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第14回「GINZA FASHION WEEK」開催
「さくら」をテーマに、さまざまなイベントや限定アイテムを紹介
期間 ： 3月14日（水）〜27日（火）
場所 ： 松屋銀座、銀座三越、和光、東急プラザ銀座、GINZA SIX
今回で14回目を迎える「GINZA FASHION WEEK」。松屋銀座、銀座三越、和光、
東急プラザ銀座に、この度GINZA SIXが加わり、5店舗で共同開催いたします。共通
テーマ
「さくら」のもとで、
銀座の街を盛り上げ、
ファッションで日本を元気にしていきます。

GINZA FASHION WEEK の目的
・「世界のGINZAからファッションで日本を元気にする」を合言葉に、銀座地区全体の取組みに規模を拡大を目指す。
・銀座から世界に向けて旬のファッションを発信していく。

各店のテーマ
松屋銀座「JAPAN QUALITY 〜ニホンノココロ〜 Pink × Graphic 」
銀座三越「SAKURA」
和光「咲く Wako Style」
東急プラザ銀座 「BLOOM」
GINZA SIX「春、はじまりの季節のあなたに捧ぐ」

施策・イベント
5店舗の共通施策でお客様の回遊を図り、GINZA FASHION WEEKの認知度アップとお客様へのサービス
向上を狙います。

5店舗共通施策
■
「GINZA FASHION WEEK」 ハースト婦人画報社
オリジナル チャリティ トートバッグ販売
販売期間 ： 3月14日（水）〜 27日（火）
価格 ： 1個 700円（税込）
◎ 5店舗合計2,000個限定（なくなり次第終了）
松屋銀座、銀座三越、和光、東急プラザ銀座、GINZA SIX が協力し、
緒方 環氏デザインの「オリジナル チャリティトートバッグ」を販売します。
売上の収益はすべて「一般財団法人 児童健全育成推進財団」へ寄付し、
東日本大震災被災地の子どもたちの支援活動に活用されます。
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■2店舗以上のお買いもので当たる
「GINZA FASHION WEEK」レストランチケット プレゼントキャンペーン
期間中、
松屋銀 座 、銀 座三越 、和光 、東急プラザ銀 座 、GI NZA SIXの 5店舗のうち、2店舗以上で税込合計
10,000円以上お買上げいただいたレシートで応募用紙をお渡しします。その応募用紙にてお申し込みいただくと、
抽選で100名様に各店のレストランチケット15,000円分（各3,000円分×5店舗）をプレゼントいたします。
◎期間中に各店舗にて応募を承ります。
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■「GINZA FASHION WEEK」お楽しみ特典
期間中、
「 お楽しみ特典チラシ」を持って各店舗を巡っていただきますと、特典チラシに書かれているサービスや
特典を受けられます。
◎お楽しみ特典チラシは各店舗にて期間中に配布いたします。
2018 GINZA MITSUKOSHI SAKURA

■GINZA FLOWER WALK
期間中、
各店では春の訪れを感じていた
だける桜スポットをご用意しています。
各店を巡っていただき、桜の花や、桜を
感じていただけるディスプレイをご覧
いただけます。
◎画像はイメージです。
イメージ図

松屋銀座 8階MGテラス

銀座三越 晴海通り口

東急プラザ銀座では、〜MUSEUM in the
Castle〜 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 FLOEWR」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。

和光 本館ショーウインドウ

松屋銀座

銀座三越

東急プラザ銀座

和光

GINZA SIX ガーデン
（屋上庭園）

GINZA SIX

東急プラザ銀座

■本件に関する問い合わせ
松屋 総務部広報課 矢吹・大原・桐岡・福原
TEL：03-3561-0070（ダイヤルイン） FA X：03-3535-6027
三越伊勢丹ホールディングス コーポレートコミュニケーション担当広報
TEL：03-6205-6003 FA X：03-6205-6009

半浦・山田

和光 営業企画部 広報宣伝 瀬能・川井・安西・田中
TEL：03-5250-3127(ダイヤルイン） FA X：03-5250-3133
東急プラザ銀座 PR事務局（株式会社イニシャル内） 担当：山中・小宮山
TEL：03-5572-7305 FA X：03-5572-6065 email：g5@vectorinc.co.jp
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（せき）
・鈴木
TEL：03-6894-3200 FA X：03-5413-3050 email：ginzasix̲pr@ssu.co.jp
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世界の銀座を次のステージへ

GINZA SIX は、GINZA FASHION WEEK に参加します
～５館連動により、銀座に新しい歴史をつくりだす～
銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」は、第 14 回 GINZA FASHION WEEK に初参加し、銀座三越、松屋
銀座、和光、東急プラザとともに、ファションで銀座を盛り上げます。
GINZA SIX は、再開発事業として、「銀座」がよりよい方向に進化していくために何が必要なのかを、地元の
方々と対話を重ね、挑戦を重ねながら創り上げた銀座最大の商業施設です。銀座の価値を消費するのではなく、
銀座の歴史と伝統を尊重しながら、新しい歴史をつくっていきたいと考えています。GINZA SIX には、そのコンセ
プトに共鳴する世界ブランド・日本ブランド 241 の店舗が出店し、そのうち半数以上が旗艦店として、ここでしか
手に入らない商品、特別な時間や空間、サービスを展開しています。GINZA FASHION WEEK は「世界の
GINZA からファッションで日本を元気にする」がテーマですが、GINZA SIX は各店舗とともに、GINZA FASHION
WEEK を通して、ものづくりの真骨頂、ファッションのクリエイティビティを感じられる発信をおこない、銀座が、日
本そして世界の最先端をいく人々を惹き付ける存在になるための一翼を担ってまいります。

＜第 14 回 GINZA FASHION WEEK 期間中の GINZA SIX 展開内容＞
春ファッション、春メニュー
「春、はじまりの季節のあなたに捧ぐ」をテーマに、銀座の街×春×ファッションにフォー
カスした春の最旬ファッションプロモーションを展開中。あわせて春の訪れを感じるスイ
ーツもラインナップ。
（左）「JIL SANDER」78,000 円（税別）
シジェーム ギンザ [2F]
（右）「クグロフ 桜＆抹茶」4 個入り 1,667 円（税別）
パティスリー パブロフ [B2F]
※販売期間：4 月 30 日（月）まで

春イベント
館内各所で、春を楽しむイベントを開催。屋上庭園では、彼岸の頃に開花する「エドヒガンザクラ」が楽しめます。
銀座 蔦屋書店では、江戸の花見文化を「食」「ファッション」の切り口で紹介するイベントを開催、また、開業以
来注目を集めた草間彌生のアートインスタレーションは 3 月 21 日（水・祝）まで展示します。

GINZA SIX ガーデン（屋上庭園）
[屋上]

TEL:

「江戸のお花見」フェア
3 月 31 日（土）まで
銀座 蔦屋書店 [6F]

©YAYOI KUSAMA
草間彌生《南瓜》
3 月 21 日（水・祝）展示終了
[2～5F 中央吹抜け]

＜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/

