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オリックス株式会社（本社：東京都港区、社長：井上 亮、以下「オリックス」）は、プロジ

ェクトマネージャーを務める商業施設「KIRARITO GINZA（キラリト ギンザ）」を 2014 年
10 月 30 日（木）に開業いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本物件は、大規模な再開発が進む八重洲・京橋エリアと銀座エリアを繋ぐ日本を代表する商業
エリア｢銀座一丁目｣に位置します。銀座の目抜き通りの中央通りに約 44m 面する希少な敷地に
誕生し、日本初・日本最大級・銀座エリア初を含む全 52 店舗（物販 33 店舗、飲食 11 店舗、サ
ービス 8 店舗）で構成します。 

  

本物件は「銀座でいちばん、幸せな場所」をコンセプトに、人生において「キラリト輝く瞬間」
である結婚式、結婚記念日、誕生日などのギフトをテーマにした、“ハレの日”を彩る旬で話題
の物販、飲食、サービスの専門店を充実させた商業施設です。 

また、中央通り沿いの建物では前例がない、約 100 ㎡のオープンテラスを 4 階部分のカフェ・
レストランフロアに配置するほか、都心で開放的なリゾートウェディングを実現できるエリア最
大の屋上ガーデンも配置し、銀座の街に新たな空間を創出します。さらに、建物の外観はダイヤ
モンドのブリリアントカットをモチーフに、光の反射で時間とともに表情を変えるデザインで中
央通り沿いの街並みを演出します。  

 

 10 月 30 日（木）の開業により、今後、再開発など新たな街へと変わりはじめる銀座エリアに
おいて、「KIRARITO GINZA」は、さまざまな人々が集う新たなランドマークとなり、皆さま
に愛され、さらなる銀座エリアの魅力向上に繋がる施設を目指してまいります。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

【キラリト ギンザ公式ホームページ】 

http://www.kirarito-ginza.jp 
 

 

 

 

銀座一丁目・中央通り沿いに誕生する“ハレの日”を彩る商業施設 

「ＫＩＲＡＲＩＴＯ ＧＩＮＺＡ（キラリト ギンザ）」10月 30日開業 
～日本初・日本最大級・銀座エリア初を含む全 52店舗～ 

http://www.kirarito-ginza.jp/


 

【KIRARITO GINZA 店舗一覧】 

フロア 店舗名 店舗名（ヨミ） 業態 特徴 

B1F 

 

 

RESTAURANTS 

俺のイタリアン TOKYO 
オレノイタリアン トウ

キョウ 

レストランシアター 日本最大級 

イタリアの三ツ星レストラン 2 店で修業した、俺のイタリアン総料理長“ミスター俺の”山浦敏宏が料理長を務める。ジ

ャズとクラシックの生演奏もあり、オープンキッチンならではのライブ感を存分に味わえる。 

俺のフレンチ TOKYO 
オレノフレンチ トウ

キョウ 

レストランシアター 日本最大級 

フランスの星付きレストランで 10 年修業し、セントレジスホテル大阪で総料理長を務めたニコラ・シュヴロリエが料理

長。俺のシリーズ最年少料理長の平嶋勇太も加わる。ジャズとクラシックの生演奏を楽しめる。 

1F 

 

 

FASHION & LIFESTYLE 

GOODS 

TOCCA STORE 銀座店 
トッカ ストア ギンザ

テン 

レディスファッション、生活

雑貨 

日本最大級 

日本最大級の路面店。40％の商品が KIRARITO GINZA が初めて取り揃えるアイテム。国内初となるブライダルギフ

トサロン、プライベート空間を演出する VIP ルームも設置。 

ハートマン銀座 ハートマンギンザ 

バッグ・トラベルラゲッジ・

レザーグッズ 

日本初（フラッグシップショップ） 

1877 年アメリカで創業以来、最高の技術により歴代大統領やハリウッドスターなど、数々のセレブリティに愛されてき

たブランドが日本初上陸。 

サムソナイト・ブラックレー

ベル 銀座 

サムソナイト・ブラッ

クレーベル ギンザ 

バッグ・トラベルラゲッジ・

レザーグッズ 

日本最大級 

贅沢な素材とデザインで旅のスタイルを演出する、サムソナイトのラグジュアリーブランド。 

2F 

 

 

BRIDAL JEWELRY 

SELECTION 

THE KISS Anniveｒsary キ

ラリト ギンザ店 

ザ・キッス アニバー

サリー  

キラリト ギンザテン 

ジュエリー/ブライダルジュ

エリー 

  

