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東急不動産株式会社 

 東急不動産株式会社（本社:東京都港区、社長:植村 仁）は、この度、銀座・数寄屋橋交差点に建設中の

「（仮称）銀座５丁目プロジェクト」の施設名称、出店店舗及び開業日が決定しましたのでお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ＜外観イメージ（昼）＞                 ＜外観イメージ（夜）＞ 

 

銀座・数寄屋橋交差点に誕生する銀座エリア最大級の当商業施設の名称は「東急プラザ銀座」、開業日は

2016 年 3 月 31 日（木）に決定いたしました。 

日本の商業・文化をリードする街「銀座」に新たに誕生する当施設は、「Creative Japan～世界は、ここから、

おもしろくなる。～」という開発コンセプトのもと、伝統工芸である江戸切子をモチーフに取り入れた外観デザイ

ンをはじめ、高い格式と最新のトレンドを兼ね備えた出店店舗等、伝統と革新が共存する銀座エリアの魅力を

受け継いだ銀座の新たなランドマークとなります。 

施設の 6 階及び屋上部分には、来街者がパブリックに使用できるスペースを設置し、銀座の街に新たな「都

市の広場＝プラザ」を創出します。また、全 13 フロア（店舗部分）には、上質で多彩な、ファッション、雑貨、レス

トランに加え、都内最大の市中空港型免税店も導入。国内外のお客様に向けた新しい店舗構成の商業施設と

なります。 

「東急プラザ銀座」は、次世代型の新たなライフスタイル・プレイスとして、世界に誇れる商業施設となること

を目指します。 

「（仮称）銀座５丁目プロジェクト」、名称を「東急プラザ銀座」に決定 

銀座・数寄屋橋の新たなランドマークに 125 店舗が出店 

～2016 年 3 月 31 日開業～ 



 

 

 

開発コンセプトは、「Creative Japan～世界は、ここから、おもしろくなる。～」です。“銀座らしさ”とは、時代を

超えて受け継がれた品格と、最先端のトレンドを独自の感覚で取り入れるフロンティア・スピリットであると捉え、

その“銀座らしさ”に磨きをかけようと掲げたコンセプトが、この「Creative Japan」。キーワードは、「伝統と革新」

です。 

また、建物外観は、日本の伝統工芸である「江戸切子」をモチーフに、「光の器」というコンセプトでデザインし

ました。江戸切子は、江戸の硝子技術と西洋のカット技術の融合で生まれたといわれ、まさに「伝統」と「革新」

の融合の象徴といえます。この建物の外観から溢れ出す光たちが、さまざまな文化を受けいれながら新しい情

報を創り発信していく「光の器」を表現しています。 

「東急プラザ銀座」のターゲットは「GINZA Connoisseur（ギンザ コノシュア：目利き、玄人の意味）」です。年

齢に関わらず自分のライフスタイルと本質を見極める目を持ち、生活を楽しむ余裕がある「大人」をイメージして

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜外観イメージ（西銀座通り側）＞ 

 

 

地下 5 階、地上 11 階からなるこの施設のメインエントランスは、多くの人々が行き交う数寄屋橋交差点側に

設置しました。交差点側に 3 階へ直接アクセス可能なエスカレーターを設け、お客様を上層階に誘引いたしま

す。また、みゆき通り側にもエントランスを設け、利便性、回遊性を高めます。地下 2 階はトラフィックの多い東

京メトロ銀座駅コンコースと直結し、天候に左右されずご来館頂けます。さらに、建物地下に約 170 台の駐車場

を完備、約 800 台収容可能な西銀座駐車場とも接続し、快適なカーアクセス環境となります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

＜数寄屋橋交差点側 3 階直通エスカレーター＞    ＜地下 2 階 地下コンコース直結エントランス＞ 

コンセプト・ターゲット 

施設計画 



 

 

 

 

「Creative Japan～世界は、ここから、おもしろくなる。～」という開発コンセプトのもと、本施設には、「伝統」と

「革新」を体験・体感させる 125 店舗が出店いたします。 

1 階～2 階には路面店が立ち並び、B2 階そして 10 階～11 階は食物販・飲食フロア、B1 階・3 階～9 階のメ

インは物販フロアとなります。 また、6 階と屋上には施設のシンボルとなるパブリックスペースを設け、ショッピ

ングの合間の休憩や待ち合わせの場所としてご利用頂けます。 

 

 

 

「東急プラザ銀座」には高い格式と最新のトレンドを兼ね備えたバラエティ豊かなショップが揃い、時代や国

境を超えた「本物」に出会える場所となります。また「Creative Japan～世界は、ここから、おもしろくなる。～」と

いうコンセプトを体感して頂ける情報・文化の発信スペースも設置し、Bunkamura（株式会社東急文化村）等と

連携し様々なコンテンツをここ銀座から発信してまいります。 

フロア構成 



 

 

 

