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文化の発信地・銀座と共に展開する「感性を刺激するアートプログラム」

ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ 1 周年で新作アートが登場
中央吹き抜けにダニエル・ビュレンの作品が登場、中央通りをアートジャック
屋上庭園での薪能や各店舗のアートイベント、1 周年限定商品も展開
2017 年 4 月 20 日に開業した銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」では、開業 1 周年を記念し、4 月 2 日
（月）～5 月 6 日（日）までの期間、GINZA SIX 1 周年プロモーションを展開します。開業から 1 年が経ち、文化の
発信地“銀座”の新たなランドマークとして定着してきた「GINZA SIX」。2 年目を迎え、これからもさらに、身近に
アートと触れ合える機会を創出し、ここでしか味わえない上質な体験をお届けしてまいります。
GINZA SIX 中央の大きな吹き抜け空間では、世界を舞台に活躍するフランス人アーティスト「ダニエル・ビュレ
ン（Daniel Buren）」が、銀座の新たな顔となる新作インスタレーションを手掛けます。また、ダニエル・ビュレンの
作品は銀座の街へも飛び出し、全長約 1,100 メートルの目抜き通り・中央通りをアートジャックします。
GINZA SIX 内の店舗では、国内外のアーティストとブランドがコラボレーションし、特別なイベントや展示、商
品展開などを行うほか、1 周年を記念した限定商品も展開します。
そのほかにも、観世能楽堂とともに実施する GINZA SIX 初の試みとして、屋上庭園での「薪能特別公演」や、
「親子能体験教室」など、来館者の感性を刺激するプログラムを多数揃えました。
銀座の街とともに新たなステージへと向かう GINZA SIX にご注目ください。

中央吹き抜けにダニエル・ビュレンの新作インスタレーションが登場
（イメージ）
« Like a flock of starlings: work in situ » Daniel Buren 2018
© DB - ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2018 G1226

GINZA SIX 中央吹き抜けの新作インスタレーションと連動したアート作品を
全長 1,100 メートルの銀座・中央通りに展示（イメージ）
« Following the triangles: a work in situ for GINZA Chuo Street, Tokyo 2018 »
© DB - ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2018 G1226

GINZA SIX 1 周年プロモーション 企画概要
▼アート展示（p2）
1. ダニエル・ビュレンによる新作インスタレーション
2. 中央通りフラッグアートジャック
▼薪能、能体験（p3）
1. 薪能特別公演、親子能体験教室
▼店舗連動企画（p3～7） 1. 店舗アートイベント、アートディスプレイ
2. 1 周年限定商品
3. 期間限定ポップアップショップ

TEL:

＜本件に関する報道関係者からのお問合せ先＞
GINZA SIX PR 事務局 （株式会社サニーサイドアップ内） 担当： 石原、關、鈴木
03-6894-3200 FAX: 03-5413-3050 E‐MAIL： ginzasix_pr@ssu.co.jp HP： http://ginza6.tokyo/
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＜アート展示＞
「銀座の新たな顔へ」 ダニエル・ビュレンによる新作インスタレーション
GINZA SIX 建物中央の象徴的な吹き抜け空間には、50 年以上
にわたり世界各地で多くの作品を展開してきたフランス人アーテ
ィスト ダニエル・ビュレンのトレードマークである、8.7 センチのスト
ライプ模様を旗に用いた新作インスタレーションを展示します。赤
と青の計 1,500 枚の旗を使った作品がアトリウムを彩ります。
【作品名】

≪

Like a flock of starlings: work in situ »

Daniel Buren 2018
【サイズ】

約 9 メートル×約 19 メートル

【展示場所】GINZA SIX 2F 中央吹き抜け
【展示期間】4 月 2 日（月）～10 月 31 日（水）予定

※イメージ
« Like a flock of starlings: work in situ » Daniel Buren 2018
© DB – ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2018 G1226

「銀座の街とアートでコラボレーション」 中央通りフラッグアートジャック
ダニエル・ビュレンが手掛ける GINZA SIX 中央吹き抜けの新作インスタレー
ションと連動したアート作品を、全長約 1,100 メートルの銀座の目抜き通り・中
央通りに展開する予定です。90 枚（180 面）のフラッグが街を彩ります。
【作品名】 « Following the triangles: a work in situ for GINZA Chuo Street,
Tokyo 2018 »
【展開場所】銀座・中央通り
【展開期間】4 月 2 日（月）～5 月 6 日（日）予定

