
 

 

２０１７年２月１６日 

 

東急不動産株式会社 

東急不動産ＳＣマネジメント株式会社 

 

東急不動産株式会社（本社：東京都港区、社長：植村 仁）および東急不動産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２０１７年３月に開業１周年を迎えるにあたり、１年

間の感謝を込めて、「ＢＬＯＯＭ」をテーマにしたキャンペーン「ＢＬＯＯＭＩＮＧ ＤＡＹＳ １ｓｔ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ 

ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ＧＩＮＺＡ」を、３月１５日（水）～４月７日（金）に実施いたします。 

 

＜キャンペーンビジュアル＞        ＜インスタレーション「ＢＬＯＯＭ ＤＡＮＣＥ」 イメージ＞ 

  

「東急プラザ銀座」は、「Ｃｒｅａｔｉｖｅ Ｊａｐａｎ～世界は、ここから、おもしろくなる。～」という開発コンセプトのも

と、２０１６年３月３１日にオープンしました。全１３フロアに、高い格式と最新のトレンドを兼ね備えた、ファッショ

ン、雑貨、レストラン、カフェなどの多彩なショップを多数揃え、６階と屋上には自由にくつろいでいただけるパブ

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、新しい文化を発信しております。 

この度、開業１周年を記念し展開する本キャンペーンは、“あなたが花咲く、春月間。ＢＬＯＯＭＩＮＧ ＤＡＹＳ”

と題し、「ＢＬＯＯＭ」をテーマにした装飾やイベントを通して、春の訪れを感じていただける特別な体験を提供し

 

 

東急プラザ銀座 開業 1 周年キャンペーンを実施 

「ＢＬＯＯＭＩＮＧ ＤＡＹＳ １ｓｔ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ」 

２０１７年３月１５日（水）～４月７日（金） 

１周年を迎える春、「ＢＬＯＯＭ」をテーマに、イベントや特別企画を展開 

大吹抜け空間に約６，０００枚の花びらが舞うインスタレーション 

「ＢＬＯＯＭ ＤＡＮＣＥ」が６階「ＫＩＲＩＫＯ ＬＯＵＮＧＥ」に登場！ 
 

・３月１５日（水）～４月７日（金）       「ＢＬＯＯＭ ＤＡＮＣＥ」 （インスタレーション） 

・３月１５日（水）１８：００～／１９：３０～  「ＢＬＯＯＭＩＮＧ ＤＡＹＳ Ｏｐｅｎｉｎｇ Ａｃｔ」 （ダンスパフォーマンス） 
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ます。 

期間中、施設のシンボルである６階のパブリックスペース「ＫＩＲＩＫＯ ＬＯＵＮＧＥ」に、ビジュアルデザインスタ

ジオＷＯＷとＢｕｎｋａｍｕｒａのコラボレーションにより、この時期だけの特別なインスタレーション「ＢＬＯＯＭ   

ＤＡＮＣＥ」が登場します。天井高約２７ｍの大吹抜け空間に、天井に向かって伸びるかのような、高さ約３ｍか

ら６ｍにも及ぶ透明な柱を設置。その中で、約６，０００枚の花びらに見立てた紙片がライトでさまざまな色に彩

られながら静かに踊ります。桜前線よりひと足早く、ラウンジの大空間で幻想的に舞う花吹雪が、この春、銀座

を訪れるお客様の時間と記憶を彩ることを願い、空間を演出します。 

そして、この開業１周年キャンペーン初日の３月１５日（水）の夜には、「ＢＬＯＯＭＩＮＧ ＤＡＹＳ Ｏｐｅｎｉｎｇ  

Ａｃｔ」を開催。インスタレーション「ＢＬＯＯＭ DＡＮＣＥ」のお披露目と共に、演出家・菅沼伊万里の演出・振付に

よるコンテンポラリーダンスカンパニー「Ｔｈｅ Ｂａｍｂｉｅｓｔ」の一夜限りのダンスパフォーマンスを、銀座の夜景と

ともにお楽しみいただけます。 

 