 出店店舗は、銀座エリアならではの上質で多彩なブランドに加え、高い格式と最新のトレンドも兼ね備えた店

舗構成となっています。 

 エリアで希少な大規模開発ならではの全 13 フロア（店舗部分）には、ファッション、雑貨、レストラン、カフェに

加え、東急百貨店の新セレクトストアや東急ハンズの新業態が出店。また、都内最大の市中空港型免税店も

導入し、国内外のお客様のアーバンショッピングライフスタイルを満たす次世代型のラインアップとなっていま

す。 

 

 

 

B2 階～B1 階は約 30 店舗が出店する、見て選んで楽しい雑貨と、テイクアウト・イートインにもご利用頂ける

バラエティ豊かなマルシェです。 

 

        銀座駅地下鉄コンコースと直結する B2 階には、ニューヨーカーに絶大な人気の老舗ベーカリー

「THE CITY BAKERY」をはじめとしたフード＆イートインショップが出店。海外の主要空港でシーフードバーを展

開するキャビアハウス＆プルニエが、ラグジュアリーサンドイッチのコンセプトで人気の「キャビアハウス＆プル

ニエ サンドイッチハウス」を日本初出店。京都で人気の出来立てアイスクリームの「ハンデルスベーゲン」も東

京に初出店します。また、株式会社ジュンの展開する「SALON adam et ropé」も出店し、新業態となる和ビスト

ロ「SALON GINZA SABOU」を併設。Farm to Table をコンセプトに、ジャパニーズモダンのフードや雑貨を取り揃

えます。 

 

        B1 階には、人気のギフトセレクトショップ「BIRTHDAY BAR」の新業態、「BIRTHDAY BAR 

TOKYO」やハンカチ専門店「swimmie」が出店する他、上質な暮らしを発見できる、大人感性のステーショナリー

ショップ「TOUCH & FLOW」が東京に初出店します。また、クリエイター作品を通して日本のものづくりを提案す

る「「+S」Spiral Market 銀座」やオーガニックコスメのパイオニアブランド「WELEDA」等が出店し、銀座に新しくバ

ラエティ豊かな雑貨の集積ゾーンが登場します。  

また、新業態「タリーズコーヒープライムファイブ」は、タリーズコーヒー初のバールスタイルで、約 100 席と都

内最大です。プレミアムコーヒーとワイン、スイーツを提供、銀座の地下に便利で思わず立ち寄りたくなる大型

カフェが登場します。 

 

 

 

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のグローバル旗艦店が集結

し、銀座に新たなブランドストリートが誕生します。 

 

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

旗艦店をはじめ、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やイベントスクエア＆

カフェ等、約 10 店舗が並びます。数寄屋橋交差点側には、世界的建築家がデザインしたファサードを構える

BALLY、イタリアンラグジュアリーブランドの Kiton が新たな一角を彩り、CRUCIANI、EDWARD GREEN も花を添

えます。続く EMPORIO ARMANI から、HACKETT LONDON、STRASBURGO、HUNTER、GLOBE-TROTTER の

【B2 階～B1 階】GINCHIKA MARCHE 

【1 階～2 階】 フラッグシップストア 

B2 階 

B1 階 

出店店舗概要 



 

 

並びでは、各々が 2 層メゾネットにわたる印象的なファサードとユニークな店舗デザインでブランドの世界観を

余すところなく表現すると共に、ビスポークサービスなど最上級のおもてなしを提供します。また、みゆき通りの

角には、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。1 階にはカフ

ェレストランも併設し、まちに賑わいと憩いの場を提供します。さらに、数寄屋橋公園側には大人向けの本格ク

レープで人気の「PÄRLA」が出店。公園周辺に新たな賑わいを生みだします。 

※「METoA Ginza」は、3 層メゾネットでの出店となります。 

 

 

 

本物志向の大人の男女に向けた約 40 店舗が出店。上質で洗練されたこだわりのファッションアイテムが揃

います。 

 

  数寄屋橋交差点から直接アクセス可能なエントランスを設けた 3 階は、上質で高感度なファッショ

ンが揃うフロアです。イギリスから上陸する、上質でモダンなライフスタイルを提案する「SUNSPEL」の日本 1 号

店をはじめ、1901 年創業の老舗染色工場が伝統とあたらしさを融合させたストールブランド「marumasu」が初

店舗を出店します。また、ニューヨークを拠点に活躍するフラワーデザイナーKenji Takenaka 氏によるフラワー

ショップ「ＳＩＫＩＲＯ NEW YORK」が日本初上陸します。 

 

  4 階には、日本初上陸となるイタリアのレディスファッション「ottod’Ame」をはじめ、「FIGARO 

Paris」や「essence of ANAYI」、「CASA VIA BUS STOP」等のトレンドを発信するレディスセレクトショップが出店。

また、同フロアにはピエール・エルメ、ジョエル・ロブション等を経て、レストラン ESqUISSE のシェフ・パティシエを

務める成田一世氏による新業態カフェ「La nouvelle boutique ESqUISSE」も出店し、本物志向の女性に向けた

上質で高感度なショップが揃います。 

  

