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第 15 回 GINZA FASHION WEEK
「transform＝変身」をテーマに各店おすすめの秋冬の装いや限定イベントを用意
■会期 10 月 17 日(水)～30 日(火)
■会場 松屋銀座、銀座三越、和光、東急プラザ銀座、GINZA SIX

「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、2011 年秋から始まった
「GINZA FASHION WEEK」も今回で 15 回目を迎えます。松屋銀座、銀座三越、和光、東急
プラザ、GINZA SIX 参加５店の共通テーマ「transform＝変身」のもとで、各店で様々なイベ
ントや商品を紹介。５店共通企画や着物来店イベントも用意し、銀座の街を盛り上げます。

GINZA FASHION WEEK 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、旬のファッションを発信していく。
・銀座地区全体の取り組みとして、より規模を拡大して世界への発信を目指す。
・5 店舗共通施策により来店客の買いまわりを図り、GINZA FASHION WEEK 認知度増とお客様へのサービス
向上を狙う。

各店のテーマ
〈松屋銀座〉 「ACTIVE RED!!!!」 トレンドのアスレジャーテイストに赤をプラスし、アクティブな秋を演出します。
〈銀座三越〉 「ファッションを楽しんで新しい自分へ変化」 三越がおすすめする秋冬シーズンの装い、今秋しか体
験できないイベントやスペシャル企画をご用意しています。
〈和光〉 「Wako Wa の Waza（和光 和の技）」 日本の優れた感性と素材、磨き抜かれた伝統的な技術と、現代の
装いや暮らしに合うデザインとの出合いにより生み出された、和光ならではの美をご紹介します。
〈東急プラザ銀座〉 「Creative Japan～世界は、ここから、おもしろくなる。～」
この秋オススメのシーズンの装いや特別なイベントをご用意しております。
〈GINZA SIX〉 ファッションから暮らし、グルメまで、銀座ならではの秋を提案します。GINZA SIX で過ごす秋の
ひとときをお楽しみください。
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施策・イベント
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：10 月 17 日(水)～30 日(火) ■価格：1 個 700 円(税込) ＊5 店舗合計 2000 個限定
イラストレーター・イワイリナさんデザインのオリジナルチャリティトートバッグ。
収益の全ては、小児がんと闘う子どもと家族の支援の他、災害医療、僻地離島
医療を行う特定非営利活動法人「ジャパンハート」に寄付いたします。
＊GINZA FASHION WEEK とチャリティ＊
2011 年 10 月にスタートしたＧＦＷは、様々な形で東日本大震災で被災した子供たちへの
支援活動を続けてまいりました。今回は、地域を問わず医療の届かない場所へ医療を届ける
活動を行う特定非営利活動法人「ジャパンハート」へ寄付いたします。

GINZA FASHION WEEK おもてなし企画
■会期：10 月 20 日(土)・21 日(日) ■会場：松屋銀座、銀座三越、和光、東急プラザ銀座、GINZA SIX 各店
各日、各店にて「プレゼントサービス」や「ドリンクサービス」「無料イベント」など、期間限定の特典を用意。

GINZA FASHION WEEK × ハースト婦人画報社×銀茶会
■会期： 10 月 28 日(日)12 時～15 時（予定）

「きもの」でショッピング in 銀座

■会場：GINZA SIX 13 階グラン銀座

今年で 17 回目を迎える銀座の秋の風物詩「銀茶会」。普段は席を同じくすることのない茶道五流派、煎茶道が一堂
に会し、銀座の街が野点会場となるスペシャルイベントが 10 月 28 日(日) 13 時～16 時に催されます。今回、特別企
画として、より多くの方に銀座で和装を楽しんでいただくためのイベント「トーク＆サロンイベント」を開催します。
〈第一部〉

五明祐子さん、河村公美さんトークショー 「テーマ：きもののおしゃれ、もっと気軽に楽しみませんか」

きものの着こなしにも定評ある人気モデル五明祐子さんと、センスあふれる着こなしが人気の「美しいキモノ
ミューズ」で、きもの生活研究家の河村公美さん。『婦人画報』の姉妹誌『美しいキモノ』でも活躍中のお二人が
語り合います。
〈第二部〉