この他、３月２４日（金）開催予定の全館を挙げてのショッピングパーティーイベント「ＢＬＯＯＭ ＰＡＲＴＹ」、各

ショップ限定商品の販売やアニバーサリーメニューの提供など、様々な企画で開業１周年を盛り上げてまいり

ます。 

１周年を迎える「東急プラザ銀座」で、特別な春のひとときをお過ごしください。 

 

 

 

 

 

開業から１年間の感謝を込めて、３月１５日（水）～４月７日（金）

の期間中、施設全体で１周年を盛り上げるキャンペーンを展開い

たします。 

「ＢＬＯＯＭ」をテーマに、様々なイベントをはじめとするおもてなし

企画や、東急プラザポイントカードのポイントアップやお買い上げ

キャンペーンなども展開予定です。 

 

 

＜イベント/プロモーション 展開予定＞ ※詳細は順次、ご案内いたします。  

・３月１５日（水）           「ＢＬＯＯＭＩＮＧ ＤＡＹＳ Ｏｐｅｎｉｎｇ Ａｃｔ」 （パフォーマンス） 

・３月１５日（水）～４月７日（金）   「ＢＬＯＯＭ ＤＡＮＣＥ」（インスタレーション） 

・３月２４日（金）      「ＢＬＯＯＭ ＰＡＲＴＹ」 （１周年記念スペシャルショッピングパーティー）  

・３月３１日（金）   プレミアムフライデー企画、スペシャルライブ 

・４月７日（金）   スペシャルライブ 

その他、東急プラザポイントカードのポイントアップ、お買い上げキャンペーンも実施予定です。 

 

 

 

 「ＢＬＯＯＭＩＮＧ ＤＡＹＳ １ｓｔ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ＧＩＮＺＡ」 

キャンペーン概要 
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「東急プラザ銀座」では開業以来、６階のパブリックスペース  

「ＫＩＲＩＫＯ ＬＯＵＮＧＥ」で、渋谷の複合文化施設Ｂｕｎｋａｍｕｒａ

とのコラボレーションにより、「四季～春夏秋冬～」をテーマに、

定 期 的 に カ ル チ ャ ー イ ベ ン ト を 実 施 し て お り ま す 。 こ の    

「ＢＬＯＯＭ ＤＡＮＣＥ」も本取り組みの一環となるもので、開業

１周年の特別企画として、ビジュアルデザインスタジオＷＯＷに

よるインスタレーションを展開します。 

本インスタレーションでは、「ＫＩＲＩＫＯ ＬＯＵＮＧＥ」の天井に向

かって伸びるかの様な、高さ約３ｍから６ｍにも及ぶ透明な柱を 

３本設置。内部には花びらに見立てた紙片が敷き詰められ、送風機と照明をプログラミング制御することにより

風と光をアニメーションさせ、まるで花びらが風に吹かれて舞っているかのような自然現象を再現します。舞っ

ては散り、はらはらと空間をただようその動きは美しくも儚く、鑑賞者に暖かな高揚が残る空間を演出します。 

 

【期間】  ３月１５日（水）１８：００～４月７日（金）２３：００ ※入場無料 

   ※時間は、キリコラウンジの営業時間に準じます。 

   ※イベント等の開催時にはご覧いただけない時間帯がございます。 

【会場】   ＫＩＲＩＫＯ ＬＯＵＮＧＥ（６階） 

【企画制作】   Ｂｕｎｋａｍｕｒａ      

【制作協力】  ＷＯＷ 

【照明機材協力】  カラーキネティクス・ジャパン株式会社 

＜ＷＯＷ＞ 

東京と仙台、ロンドンに拠点を置く、ビジュアルデザインスタジオ。ＣＭ、ＰＶ、ＶＩなどの映像デザイン、ディレクシ

ョンに加え、クライアントワークでは表現しきれないオリジナリティやクリエイティビティをオリジナルショートムー

ビーやインタラクティブ映像など、既存のメディアカテゴリーにとらわれないデザインワークを展開。最近では国

内外問わず、オリジナルアートのインスタレーションを多数実施。作り手の感性を最大限に引き出しながらビジ

ュアルデザインの社会的機能を果たすべく、新しい可能性を追求し続ける。 

http://www.w0w.co.jp/ 

 

 