       5 階は、大人の男女に向けたファッションライフスタイル雑貨のフロアです。レディスファッションに

加え新たにメンズも展開する「MARcourt DESIGN EYE」や、独自の編集とアイデアで衣食住すべてを提案する

ライフスタイルブランド「SLOW HOUSE」が出店。日本製にこだわった高品質のファッションを提供する

「quadro/sot」や、本物を求め続ける人に変わらない価値観をご提案するナイジェル・ケーボン初のウィメンズ中

心のストア「Nigel Cabourn WOMAN THE ARMY GYM」等が出店します。 

 

また、3 階から 5 階の一部には約 600 坪の東急百貨店の新セレクトストア「HINKA RINKA」が出店。バイヤー

の目利きにより国内外からセレクトされた旬＆高感度なアイテムを取り揃え、今までになかった「新しい大人の

ファッション」を提案します。3 階は多彩な雑貨アイテムが並ぶ自主編集売場や「タイムレストウキョウ」などを展

開。4 階は 1,000 足以上を超える品揃えのレディースシューズやセレクトアパレルの「ザ シークレットクロゼット」

等が並び、自分だけのスタイルが見つかる充実のラインアップです。5 階には、「東京から発信するスタンダー

ド」をキーワードに編集したブロックと、関東初出店となるチョコレートブティック＆カフェの「カカオ マーケット バ

イ マリベル」が登場します。 

【3 階～5 階】ファッション、服飾・ライフスタイル雑貨、カフェ 

3 階 

4 階 

5 階 



 

 

 

 

世界に誇る日本の“本物”に出会えるフロア。 “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 階には、現代のライフスタイルに、江戸の「粋」を取り入れた東京・下町「すみだ」発「和モダン」

のメンズファッションブランド「IKIJI」や、「日本」をテーマに逸品を「モノ語り」と共に紹介していく通販サイト「藤巻

百貨店」のリアル店舗 1 号店が出店。「遊び心溢れる新しい和」のてぬぐい専門店「濱文様 きめ」や、紙の可

能性を広げるブランド「SIWA｜紙和」の初店舗「SIWA Collection」、都内初出店となる刺繍専門店「京東都」等、

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 階には、東急ハンズの新業態「HANDS EXPO」とライトアップショッ

ピングクラブの「LightUp/Zekoo」が出店。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。 

 

 

 

 

都内最大となる市中空港型免税店「ロッテ免税店銀座」が出店。洗練されたラグジュアリーブランドを中心と

した、ファッション、ジュエリー、時計、化粧品等を取り揃えた免税店です。  

 

8 階には世界のラグジュアリーブランドのブティックや時計ショップ。9 階は国内外の化粧品や宝飾品、香水、

時計など最大規模ならではのバラエティ豊かな免税商品が揃います。 「市中空港型免税店」ならではの、訪日

外国人や出国日本人に向けた、関税、消費税、酒税、タバコ税を免税した商品を取り揃え、お客様にゆとりの

ある時間の中でお買い物を楽しんで頂ける環境をご提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

＜免税店店内環境イメージ＞ 

【6 階～7 階】FIND JAPAN MARKET 

6 階 

7 階 

【8 階～9 階】免税店 



 

 

 

20 店舗のレストランが出店。銀座に新たな“バラエティ豊かで選ぶ楽しみがあるレストラン＆ダイニングゾー

ン”が誕生します。 

 

10 階は、銀座の煉瓦街をイメージしたオープンテラスを中心に新たな“大人の社交場”を演出。

四季折々の旬な魚を厳選したグルメ回転寿司「根室 花まる」や、Ｎ.Ｙ.発のオーガニックのグルメバーガーとし

て圧倒的な支持を得ている「ベアバーガー」が出店。タイのビールメーカー「SINGHA」が届けるビアレストラン

「SINGDEE TERRACE」が日本初出店。ハワイ島から「Guy ＆ Jo's Hawaiian Style Cafe」も日本初上陸します。

また、つるとんたんの新業態「つるとんたん UDON NOODLE Brasserie」は、約 140 坪の店内で新しい

Brasserie スタイルを提案し、国内外のお客様にお楽しみ頂けるレストランです。 

 

      最上階に位置する 11 階には、数々の話題店を手掛けるトランジットジェネラルオフィスが日本初

上陸させる、シドニー発のモダンギリシャレストラン「THE APOLLO」が出店。個人ブランド牛として注目の「尾崎

牛」を使用した焼肉店「尾崎牛焼肉 銀座ひむか」も初店舗を出店。また、放送作家の小山薫堂氏が経営する

京都の老舗料亭「下鴨茶寮」が、新業態「のまえ／下鴨茶寮 東のはなれ」を東京に初出店します。 

 ここ銀座から日本の誇る多様な食文化や本物のおもてなしを世界へ向けて発信します。 

 

 

