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報道関係者各位
東急不動産株式会社

“2016 年 3 月 31 日オープン「東急プラザ銀座」”
日本の“本物”に出会える「FIND JAPAN MARKET」が登場
6 階「KIRIKO LOUNGE」イベントの第一弾開催決定
東急不動産株式会社（本社：東京都港区、社長：植村 仁）は、銀座・数寄屋橋に 2016 年 3 月 31 日（木）に
オープンする東急プラザ銀座の 6 階～7 階に、「FIND JAPAN MARKET」を設け、また 6 階「KIRIKO LOUNGE」
イベントの第一弾として、舘鼻則孝氏、上出惠悟氏、高橋理子氏による開業記念アートエキシビションを 4 月
1 日（金）より開催することをお知らせいたします。

舘鼻則孝氏の作品
＜6 階フロア環境イメージ＞

上出惠悟氏の作品

高橋理子氏の作品

＜アートエキシビション参加アーティストの作品＞

本施設の 6 階～7 階には「FIND JAPAN MARKET」と称した、世界に誇る日本の“本物”に出会えるゾーンを
設置しました。施設のコンセプトである「Creative Japan～世界は、ここから、おもしろくなる。～」をより体感でき
るゾーンとして、国内外のお客様に向け、東急プラザ銀座ならではの新しい情報と文化の発信を目指します。
6 階は“こだわり”を持った本物志向な大人に向けたファッション・雑貨のマーケットで、日本の職人技・繊細
さ・編集力を「伝統と革新」で表現した 19 店舗が揃います。7 階は、日本ならではのカルチャー発信をテーマに
したフロアとなり、東急ハンズの新業態「HANDS EXPO」等が出店し、訪れる人々に新たな出会いの場を提供し
ます。
また、6 階部分には、約 27ｍの大吹抜け空間が特徴のパブリックスペース「KIRIKO LOUNGE」も設置されま
す。江戸切子をモチーフとしたガラス越しに、銀座の街の景色を楽しむことができ、待ち合わせや休憩の場所と
してご利用頂く事ができるスペースです。ここ「KIRIKO LOUNGE」では、音楽・伝統芸能・アートをはじめとする
様々なジャンルの文化イベントを発信してまいります。第一弾は 4 月 1 日（金）から 5 月 8 日（日）まで、「伝統と
革新」を表現する気鋭のアーティストによるアートエキシビションを開催。今後も、複合文化施設 Bunkamura と
連携した文化イベント等を定期的に開催し、ここ銀座から文化・情報を発信していきます。

6 階フロア図 “FIND JAPAN MARKET”
日本の目利き力、繊細さ、職人技をテーマに、“こだわり”を持った本物志向な大人に向けたファッション・雑
貨のマーケットです。

6 階ショップ紹介

※店舗名ヨミの五十音順で記載しております。

伊織（イオリ）

IKIJI（イキジ）
東京・下町「すみだ」発の
ファクトリーブランド。現代
のライフスタイルに「和の

「伊織」はタオルの専門店として、こだわりの

モダン化」を取り入れた粋

日常品から豊かな生活につながるライフスタイ

なブランド。粋は遊び心。

ルグッズまで、タオルの可能性を追求していま

気取りや着飾ることを嫌

す。皆様の日々のタオル選びが楽しいものとな

い、心に花を持ち、今日

りますように、タオル作りの伝統を受け継ぐ、愛

を遊ぶ人に。

媛・今治で作り上げた「伊織」ならではの商品を
ご用意しております。
■会社名：株式会社伊織

■会社名：精巧株式会社

■ライフスタイル雑貨：タオル

■ファッション：メンズ

evam eva（エヴァム エヴァ）
「日々の暮らしを心地よく過ごす、見て心地よく、触れて気持ち
いいこと。」着心地の良さにこだわり、上質な天然素材を使用した
オリジナルウェア。素材を活かしたシンプルで飽きのこないデザイ
ンと繊細なカラーバリエーションで大人の普段着が揃います。
■会社名：近藤ニット株式会社
■ファッション：レディス＆メンズ
2