開業１周年キャンペーンのオープニングアクトとして、キャンペ

ーン初日となる３月１５日（水）の夜に、インスタレーション   

「ＢＬＯＯＭ ＤＡＮＣＥ」のお披露目と共に、演出家・菅沼伊万里

の 演 出 ・ 振 付 に よ る コ ン テ ン ポ ラ リ ー ダ ン ス カ ン パ ニ ー     

「Ｔｈｅ  Ｂａｍｂｉｅｓｔ」の一夜限りのダンスパフォーマンスを開催

します。「ＢＬＯＯＭＩＮＧ ＤＡＹＳ」のコンセプトにふさわしく、ヴィ

ヴァルディ作曲「四季」より「春」を含むオリジナルアレンジの楽

曲を使用。４人のダンサーが、さまざまな表情を見せて舞い上

「ＢＬＯＯＭ ＤＡＮＣＥ」 概要 

「ＢＬＯＯＭＩＮＧ ＤＡＹＳ Ｏｐｅｎｉｎｇ Ａｃｔ」 概要 

※画像はイメージです 

※画像はイメージです 
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がる花びらと共に端正なパフォーマンスを繰り広げます。 

【日時】   ３月１５日（水）１回目１８：００～／２回目１９：３０～ ※入場無料 

【会場】   ＫＩＲＩＫＯ ＬＯＵＮＧＥ（６階） 

【企画制作】 Ｂｕｎｋａｍｕｒａ 

【企画協力】    Ｔｈｅ Ｂａｍｂｉｅｓｔ、ＴＲＡＵＭＡＲＩＳ、ＷＯＷ 

【演出・振付】  菅沼伊万里 

【出演】        鈴木美奈子、細川麻実子、矢嶋美紗穂、四戸由香 

【編曲】      Ｆｅｌｉｄ 

 

＜Ｔｈｅ Ｂａｍｂｉｅｓｔ＞ 

２００１年にロンドンにて主宰・菅沼伊万里により発足。作品のコンセプトや世界観を重視しながら、作品の理解

を深めるための映像作品を制作するなど、日本ではまだ馴染みの薄いコンテンポラリーダンスを多角的にとら

え、映画のワンシーンやファッション誌の１ページのようなビジュアルで作品を展開している。また、領域を限定

せず、ファッションショー、ＭＶ、美術館やギャラリー、企業や作家とのコラボレーションなど活動の幅を広げてい

る。 

http://www.thebambiest.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜菅沼伊万里＞ 

「Ｔｈｅ Ｂａｍｂｉｅｓｔ」主宰、芸術監督＆振付家。幼少の頃よりモダンダンスを

習い、日本大学芸術学部演劇学科洋舞コースにて舞踊演出と振付を学ぶ。

卒業後、単身渡英し、Ｃｅｎｔｒａｌ Ｓｔ．Ｍａｒｔｉｎｓ Ａｒｔ ａｎｄ Ｄｅｓｉｇｎ Ｇｒａｐｈｉｃ

コースで映像とイラストレーションを学ぶ。２００１年、コンテンポラリーダンスカ

ンパニー「Ｔｈｅ Ｂａｍｂｉｅｓｔ」を発足し、ロンドン在住時から活動を始める。作

品の世界観を統一するため、映像、衣裳、ＤＭデザインなど総合演出すべて

を自身で手がけている。 帰国後、資生堂やＩＫＥＡなど企業と積極的に共同

企画を行うほか、振付家としてソロ活動も開始し、宝塚歌劇団の振付や、東

京コレクションのＴＨＥＡＴＲＥ ＰＲＯＤＵＣＴＳなどファッションショーの演出及

び振付など幅広い活動を行っている。 
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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 

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 

  東京メトロ 有楽町線 有楽町駅Ａ０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 

階数  地下５階～地上１１階 

面積  敷地面積 ３,７６６.７３㎡、延床面積 約５０,０００㎡ 

構造  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 

用途  店舗（地下２階～地上１１階）・駐車場 

施設運営 東急不動産SCマネジメント株式会社 

設計・監理 株式会社日建設計 

施工  清水建設株式会社 

商環境デザイン 株式会社インフィクス 

開業  ２０１６年３月３１日（木） 

WEBサイト http://ginza.tokyu-plaza.com 

 

 

 