 6 階と屋上には、訪れた方に自由にくつろいで頂けるパブリックスペースを設置。両スペース内から江戸切子

モチーフのガラス越しに銀座の街の景色を楽しむことができます。本スペースは「都市の広場＝プラザ」として、

様々な出会い、発見を提供する銀座の街の新たな憩いの場となることを目指します。 

 

【6 階 KIRIKO LOUNGE（キリコラウンジ）】 

約 27ｍの大吹き抜け空間には昼夜通してご利用頂けるラウ

ンジカフェ「数寄屋橋茶房」を設け、また、文化・情報発信イベ

ントも定期開催してまいります。 

 ◆Bunkamura とのコラボレーション 

KIRIKO LOUNGE では、渋谷の複合文化施設 Bunkamura と

連携した文化イベントを定期的に開催します。イベントの年間

シリーズのテーマは、「四季」「春夏秋冬」。四季折々の美の表

現を、音楽・伝統芸能・アートをはじめとする様々なジャンルの

文化芸術でご紹介していく予定です。 

 「Creative Japan」を体現するアーティストや新しい才能の紹

介、銀座に集う本質を見極める“大人”の嗜好に合った多彩な

ジャンルの文化芸術の提供、またジャンルを超えたコラボレー

ション企画等を通して、「東急プラザ銀座」ならではの新しい文

化発信を目指します。                                 ＜KIRIKO LOUNGE イメージ＞                             

【10 階～11 階】GINMACHI DＩＮＩＮＧ 

11 階 

10 階 

パブリックスペース 



 

 

 【屋上 KIRIKO TERRACE（キリコテラス）】 

 屋上のオープンテラス「KIRIKO TERRACE」には、豊かな緑を配した「GREEN SIDE」と、広い水盤が特徴の

「WATER SIDE」の 2 つのゾーンが登場します。中でも「GREEN SIDE」には、日本の四季を表現したいという思い

を込め、しだれ桜のシンボルツリーを植樹しました。またカフェ「櫻ノ茶屋」も併設され、軽飲食をお楽しみ頂けま

す。 

    ＜KIRIKO TERRACE GREEN SIDE イメージ＞     ＜KIRIKO TERRACE WATER SIDE イメージ＞ 

 

 

 

 本施設の開業と合わせ、施設周辺環境の整備にも取り組みました。隣接する「数寄屋橋公園」の再整備や、

地下コンコースを整備。銀座を訪れる方々の利便性・回遊性向上を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ＜数寄屋橋公園イメージ＞ 

「東急プラザ銀座」はブランドのグローバル旗艦店の出店をはじめ、市中空港型免税店の導入他、パブリック

スペース等も兼ね備えた新しい構成の都市型商業施設です。 

 東急不動産ではこの「東急プラザ銀座」を、東急プラザのフラッグシップと位置づけ、東急プラザの中で最も先

鋭的で情報発信力が高い施設として、新しいライフスタイルをお客様に提案してまいります。 

「東急プラザ銀座」が東京・銀座の新たなランドマークとなり、銀座と日本、日本と世界をつなぐゲートウェイと

なることを目指します。 

周辺の環境整備 



 

 

 

「東急プラザ銀座」施設概要 

所 在 地 東京都中央区銀座５－２－１ 

交 通 東京メトロ 銀座線・丸の内線・日比谷線 銀座駅Ｃ２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 業  ２０１６年３月３１日 

W E B サ イ ト http://ginza.tokyu-plaza.com 

 

   

 