全国展開する「ザ・キッス」の中でも、キラリト ギンザ店はブライダルジュエリーを多く取り扱う。通常店舗は 10％のと

ころ、約 40％がブライダル商品から構成される。 

ブライズティアラ銀座 
ブライズティアラギン

ザ 

ブライダルティアラ専門店 銀座エリア初 

約 1 億円相当のフローラティアラを展示。常時 100 点以上のブライダルティアラを展示・販売。 

トレセンテ銀座本店 
トレセンテギンザホン

テン 

ジュエリー/ブライダルジュ

エリー 

  

お花をモチーフにしたエンゲージリング「フローラ」や、2 人の絆を強める「双子ダイヤモンド」をセットした、世界で唯一

のマリッジリングが人気の銀座発、婚約指輪・結婚指輪のオリジナルブランド。 

JEWELRY KAMATA story 

銀座店 

ジュエリーカマタ ス

トーリー ギンザテン 

オーダーメイドジュエリー/

ブライダルジュエリー 

都内初 

自分でリング製作を体験できる、ブライダルリング専門店。銀座店では初めて店内にジュエリー工房を併設。 



 

 

フロア 店舗名 店舗名（ヨミ） 業態 特徴 

2F 

 

 

BRIDAL JEWELRY 

SELECTION 

Sirena Azzurro キラリト 

ギンザ店 

セイレーン アズーロ 

キラリト ギンザテン 

ジュエリー/ブライダルジュ

エリー 

  

神戸発祥のジュエリーブランド。（内覧会当日はデザイナーの田中祐史が来場。） 

PORTADA ポルターダ 

ブライダル＆アニバーサリ

ージュエリー 

日本初、新ブランド・新業

態 

日本初の直営ショップ。キラリト ギンザ限定商品や世界基準のダイヤモンドをご提案。オープン記念に希少価値が

高いダイヤを真空パックで限定発売。 

Ｄｏｌｆａｎｉ キラリト ギンザ

本店 

ドルファーニ キラリト 

ギンザホンテン 

ブライダル＆アニバーサリ

ージュエリー 

  

キラリト ギンザ本店限定商品として、エンゲージ+マリッジのセットリングを発売。ペアダイヤモンドをマリッジリングの

内側にプレゼント。 

FLAWLESS DIAMOND 
フローレス ダイヤモ

ンド 

ジュエリー/ブライダルジュ

エリー 

  

希少価値の高いフローレス、インターナリーフローレスダイヤモンドのみを販売。最高級のダイヤモンドの輝きを追求

し、ブレミッシュ（内包物）の無いダイヤモンドを取り扱う日本唯一のジュエリーブランド。 

アイランズ銀座 アイランズギンザ 

ハワイアン＆ブライダルジ

ュエリー 

  

日本初のハワイアンジュエリーのブライダル専門店。有名デザイナー グラマラス 森田恭通氏のデザイン監修によ

る、モダンなインテリアの空間も魅力。 

マリアージュ キラリト ギン

ザ店 

マリアージュ キラリ

ト ギンザテン 

ジュエリー/ブライダルジュ

エリー 

  

「プロポーズリングを選びたいけど、彼女の指輪のサイズや好みのデザインが分からない」という男性のお悩みに、

独自の解消方法をご案内。 

TAKE-UP テイクアップ 

ジュエリー/ブライダルジュ

エリー 

新ブランド・新業態 

全国に 45 店舗展開する中でも、ブライダルに特化した初の店舗。キラリト ギンザ店限定商品としてディズニーとコラ

ボレーションしたブライダルジュエリーを販売。 

杢目金屋 キラリト ギンザ

店 

モクメガネヤ キラリ

ト ギンザテン 

ジュエリー/ブライダルジュ

エリー 

  

400 年の歴史「幻の技法」が世界に一つだけの結婚指輪になる日本初「木目金」オーダーメイド専門店。江戸時代に

生まれた金属工芸技法「木目金」を使って世界に一組だけのブライダルリングをオーダーメイドできる。 

VENUS TEARS 銀座店 
ヴィーナス ティアー

ズ ギンザテン 

ジュエリー/ブライダルジュ

エリー 

都内初 

旗艦店舗として都内初出店。人気のディズニー・ブライダルコレクションのほか 1 カラット以上の大粒ダイヤを贅沢に

使用した商品が充実。4 カラットのダイヤも展示。 

 