ENCOUNTER Madu Ginza（エンカウンター マディ ギンザ）
新業態

青山に本店を持つ ENCOUNTER Madu が新たに銀座に OPEN。
心をこめて作り、集めた品々を楽しんでいただけるライフスタイル
セレクトショップです。大切な人へ、自分自身へ。作り手のこだわ
りと愛情が伝わる、そして、日々に馴染み暮らしに寄り添う、
ZAKKA、LADYS WEAR、BABY GIFT の数々を、Madu の視点で揃
えました。「モノとの出会い」「人との出会い」を大切にし、作り手と
使い手の間を結ぶお店、それが、ENCOUNTER Madu Ginza です。
■会社名：株式会社ファッション須賀
■ライフスタイル雑貨：生活雑貨

かぐれ（カグレ）

Kamuro（カムロ）

「心とからだが気持ちいい暮らし」かぐれは、日
本の文化や自然と調和したライフスタイルを提
案しています。天然素材の服や手仕事の雑貨、
植物由来のナチュラルコスメなど、安心な品質
で心地よい衣食住を彩るアイテムが揃います。

「美•観•楽•遊」 美しく観られて楽しく遊ぶという
コンセプトのもと国産にこだわったオリジナル
ブランドと、個性溢れるセレクトブランドの眼鏡
をご提案しています。「眼鏡を着こなし 眼鏡も
着替える」というライフスタイルと共に大事なお
顔を飾る眼鏡選びを、心を込めてお手伝い致し
ます。

■会社名：株式会社アーバンリサーチ

■会社名：株式会社カムロ

■ファッション：レディス＆メンズ

■ファッション雑貨：眼鏡

京東都（キョウトウト）
東京都初

京都・東山で人気の刺繍小物のお店「京東都」が東京に
初出店。日本に伝わる美しいかたちや音などをモチーフに、
遊び心あふれる刺繍アイテムが揃います。大好評の刺繍
ワッペン約 450 種が見られるのは東京ではここだけとなり
ます。
■会社名：株式会社ドゥオモ
■ライフスタイル雑貨：生活雑貨
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COOP STAND（クープ スタンド）
新業態

COOP STAND は、Creative/Organic/Object/Present をキーワードに、日本各地の伝統的な手仕事
から生まれる日用品から、現代のデザイナーによるプロダクトまで、永く付き添い、愛着を持って使い
続けられる、ジャパンメイドの上質をご提案。器をはじめとしたテーブル&キッチンツールを中心に、イ
ンテリア、アパレル雑貨のライフスタイルアイテムを揃えています。
■会社名：株式会社ライヴス
■ライフスタイル雑貨：生活雑貨

giraffe（ジラフ）

SIWA Collection（シワ コレクション）
新業態（初店舗）

図が入ります
紙の可能性を広げる日常品ブランド「SIWA|紙
和」の旗艦店「SIWA Collection」が東京銀座に
初出店。紙本来の素材感や風合いを活かした
愛着の湧く品々を１つ１つ丁寧に作り提案して
「 世 界一キュー ト なネク タイ屋 さん 」 を目 指す

いきます。

giraffe。カラフルな色・柄使いで、素材もシルエッ
トも様々なネクタイは、34℃、36℃、38℃、40℃と
4 段階の体温別に分けられたラインナップ。バリ
エーション豊富でギフトにもおすすめ。オリジナ
ルデザインのネクタイは、デザイン、企画、生産
まですべて日本国内で行っています。
■会社名：株式会社スマイルズ

■会社名：大直

■ファッション雑貨：ネクタイ

■ライフスタイル雑貨：生活雑貨

嵩山堂はし本 （スウザンドウハシモト）
和風な世界は狭い分野ですが、日本人にとって一番暖かい居場所になっていると思います。変化の
激しい時代に「和」の品々をうまくマッチさせることは困難な仕事ですが、それが「はし本」の仕事と自
覚しています。