■ 位 置 図 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

カテゴリー サブカテゴリー 店舗名 店舗名ヨミ 会社名 新業態 日本初 東京都初

フード＆カフェ
シーフード・サンド
イッチ

キャビアハウス＆プルニエ　サン
ドイッチハウス

キャビアハウス　アンド　プルニエ
サンドイッチハウス

CAVIAR HOUSE&PRUNIER
JAPAN株式会社

●

フード＆カフェ 和パスタ こなな コナナ 株式会社ポトマック

フード＆カフェ お茶漬け・郷土汁
こめらく　和のスープとお茶漬け
と。

コメラク　ワノスープトオチャヅケ
ト。

株式会社ティー・ユー・ビーアソシ
エイツ

●

フード＆カフェ ベーカリー THE CITY BAKERY ザ シティ ベーカリー 株式会社フォンス

ライフスタイル雑貨 生活雑貨、フード SALON adam et ropé サロン　アダム　エ　ロペ 株式会社ジュン

フード＆カフェ 和ビストロ SALON GINZA SABOU サロン　ギンザ　サボウ 株式会社ジュン ●

フード＆カフェ スープ Soup Stock Tokyo スープ ストック トーキョー 株式会社スマイルズ

フード＆カフェ とんかつ すきやばしイマカツ スキヤバシイマカツ 株式会社グラッシーズ ●

フード＆カフェ 寿司 立ち寿司 根室花まる タチズシ ネムロハナマル 株式会社はなまる ●

フード＆カフェ デリカテッセン DexeeDeli ディキシーデリ 株式会社エーディーエモーション

フード＆カフェ ワイン・フード・バル 徳岡 トクオカ 株式会社徳岡 ●

フード＆カフェ アイスクリーム ハンデルスベーゲン ハンデルスベーゲン フレックス株式会社 ●

フード＆カフェ ラーメン ふぐだし潮　八代目けいすけ
フグダシウシオ　ハチダイメケイ
スケ

株式会社グランキュイジーヌ ●

※店舗名ヨミの五十音順で記載しております。

カテゴリー サブカテゴリー 店舗名 店舗名ヨミ 会社名 新業態 日本初 東京都初

ファッション雑貨 生活雑貨 URBAN RESEARCH Make Store アーバンリサーチ メイクストア 株式会社アーバンリサーチ

コスメ・サービス コスメ WELEDA ウ゛ェレダ 株式会社ヴェレダ・ジャパン

ライフスタイル雑貨 生活雑貨 エブリデイ バイ コレックス エブリデイ バイ コレックス
株式会社アバハウスインターナ
ショナル

カフェ アップルパイ
GRANNY SMITH APPLE PIE &
COFFEE

グラニースミス アップルパイアン
ドコーヒー

株式会社ファンゴー

コスメ・サービス フレグランス The PERFUME OIL FACTORY ザパフュームオイルファクトリー 東京パフュームオイル株式会社 ●

ライフスタイル雑貨 ハンカチ swimmie スイミー オールドファッション株式会社

ファッション雑貨 アクセサリー STELLAR HOLLYWOOD ステラハリウッド OMOTENASHI株式会社

ライフスタイル雑貨 生活雑貨 TOUCH ＆ FLOW タッチアンドフロー 株式会社デザインフィル ●

カフェ
スペシャルティー
コーヒー

タリーズコーヒープライムファイブ タリーズコーヒープライムファイブ
タリーズコーヒージャパン株式会
社

●

ライフスタイル雑貨 生活雑貨 212 KITCHEN STORE トゥーワントゥーキッチンストア 株式会社アスプルンド

コスメ・サービス コスメ ニールズヤード レメディーズ ニールズヤード　レメディーズ
株式会社ニールズヤード レメ
ディーズ

ライフスタイル雑貨 生活雑貨 BIRTHDAY BAR TOKYO バースデイ・バー トウキョウ 株式会社マグスタイル ●

コスメ・サービス
洋服・靴・かばんの
お直し

Beyond Bespoke ビヨンドビスポーク 株式会社ツヅキ ●

ライフスタイル雑貨 生活雑貨 「+S」 Spirals Market  銀座
「プラスエス」スパイラルマーケッ
ト ギンザ

株式会社ワコールアートセンター

コスメ・サービス コスメ Rirerecipe リルレシピ 株式会社ヌーヴ・エイ

※店舗名ヨミの五十音順で記載しております。

 

  

B2 階 

 

B1 階 

 

※現時点のものであり、今後変更になる場合があります。 

「東急プラザ銀座」出店店舗 



 

 

カテゴリー サブカテゴリー 店舗名 店舗名ヨミ 会社名 新業態 日本初 東京都初

ファッション レディス＆メンズ エンポリオ　アルマーニ　銀座店
エンポリオ アルマーニ　ギンザテ
ン

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
Kiton
CRUCIANI
EDWARD GREEN

