２０１６年１０月１９日
東急不動産株式会社
東急不動産ＳＣマネジメント株式会社

東急グループとディズニーが贈るクリスマスプロモーション
ＴＯＫＹＵ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ ２０１６ ‐Ｄｉｓｎｅｙ ＣＲＹＳＴＡＬ ＭＡＧＩＣ‐

東急プラザ銀座は『美女と野獣』がテーマ 赤い薔薇のリースやツリーが登場

『ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ＧＩＮＺＡ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ２０１６ 』
クリスマスキャンペーン期間：１１月２日（水）～１２月２５日（日）
東急不動産株式会社（本社：東京都港区、社長：植村 仁）および東急不動産ＳＣマネジメント株式会社（本社：東京都
港区、社長：佐藤 一志）は、「東急プラザ銀座」にて２０１６年１１月２日（水）から１２月２５日（日）の期間中、『ＴＯＫＹＵ
ＰＬＡＺＡ ＧＩＮＺＡ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ２０１６』を、開催いたします。
東急グループは、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（以下、ディズニー社）の協力のもと、２０１６年１１月１日
（火）から１２月２５日（日）の期間中、ディズニーの４つのブランド（ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベル）を
テーマとしたクリスマスプロモーション「ＴＯＫＹＵ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ ２０１６ ‐Ｄｉｓｎｅｙ ＣＲＹＳＴＡＬ
ＭＡＧＩＣ‐ 」を、東急線沿線を中心とした東急グループのさまざまな施設で実施します。
東急グループが有する「施設」、その施設がある「街」、そして街と街をつなぐ「駅」や「電車」を舞台に、「Ｄｉｓｎｅｙ ＣＲＹ
ＳＴＡＬ ＭＡＧＩＣ」をテーマとし、限定商品を含むディズニー商品の販売、ディズニーをテーマにしたクリスマス装飾、そし
て、各施設や沿線を活用した各種イベントを実施します。
駅や商業施設など、人々をつなぐ拠点を多数有する東急グループと、幅広いブランドやキャラクターで時代と世代を
超えて感動とエンターテインメントを提供するディズニー社。それぞれの特長を掛けあわせることで、ディズニーの世界
観を各施設で楽しんでいただくとともに、「東急」ブランドにより一層親しみをもっていただくことを目的としています。
東急プラザ銀座が開業後初めて迎えるクリスマスは、ディズニーの『美女と野獣』との饗宴を、物語のキーモチーフで
ある「運命の赤い薔薇」で、銀座らしく華やかで大人なクリスマスを彩ります。Ｂ２Ｆエントランスには、高さ３．６メートル
のクリスマスツリー、そして「キリコテラス（ＲＦ）」に『美女と野獣』のフォトスポットを設置します。そしてクリスマスのメイン
演出として、パブリックスペ－スである「キリコラウンジ（６Ｆ）」に、しあわせなラストを迎えたふたりの姿が登場する物語
のラストシーンの城に咲き誇る無数の薔薇をイメージした真紅の巨大クリスマスリースが登場します。
また、上質で多彩な各ショップでは、ディズニー商品を多数発売、期間限定のPOP－UP ＳＨＯＰ「Ｄｉｓｎｅｙ ＣＲＹＳＴＡ
Ｌ ＭＡＧＩＣ － ＭＡＲＫＥＴ」も複数登場し、バラエティ豊かなディズニー商品をお届けいたします。東急プラザ銀座ならで
はの大人で洗練されたラインナップです。

（地下鉄改札側）
（館内側）
クリスマスツリー（Ｂ２Ｆ）

ビッグリース（６Ｆ）

フォトスポット（RＦ）
ⒸDisney

■「ＴＯＫＹＵ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ ２０１６ ‐Ｄｉｓｎｅｙ ＣＲＹＳＴＡＬ ＭＡＧＩＣ‐」概要
東急線沿線の主要駅や、東急プラザ銀座をはじめとする対象の主要商業施設など
を中心に展開する大規模なプロモーションです。ディズニーキャラクターが描かれた
東急線・東急バスが運行するほか、全４６ヶ所（予定）をめぐるスタンプラリーを実施
します。各施設にはキャラクターをイメージしたツリーも登場。いつもの街にクリスマ
スの奇跡をお届けします。
□開催期間
□主催・企画
□協力

