２０１６年３月８日
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」”
上質で多彩なブランドが揃う路面 10 店舗が
オープンを記念して特別なキャンペーンを展開
東急不動産株式会社（本社：東京都港区、社長：植村 仁）は、3 月 31 日（木）銀座・数寄屋橋交差点に誕生
する「東急プラザ銀座」路面店の開業キャンペーンが決定しましたので、お知らせいたします。
本施設の西銀座通り（外堀通り）に面した約 110ｍからなる路面部分には、伝統あるラグジュアリーブランド
の世界的旗艦店や、こだわりの審美眼で世界から最高のアイテムを提案するセレクトショップが出店します。ま
た、銀座エリアの新たな集いの場となるイベントスクエア＆カフェも登場し、銀座の街に新たなショッピングストリ
ートが誕生します。
数 寄 屋 橋 交 差 点 側 か ら 、 BALLY 、 Kiton 、 Cruciani 、 EDWARD GREEN 、 EMPORIO ARMANI 、 HACKETT
LONDON、STRASBURGO、HUNTER、GLOBE-TROTTER など世界を魅了するブランドが並びます。また、みゆ
き通り沿いには、三菱電機が体験型イベントを定期的に開催するイベントスクエア「METoA Ginza」を開設しま
す。
伝統を受け継ぎながらも、革新的なスタイルを提案する、上質で多彩なブランド 10 店舗が、東急プラザ銀座
の開業を記念した商品を取りそろえ、みなさまのご来館をお待ちしております。

路面店舗 開業記念限定商品・キャンペーン情報

BALLY（バリー）
世界最大のニューコンセプトストアをオープンするバリーは、オー
プンを記念し、2016 春夏メンズコレクションのアイコニックなバック
パックを発売します。コレクションテーマである「旅」をイメージさせ
るパッチワークは、バリーのアーカイヴからインスピレーションを
得たもので、ブランドの歴史を感じさせるとともに大人の遊び心を
表現。使いやすいサイズ感で、ユニセックスにお使いいただけます。

■会社名：株式会社バリー ジャパン
■ファッション：レディス＆メンズ

銀座限定商品：SALGADO.PA （サルガド）
税抜価格：250,000 円
カラー：CUIR 素材：カーフレザー
サイズ：W28.5×H38×D10cm

Kiton（キートン）
Kiton は銀座店オープンを記念し、銀座店限定で 14micron180s ネクタイを
展開致します。服地として多くのファンを持つこのファブリックは、ネクタイ
としても唯一無二のクオリティと存在感があます。シルクとは異なるマット
調とも言える光沢感があり、美しいディンプルを形成し、且つ芯地選びに
卓越した仕立てにより締め心地の良いネクタイに仕上がっています。

銀座限定商品：14micron180s ネクタイ
税抜価格：36,000 円
カラー：黒、グレー、ネイビーなど
限定数：なくなり次第終了

■会社名：リデア株式会社
■ファッション：レディス＆メンズ

Cruciani（クルチアーニ）
イタリア中部の都市ペルージャで誕生した CRUCIANI は、ニットの
地位をファッションのいちパーツから主役へと押し上げました。デザ
インから紡績、染色、編み立てにいたるまで、ニットづくりにおける全
行程を自社にて行っています。世界屈指のハイゲージニットなど、決
してほかでは手に入らないニットが手に入るのは、現代では例のない
理想的な生産背景の賜物です。そんなクルチアーニが国内最大規模
の面積で、銀座に初登場します。

■会社名：リデア株式会社
■ファッション：レディス＆メンズ

銀座限定商品：カシミヤパーカー
パンツ
税抜価格：カシミヤパーカー150,000 円
パンツ 141,000 円
カラー：グレー、ベージュ
限定数：なくなり次第終了

EDWARD GREEN（エドワードグリーン）
1890 年にイギリス・ノーサンプトンで誕生して以来、120 年以上に
わたり究極の既成靴を作り続けているエドワードグリーン。そんな
エドワードグリーンの国内初のストアの誕生です。ウィンザー公爵
が当時履いていたコインローファーをもとにして、新型ラスト 137 で
甦ったコインローファーDUKE （デューク）。銀座限定として、コード
バンタイプ、カーフのカラーコンビタイプが登場いたします。また革
小物など通常取扱いのないアイテムもラインアップいたします。
■会社名：リデア株式会社
■ファッション：メンズ

商品：DUKE デュークカーフタイプ
税抜価格：163,000 円
カラー：ブラック
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EMPORIO ARMANI（エンポリオ アルマーニ）
エンポリオ アルマーニ銀座店では、オープンを記念し、
「EMPORIO ARMANI FOR GINZA」のスペシャルタグがついた限定
商品を発売します。メンズのレザーのシャツジャケットやジーンズ、
Ｔシャツ、ベストの他、レディスはエレガントなレザージャケットや
Ｔシャツ、バッグ、シューズ、ハット、時計など種類豊富に展開します。
ドレスはシルク・ビスコース素材、ブラック&ホワイトのバタフライプリ
ントがフェミニンなデザインです。
■会社名： ジョルジオ アルマーニ ジャパン株式会社
■ファッション：レディス＆メンズ