 



 

フロア 店舗名 店舗名（ヨミ） 業態 特徴 

2F 

 

BRIDAL JEWELRY 

SELECTION 

ENUOVE イノーヴェ 

ジュエリー/ブライダルジュ

エリー 

都内最大級（品揃え） 

日本初！「ダイヤモンドの正しい選択」世界基準でのダイヤの販売を提案。年齢を重ねてもつけられるエンゲージリ

ング・マリッジリングのデザイン。 

3F 

 

GIFTS & ACCESSORIES 

NORDIC Feeling 
ノルディックフィーリ

ング 

時計 銀座エリア初 

北欧ブランドを中心とした時計のセレクトショップ。今春から展開されたスウェーデンブランド「TRIWA（トリワ）」のキラ

リト ギンザ限定販売モデルが登場。2013 年にはデンマーク王室より表彰されるなど、優れたプロダクトを通じて北欧

のファッションを日本へ発信。 

Coincidence コインシデンス 

アクセサリー・ファッション

雑貨 

銀座エリア初 

キラリト ギンザ店では、フランスの著名なコスチュームジュエリーブランド「Philippe Ferrandis」を日本一の品揃えで

展開。ブライダルをテーマにしたオリジナル商品も新展開。 

TARA BLANCA ターラ・ブランカ ファッション雑貨 

銀座エリア初（店舗として

初） 

「Happiness」をテーマとするギフト商品やパーティ商品、カップルでも使いやすいユニセックス商品を取り揃える。 

BLSR 銀座店 
ビーエルエスアール

ギンザテン 

ジュエリー/アクセサリー 日本初 

世界№1 セレクトショップとも言われているサンタモニカのフレッドシーガルで 6 年以上販売され続けているジュエリー

ブランドが日本初の旗艦店をオープン。 

MAHARAJA DIAMOND 
マハラジャ ダイヤモ

ンド 

ジュエリー/アクセサリー 銀座エリア初 

多店舗では VIP 顧客向けに限定販売を行っているハイエンドなライン「ル・クチュール」をキラリト ギンザ店では常時

店頭販売。キラリト ギンザ限定商品あり。 

Sarah Grace サラグレース インテリア雑貨 銀座エリア初 

日本では数少ない、フレンチスタイルインテリアを提案するインテリアショップ。 

WALPA ワルパ 壁紙専門店 銀座エリア初 

世界中の壁紙を 7 万点以上取り揃えた壁紙セレクトショップ。壁紙の材料販売だけではなく、壁紙貼り方体験教室で

実際に貼ることも可能。 

RODRIGO NEW YORK ロドリゴニューヨーク コスチューム/ジュエリー 

日本初、新ブランド・新業

態 

コスチューム・ジュエリー界の第一人者ロドリゴ・オタズの新ブランド。ロドリゴ・オタズがデザインするジュエリーは、

大ヒットドラマ「Sex and the City」内でたびたび使用され、多くのアーティストを虜にしてきている。 

 

 

 

 



 

フロア 店舗名 店舗名（ヨミ） 業態 特徴 

3F 

 

 

GIFTS & ACCESSORIES 

Lemontree レモンツリー ジュエリー/アクセサリー 

都内初、新ブランド・新業

態 

深みのある「シャビーシックモダン」をテーマにした、大人のためのアクセサリーブランド。 

GARNI ガルニ 

アクセサリー・革小物・ファ

ッション雑貨 

銀座エリア初 

女優・モデルのりょう、BRAHMAN ヴォーカルの TOSHI-LOW 夫妻とのコラボレーション商品をキラリト ギンザ店限定

で販売。 

伊織 イオリ 今治タオル 銀座エリア初 

全国に展開する伊織の中でも、ギフトに特化した商品が揃う初の店舗。 

oluha 上質睡眠専門店 
オルハ ジョウシツス

イミンセンモンテン 

寝具、睡眠・ベビー・オー

ガニック用品 

日本初、新ブランド・新業

態 

創業 60 年の羽毛寝具製造メーカー東洋羽毛の第 1 号店であり初めての店舗。寝具のみではなく、ブライダルギフ

ト、ベビーギフトに適した商品を多数取り揃える。 

FULL SPOT フルスポット バッグ・服飾雑貨 都内初 

関東初の常設直営店となるイタリア生まれの雑貨ブランド。FULL SPOT×RANDOM STYLE コラボ企画商品をキラリ

ト ギンザ店限定で販売。イタリアデザイン、イタリア生産にこだわり、豊富な色展開と好きなパーツを選んでカスタマ

イズできるアイテムが揃う新感覚ショップ。 

4F 

 

