ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ
２０１７年１０月２５日
東急不動産ＳＣマネジメント株式会社

東急プラザ銀座は、『アナと雪の女王』がテーマ
“雪の結晶”に包まれた幻想的な空間が出現！

『ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ＧＩＮＺＡ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ２０１７』
クリスマスキャンペーン期間：１１月１０日（金）～１２月２５日（月）
東急グループとディズニーが贈るクリスマスプロモーション
TOKYU CHRISTMAS WONDERLAND 2017 - Disney DREAM MOMENTS
東急不動産ＳＣマネジメント株式会社（本社：東京都港区、社長：佐藤一志）が運営管理する、「東急プラザ銀座」では、
２０１７年１１月１０日（金）～１２月２５日（月）まで、『ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ＧＩＮＺＡ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ２０１７』を開催いたします。
東急グループは、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（以下、ディズニー）の協力のもと、２０１７年１１月１日（水）か
ら１２月２５日（月）の期間中、クリスマスプロモーション「TOKYU CHRISTMAS WONDERLAND 2017 - Disney
DREAM MOMENTS」を、東急グループが有する「施設」、その施設がある「街」、そして街と街をつなぐ「駅」や「電車」を
舞台として展開します。今年は、「DREAM MOMENTS」をテーマに、限定商品を含むディズニー商品の販売や、ディズ
ニーをテーマとしたクリスマスの装飾などを実施。ミッキーマウス、アナと雪の女王、くまのプーさんなどの世界中の人々
から愛されているキャラクターや作品とともにクリスマスシーズンの街を盛り上げます。
その一環で、東急プラザ銀座が迎える２度目のクリスマスは、ディズニー映画『アナと雪の女王』をテーマに、館内を
エルサの魔法にかかったような美しい氷の結晶で彩り、映画の世界観を演出。６階「ＫＩＲＩＫＯ ＬＯＵＮＧＥ」の天井高約
２７ｍの大吹き抜けに、エルサの魔法をイメージしたインスタレーションによる、雪の結晶が舞うような幻想的な空間が登
場します。
また、クリスマスキャンペーン期間中、館内の一部ショップでは、ディズニーアイテムを数多く発売します。遊び心に上質
さを加えた、東急プラザ銀座ならではのラインナップをお楽しみください。

６Ｆ ＫＩＲＩＫＯ ＬＯＵＮＧＥ／Ｓｎｏｗ Ｆｌａｋｅ Ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ、フォトスポット

Ｂ２Ｆ エントランス／Ｉｃｅ Ｔｒｅｅ
ⒸDisney
※画像はイメージです。
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◇「ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ＧＩＮＺＡ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ２０１７ 」概要
東急プラザ銀座では、東急グループとディズニーが贈るクリスマスプロモーション
「TOKYU CHRISTMAS WONDERLAND 2017 ‐ Disney DREAM MOMENTS」の
一環で、ディズニー映画『アナと雪の女王』をテーマにしたクリスマスキャンペーンを開催
します。エルサの魔法にかかったような美しい氷の結晶の装飾で彩り、館内を映画の
感動が蘇るようなドラマティックで幻想的な東急プラザ銀座でのクリスマスを、ぜひご体感
ください。
開催期間

： ２０１７年１１月１０日（金）から１２月２５日（月）

ＵＲＬ

： http://ginza.tokyu-plaza.com/christmas2017/top/

＜メイン装飾＞

■Ｉｃｅ Ｔｒｅｅ
エルサの魔法から生まれた氷や雪の結晶が散りばめられた、氷のクリスマスツリーで
す。ツリーの横には、雪だるまのオラフが楽しげに駆け回り、まるで物語から飛び出し
てきたような世界観をお楽しみいただけます。
： Ｂ２Ｆ エントランス

設置場所

■Ｓｎｏｗ Ｆｌａｋｅ Ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ
エルサの魔法をイメージした体験型インスタレーションが登場します。上空に舞うような、
雪の結晶が幻想的な空間を演出します。また、新作『アナと雪の女王／家族の思い
出』をテーマとした、氷のようにキラキラと輝くフォトスポットもぜひお楽しみください。
： ６Ｆ キリコラウンジ

設置場所

※館内のクリスマス装飾は、それぞれの営業時間、イベント等の実施により、一部ご覧
になれない場合もございます。予めご了承ください。

※ツリーや装飾の画像はイメージです。

◇TOKYU CHRISTMAS WONDERLAND 2017 - Disney DREAM MOMENTS
東急線沿線のさまざまな東急グループ施設で実施するクリスマスプロモーションです。
今秋からディズニーが実施するミッキーマウスプロモーション「これまでも、これからも、
想像を超えて。」と連動し、東急グループ施設でしか手に入らないオリジナル商品を
販売するほか、ミッキーマウスのストーリーや世界観を活かした魅力的な装飾やイベ
ントを実施します。
開催期間