： ２０１６年１１月１日（火）～１２月２５日（日）
： 東急グループ
ＷＥＢサイト： http://crystalmagic.jp/
： ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

■東急プラザ銀座『ＴＯＫＹＵ ＰＬＡＺＡ ＧＩＮＺＡ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ２０１６ ‐Ｄｉｓｎｅｙ ＣＲＹＳＴＡＬ ＭＡＧＩＣ‐』概要
＜メイン装飾＞
・クリスマスツリー（Ｂ２Ｆ）
美しい一輪の運命の薔薇に導かれる主人公ベルと野獣をイメージした高さ３．６メー
トルのクリスマスツリーです。魔法によって姿を変えられた野獣と城の人々。これか
ら起こる運命の出逢いをまだ知らない主人公のベル。２つの表情をもつスペシャル
なクリスマスツリーをお楽しみください。
□設置場所
： エントランス（地下２階）
□設置期間
： １１月２日（水）～１２月２５日（日）
□電球数
： 約１，０００個
□全長
： 約３．６メートル
・フォトスポット（屋上）
主人公ベルと野獣の心が惹かれ合い、ダンスを踊るシーン。『美女と野獣』で最も有
名な場面がフォトスポットとして登場します。
□設置場所
： キリコテラス（屋上）
□設置期間
： １１月２日（水）～１２月２５日（日）

・ビッグリース（６Ｆ）
ハッピーエンドを迎えたふたりの姿が登場するラストシーン。城に咲き誇る無数の薔
薇をイメージした巨大なリースが登場します。
□設置場所
： キリコラウンジ（６階）
□設置期間
： １１月２日（水）～１２月２５日（日）
※ラウンジ内イベント開催等により、営業時間が異なる場合がございます。

□装飾スペック

： 直径約３．２メートル、薔薇（造花）２，０００本～３，０００本使用

※館内のクリスマス装飾は、それぞれ設置場所の営業時間に準じますが、イベント等の実施により、一部ご覧になれない日が
ある場合がございます。ご了承ください。
※ツリーや装飾の画像は、イメージです。
© Disney © Disney/Pixar © & TM Lucasfilm Ltd. ©MARVEL

＜イルミネーション＞
また本期間中、「江戸切子」をモチーフにした外壁が、クリスマスバージョンでライト
アップされ、クリスマスの夜をさらに盛り上げます。
□点灯箇所
： 東急プラザ銀座建物外壁
□点灯時間
： １６：００～２５：００

「不朽の名作をディズニーが完全実写化」
『美女と野獣』
2017年4月21日（金）ロードショー
©2016 Disney
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■クリスマスディズニー商品 概要※記載順序はフロア順、同フロア内では店舗名ヨミに五十音順です。
館内の各ショップよりクリスマスキャンペーン期間中、素敵なディズニー商品が登場します。
Ｂ１階

ＢＩＲＴＨＤＡＹ ＢＡＲ ＴＯＫＹＯ （バースデイ・バー トウキョウ）
■商品名
■価格

： ｉPｈｏｎｅケース
： 各￥3,564（税込）

■特長

： スタ－・ウォ－ズの人気キャラクタ－が迫力ある
ｉPｈｏｎｅケースになって登場。ファンはもちろん、
インパクト重視の方にもオススメです。
※一部デザインが変更になる場合がございます。