 

CAFE & LIGHT DINING 

D'elices tarte&café 
デリス タルトアンド

カフェ 

カフェタイプのタルト専門

店 

都内初（関東初） 

カフェタイプの店舗としては関東初出店。キラリトギンザ店ではタルト生地から店舗で製造。 

MERCER BRUNCH GINZA 

TERRACE 

マーサー ブランチ 

ギンザ テラス 

カフェダイニング 銀座エリア初 

NY スタイルの”ブランチ”専門店。特注のブリオッシュで作るフレンチトーストが Set のブランチなどしっかり食べ応え

のあるメニューが揃う。 

Eggs'n Things 銀座店 
エッグスンシングス 

ギンザテン 

ハワイアンカジュアルレス

トラン 

銀座エリア初 

1974 年にハワイで誕生して以来、ローカルや旅行者に大人気の都内３号店目のカジュアルレストラン。テラス席が設

けられ開放的な雰囲気で楽しめる店舗。 

5F 

 

 

CUSTOM ACCESSORIES 

& CAFÉ 

貴和製作所    キワセイサクジョ アクセサリー・カフェ 日本最大級 

カフェ併設の情報旗艦店。人気のスワロフスキーエレメンツをはじめ世界中のビーズ、パーツを揃えた国内最大規模

の店舗。 

 



 

フロア 店舗名 店舗名（ヨミ） 業態 特徴 

6F 

 

 

JAPANESE CREATIONS 

京都きもの友禅 銀座店 
キョウトキモノユウゼ

ン ギンザテン 

呉服 日本最大級 

全国５３店舗を展開する振袖専門店の旗艦店。国内最大級の広さと品揃え。 

dining gallery 銀座の金

沢     

ダイニング ギャラリ

ー ギンザノカナザ

ワ 

ギャラリー・レストラン 

日本初、新ブランド・新業

態 

2015 年北陸新幹線開業により注目される金沢市が展開する日本初の文化発信拠点。伝統工芸をはじめとする金沢

クラフトを紹介するギャラリー。ダイニングも併設。 

７F 

 

 

RESTAURANTS 

トラットリア・デル・パチョッ

コーネ 

トラットリア・デル・パ

チョッコーネ 

イタリアン 銀座エリア初 

本店が新潟にある本物志向のイタリア料理店。２０１２年には日本人として初めてローマ直営店出店。 

BISTRO BARNYARD 

GINZA 

ビストロ バーンヤー

ド ギンザ 

ビストロ・カリフォルニア料

理 

都内初、新ブランド・新業

態 

食材やワインを惜しみなく試食試飲できるテイスティングテーブルやウォークインセラーのある空間。各地から招いた

生産者と共に料理、ワインを提供するレストラン。 

WORLD DINER produced 

by 牛の達人 

ワールド ダイナー 

プロデュースド  

焼肉ダイニング＆カフェレ

ストラン＆ＢＡＲ 

銀座エリア初 

焼肉業界で世界初！プリペイド式ワインサービシングシステムを導入。中央保健所認定により公認されたユッケ刺、

生肉を提供。 

8F 

 

 

RESTAURANTS 

回転寿司酒場 銀座沼津

港 

カイテンズシサカバ 

ギンザヌマヅコウ 

回転寿司 銀座エリア初 

デカネタが特徴の回転寿司。駿河湾の新鮮な桜海老やシラスをはじめ日本各地の鮮度抜群の魚を手頃価格で提

供。 

PAEZO パエゾー スペイン料理 

日本初、新ブランド・新業

態 

スペインバレンシアで修行したシェフによる和食の技法を取り入れた独自の調理法によるスペイン料理を提供。 

鼎泰豐 ディンタイフォン 台北点心料理 

日本最大級、銀座エリア

初 

世界中の観光客が訪れる台湾本店の人気メニュー小龍包を提供。 

9F 

 

 

BRIDAL & BEAUTY 

ゼクシィ相談カウンター 

ゼクシィ保険ショップ 

ゼクシィソウダンカウ

ンター 

ゼクシィホケンショッ

プ 

ブライダル情報サービス   

ブライダル専門誌「ゼクシィ」の直営ショップ。挙式を検討しているカップルに向けて、式場、二次会会場、ドレスショッ

プ、保険など総合的にサポート。 

 