※イメージ
« Following the triangles: a work in situ
for GINZA Chuo Street, Tokyo 2018 »
© DB – ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2018 G1226

ダニエル・ビュレン（Daniel Buren） プロフィール
1938 年、パリ・フランス生まれ。美術家。
1965 年から自身の論理に基づいた 8.7 センチ幅のストライプ模様の作品を数多く制作。その作品は絵
画、彫刻、壁面、建物など幅広いメディアに展開され、いままでに数千点以上の作品を制作してきた。
1986 年にはフランス代表としてベネチア・ビエンナーレに参加し「金獅子賞」を受賞。また、2007 年高
松宮殿下記念世界文化賞受賞（絵画部門）。近年では、2016 年にフランク・ゲーリー設計のフォンダシ
オン ルイ・ヴィトン（パリ）の美術館建築をジャックし、話題となった。日本でも横浜トリエンナーレ 2005、
茨城県北芸術祭（2016 年）など数多くの芸術祭や恒久設置を行っている。

《半円から円へ：色彩の旅》 展示風景、ボコタ近
代美術館、ボコタ、コロンビア、2017 年
© DB - ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo,
2018 G1226

《四角と円》 恒久設置、トッテンハム・コート・
ロード駅、ロンドン、イギリス、2008-2017 年
© DB - ADAGP, Paris & JASPAR,
Tokyo, 2018 G1226

《歩く》 展示風景、恒久設置、ヴェルディ・
広場、ラ・スペッツィア、イタリア、2016 年
© DB - ADAGP, Paris & JASPAR,
Tokyo, 2018 G1226

※草間彌生によるオープニングインスタレーション
3 月 21 日（水・祝）まで展示延長が決定！
開業時より GINZA SIX を象徴するアート作品として親しまれてきた前衛芸術
家 草間彌生によるオープニングインスタレーション≪南瓜≫の展示期間を
2018 年 3 月 21 日（水・祝）まで延長いたします。
草間彌生 ≪南瓜≫ ©YAYOI KUSAMA
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＜薪能、能体験＞
GINZA SIX 薪能特別公演
能楽最大流派である観世流の能の世界を堪能できる場として、GINZA SIX
初の試みとなる薪能特別公演をGINZA SIXガーデン（屋上）にて開催します。
5月4日の公演では、観世清和（二十六世観世宗家）が出演します。
【開催場所】GINZA SIXガーデン（屋上）
【開催日時】5月4日（金・祝）18:00開演 ※招待制
5月5日（土・祝）18:00開演
【公演内容】狂言 柿山伏
能 土蜘蛛

※上記は薪能のイメージ写真であり、
実際の公演内容とは異なります。

※主催 GINZA SIXリテールマネジメント株式会社
共催 一般社団法人観世会
※参加条件等の詳細は後日GINZA SIX公式WEBサイトにてお知らせいたします。

※同日に「GINZA SIX 親子能体験教室」を開催！
日本の伝統芸能である能を身近に感じていただける「親子能体験教室」を
開催します。能面などに実際に触れ、親子で謡や舞いの稽古が受けられる
参加型のワークショップです。
【開催場所】観世能楽堂
【開催日時】5 月 4 日（金・祝）、5 日（土・祝）
各日 13:00～14:00／15:00～16:00
【講

師】山階彌右衛門 他（5 月 4 日）／観世芳伸 他（5 月 5 日）

※参加条件等の詳細は後日 GINZA SIX 公式 WEB サイトにてお知らせいたします。

※イメージ

＜店舗連動企画＞
店舗アートイベント、アートディスプレイ
GINZA SIX に出店するブランドが、多彩なイベントや特別なディスプレイを展開し、個性豊かなブランドの世界観を
アートとともに表現します。
▼OKANO （4F）

イベント

「小松美羽 GINZA SIX 1 周年 祈念 ライブペイント」
現代アーティスト・小松美羽が GINZA SIX の 1 周年を祈念し、ライブペイント
を開催します。小松さんの作品のコンセプトである「死生観」や「神獣の世界」
を培ってきたものは、日本の自然であり、日本の神々であり、日本の文化です。
そして、守護獣は、人や場所や大事なものを守る存在。様々な宗教観や文化
が融合する和の共生が「大和力」であり、「大和力を世界へ」のテーマは
OKANO のブランドコンセプトと共鳴するものです。
GINZA SIX 1 周年イベント開催期間中、4F の店舗では、小松美羽さんの狛犬
の作品を OKANO の佐賀錦織で表現した「五徳狛犬」のタペストリーを限定販
売いたします。
【開催場所】GINZA SIX ガーデン（予定）
【開催日時】4 月中旬予定
※最新の情報は、GINZA SIX 公式 WEB サイト
店舗ページ https://ginza6.tokyo/shops/1161 にて随時お知らせいたします。
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▼DELVAUX （2F）