■商品名
■価格

： パス＆コインorカードケース
： 各￥3,024 （税込）

■特長

： チェーンがついているので、小銭入れにも
カードケースにもなるパスケースです。
※一部デザインが変更になる場合がございます。

Ｒｉｒｅｒｅｃｉｐｅ （リルレシピ）
■商品名
■価格

： サシェオーナメント
： 各￥ 2,484 （税込）

■特長

： クラシックなディズニーのサシェは、フランス産ラベンダーがぎっし
り詰まっています。ラベンダーの香りは心を癒しリラックスさせてく
れます。
シックなボックスは、ギフトにもおススメです。
※ 限定20点 ※東急プラザ銀座先行販売
３階

ＦＲＡＮＣＪＯＵＲ （フランジュール）
■商品名
■価格

： タオル
： ￥1,080～（税込）

■特長

： フランジュール定番のタオル・ＤÉＣＯＲシリーズに、映画の原画その
ままのアートを使用したティンカー・ベルのキャラクターを刺繍しまし
た。上質なスーピマコットンを使った、ボリューム感のあるソフトで軽
いタオルです。今治産。
※東急プラザ銀座先行販売

※商品の画像は、イメージです。実際とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
© Disney © & TM Lucasfilm Ltd.
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■クリスマスディズニー商品 概要※記載順序はフロア順、同フロア内では店舗名ヨミに五十音順です。

ＰＬＡＩＮ ＰＥＯＰＬＥ （プレインピープル）
■商品名
■価格

： アクセサリー
： 各￥5,400（税込）

■特長

： ダース・ベイダーとストームトルーパーデザインのペンダントにもブローチにも
なるアクセサリー。普段のおしゃれのアクセントにオススメです。
※数量限定 ※東急プラザ銀座限定販売

■商品名
■価格

： Ｔ－シャツ
： ￥8,640（税込）

■特長

： 裾に並んだストームトルーパーのデザインがユニークなＴ－シャツです。
※数量限定 ※東急プラザ銀座先行販売

４階

ＰＡＮＤＯＲＡ （パンドラ）
■商品名
■価格

： バングル （シンデレラ）
： ￥133,920（税込）

■特長

： ドレスやガラスの靴がロマンティックなシンデレラのバングル。

■商品名
■価格

： バングル （ミッキー＆ミニー）
： ￥98,820（税込）

■特長

： ミッキーとミニーの笑顔が愛らしいバングルです。
かわいらしさの中に上品な雰囲気を纏う大人ジュエリーです。

５階

ＣＨＡＮ ＬＵＵ （チャン ルー）
■商品名
■価格

： ブレスレット （スター・ウォーズ）
： 各￥9,720（税込）

■特長

： スター・ウォーズのキャラクターがチャームブレスレット
に。キャラクターのイメージカラーをミックスストーンで表
現したCHAN LUUらしいブレスレットに仕上がりました。
※限定各30点、東急プラザ銀座先行販売

※商品の画像は、イメージです。実際とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
© Disney © & TM Lucasfilm Ltd.
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■クリスマスディズニー商品 概要※記載順序はフロア順、同フロア内では店舗名ヨミに五十音順です。

nest Robe / nest Robe CONFECT （ネストローブ／ネストローブ コンフェクト）
■商品名
■価格

： ビッグＴシャツ（レディース）
： ￥12,960（税込）

■特長

： ミッキーマウスのシルエットをあしらったｎｅｓｔ Ｒｏｂｅらしい、こだわ
りの「ＯＴＯＮＡ」のディズニーアイテムをご用意。シンプルなディ
テールで、硫化染めで味わいのある仕上がりのビッグシルエットの
Ｔシャツです。
※数量限定 ※東急プラザ銀座先行販売