 

フロア 店舗名 店舗名（ヨミ） 業態 特徴 

9F 

 

 

BRIDAL & BEAUTY 

UNIX Beauty Innovation 
ユニックス ビューテ

ィーイノベーション 

ヘアサロン・スパ・ネイル 銀座エリア初 

アユールヴェーダをベースとしたスパを中心にケアメニューを用意。店内は銀座で森に迷い込んだような「リラックス+

非日常性」のある空間。 

銀座肌クリニック ギンザハダクリニック 美容皮膚科   

豊富な実績ある医師、スタッフがチームとなって患者様の悩みをサポート。脱毛、美肌、アンチエイジング、遺伝子検

査など美容と健康の悩みを解決。 

スリムビューティハウス キ

ラリト ギンザ本店 

スリムビューティハウ

ス キラリト ギンザ

ホンテン 

エステティックサロン 都内最大級 

東洋医学の理論から生まれたオリエンタルエステ。初のアンチエイジングサロン。リアルダイヤモンドを使ったラグジ

ュアリーなネイルデザインなども。 
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BRIDAL & SERVICE 

銀座 クチュールナオコ ア

ネックス店 

ギンザ クチュールナ

オコ アネックステン 

ウェディングドレスサロン 日本最大級 

都内最大の規模と品揃えを誇るウェディングドレスショップ。 

アニバーサリーデンタル 

ギンザ 

アニバーサリーデン

タル ギンザ 

歯科クリニック/ホワイトニ

ング 

  

美容に特化した銀座最大級の歯科クリニック。歯のホワイトニング専門店 WhiteningBAR を併設。 

エス・ティー・ワールド キ

ラリト ギンザ店 

エスティーワールド 

キラリト ギンザテン 

旅行会社 銀座エリア初 

お客様専用コンシェルジュがワンランク上のハネムーン、一生自慢できるオートクチュールな旅をプロデュース。 

11F 
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WEDDING GUEST HOUSE 

ヴァルデモッサ銀座                  
ヴァルデモッサギン

ザ 

ウェディングゲストハウス 

都内初 

新ブランド・新業態 

都内最大級の屋上ガーデンや全面ガラス張りのチャペルを併設。日本が誇る街「銀座」と地中海マヨルカ島（スペイ

ン）のリゾートが調和した独創的な空間で「銀座リゾートウェディング」をコンセプトとしたウェディングゲストハウス（結

婚式場）。 

 

 

 

 

 



 

【KIRARITO GINZA 事業概要】 

■プロジェクトコンセプトについて 

施設名称の「KIRARITO GINZA（キラリト ギンザ）」は、「ブリリアントライフステージ」というプ

ロジェクトコンセプトのもと、輝きのある商品・サービス・空間を提供する「ハレの日」を彩る施設とし

て、“銀座でいちばん、幸せな場所”になってほしいという思いが込められています。また、ダイヤモン

ドのブリリアントカットをモチーフに、光の反射で時間とともに表情を変えるファサードをデザインし、

建物全体がキラキラと輝くことにちなんでいます。 
 

■施設ロゴについて 

 施設のアイデンティティーを表現するシンボルマークを目指して、建築の特徴的な部分である建物上

部のクラウン（王冠）の稜線をロゴデザインにも採用しました。またファサードのクリスタルデザイン（多

面的な形状）を表現する手法として、館名のアルファベットを「KIRA」「RITO」「GINZA」と 3 行で

文字を組み構成しています。新たな価値を提供する商業施設として、ロゴデザインにもインパクトを持た

せ、また銀座の街並みに調和するように色調も考慮し設計されています。 
 

■施設の特徴について 

地上 12 階建て、高さ 66m となる本計画では、中央通り沿いの建物では前例のない約 100 ㎡の大きなオ

ープンテラスを 4階部分に設けました。このほかにも、屋上ガーデンや吹抜けなどの開放感溢れる空間や

植栽を施設内各所に配置することで、これまでには無かった広場と緑を提供し、街に憩いと潤いを与える

銀座の新たなランドマークを目指します。 

 

