２０１８年３月１日
東急不動産ＳＣマネジメント株式会社

２周年を迎える東急プラザ銀座
日ごろの感謝をこめて春の訪れを楽しむスペシャルイベントを開催

「ＢＬＯＯＭＩＮＧ ＤＡＹＳ ２ｎｄ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ」
２０１８年３月７日（水）～４月８日（日）
「ＢＬＯＯＭ」をテーマに、２０１８年春のファッションショーの他、
特別なイベントやキャンペーンを展開
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）は、「東急プラザ銀座」が２０１８
年３月に２周年を迎えるにあたり、皆様への日ごろの感謝を込めて、「ＢＬＯＯＭ」をテーマに、春の訪れを感じ
ていただけるスペシャルイベントやキャンペーンを展開する「ＢＬＯＯＭＩＮＧ ＤＡＹＳ ２ｎｄ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ
ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ＧＩＮＺＡ」を、３月７日（水）～４月８日（日）に実施します。

＜キャンペーンビジュアル＞

＜ＶＥＲＹ × 東急プラザ銀座「ＶＥＲＹモデルと春のオシャレミーティング」＞

「東急プラザ銀座」は、２０１８年３月３１日に２周年を迎えます。ファッション、雑貨、レストラン、カフェなど
多彩なショップを多数揃え、トレンドや新しい文化を発信し続けています。また、６階と屋上には自由におくつろ
ぎいただけるパブリックスペースを設け、銀座の街に新たな憩いの場と賑わいを創出しています。
この度、開業２周年を記念し、昨年に引き続き「ＢＬＯＯＭ」をテーマに、ファッションイベント、ワークショップな
ど、春の訪れを感じていただける「東急プラザ銀座」ならではの特別なイベントを開催します。
その他、東急プラザポイントカードのポイントアップやスクラッチキャンペーンなど、様々な企画もご用意して
いますので、ぜひこの機会に東急プラザ銀座をご利用下さい。
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「ＢＬＯＯＭＩＮＧ ＤＡＹＳ ２ｎｄ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ＧＩＮＺＡ」 概要
日ごろの感謝を込めて、３月７日（水）～４月８日（日）の期間中、施設全体で特別なイベントやキャンペーンを実
施します。「ＢＬＯＯＭ」をテーマに、春のファッションイベントの他、東急プラザポイントカードのポイントアップや
スクラッチキャンペーンなども実施予定です。
＜イベント/キャンペーン スケジュール＞
・３月７日（水）～４月８日（日）
ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ誕生２周年！
キャンディラッピング「つつんで むすんで」キャンペーン
・３月７日（水）～４月１５日（日）
ＫＩＲＩＫＯ ＴＨＥ ＭＵＳＥＵＭ 第一弾“ＢＬＯＯＭＩＮＧ ＦＬＯＷＥＲ”
・３月２１日（水）
ＬＩＤＥＡ ＣＯＭＰＡＮＹ ＰＲＥＳＥＮＴＳ
「Ｆａｂｕｌｏｕｓ Ｎｉｇｈｔ – Ｎｏｔｔｅ Ｓｈａｋｅｒａｔａ ！ Ｖｏｌ.６」
・３月２４日（土）・２５日（日）
ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ＧＩＮＺＡ × ＥＭＰＯＲＩＯ ＡＲＭＡＮＩ
２０１８ Ｓｐｒｉｎｇ／Ｓｕｍｍｅｒ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｓｈｏｗ
・３月３１日（土）
ＶＥＲＹ × 東急プラザ銀座「VERY モデルと春のオシャレミーティング」
・４月６日（金）・７日（土）・８日（日）
藤巻百貨店ワークショップ
「Ｌｏｖｅ！Ｎｉｐｐｏｎ 江戸切子桜祭り 2018～江戸切子新作展～」
※詳細は順次、ご案内いたします。

【イベント詳細】 ※開催日順

■ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ誕生２周年！キャンディラッピング「つつんで むすんで」キャンペーン
日時：３月７日（水） ～４月８日（日）

場所：ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ

多彩な品揃えが魅力のＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡのギフトアイテムがさらに
パワーアップ！あなたの想いをつつみ、大切な方との時を結ぶお手伝
いとして、目利きのバイヤーが国内外からセレクトしたインパクト大な
ラッピング、キャンディ型のラッピングサービスを実施。
【開催期間】 ３月７日（水）～４月８日（日）
【時間】 １１：００～２１：００
【場所】 ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ
【内容】「ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ」でギフトを購入いただいた方先着６００名様に
キャンディ型ラッピングを実施。カラーはチェリー・レモン・ミント
から、サイズは直径１５ｃｍ・２０ｃｍからお選びいただけます。
【ＵＲＬ】 https://www.tokyu-dept.co.jp/hinka-rinka/
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その他、キャンディ型のラッピングにおすすめの雑貨も取り揃えています。
＜おすすめ雑貨 例＞