グッドマナープロジェクト マナー講座

着付け師の如月まみさんによる、和装の所作やマナーについてのお話。
■参加費：税込 4,000 円 ■人数：100 名
■申し込み：ハースト婦人画報社オフィシャルサイトにて受付中 http://www.fujingaho.jp/ ＊定員になり次第受付終了
＊希望の方先着 30 名様に無料で着物レンタルサービス（着付け含む）を実施
＊ほか、ＧＦＷ参加 5 店舗では和装でご来店の方に各種サービスをご用意いたします。*一部限定数あり

【本件に関する問合せ】
松屋 総務部広報課 矢吹・大原・桐岡・福原

ＴＥＬ：03-3561-0070

三越伊勢丹 百貨店事業本部ＭＤ戦略部 三越ＰＲ担当 高松・岡田

ＴＥＬ：03-3274-8725

和光 営業企画部 広報宣伝 川井・安西・田中・佐藤

ＴＥＬ：03-5250-3127

東急プラザ銀座 ＰＲ事務局（株式会社サニーサイドアップ内） 担当：保谷・服部

ＴＥＬ：03-6894-3200

GINZA SIX プロモーション部 担当：阿佐美

ＴＥＬ：03-6891-3383
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GINZA SIX が提案する、平成最後の秋の楽しみ方。
１０月１７日（水）～１０月３０日（火）

この秋 GINZA SIX ではファッションから暮らし、グルメまで、銀座ならでは
の秋を提案します。GINZA SIX で過ごす秋のひとときをお楽しみください。

■「GINZA

FASHION

今年のボジョレーは
ロゼがおすすめ！

WEEK」期間中の GINZA SIX

（B２階・ワインショップ・エノテカ）
ボジョレーは赤が普通でしたが、
最近は白も出てきました。今年の
おすすめは、なんと「ロゼ」。まだ
珍しく本数は少ないですが、人気
が高いので予約は必須です。ま
た。泡の人気を受けて、ボジョレー
地方のスパークリングワインも発売
します。当日は、バーコーナーに
てボジョレーパーﾃｨｰも。3～4 種
類のボジョレーをグラスで楽しめま
す。1 グラス５００円より。

＜GINZA SIX のハロウィンがすごい＞
実物大！？脳みそマシュマロ
５９８０円 ※別売りの血ソース３００円
気持ち悪くて食べられない！でも食べるとおいしい、ハロウィ
ンパーティーにぴったりのスイーツ。切り分けてみんなで味わ
おう。他にミイラキャンディ、光るパンプキン、牙唇、など。ＳＮＳ
で、ハロウィンタトゥーのプレゼントも！
https://ginza6.tokyo/news/39986 （B２階・パパブブレ）

臓器ロリポップ ２５００円
臓器が見えるいちご味キャンディ。
理科の勉強になるかも？
（B２階・パパブブレ）

指サブレ ８６４円 １７本入り
お墓から出てくるゾンビの指をイメージ。爪は
香ばしく焼き上げたピーナッツ。
（Ｂ２階・菓子匠末広庵）

目玉の水まんじゅう
５４０円 ２個入り
血の池（苺ソース）に浮かぶ目玉。他に、
幽霊が封印された羊羹や、かわいいおば
けちゃんも。（Ｂ２階・菓子匠末広庵）

GINZA SIX で、紅葉狩り
（屋上 GINZA SIX ガーデン）
GINZA SIX の屋上庭園は、銀座
地区で最大の面積。秋には、楓
を中心とした落葉樹が色づきま
す。銀座の天空で紅葉狩りが楽
しめる、穴場のスポットです。

記載内容が都合により変更になることがございます。詳しくはお問合せください。

GINZA SIX ﾘﾃｰﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(株) ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ部 阿佐美 香子 ℡ : 03-6891-3383 fax ： 03-6891-3394

