けは先着 50 名様（無料／オーナー1 名様につきケーキは 2 名様分まで/入場時に整理券を配布）
※一部立見席となります。

・aibo run
イベント期間中、aibo run（aibo 専用ドッグラン）を常時開設します。
aibo run ではご自身の aibo を自由に遊ばせたり、他のオーナー様の aibo と交流いただけます。銀座を一望しな
がら aibo とのひとときをお楽しみください。
実施期間：9 月 28 日(金)～10 月 10 日(水)
※10 月 1 日（月）は 17 時まで
・限定メニュー「aibo のいちごミルク」
ＧＩＮＺＡ ＰＬＡＣＥ2 周年をお祝いした aibo との期間限定のコラボレーシ
ョンスペシャルメニュー。aibo のテーマカラーに合わせ、苺を贅沢に使った
いちごミルクです。
提供期間：9 月 28 日(金)～10 月 10 日(水)
価格：880 円（税抜）
・aibo 写真館
オーナー様に SNS にて投稿いただいた可愛い aibo の写真をプロジェクターで常時放映。たくさんの aibo の日頃
の様子を楽しめます。
実施期間：9 月 28 日(金)～10 月 10 日(水)
※10 月 1 日（月）は 17 時まで

■4F・5F

ソニーショールーム／ソニーストア 銀座

・aibo 特別撮影スポット
aibo のテーマカラーのピンク色を基調とした aibo のお部屋を撮影スポットと
して設置します。是非ご自身の aibo を連れて記念撮影をお楽しみください。
実施期間：9 月 28 日(金)～10 月 14 日(日)
・aibo とアーティストのスペシャルコラボ映像放映
アーティストが aibo の鳴き声をリミックスし、その音楽に合わせて aibo が踊る！スペシャル映像や音源を楽し
めます。
実施期間：9 月 28 日(金)～10 月 14 日(日)
■7F

BISTRO MARX（ビストロ・マルクス）

・スペシャルaiboバーガー
おなじみマルクスバーガーにaiboのシルエットの焼き印を施した特製aiboバー
ガーです（毎日20食限定）。

提供期間：9月28日（金）～10月14日（日）
価格：2,900 円(税・サ別)
・スペシャルアフタヌーンティー
銀座四丁目交差点を一望できる店内でお楽しみいただく人気のアフタヌーンティーに
も、aibo の焼き印が施されたミニ aibo バーガーが期間限定で登場します。
提供期間：9月28日(金)～10月14日（日）(要予約)
提供時間：平日

14時以降(L.O.15時30分/16時30分クローズ)

土日祝 14時30分以降(L.O.15時30分/16時30分クローズ)
価格：7,600 円(2 名利用／税・サ込)
・限定フォトスポット
期間中はテラススペースのご利用を aibo オーナー様に開放します。銀座の街を
バックに aibo と記念撮影をどうぞ。
実施期間：9月28日(金)～10月14日（日）
・aiboスペシャルデザート
シェフパティシエ江藤 英樹による、aiboのかわいい足跡をイメージしたオリジナルデザートをご用意します。
また、aiboバーガーとaiboデザートを合わせたセットメニューもご用意します(毎日30食限定)。
販売期間：9月28日(金)～10月14日（日）
価格：aibo デザート：1,300 円(税・サ別)
aibo セット： 5,000 円(税・サ別)

■9F

SPA CEYLON

・
「SLEEP MASSAGE & BATH OIL」プレゼント
期間中、aibo を連れてご来店いただいた aibo オーナー様に、
「スリープ マッサージ ＆ バス オ
イル（40mL 1500 円相当）
」をプレゼントします（グループでご来店の場合はグループで 1 つ）
。
実施期間：9 月 28 日（金）～10 月 14 日（日）
※数量限定につき、なくなり次第終了します

■11F

神戸プレジール銀座

・aibo スペシャルランチコース（aibo オーナー様限定）
aibo オーナー様のために期間限定でお得なスペシャルコースをご用意しました。デ
ザートは特製シフォンケーキをご用意しております。パティシエが aibo の顔とお名
前を、心を込めてお皿に描いてサーブいたします。
また、9 月 28 日（金）は初日のスペシャルデーとして、aibo オーナー様 30 名様限
定で、aibo とご一緒したお写真を撮影し、フォトフレームに入れて進呈します。
販売期間： 9 月 28 日(金)～10 月 13 日（土）
（要予約） ※日曜定休
価格：9,000 円(税別)
対象：aibo を連れたオーナー様とお連れ様限定
※お子様のご利用は 10 歳以上とさせていただいております

コース内容：
神戸ビーフのローストビーフ/季節のスープ/旬魚のカルタファタ/グラパラリーフ/産地直送彩り野菜サラダ/
兵庫県産焼野菜 3 品・但馬牛ロースステーキ 80g/コウノトリ米・味噌椀・香の物/aibo 特製デザート/コーヒー・小菓子