定発売

ｏｏｄｓ！Ｓｅｌｅｃｔ」１ｓｔ （３階）

ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ限定色
ＬＯＲＮＡ ＰＡＳＳＯＮＩ Ｍｏｂｉｌｅ Ｃａｓｅ (ｉＰｈｏｎｅ８対応)
売場： 「ＨＹＰＥＲ ＭＡＲＫＥＴ」 １ｓｔ (３階)

ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ限定色 １５個限定
Ｔｉｍｅ Ｗｉｌｌ Ｔｅｌｌ
売場：「Ｏｎｃｅ ｕｐｏｎ ａ ｔｉｍｅ．．．」２ｎｄ (４階)

■回遊型ミュージアム「Ｋｉｒｉｋｏ Ｔｈｅ Ｍｕｓｅｕｍ ～ＭＵＳＥＵＭ ｉｎ ｔｈｅ Ｃａｓｔｌｅ～」
日時：３月７日（水）～４月１５日（日）

場所：館内各階共用スペース

東急プラザ銀座では、～ＭＵＳＥＵＭ ｉｎ ｔｈｅ Ｃａｓｔｌｅ～〈館の中にある
ミュージアム〉のコンセプトの元、「銀座の日常でアートに出会う」をテーマ
に館内各所にアートピースを展示する回遊型ミュージアムをオープン。
第一弾は「ＢＬＯＯＭＩＮＧ ＦＬＯＷＥＲ」として、麗らかな春の季節に「花」
をテーマにした現代アートを展示します。アンディ・ウォーホール、パブロ・
ピカソ、荒木経惟をはじめとした著名な作家や、注目の日本人アーティスト谷正也の作品など約３０点を展示。
アートキュレーションチーム「ＷＡＬＬＳ ＴＯＫＹＯ」がセレクトする個性あふれる世界をお届けします。
＜アートピース 例＞

ｗｅｒｓ

■ ＬＩＤＥＡ ＣＯＭＰＡＮＹ ＰＲＥＳＥＮＴＳ「Ｆａｂｕｌｏｕｓ Ｎｉｇｈｔ – Ｎｏｔｔｅ Ｓｈａｋｅｒａｔａ ！ Ｖｏｌ.６」
日時：３月２１日（水） １７：００～

場所：ＫＩＲＩＫＯ ＬＯＵＮＧＥ

ＬＩＤＥＡ ＣＯＭＰＡＮＹ ＰＲＥＳＥＮＴＳ「Ｆａｂｕｌｏｕｓ Ｎｉｇｈｔ - Ｎｏｔｔｅ Ｓｈａｋｅｒａｔａ ！」は、イタリア語で
「Ｎｏｔｔｅ Ｓｈａｋｅｒａｔａ！」※を合言葉に、現代社会を楽しむ大人のために、上質な音楽をお届けするイベント。
今回は、銀座の景色を一望できる６階のＫＩＲＩＫＯ ＬＯＵＮＧＥに、世界で活躍するピアニストとヴァイオリニスト
を迎えてライブを開催します。ピアノとヴァイオリンのデュオがジャズで彩る、まさに「Ｆａｂｕｌｏｕｓ」なひとときをお
楽しみください。

※英語で言うＳｗｉｎｇ Ｎｉｇｈｔの意味
【開催期間】 ３月２１日（水）
【時間】 １７：００～（約４５分間）
【場所】 ＫＩＲＩＫＯ ＬＯＵＮＧＥ
【ＵＲＬ】 https://goo.gl/kJvoBv
事前申込制。詳しくは下記店舗まで直接お問い合わせをお願いします。
「ＳＴＲＡＳＢＵＲＧＯ」、「Ｋｉｔｏｎ」、「Ｃｒｕｃｉａｎｉ」、「ＥＤＷＡＲＤ ＧＲＥＥＮ」

3

【アーティストプロフィール】
■ヴァイオリニスト 牧山 純子
日本やフランスで研鑽を積み、２００２年にはアメリカ バークリー音楽大学にてジャズヴァイオリンを専攻。
ライブやアルバム発表など国内外で幅広く活躍。２０１７年は、日本を代表するジャズ専門雑誌「ジャズ
ジャパン」が選出する、２０１７ジャズジャパンアワード特別賞(Ｊａｚｚ Ｊａｐａｎ Ａｗａｒｄ ２０１７ Ｓｐｅｃｉａｌ
Ａｗａｒｄ)も受賞。

■ピアニスト 森田 真奈美
ジャズピアニストの夢を追い、アメリカ バークリー音楽大学へ留学。ジャズ作曲科に在籍中に
数々のコンペティションで入賞。アメリカ在住中に作曲したオリジナル曲「I Am」は日本のテレビ
番組テーマ曲に選ばれる。２０１５年から日本へ拠点を移し、テレビやラジオへの楽曲提供の他、
４作のオリジナルアルバムをリリース。自ら編曲と指揮を担当した、ビッグバンドのライブも好評。

■ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ＧＩＮＺＡ×ＥＭＰＯＲＩＯ ＡＲＭＡＮＩ ２０１８ Sｐｒｉｎｇ／Sｕｍｍｅｒ Ｆａｓｈｉoｎ Sｈｏｗ
日時：３月２４日（土）・２５日（日） １３：００～／１５：３０～／１９：００～ 場所：ＫＩＲＩＫＯ ＬＯＵＮＧＥ
東急プラザ銀座２周年を記念して、２０１８年春夏コレクションショーを開催。１８ＳＳテーマは、”日本”と
“ｆｒｅＡＥｄａｍ～自由な精神“。
日本の都市を巡る中で出会う古きよき伝統や精神からインスパイアされたデザイン。「美を忘れることなく
ファッションで遊ぶ」というメッセージが満載のコレクションをお楽しみください。
【開催期間】 ３月２４日（土）・３月２５日（日）
【時間】 各日１３：００～／１５：３０～／１９：００～
【場所】 ＫＩＲＩＫＯ ＬＯＵＮＧＥ
【ＵＲＬ】 http://armani-japan.info/rd/1
※当日は立ち見スペースのご用意がございます。
ご来場人数によっては、観覧制限をさせていただく場合がございます。

■ＶＥＲＹ × 東急プラザ銀座「ＶＥＲＹモデルと春のオシャレミーティング」
日時：３月３１日（土） １３：００～１７：３０ 場所：ＫＩＲＩＫＯ ＬＯＵＮＧＥ 他
ＶＥＲＹモデルのクリス-ウェブ佳子さん、牧野紗弥さん、大桑マイミさん、
タレントの優木まおみさんを迎え、ファッションイベント「ＶＥＲＹモデルと
春のオシャレミーティング」を開催します。当日はＶＥＲＹモデルによる
スタイリングアドバイスやトークショー、優木まおみさんのトークショーや
レコメンドアイテム紹介を実施します。
【開催期間】 ３月３１日（土）
【時間】 １３：００～１７：３０
【プログラム・場所】
・１３：００～１３：３０ オープニングステージ ＶＥＲＹモデルによるトークショー 場所：ＫＩＲＩＫＯ ＬＯＵＮＧＥ
・１４：００～１４：３０ ＶＥＲＹモデルによるスタイリングアドバイス 場所：ＵＲＢＡＮ ＲＥＳＥＡＲＣＨ
・１５：００～１５：３０ 優木まおみさんトークショー&レコメンドアイテム紹介 場所：ＫＩＲＩＫＯ ＬＯＵＮＧＥ
・１６：００～１６：３０ ＶＥＲＹモデルによるスタイリングアドバイス 場所：ＭＡＣＫＩＮＴＯＳＨ ＰＨＩＬＯＳＯＰＨＹ
・１７：００～１７：３０ ＶＥＲＹモデルによるスタイリングアドバイス 場所：ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ１ｓｔ ＭＯＧＧＩＥ ＣＯ－ＯＰ
※プログラムは変更になる場合もございます。ご了承ください。
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■藤巻百貨店ワークショップ「Ｌｏｖｅ！Ｎｉｐｐｏｎ 江戸切子桜祭り２０１８～江戸切子新作展～」
日時：４月６日（金）・７日（土）・８日（日） １１：００～２１：００ 場所：藤巻百貨店
初の銀座開催となる、江戸切子職人、渾身の一作が集う“日本最大級”の祭典「江戸切子新作展」。記念すべ
き第３０回目は、江戸切子をモチーフにした東急プラザ銀座６階 キリコラウンジを舞台に、新作展示、江戸切
子特別販売、伝統工芸士による入選作品解説のほか、各日、江戸切子体験ワークショップ（有料※特設サイト
で事前予約受付予定）も開催します。
【開催期間】 ４月６日（金）・７日（土）・８日（日）
【時間】 各日１１：００～２１：００（最終日は１８：００まで）
【場所】 ＫＩＲＩＫＯ ＬＯＵＮＧＥ
【ＵＲＬ】 http://fujimaki-select.com/edokiriko.html
※最新情報はウェブで「江戸切子桜祭り」を検索！

新店舗オープンのご案内
■久世福商店
【店舗名】 久世福商店
【フロア】 Ｂ１Ｆ
【カテゴリ】 和食材
【営業時間】 １１：００～２１：００
【ＵＲＬ】 http://www.kuzefuku.jp/
出汁・調味料・お菓子など、日本全国の選りすぐりの和食材を自らの脚で探し出し、取り揃えた
“日本のうまいものセレクトショップ“です。
■トーキョービーフン
【店舗名】 トーキョービーフン
【フロア】 Ｂ２Ｆ
【カテゴリ】 ビーフン専門店
【営業時間】 １１：００～２３：００
【ＵＲＬ】 http://www.itadori.co.jp/
国産米の米粉１００％ビーフンを使用。コシが強くモチッとした食感、しっかりと米の風味を感じることができま
す。定番から季節限定メニューまで“シンプルだけど奥深い”ビーフンの世界をお楽しみください。
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■ 「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
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