： ２０１７年１１月 １日（水）から１２月２５日（月）

主催 ・企画

：

協力

： ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

ＵＲＬ

： http://dreammoments.jp/

東急グループ

ⒸDisney

２

＜クリスマスディズニーアイテム 概要＞

※記載順序はフロア順、同フロア内では五十音順です。

B１Ｆ： Ｒｉｒｅｒｅｃｉｐｅ （コスメティクス）
■商品名
■価格
■特長

： オールドディズニーサシェ＆〈Ｏｒｇａｎｉｃ〉ラベンダーオイルセット
： 各￥４，３７４円（税込）
： フランス産ラベンダーが、ぎっしり詰まったサシェ／オールド
ディズニーと、オリジナルの天然精油ラベンダーのセット。シックな
ボックス入りなので、大切な方へのギフトとしてもおすすめです。
※数量限定
※東急プラザ銀座限定販売

Ｂ１Ｆ： Ｔｈｅ ＰＥＲＦＵＭＥ ＯＩＬ ＦＡＣＴＯＲＹ

■商品名
■価格
■特長

（コスメティクス）

： パフュームオイル／白雪姫
： 各￥７，５３８円（税込）
： 香りが続く“オイル”の香水専門店より、白雪姫をイメージした
パフュームオイルを期間限定で発売します。スノーコスモスの透き
通る爽やかさをサンダルウッドが温かく包み込むエレガントな香り。
手作りのキュートな香水瓶とセットで、ギフトにもオススメです。
※限定３００点
※東急プラザ銀座先行発売

３Ｆ： ＰＬＡＩＮ ＰＥＯＰＬＥ （ファッション）
■商品名
■価格
■特長

： プリントＴシャツ／『スター・ウォーズ』
： キッズ 各￥５，４００ （税込）
レディース・メンズ 各￥８，６４０ （税込）
： 手摘みで収穫された超長綿のペルヴィアンピマの光沢と柔らかさ
をそのまま表現した素材を使用。
厚盛プリントしたストームトルーパーの顔柄と、顔料プリントした
Ｒ２－Ｄ２™柄のＴシャツです。
※数量限定
※東急プラザ銀座先行発売

４Ｆ： ＣＡＳＡ ＶＩＡ ＢＵＳ ＳＴＯＰ （ファッション）
■商品名

ＮＯ ＰＨＯＴＯ

■価格
■特長

： ＰＩＮＳ ＳＥＴ
／Ｄｉｓｎｅｙ ／ＭＡＲＶＥＬ
： ￥５，０７６ （税込）
： イタリア発バッグブランドＢＡＧＯＬＯより、スペシャルピンズ
コレクションが登場。
※限定各２００点
※東急プラザ銀座先行発売

©Disney ©& TM Lucasfilm Ltd. ©2017 MARVEL
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＜クリスマスディズニーアイテム 概要＞

※記載順序はフロア順、同フロア内では五十音順です。

４Ｆ： ＰＡＮＤＯＲＡ （ファッション雑貨）
■商品名
■価格
■特長

： ネックレス／ミッキーマウス＆ミニーマウス
： ￥２７，０００ （税込）
： 組み替え自由のプチエレメントに、ディズニーシリーズが登場。ま
るで、ミッキーマウスとミニーマウスが空中に浮かんでいるように
見えるデザインです。
※１１月１６日（木）発売

■商品名
■価格
■特長

： ブレスレット／『美女と野獣』
： ￥ ５５，０８０ （税込）
： 真実の愛のシンボル「バラの花」のモチーフやベルの美しさを表現
したメッセージが刻まれたブレスレットです。

■商品名
■価格
■特長

： ブレスレット／『アナと雪の女王』
： ￥１４１，４８０ （税込）
： 物語のシンボルとも言える「雪の結晶」のモチーフが上品な
デザインのブレスレッドです。

６Ｆ： 伊織 （タオル）
■商品名
■価格
■特長

： タオルハンカチ（単品）／ミッキーマウス＆ミニーマウス
： 各￥９７２（税込）
： 柔らかな無撚糸と普通糸を使用した、２色毛違いのジャカード織り
タオルハンカチのオリジナルパッケージ入りセットです。２枚を並
べると、ミッキーマウスとミニーマウスの顔が向き合うのも
ポイントです。

■商品名

： タオルハンカチ（Ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ ペアセット ） ／
ミッキーマウス＆ミニーマウス
： ￥１，５５５（税込）
： 大切な方とペアで揃えていただきたい商品です。

■価格
■特長

６Ｆ： ＳＩＷＡ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ （ライフスタイル雑貨）
■商品名
■価格
■特長