イベント

DELVAUX のスカーフデザインや商品案内のブックレットなどのイラストを手
掛けるヴァレンティン・デ・コートによる「ライブドローイング」を実施。
お客様のライフスタイルや趣味、家族構成などを伺い、その場で一人ひとり
のパーソナルに合わせた唯一無二のイラストに仕上げてプレゼントします。
【開催期間】4 月 29 日（日・祝）、30 日（月）
※最新の情報は、GINZA SIX 公式 WEB サイト
店舗ページ https://ginza6.tokyo/shops/1093 にて随時お知らせいたします。

▼銀座 蔦屋書店 （6F）

イベント

“日本のデザイン”をテーマとしたアートイベントを開催。
各分野のコンシェルジュがセレクトした書籍やアイテムを販売します。
トークイベントも開催予定。
【開催場所】銀座 蔦屋書店イベントスペース
【開催期間】4 月中旬～下旬予定
※最新の情報は、GINZA SIX 公式 WEB サイト
店舗ページ https://ginza6.tokyo/shops/1230 にて随時お知らせいたします。

ディスプレイ
▼Leica Store （5F）
ライカ GINZA SIX 店では、3～6 ヶ月周期で、様々な写真家がライカで撮

影した作品を展示・販売しています。
3 月 20 日（火）からは柏木龍馬氏による作品を展示。「avalon」と題されたこ
の作品は、アーサー王伝説をモチーフとして創られた 3 部作の序章で、伝
説の島、または楽園の島を舞台に繰り広げられる刹那を群像画によって描
いています。モノクロフィルムで撮られ、パリのプリント職人によってバライタ
印画紙に焼き付けられた作品群。その重厚な黒のディティール表現が圧
巻です。
【展示期間】3 月 20 日（火）～6 月 19 日（火）
※最新の情報は、GINZA SIX 公式 WEB サイト
店舗ページ https://ginza6.tokyo/shops/1199 にて随時お知らせいたします。

▼World Footwear Gallery （5F）

ディスプレイ

「豊かなライフスタイル」というコンセプトのもと、店内では 1～2 ヶ月毎の期間
限定で、横尾忠則のペインティングなど有名アーティストの本物の作品を展
示・販売してきました。
1 周年では、“COLOR”をテーマに、アーティストとアルチザンに焦点を当てま
す。アート作品としては、草間彌生の版画ではない本物の絵画作品と、故人で
草間彌生の元パートナーであるジェセフ・コーネルの作品等を展示し、入札方
式での販売も予定しています。また、アルチザンによるディスプレイでは、“国内
カラリスト（革靴へのパティーヌ／色染め）の第一人者による色染めのオーダー
メイドの紳士靴”や、“オーダーメイド靴を手がける職人によるアーティスティック
なレディース靴や漆を使用した様々な色彩のヒールの展示”を予定しており、実
際に商品をオーダーいただくことが可能です。
【展開期間】4 月 2 日（月）～5 月 6 日（日）※展示内容によって期間は異なります。
※最新の情報は、GINZA SIX 公式 WEB サイト
店舗ページ https://ginza6.tokyo/shops/1217 にて随時お知らせいたします。
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1 周年限定商品
GINZA SIX の開業 1 周年を記念し、ワールドクラスクオリティのブランドが GINZA SIX 限定となる特別商品を展
開します。
※下記は一例。商品リストは、3 月中旬に配信予定のニュースレターをご参照ください。