キートン
クルチアーニ
エドワード グリーン

リデア株式会社

ファッション雑貨 バッグ・小物 グローブ・トロッター 銀座 グローブトロッター　ギンザ BLBG株式会社 ●

ファッション レディス＆メンズ STRASBURGO ストラスブルゴ リデア株式会社

ファッション メンズ ハケット ロンドン ハケット ロンドン 株式会社ハケット　ジャパン

ファッション レディス＆メンズ バリー 銀座店 バリー ギンザテン 株式会社バリー ジャパン

ファッション レディス＆メンズ HUNTER 銀座フラッグシップ ハンター ギンザフラッグシップ Hunter Japan株式会社 ●

カフェ オーストラリアカフェ
me's café ＆ kitchen at METoA
Ginza

ミーズ カフェアンドキッチン アット
メトア ギンザ

三菱電機株式会社 ●

サービス イベントスペース
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

三菱電機株式会社 ●

※METoA Ginzaは1階～3階に出店します。
※店舗名ヨミの五十音順で記載しております。

カテゴリー サブカテゴリー 店舗名 店舗名ヨミ 会社名 新業態 日本初 東京都初

フード＆カフェ クレープ PÄRLA パーラ 株式会社ドロム ●

カテゴリー サブカテゴリー 店舗名 店舗名ヨミ 会社名 新業態 日本初 東京都初

コスメ・サービス ヘアサロン KOZO AVEDA GINZA コーゾー アヴェダ ギンザ 株式会社美容室コーゾー

カテゴリー サブカテゴリー 店舗名 店舗名ヨミ 会社名 新業態 日本初 東京都初

ファッション レディス アングローバルショップ アングローバルショップ 株式会社アングローバル

ファッション雑貨 バッグ・小物 ANDREA　MABIANI アンドレア　マビアーニ 株式会社クイーポ ●

ファッション雑貨 ジュエリー Heroomtage Deux エルムタージュ ドゥー 株式会社ビヨンドワークス

ファッション レディス CONCENTO PARIS H.P.FRANCE
コンセント　パリ  アッシュ・ペー・
フランス

アッシュ・ペー・フランス株式会社

ファッション レディス＆メンズ SUNSPEL サンスペル 株式会社アングローバル ●

ライフスタイル雑貨 フラワー SIKIRO　New York シキロ　ニューヨーク 株式会社竹中庭園緑化 ●

コスメ・サービス コスメ THANN タン 株式会社THANNナチュラル

フード ティー TWG Tea Boutique
ティーダブリュージー ティー ブ
ティック

株式会社東急グルメフロント

ファッション レディス HINKA RINKA ヒンカ　リンカ 株式会社東急百貨店 ●

ライフスタイル雑貨 生活雑貨 FRANCJOUR フランジュール 株式会社フランジュール ●

ファッション レディス＆メンズ プレインピープル プレインピープル 株式会社ワン・ビー・ワン

ファッション レディス MARGARET HOWELL マーガレット・ハウエル 株式会社アングローバル

ファッション雑貨 ストール marumasu マルマス 丸枡染色株式会社
●

(初店舗)

※店舗名ヨミの五十音順で記載しております。
※HINKA RINKAは3階～5階に出店します。

1 階～2 階（西銀座通り（外堀通り）側） 

 

1 階（数寄屋橋公園側） 

 

2 階 

 

3 階 

 

 

※現時点のものであり、今後変更になる場合があります。 



 

 

カテゴリー サブカテゴリー 店舗名 店舗名ヨミ 会社名 新業態 日本初 東京都初

ライフスタイル雑貨 バッグ・小物 L.L.Bean エルエルビーン L.L.Bean International ●

ファッション雑貨 眼鏡 金子眼鏡店 カネコガンキョウテン 金子眼鏡株式会社

ファッション レディス＆メンズ quadro/sot クオドロ／ソット 海川商事株式会社

ファッション雑貨 時計 G-SHOCK STORE ジーショック　ストア
カシオマーケティングアドバンス
株式会社

ファッション雑貨 バッグ・小物 SKAGEN スカーゲン 株式会社フォッシルジャパン ●

ファッション レディス＆メンズ スノーピーク スノーピーク 株式会社スノーピーク

ライフスタイル雑貨 生活雑貨 SLOW HOUSE スローハウス 株式会社アクタス

ファッション雑貨 ジュエリー chan luu チャン ルー 株式会社チャンルージャパン

ファッション レディス＆メンズ
Nigel Cabourn WOMAN THE
ARMY　GYM

ナイジェル・ケーボン ウーマン
アーミー・ジム

株式会社OUTER LIMITS ●

ファッション レディス＆メンズ
nest Robe / nest Robe
CONFECT

ネストローブ／ネストローブ コン
フェクト

株式会社ネキスト

ファッション雑貨 シューズ ビルケンシュトック ビルケンシュトック
株式会社ビルケンシュトックジャ
パン

ファッション レディス＆メンズ MARcourt DESIGN EYE マーコートデザインアイ Mother's Industry 株式会社 ●

ファッション雑貨 ジュエリー Lijou リジュー 株式会社ジュエル第一
●

(初店舗)

ファッション レディス
yuni　IS　LIKE　A　FLOWER TO
ME.

ユニイズライクアフラワートゥー
ミー

株式会社アンビデックス ●

※店舗名ヨミの五十音順で記載しております。

カテゴリー サブカテゴリー 店舗名 店舗名ヨミ 会社名 新業態 日本初 東京都初

ファッション レディス URBAN RESEARCH アーバンリサーチ 株式会社アーバンリサーチ

ファッション レディス Whim Gazette ウィム ガゼット 株式会社パル

ファッション レディス essence of ANAYI エッセンスオブアナイ
株式会社ファーイーストカンパ
ニー

ファッション雑貨 バッグ・小物 Ｅｐｏｉ block エポイ　ブロック 株式会社AJIOKA． ●

ファッション雑貨 バッグ・小物 Hervé　Chapelier エルヴェ　シャペリエ 有限会社ウェッソン

ファッション レディス ottod’Ame オットダム 株式会社ストックマン ●

ファッション レディス CASA VIA BUS STOP カーサ ヴィア バス ストップ
株式会社オンワードグローバル
ファッション

ファッション雑貨 ジュエリー カレ ジュエリー カレジュエリー
株式会社ニッシュ・インターナショ
ナル

ファッション レディス Sinéquanone シネクァノン 株式会社ストックマン

ファッション雑貨 帽子 Chapeau d' O シャポード オー 株式会社栗原 ●

ファッション雑貨 ジュエリー TILLA EARTH ティーラ アース 有限会社 Tilla・Earth

ファッション レディス NINE ナイン 有限会社ディータイムスシー東京

ファッション雑貨 ジュエリー PANDORA パンドラ
PANDORA Jewelry Japan株式会
社式

ファッション レディス FIGARO Paris フィガロパリ 株式会社ベイクルーズ

カフェ スウィーツ
La　nouvelle　boutique
ESqUISSE

ラ　ヌーベル　ブティック　エスキ
ス

メッドサポートシステムズ株式会
社

●

※店舗名ヨミの五十音順で記載しております。

4 階 

 