： 文庫カバー 金箔／『スター・ウォーズ』
： ￥４，６４４（税込）
： 山梨県の和紙ブランド〈ＳＩＷＡ〉よりスター・ウォーズ柄が登場しま
した。水にも強い独自の和紙に箔押しでプリントされたダース・
ベイダーとストームトルーパーの総柄が新鮮です。
※限定１００点

６Ｆ： Ｔａｂｉｏ （靴下）
■商品名
■価格
■特長

： 滑り止め付きソックス／『スター・ウォーズ』
： 各￥１，８３６（税込）
： ダース・ベイダーやＲ２－Ｄ２™、Ｃ－３ＰＯ™が滑り止めになった
ソックスが、レディス、メンズ共に数量限定で登場しました。ご自宅
用にはもちろん、ギフトとしてもおすすめです。
※レディス・メンズ限定各５０点
©Disney ©& TM Lucasfilm Ltd.

４

＜クリスマスディズニーアイテム 概要＞

※記載順序はフロア順、同フロア内では五十音順です。

６Ｆ： Ｎａｔｉｖｅ Ｃｏｔｔｏｎ ｂｙ ｓｔｅｔｅｃｏ.ｃｏｍ （ライフスタイル雑貨）
■商品名
■価格
■特長

： ニット製ルームシューズ／ディズニー
： 各￥９，５０４ （税込）
： 一つひとつ手作業で編み上げた、ディズニーデザインのニット製
ルームシューズです。指割れ靴下やレッグウォーマーとの組み合
わせで、冬でも暖かく使えます。
※数量限定

ＮＯ ＰＨＯＴＯ

■商品名
■価格
■特長

： ホットマグ
： 各￥１，６２０（税込）
： シンプル＆ナチュラルなデザインが可愛らしいミッキーマウス＆
ミニーマウスの耐熱ガラスマグです。ホット＆コールドどちらの
ドリンクでもお使いいただけます。

６Ｆ： Ｈａｃｏａ ＤＩＲＥＣＴ ＳＴＯＲＥ （ライフスタイル雑貨）
■商品名
■価格
■特長

： Ｗａｌｌｃｌｏｃｋ／ディズニー
： 各￥１５，６６０ （税込）
： 文字盤に肉厚の木材を贅沢に使用した、丸型・四角型の木製時
計です。お部屋に自然となじみ、時と共に風合いを増します。

■商品名
■価格
■特長

： Ｊｅｗｅｌｒｙ Ｃａｓｅ／ディズニー
： 各￥６，４８０ （税込）
： 木製ジュエリーケース。底に向かって曲線を描いたミッキーマウス
型のくぼみは、ピアスやネックレスのような小物を手際よく取り出
すことができます。何段にも積み重ねてお使いいただけます。

６Ｆ：濱文様 きめ （ライフスタイル雑貨）
■商品名
■価格
■特長

： てぬぐい
： 各￥１，５１２（税込）
： ディズニー／ピクサーのキャラクターと日本伝統の古典柄が融合
した、遊び心あふれる柄のてぬぐいです。
※数量限定

■商品名
■価格
■特長

： てぬぐい本／白雪姫、シンデレラ
： 各￥２，１６０（税込）
： 本のように折り畳み、紐で綴じたてぬぐいです。紐をほどくと、
ディズニープリンセスのストーリーが広がります。
©Disney ©Disney/Pixar
©DISNEY. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H. Shepard.
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＜クリスマスディズニーアイテム 概要＞

※記載順序はフロア順、同フロア内では五十音順です。

７Ｆ： ＨＡＮＤＳ ＥＸＰＯ （ライフスタイル雑貨）
■商品名
■価格
■特長

： キャンバスパネル／ディズニー
： （３０角）３，２４０円（税込）／（４０角）４，３２０円（税込）
： ディズニーキャラクターデザインのキャンバスパネルです。３０角、
４０角の２サイズから選ぶことができ、お部屋のインテリアにもぴっ
たりです。
※数量限定
※その他多数取り扱いあり
ⒸDisney

「東急プラザ銀座」 施設概要
所在地

東京都中央区銀座５－２－１

面積

敷地面積 ３,７６６.７３㎡、延床面積 約５０,０００㎡

構造規模

鉄骨造 一部 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
地下５階～地上１１階

開業

２０１６年３月３１日

営業時間

１１：００～２１：００（ショッピング・サービス・カフェ）
１１：００～２３：００（レストラン・フード） ※一部店舗により異なる

定休日

年２日（元旦及び法定点検日）予定

交通

東京メトロ 銀座線・丸の内線・日比谷線 銀座駅Ｃ２・Ｃ３出口 徒歩１分
東京メトロ 日比谷線・千代田線 日比谷駅Ａ１出口 徒歩２分
ＪＲ山手線・京浜東北線 有楽町駅銀座口 徒歩４分

公式ＨＰ

http://ginza.tokyu-plaza.com

６