▼ファッション／ファッショングッズ

CITIZEN FLAGSHIP STORE TOKYO [1F]
Campanola メカニカルコレクション
GSIX 限定セット
1,250,000 円

▼ライフスタイル

玉川堂 [4F]
コーヒーポット（700ml） 170,000 円
コーヒーストッカー（100g）スプーン付 60,000 円
ドリッパー 35,000 円

PERRIN [2F]
KIMONO CLUTCH BAG
166,000 円

KENZO [3F]
Memento N ﾟ 2 mini backpack
36,000 円

▼ビューティ

CLARINS [B1F]
紅茶とスキンケアのセット
6,500 円

▼フード

メディアへ配信可能な画像が
ありましたらご支給下さい
PAPABUBBLE [B2F]
飴で作った能面桐箱入り
4,630 円

荻野屋 [B2F]
GINZA SIX 1 周年記念 釜めし 祥
3,900 円

マーロウ [B2F]
銀座店限定ビーカー入りプリン
800 円

※価格は全て税抜表記です。
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期間限定ポップアップショップ
▼CARVEN（カルヴェン） （3F）
1945 年にフランスでマダム・カルヴェンが設立したオートクチュールメゾン。
彼女のモダンで洗練されたデザインは多くの女性を虜にしました。
2018 年春夏コレクションよりクリエイティブ・ディレクターにセルジュ・ルフュ
ーを迎えた新生 CARVEN が POP UP SHOP を開催。フローラルバードプリ
ントやパームプリント、ストライプなど、プレイフルでユーモア溢れるパッチワ
ークプリントに仕上げたキャンバストートバッグを GINZA SIX 限定カラーで
発売します。
【開催期間】 3 月 28 日（水）～5 月 1 日（火）

▼clé de peau BEAUTÉ “Welcome the Light of a Radiant Day”
（クレ・ド・ポー ボーテ 「ウェルカム ザ ライト オブ ア ラディアント デイ」） （4F）
シーンや気分に合わせて自分自身をエンパワーする最高のリップアイテム
に出会えるポップアップストアをオープンします。どんなシチュエーションで
も最高の自分を引き出してくれる「私だけのリップワードローブ」との出会い
が、新たな生活のはじまりを輝かせます。
ポップアップストア限定で、名入れしたリップアイテムをスペシャルボックス
に入れた特別なギフトも販売。※名入れサービスは一部商品に限ります。
【開催期間】 3 月 28 日（水）～5 月 1 日（火）

▼STATE OF ESCAPE（ステート オブ エスケープ） （3F）
オーストラリア発のバッグブランド＜ステート オブ エスケープ＞は、”ユニ
ークかつエッジーで、美しくデザイン性のあるキャリーオールを作る”という
コンセプトのもと、ネオプレン素材のボディに、セイリングロープを使用した
バッグシリーズを展開しています。
GINZA SIX では通常のハンドルにショルダーストラップも付いた、2WAY 仕
様の新作”プティ エスケープ”のブラックカラーを限定先行発売する他、定
番人気アイテムも充実したラインナップが揃います。
【開催期間】 5 月 2 日（水）～5 月 29 日（火）

▼Ｈｅａｔｈｅｒ Ｂｒｏｗｎ Ｇａｌｌｅｒｙ（ヘザーブランウンギャラリー） （4F）
ハワイを拠点に活動するアーティスト、Heather Brown。
波の表情を描く力強いタッチと、アクリル絵の具の鮮やかな色彩のグラデ
ーションが、まるでステンドグラスのような独特のスタイルを確立していま
す。GINZA SIX では、希少なヘザーブラウンの新作原画を発表する他、初
公開となる日本限定アートプリントなどが揃います。
GW 期間中の 5 月 4 日（金・祝）には、ハワイのカウアイ島よりヘザーブラウ
ン本人が来日し、サイン会を開催予定。
【開催期間】 5 月 2 日（水）～5 月 29 日（火）
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▼Qonfection（コンフェクション） （B2F）
「TOKYO グッド スナッキング」をコンセプトに、昨秋、西麻布に誕生した新
プレミアムスイーツブランド「Qonfection（コンフェクション）」。
グルテンフリーとは思えない美味しさとオシャレを兼ね備えたスイーツで
食生活のスタイルが変わります。
GINZA SIX の１周年を祝し、Qonfection から新登場するスティックケーキは
有機カカオパウダーを練りこんだ濃厚でしっとりとした生地に色とりどりの
クリームをサンドしたもの。銀座ならではの贅沢な味とオトナな華やかさに
あふれ、この春の話題となりそうです。
【開催期間】 4 月 3 日（火）～4 月 29 日（日）

＜GINZA SIX 基本情報＞
【TEL】03-6891-3390 （GINZA SIX 総合インフォメーション 受付時間 10:30～20:30）
【ADDRESS】〒104-0061 東京都中央区銀座 6 丁目 10-1
【HP】http://ginza6.tokyo/
□営業時間 ショップ・カフェ（B2F～5F） 10:30～20:30
レストラン（6F、13F）

11:00～23:30

※一部営業時間が異なる店舗もございます。
□休館日

不定休 ※2018 年 2 月 26 日・27 日は休館

□アクセス

東京メトロ 銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座」駅から地下通路にて直結
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