5 階 

 

※現時点のものであり、今後変更になる場合があります。 



 

 

カテゴリー サブカテゴリー 店舗名 店舗名ヨミ 会社名 新業態 日本初 東京都初

ライフスタイル雑貨 タオル 伊織 イオリ 株式会社伊織

ファッション メンズ IKIJI イキジ 精巧株式会社

ファッション レディス＆メンズ evam eva エヴァム エヴァ 近藤ニット株式会社

ライフスタイル雑貨 生活雑貨 ENCOUNTER Madu GINZA エンカウンター マディ ギンザ 株式会社ファッション須賀 ●

ファッション レディス かぐれ カグレ 株式会社アーバンリサーチ

ファッション雑貨 眼鏡 Kamuro カムロ 株式会社カムロ

ライフスタイル雑貨 生活雑貨 京東都 キョウトウト 株式会社ドゥオモ ●

ライフスタイル雑貨 生活雑貨 COOP STAND クープ スタンド 株式会社ライヴス ●

ファッション雑貨 ネクタイ giraffe ジラフ 株式会社スマイルズ

ライフスタイル雑貨 生活雑貨 SIWA Collection シワ コレクション 株式会社大直
●

(初店舗)

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 株式会社嵩山堂はし本

コスメ・サービス アロマ・ハーブ 生活の木 セイカツノキ 株式会社生活の木

ファッション雑貨 靴下 Tabio タビオ タビオ株式会社

ライフスタイル雑貨 生活雑貨 Native Cotton by steteco.com ﾈｲﾃｨﾌﾞ ｺｯﾄﾝ ﾊﾞｲ ｽﾃﾃｺﾄﾞｯﾄｺﾑ 株式会社アズ

ライフスタイル雑貨 生活雑貨 Hacoa DIRECT STORE ハコア ダイレクト ストア 有限会社山口工芸

ライフスタイル雑貨 てぬぐい 濱文様 きめ ハマモンヨウ キメ 株式会社ケイス ●

ファッション雑貨 バッグ・小物 藤巻百貨店 フジマキヒャッカテン 株式会社caramo
●

(初店舗)

コスメ・サービス コスメ まかないこすめ マカナイコスメ 株式会社ディーフィット

カフェ 珈琲 丸福珈琲店　銀座喫茶室 ﾏﾙﾌｸｺｰﾋｰﾃﾝ ｷﾞﾝｻﾞｷｯｻｼﾂ 株式会社丸福商店

※店舗名ヨミの五十音順で記載しております。

カテゴリー サブカテゴリー 店舗名 店舗名ヨミ 会社名 新業態 日本初 東京都初

ライフスタイル雑貨 生活雑貨 HANDS EXPO ハンズ エキスポ 株式会社東急ハンズ ●

ファッション レディス＆メンズ LightUp／Zekoo ライトアップ／ゼクウ
株式会社ライトアップショッピング
クラブ

※店舗名ヨミの五十音順で記載しております。

カテゴリー サブカテゴリー 店舗名 店舗名ヨミ 会社名 新業態 日本初 東京都初

免税店 - ロッテ免税店銀座 ロッテメンゼイテンギンザ 株式会社ロッテ免税店JAPAN ●

6 階 

 

7 階 

 

8～9 階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※現時点のものであり、今後変更になる場合があります。 



 

 