■商品名
■価格

： ロングスリーブＴシャツ （レディース）
： ￥12,960（税込）

■特長

： メンズライクなディテールのロングスリーブＴシャツ。
※数量限定 ※東急プラザ銀座先行販売

■商品名
■価格

： リネンバンダナ
： ￥4,536（税込）

■特長

： ポルカドットをあしらったバンダナは、上質な素材でやさしい肌ざわりの一枚
です。
※数量限定 ※東急プラザ銀座先行販売

６階

伊織
■商品名
■価格

： ミニタオル （ミッキーマウス）
： ￥972（税込）

■特長

： 柔らかな無撚糸と普通糸を使用した、2色毛違いのジャカード織りタオルハン
カチ。ミッキーマウスバージョン。
※数量限定 ※１１月上旬発売予定 ※東急プラザ銀座先行販売

■商品名
■価格

： ミニタオル （ミニーマウス）
： ￥972（税込）

■特長

： ミニーマウスバージョン。大切な人とペアで揃えていただきたい商品です。
※数量限定 ※１１月上旬発売予定 ※東急プラザ銀座先行販売

※商品の画像は、イメージです。実際とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
© Disney
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■クリスマスディズニー商品 概要※記載順序はフロア順、同フロア内では店舗名ヨミに五十音順です。

Ｔａｂｉｏ （タビオ）
■商品名
■価格

： ソックス
： 各￥2,916（税込）

■特長

： ディズニーキャラクターがかわいらしいＭａｄｅ Ｉｎ Ｊａｐａｎ
のデザインプリントソックス。冬の足もとをおしゃれに演
出します。
※数量限定 ※東急プラザ銀座先行販売

Ｎａｔｉｖｅ Ｃｏｔｔｏｎ ｂｙ ｓｔｅｔｅｃｏ.com （ネイティブコットン バイ ステテコドットコム）
■商品名
■価格

： ルーペ
： ￥7,452（税込）

■特長

： ミッキーマウスのシルエットが愛らしいルーペは、普段はネックレ
スとして胸元のオシャレに。加工や仕上げ研磨は福井県鯖江市
の確かなメガネ技術が活かされた一品です。
※限定１０点

Ｈａｃｏａ ＤＩＲＥＣＴ ＳＴＯＲＥ （ハコア ダイレクト ストア）
■商品名
■価格

：
：

時計
各￥15,660（税込）

■商品名
■価格

：
：

ジュエリーボックス
各￥6,480（税込）

■特長

：

愛らしいディズニーキャラクターの木製インテリアは、木の独特の風
合いとシンプルなかたちでお部屋に自然となじみ、上質な空間を生
み出します。

藤巻百貨店
■商品名
■価格

： ｉPｈｏｎｅ６/６Ｓ ケース
： 各￥16,200（税込）

■特長

： 「プリント基板」の技術をそのままに、X-WINGの機体設計図を精
巧に描写したｉPｈｏｎｅケース。ｉPｈｏｎｅが発する電波でＬＥＤが光
る大人の遊び心を感じさせるアイテムです。

濱文様 きめ
■商品名
■価格

： てぬぐい
： 各￥1,512（税込）

■特長

： ディズニー・ピクサーのキャラクターと日本伝統の古典柄が出会って、てぬぐ
いになりました。遊び心あふれる柄は実用だけでなく、インテリアにもオスス
メです。
※東急プラザ銀座先行販売
※商品の画像は、イメージです。実際とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
© Disney © Disney/Pixar © & TM Lucasfilm Ltd.
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■クリスマスディズニー商品 概要※記載順序はフロア順、同フロア内では店舗名ヨミに五十音順です。
ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ１ｓｔ（３Ｆ）

ＭＡＲＬＭＡＲＬ （マールマール）
■商品名
■価格

： スタイ（スター・ウォーズ）
： 各￥3,456（税込）

■特長

： スター・ウォーズのキャラクターが描かれたスタイです。ダース・ベイダーとデ
ス・スターのパーツを外すと、ルークとレイアが現れる仕掛けのあるタイプな
ど、３種類のよだれかけをご用意しました。
※東急プラザ銀座先行販売 ※11月2日（水）～発売予定