■会社名：株式会社嵩山堂はし本
■ライフスタイル雑貨：生活雑貨
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数寄屋橋茶房（スキヤバシサボウ）
KIRIKO LOUNGE にはラウンジカフェ「数寄屋橋茶房」が併設さ
れます。銀座で大人気の日本料理店「六雁」の総料理長・秋山
能久氏監修の料理をお楽しみいただけます。また、夜には銀座
の夜景を眺めながら、お食事とお酒を贅沢な空間でお楽しみ頂
けます。
■会社名：株式会社トランジットジェネラルオフィス
■カフェ：カフェ ラウンジ

生活の木（セイカツノキ）

Tabio（タビオ）
Tabio は Made in Japan
ならではの繊細な履き心地
とデザイン性を兼ね備えた
靴下・タイツを企画・販売

生活の木は、ハーブある暮らし「ハーバルライ

し、レッグファッションから

フ」を提案し 39 年のハーブ・アロマテラピーの

新しいライフスタイルを提

専門店です。世界 51 カ国の提携農園から厳選

案します。

したオーガニックハーブや精油などを販売して
います。
■会社名：株式会社生活の木

■会社名：タビオ株式会社

■ヘルス＆ビューティー：アロマ・ハーブ

■ファッション雑貨：靴下

Native Cotton by steteco.com（ネイティブコットン バイ ステテコドットコム）
ネイティブコットンは、日本の優れた綿製品を集めた日本発の
綿専門店です。ルームウェア、インナーウェア、ソックス、タオル
など各産地の風土とストーリーの中で生まれ育った個性ある
心地よい「綿」をお届けします。
■会社名：株式会社アズ
■ライフスタイル雑貨：生活雑貨

5

Hacoa DIRECT STORE
（ハコア ダイレクト ストア）

濱文様 きめ（ハマモンヨウ キメ）
新業態

「遊び心溢れる新しい和」の「濱文様」が、「濱文
様 きめ」店として銀座初登場。てぬぐいを軸と
した和のデザインテキスタイルを、銀座らしさが
1500 年の歴史を誇る越前漆器の木地作りをル

味付けされたハイエンドな日本みやげとしてお

ーツに持つ、MADE IN JAPAN の木製デザイン

楽しみいただけます。

雑貨ブランド「Hacoa」。直営店限定のオリジナ
ル木製品、職人の視点で厳選したセレクトアイ
テムなど、木に特化し、温かみを感じられるアイ
テムを揃えています。
■会社名：有限会社山口工芸

■会社名：株式会社ケイス

■ライフスタイル雑貨：生活雑貨

■ライフスタイル雑貨：てぬぐい

藤巻百貨店（フジマキヒャッカテン）
新業態（初店舗）

「日本」をテーマにあらゆるジャンルの逸品を「モノ語り」と
共に紹介して行く通販サイト「藤巻百貨店」。満を持して
直営店第 1 号が登場。丁寧に仕上げられた商品ひとつひ
とつを、実際に手にとり体験してください。
■会社名：株式会社 caramo
■ファッション雑貨：バッグ・小物

まかないこすめ（マカナイコスメ）

丸福珈琲店 銀座喫茶室
（マルフクコーヒーテン ギンザキッサシツ）

パリやロンドンでも人気の和コスメブランドが

銀座駅と同じ歴史を刻む

「和コスメの実力を銀座から世界中の女性のお

老舗珈琲店。銀座駅が開

肌に伝えたい」をテーマに店舗内装、商品パッ

通した昭和 9 年に当店は

ケージ、ギフトラッピングなどを一新。和の異空

創業しました。当時の様

間に魅力的な和コスメが並びます。

式を取り入れたこだわり
の空間と創業以来の独自
の濃厚で香り高い珈琲や
スイーツ等で銀座を訪れ
る皆様をお迎えします。

■会社名：株式会社ディーフィット

■会社名：株式会社丸福商店

■コスメ・サービス：コスメ

■カフェ：珈琲
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7 階フロア図 “FIND JAPAN MARKET”
日本ならではのカルチャー発信をテーマにした、“モノ・コト”フロア。明日を楽しむきっかけとなる新たな出
会いが見つかります。