カテゴリー サブカテゴリー 店舗名 店舗名ヨミ 会社名 新業態 日本初 東京都初

レストラン ハワイアングリル Guy ＆ Jo's Hawaiian Style Cafe
ガイ アンド ジョーズ ハワイアン
スタイル カフェ

合資会社だるま ●

レストラン 回転寿司 回転寿司 根室花まる カイテンスシ ネムロハナマル 株式会社はなまる

レストラン 日本食 銀座虎杖 ギンザイタドリ 株式会社虎杖東京 ●

レストラン 中華・ラーメン 四川担担麺1841
シセンタンタンメンイチハチヨンイ
チ

株式会社ジョ・フードプロダクショ
ン

●

レストラン タイ SINGDEE TERRACE シンディー テラス シンハジャパン株式会社 ●

レストラン 牛たん 仙臺 牛たん 撰 利久
センダイ ギュウタン セン リキュ
ウ

株式会社利久 ●

レストラン うどん・日本食
つるとんたん UDON NOODLE
Brasserie

ツルトンタン　ウドン　ヌードル　ブ
ラッスリー

株式会社ケー・エキスプレス ●

レストラン ハンバーガー ベアバーガー ベアバーガー 株式会社Bareburger Japan

レストラン
モダン　ブエノスアイ
レス

MOTTA PORTENO モッタ ポルテーニョ 有限会社カミーノ ●

レストラン スペインバル LA BODEGA ラ ボデガ 株式会社アキナイ

※店舗名ヨミの五十音順で記載しております。

カテゴリー サブカテゴリー 店舗名 店舗名ヨミ 会社名 新業態 日本初 東京都初

レストラン モダンギリシャ THE APOLLO アポロ 株式会社APOLLO JAPAN ●

レストラン 日本食 魚河岸 次郎松 ウオガシ ジロウマツ 有限会社松風堂 ●

レストラン うなぎ・日本食 うなぎ徳 ウナギトク 株式会社德

レストラン 鉄板焼 大坂鉄板焼 銀座 鉄十
オオサカテッパンヤキ　ギンザ
テツジュウ

大和串Ｐｌａｎｎｉｎｇ株式会社 ●

レストラン 焼肉 尾崎牛焼肉　銀座ひむか
オザキギュウヤキニク　ギンザヒ
ムカ

株式会社meetnix
●

(初店舗)

レストラン 串カツ 串カツとワイン 揚八 クシカツトワイン アゲハ 大和串Ｐｌａｎｎｉｎｇ株式会社 ●

レストラン 中華 御膳房ガーデン ゴゼンボウガーデン 東湖株式会社 ●

レストラン 日本食 魚と酒　はなたれ サカナトサケ　ハナタレ 株式会社ＦｉｒｓｔＤｒｏｐ

レストラン そば・焼鳥 鳥と手打ち蕎麦 とり数寄 トリトテウチソバ　トリスキ 株式会社ラムラ ●

レストラン 日本食 のまえ／下鴨茶寮 東のはなれ
ノマエ／シモガモサリョウ ヒガシ
ノハナレ

株式会社下鴨茶寮 ● ●

※店舗名ヨミの五十音順で記載しております。

10 階 

 

11 階 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※現時点のものであり、今後変更になる場合があります。 



 

 

（参考資料） 

 

 

東急プラザについて 

 

「東急プラザ」は、1961 年に誕生した東急不動産の都市型商業施設のブランドで、現在 5 施設を展開してい

ます。 

  

 東急不動産が商業施設事業で目指すのは、お客様や地域と共に歩んでいく施設づくりです。 

その事業の中核となる施設ブランド「東急プラザ」は、その名の通り「都市の広場」として、お客様に、人・物・時

間との出会いを提供してまいりました。 

  

2012 年には屋上に緑豊かな広場（＝プラザ）を有する、「東急プラザ表参道原宿」が開業し、地域と環境が共

生する緑豊かな商業施設として、街を訪れる人々の憩いの場となっています。 

当社は、この開業を機に、東急プラザがあらためて人々が集う場所としてふさわしい施設ブランドとなること

を目指し、その他の施設でもリニューアル等を実施してまいりました。 

 

 そして 2016 年 3 月 31 日、東急プラザの新たな施設として、「東急プラザ銀座」が開業します。 

“「広場」から「広がる場」へ。” 

東急プラザは、歩いているだけで、新しい何かと出会い、新しい何かが始まる場所を目指し、更なる進化をし

てまいります。 

 

 

 

 

 

 

そこを歩いているだけで、何かと出会える。 

そこを歩いているだけで、何かがはじまる。 

東急プラザ。それは、「都市の広場」。 

ときめきが、うるおいが、センスが、文化が、くらしが、広がる場です。 

さあ、新しい今をごいっしょに。 

 

今日は、何と、出会いますか？



 

 

東急プラザの各施設 (2015 年 12 月時点) 

 

東急プラザ表参道原宿 

所在地 東京都渋谷区神宮前 4-30-3 

店舗数 約 30 店舗 

 

 

 

 

 

 

 

東急プラザ蒲田                  東急プラザ戸塚 

所在地 東京都大田区西蒲田 7-69-1           所在地 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 16-1 

店舗数 約 130 店舗                  店舗数 約 50 店舗 

 

 

東急プラザ赤坂       東急プラザ新長田 

所在地 東京都千代田区永田町 2-14-3      所在地 兵庫県神戸市長田区若松町 5-5-1 

店舗数 約 50 店舗        店舗数 約 50 店舗 

  

  

 

 

 

 

 

 

1965 年に開業し 49 年間にわたり営業を続けてまいりました「東急プラザ渋谷」は、2015 年 3 月 23 日、再開

発に向けて幕を下ろしました。現在は「道玄坂一丁目駅前地区第一種市街地再開発事業」として、隣接する街

区と一体的に整備する再開発プロジェクトが進められています。 

 

 

 