ＡＣＥＳｈｏｅｓ＋ （エースシューズプラス）
■商品名
■価格

： スニーカー（ＴＯＹ ＳＴＯＲＹ）
： キッズ用 ¥5,940〜¥7,020 （税込） 大人用 ¥9,720〜¥10,800（税込）

■特長

： ＶａｎｓによるＴＯＹ ＳＴＯＲＹモデルが登場。アウトソール（靴底）に登場人物
ウッディと同じように「ＡＮＤＹ」の名前が入っており、ファンにはたまらない仕
様となっています。
※サイズ・価格につきましては、売り場スタッフまでおたずねください。
※数量限定

※商品の画像は、イメージです。実際とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
ⓒ & TM Lucasfilm Ltd ⓒDisney/Pixer
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■ディズニーPOP－UP ＳＨＯＰ「Ｄｉｓｎｅｙ ＣＲＹＳＴＡＬ ＭＡＧＩＣ － ＭＡＲＫＥＴ」 概要
※記載順序はフロア順、同フロア内では店舗名ヨミに五十音順です。
期間中、館内に期間限定の「Ｄｉｓｎｅｙ ＣＲＹＳＴＡＬ ＭＡＧＩＣ － ＭＡＲＫＥＴ」も登場します。
ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ１ｓｔ（３Ｆ）

ディズニー ジュエリーコレクション
■開催場所
： ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ １ｓｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ（３Ｆ ）
■イベント期間 ： 12月1日（木）～25日（日）

■詳細

： オーダーメイドジュエリーブランド「ケイウノ」から、期間限定でクリスマス
プレゼントにオススメの大人のためのディズニーデザインのジュエリーを
販売します。プリンセスのエンゲージリングなど、ブライダルジュエリーも
種類豊富にご用意しました。
期間中、＜ケイウノ＞ディズニーデザインのジュエリーをお買い上げの先
着１００名のお客様にミッキー型のオリジナルケースにお入れして商品を
お渡しいたします。

ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ ３ｒｄ （５Ｆ）

大人のための“かわいい”ＡＣＣＯＭＭＯＤＥ ＳＴＯＲＥ
■開催場所
： ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ ３ｒｄ Ｍｅｓｓａｇｅ（５Ｆ）
■イベント期間 ： 12月8日（木）～25日（日）
■詳細

： ディズニーの魅力のひとつであるクラシックやユーモアをテーマに、様々な
キャラクターを上質な遊び心でファッショナブルに表現しました。
人気のサガラ刺繍ビッグポーチやラタンバッグなどデイリーユースできる大
人のためのディズニーアイテムを期間限定で豊富にご提案します。

７F

ＨＡＮＤＳ ＥＸＰＯ （ハンズエキスポ）
■開催場所
： ＨＡＮＤＳ ＥＸＰＯ （７Ｆ）
■イベント期間 ： 11月1日（火）～12月25日（日）
■詳細

： ＨＡＮＤＳ ＥＸＰＯでは、「ディズニー」「ピクサー」 「スター・ウォーズ」 「マーベ
ル」の４つのブランドのグッズコーナーを展開します。『美女と野獣』だけでな
く、今年原作デビュー９０周年を迎えた『くまのプーさん』のアイテムを中心に
展開。また１１月下旬より、限定商品他、先行販売商品も続々登場予定です。

■商品名
■価格

： クラシックプー９０周年記念限定ぬいぐるみ
： ￥4,104（税込）

■特長

： 原作デビュー９０周年を記念し期間中、発売します。自立する姿が愛らしいク
ラシックデザインのぬいぐるみです。
※１１月下旬発売予定 ※数量限定
※商品の画像は、イメージです。実際とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
© Disney
©DISNEY. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H. Shepard.
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「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

営業時間

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

定休日

年２日（元旦及び法定点検日）予定

交通

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

施設運営

東急不動産SCマネジメント株式会社

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（木）

WEBサイト

http://ginza.tokyu-plaza.com

9