7 階ショップ紹介 ※店舗名ヨミの五十音順で記載しております。

HANDS EXPO（ハンズエキスポ）
新業態

ハンズエキスポは「カルチャーをつなぎ、カルチャーを
育む」をコンセプトとして、「和・都・知・美・食」の 5 つの
ゾーンで構成されます。複数のテーマからなる各ゾーン
はお互いが溶け合い、また化学反応を起こし、訪れる
人々を刺激します。また、「参加し、味わい、出会いがあ
る」ステージを設けたカフェも併設します。
■会社名：株式会社東急ハンズ
■ライフスタイル雑貨：生活雑貨・カフェ

LightUp/Zekoo（ライトアップ/ゼクウ）
創業 45 周年を迎える通信販売会社の旗艦店が移転
リニューアルオープン。ゆったりとした空間の中で、カ
タログ掲載商品を直接手に取って確かめられるショッ
ピングをお楽しみいただけます。日本を再発見する
“Made in Japan”の逸品や、世界から選りすぐられた
一級品まで、あらゆるジャンルの中から大人の選択眼
にかなった商品を、心を込めたサービスと共にご提案し
ます。

■会社名：株式会社ライトアップショッピングクラブ
■ファッション：レディス＆メンズ
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6 階“KIRIKO LOUNGE”イベント第一弾 開業記念アートエキシビション開催
6 階「KIRIKO LOUNGE」では、東急プラザ銀座のコンセプト「Creative Japan
～世界は、ここから、おもしろくなる。～」を体感できる文化・情報発信イベントを
定期開催してまいります。
第一弾は、開業記念として気鋭のアーティストによるアートエキシビションを
開催致します。江戸切子をモチーフとしたガラスに囲まれた約 27ｍの大吹抜け
空間で、舘鼻則孝氏、上出惠悟氏、高橋理子氏による、「伝統と革新」を表現し
た作品を展示いたします。
■開催日程
【第 1 期】2016 年 4 月 1 日（金）～4 月 10 日（日）

アーティスト：舘鼻則孝氏

【第 2 期】2016 年 4 月 11 日（月）～4 月 20 日（水）※4 月 18 日（月）を除く アーティスト：上出惠悟氏
【第 3 期】2016 年 4 月 22 日（金）～5 月 8 日（日）

アーティスト：高橋理子氏

※会場の都合により、上記開催日程が変更となる場合がございます。
■開催場所
6 階 KIRIKO LOUNGE
■アーティスト紹介
舘鼻則孝氏/ NORITAKA TATEHANA
1985 年、東京生まれ。歌舞伎町で銭湯を営む家系に生まれ鎌倉で育つ。東京藝術大学で
は絵画や彫刻を学び、後年は染織を専攻。現在はアーティストとして、国内外の展覧会へ
参加する他、伝統工芸士との創作活動にも取り組んでいる。作品は、ニューヨークのメトロ
ポリタン美術館やロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館などに永久収蔵されている。

上出惠悟氏/ KEIGO KAMIDE
明治 12 年創業の九谷焼窯元、上出長右衛門窯の五代目の長男として 1981 年、石川県に
生まれる。東京藝術大学在学中、バナナを象った九谷焼作品《甘蕉 房》を制作し注目を集
め、卒業後、実家の窯元へ。2008 年に丸若屋と制作した《髑髏 お菓子壷 花詰》は大きな
話題を呼び、2011 年には《甘蕉 房 色絵梅文》とともに金沢 21 世紀美術館に収蔵される。
九谷の新しい可能性を多面的に追求している。
高橋理子氏/HIROKO TAKAHASHI
1977年生まれ。 と直 のみで構成された図柄により、独自の活動を展開するアーティス
ト。東京藝術大学美術学部工芸学 にて日本の伝統工芸

、特に染織の歴史や伝統技

術について学び、同大学染織研究領域における初の博士号(美術)を取得。 現在は、着物
を表現 体とした創作活動の

か、日本各地の伝統技術を持った工場や職人とのもの作り

をおこないながら、国内外 わ 作品を発表している。また、様々な企業や産地とのコラボ
レーションも多く、活動は多岐にわたる。
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「東急プラザ銀座」施設概要
所
交

在

地

東京都中央区銀座５－２－１

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

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

２０１６年３月３１日

業

WEB サイト

http://ginza.tokyu-plaza.com

■位 置 図
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■フロア構成
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