銀座限定商品：ドレス
税抜価格：195,000 円
カラー：ブラック&ホワイト
サイズ：36-44

HACKETT
LONDON（ハケット ロンドン）
■会社名：ジョルジオ アルマーニ
ジャパン株式会社
■ファッション：レディス＆メンズ
銀座店オープンを記念して創業者ジェレミー・ハケットワードローブを
復刻したコレクション「ジェレミーズ ワードローブ」が登場。ビスポーク
スペックのスーツ＆ジャケットをはじめ、英国王室愛用のスウェイン・
アドニーやグローブ・トロッターとのコラボレーションによるモダンジェン
トルマンのためのコレクションを限定販売いたします。
銀座限定商品：銀座限定スーツ＆ジャケット
税抜価格：スーツ（3ps）30 万円、スーツ（2ps）23 万円、ジャケット 18 万円
カラー：全 9 モデル各 1 色展開（ベージュ、ネイビー、グレーなど）
サイズ：34-44
限定数：なくなり次第終了
銀座限定商品：「ハケット ロンドン×スウェイン・アド二－」レザーコレクション
税抜価格：アタッシェケース（L）50 万円、アタッシェケース（S）50 万円、ブリーフケース 38 万円、ロングビルフォールドケース
9 万円、ビルフォールドケース（コインポケット付き）7 万円、ビルフォールドケース 5 万円
カラー：ブラック、ロンドンタン
サイズ：各 6 モデル、各 1 サイズ展開
限定数：なくなり次第終了
銀座限定商品：「ハケット ロンドン×グローブ・トロッター」トラベルケースコレクション
税抜価格：33 インチエクストラディープスーツケース 31 万円、30 インチエクストラディープスーツケース 29 万円、
26 インチトロリーケース 28 万円、21 インチトロリーケース 25 万円、18 インチトロリーケース 22 万円、
16 インチスリムアタッシェケース 18 万円
カラー：ネイビー
サイズ：6 サイズ展開
限定数：なくなり次第終了

■会社名：株式会社ハケット ジャパン
■ファッション：メンズ＆ボーイズ

3

STRASBURGO（ストラスブルゴ）
銀座店オープンを記念して、銀座店限定の「2 of us」T シャツを
つくりました。「2 of us」は、ストラスブルゴ 2016 年キャンペーン
テーマです。この T シャツは、ファッションとして使いやすいアース
カラーで、ストラスブルゴのブランドカラーであるグリーンをベース
としたオリーブグレーカラーです。また素材は、ハイゲージ天竺を
使用したコットン 100%。通常よりもハイゲージに編むことにより、
ハリとコシがあり、透け難さが特徴です。
銀座限定商品：「2 of us」T シャツ
税抜価格：5,900 円
カラー：オリーブグレー
サイズ：S/M/L
限定数：なくなり次第終了

■会社名：リデア株式会社
■ファッション：レディス＆メンズ

HUNTER（ハンター）
日本初、世界で 2 店舗目となるフラッグシップストアのオープン
を記念し"Ginza Limited Edition Original Tall" を発売いたしま
す。“オリジナルトール”をベースに光沢あるラバーにゴールド
のバックルをほどこしたこちらの商品は、ブランド生誕 160 周年
を記念し、160 足 のみの限定生産で銀座フラッグシップストア
開店を記念して特別にデザインされました。

■会社名：Hunter Japan 株式会社
■ファッション：レディス＆メンズ

銀座限定商品：Ginza Limited Edition
Original Tall
税抜価格：22,000 円
カラー：Black
サイズ：UK 3,4,5,6
限定数：160 足

GLOBE-TROTTER（グローブ・トロッター）
1897 年の創業以来、世界中のセレブリティを魅了している
英国ラグジュアリーブランド、グローブ・トロッターは、銀座
店オープンを記念して、毎日持ち歩けるハンドバッグサイズ
の「ミニ・トロッター」コレクションを先行販売いたします。ショ
ルダーストラップを完備し 2WAY でデイリーユースとしてお
使いいただける本コレクションは、ピンク、パープル、イエロー
など銀座店限定色をはじめカラフルなラインナップで登場い
たします。
■会社名：グローブ・トロッター アジアパシフィック株式会社
■ファッション雑貨：バッグ&アクセサリー

銀座限定商品：ミニ・トロッター
税抜価格：110,000 円～
カラー：ピンク、パープル、イエローなど
サイズ：24×21×12cm
限定数：数に限定はなく、銀座店限定販売
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三菱電機イベントスクエア METoA Ginza
（ミツビシデンキイベントスクエア メトア ギンザ）
3 月 31 日よりオープニングイベント「Flowers for Ginza ‐ 映像と
花との美しい出会い。」を開催します。「METoA Ginza」内に設置
された大型映像システム「METoA VISION」を活用し、「フラワー」
をテーマに、ニコライ・バーグマン氏ほか著名なフラワーアーティ
ストと映像クリエイターがコラボレーションするイベントです。
〔期間：3 月 31 日～6 月 28 日、入場無料〕
「METoA VISION」＜イメージ＞

■会社名：三菱電機株式会社
■サービス：イベントスペース
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「東急プラザ銀座」施設概要
所

在

地

営 業 時 間

東京都中央区銀座５－２－１
１１時～２１時（ショッピング・サービス・カフェ）
１１時～２３時（レストラン・フード） ※一部店舗により異なる

定
交

休

日

年 2 日（元旦及び法定点検日）予定

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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