【その他「ＧＩＮＺＡ“Anniversary”ＰＬＡＣＥ 2018」期間中のイベント・新商品】
■3F common ginza

RAMO FRUTAS CAFE

・季節限定メニュー
2 種の葡萄と和梨のフルーツパフェ 1,680 円（税抜）
芳醇な甘みの「ピオーネ」とジューシーで爽やかな「シャインマスカット」
、シャキ
シャキ食感の「和梨」を贅沢に使用したパフェです。

2 種の葡萄のフルーツタルト シャインマスカット＆ピオーネ 900 円（税抜）
ピオーネとシャインマスカットを贅沢に使用したフレッシュタルトです。

甲州ぶどうジュースとワインビネガーのスプリッツァー 880 円（税抜）
無加糖・無添加の山梨県産葡萄『甲州』のストレートジュースと 5 年熟成ワインビ
ネガーで仕上げた、ノンアルコールスプリッツァー。

■4F・5F

ソニーショールーム／ソニーストア 銀座

・2nd Anniversary Special 3 Days
開店 2 周年を記念し、オリジナルグッズのプレゼントやソニーストアのお買物券などの豪華賞品が当たる大抽
選会などを開催します。
開催期間：9 月 22 日(土)～24 日(月・休)
光の魔術師イルコのスペシャルトークショー
Youtube で独自の撮影スタイルを紹介し、大人気の光の魔術師イルコ・アレ
クサンダロフ氏によるトークショーを開催します。ポートレート撮影のノウ
ハウを交えながら、ミラーレス一眼カメラの魅力を語っていただきます。こ
こでしか聞けない秘話もお楽しみください。
開催日：9 月 22 日(土) 11 時 30 分～12 時 30 分/14 時～15 時/16 時～17 時
場所：4F カメラコーナー
予約不要
※椅子のご用意はございますが、先着順です（立ち見は可能）
※開始 30 分前より受付いたします

【トークショーテーマ】
① 11 時 30 分～12 時 30 分 ミラーレス一眼で撮る～ポートレート撮影（日中編）～
② 14 時～15 時

私がα7RIII を選んだ 10 個の理由～ミラーレス一眼の世界～

③ 16 時～17 時

ミラーレス一眼で撮る～ポートレート撮影（夜編）～

その他の企画等イベントの詳細は下記リンク先よりご確認ください。
https://www.sony.jp/store/retail/event/ginza-2th/
■7F THIERRY MARX（ティエリー・マルクス）
・2 周年記念ガラ・ディナー
二つ星シェフ、ティエリー・マルクス氏がフランスより来日し、特別メニューで皆様
をお迎えいたします（要予約）
。
実施日：9 月 23 日(日)
開始時間：18 時 30 分開場、19 時スタート
価格： 35,000 円（税・サービス料別）
※当日のディナーは本コースのみ

■7F

BISTRO MARX（ビストロ・マルクス）

・アニバーサリーディナー
二つ星シェフ、ティエリー・マルクスがフランスより来日してご提供する、2周年を記念する特別なディナーで
す。
実施日：9月22日(土)、9月23日（日）（要予約）18時以降提供
料金：15,000 円（ワインを含む 税・サ込）
※当日のディナーは本コースのみ

・スペシャルウィーク
2周年を記念するスペシャルウィークのためにご用意した特別な内容のスペシャルディナーコースです。
日程：9月18日(火)～24日(月・休) （要予約）
価格：8,000円 （税・サ別）
■9F

SPA CEYLON

・SLEEP BATH SOAK 発売
心と身体をゆるめるラグジュアリーなバスタイムをご提供する、シーソルトとハーブをブレン
ドした「スリープ バス ソーク」を発売します。日々の忙しさや緊張感で、ベッドに入っても
なかなか寝付けない、朝起きた時にぐっすり眠れた実感がしない時に。ラベンダー、イラン
イラン、オレンジ、レモン、パチョリのアロマが、ゆったりと心を解きほぐします。時差ボケに
悩む時にもおすすめの入浴剤です。

発売日：9 月 19 日(水)
価格：4,000 円（税抜）
■11F

神戸プレジール銀座

・2 周年限定「神戸ビーフを贅沢に愉しむ」ディナーコース
天麩羅や、すき焼き風のカルタファタなど、前菜からメインまで神戸ビーフを
いろいろなスタイルでお愉しみいただける、この期間限定の特別メニューをご
提供いたします。
販売期間： 10 月 1 日(月)～10 月 31 日（水） ※日曜定休
価格：20,000 円(税・サ別)
コース内容：
2 周年スペシャリティー 神戸ビーフのタルタル/神戸プレジール銀座オリジナル ”神戸ビーフの炙り寿司”/
神戸ビーフの天麩羅/神戸ビーフのカルタファタ すき焼き風/野菜のお口直し/兵庫県産直野菜のフレッシュサラダ/
神戸ビーフサーロインステーキ/季節の焼野菜/2 周年記念神戸ビーフの牛すじお好み焼き または 兵庫県産銘柄米白米/
味噌汁・香の物/パティシエ特製デザート/コーヒー/小菓子