■所 在 地： 東京都中央区銀座 1－8－19 キラリト ギンザ 

■交 通： 東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅より徒歩 1 分 

 東京メトロ銀座線京橋駅より徒歩 2 分 

         東京メトロ銀座線銀座駅より徒歩 5 分 

        ＪＲ山手線有楽町駅より徒歩 5 分 

■敷 地 面 積： 1,323.21 ㎡（400.27 坪） 

■延 床 面 積： 16,582.48 ㎡（5016.20 坪） 

■建 物 規 模： 地上 12 階地下 3 階 

■構 造： S 造（一部 RC 造） 

■駐 車 場： 69 台（荷捌駐車場 6 台含む、300 円/30 分（営業時間 8：00～23：15） 

■用 途： 物販販売業を営む店舗、飲食店、サービス業を営む店舗等 

■デザイン監修： 光井純アンドアソシエーツ建築設計事務所株式会社 

■設 計 ･監 理： 浅井謙建築研究所株式会社 

■施 工： 鹿島建設株式会社 

■商業プロデュース： 株式会社エム・エス・シー 

■施設ロゴデザイン： 株式会社ダイアグラム 

■開 業： 2014 年 10 月 30 日(木)  

■営 業 時 間： 物販・サービス：11:00～21:00、飲食：11:00～23:00 

 ※営業時間が異なる店舗もございます。 

■休 館 日： 毎年 1 月 1 日および 2 月第 3 火曜日 

■ホームページ： http://www.kirarito-ginza.jp  

■地 図： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kirarito-ginza.jp/


2014.10.27
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1. プロジェクトコンセプト

■施設名称
　”KIRARITO GINZA”　　（キラリト ギンザ）

■施設コンセプト
　” ブリリアントライフステージ ”　　Brilliant Life Stage

　KIRARITO	GINZA（キラリト	ギンザ）は、「ブリリアントライフステージ」というキーワードを軸に、人生において「キ
ラリト輝く瞬間」である結婚式、結婚記念日、誕生日などのギフトをテーマにした「ハレの日」を彩る旬で話題の物販、
飲食、サービスの専門店を充実させた商業施設として、「銀座で最も幸せな場所」を目指します。

　施設のアイデンティティーを表現するシンボルマークを目指して、建築の特徴的な部分である建物上部のクラウン（王
冠）の稜線をロゴデザインにも採用しました。またファサードのクリスタルデザイン（多面的な形状）を表現する手法
として、館名のアルファベットを「KIRA」「RITO」「GINZA」と 3行で文字を組み構成しています。新たな価値を提供す
る商業施設として、ロゴデザインにもインパクトを持たせ、また銀座の街並みに調和するように色調も考慮し設計され
ています。

■施設シンボル



4

2. デザインコンセプト

■「緑のテラスを包むクリスタルデザイン」

　銀座一丁目は銀座の玄関口であり、再開発が進む京橋に隣接し、
新たな人の流れを生み出すポテンシャルの高い立地です。そこで人々
を建物に誘い込むためのさまざまな工夫を考えました。
建物は銀座通りに約 45 ｍの幅で面し、高さが 66 ｍという大きなボ
リュームです。平面的な間口の細いビルが立ち並ぶ銀座へのスケー
ル感への配慮が必要でした。
　建物のファサードを分節しスカイラインの変化を与える屏風状の
平面を束ねたガラスのボリュームで、建物全体を輝くクリスタルに
見せています。屏風状のガラスのファサードは刻一刻と変化する光
を反射し、人々を誘います。同時に細やかなスケール感を実現して
います。屏風状のガラスに筋雲の白いベールをかけたようなフリッ
トパターンをつけることで、建物全体に調和をもたらし、銀座の優
雅な街並みに溶け込む表情をつくりました。内部の屏風状に飛び出
した窓際に近づくと、銀座通りの空中に立っているような感覚を覚
えます。新橋方面、丸の内方面、日本橋方面と周囲へと銀座の枠を
超えた大きなスケールの景色を楽しむことができます。
　銀座通りでは地下鉄銀座線が地中の浅い部分を通っており、高木
の並木が植えられない状況にあります。人々を誘い込む仕掛けとし
てこれまでの銀座通りに無い、大きな緑と休める場所を立体的に展開することを考えました。
　4階と 6階に外部に出ることができる木漏れ日のあるテラスを、8階と 11 階にアトリウムをつくりました。屋上には
緑に囲まれた広場を配置して地上から人々のにぎわいが立体的につながる工夫をしています。
　4階のテラスを第二の大地としてとらえ、天井に映りこみをさせることで銀座通りとテラスのにぎわいをつないでい
ます。テラスの樹木の葉が風にゆれる様子を、夜には天井に影を落とすことで銀座の風を視覚化しています。ガラスのファ
サードの筋雲のパターンは 4階の第二の大地から湧き上がる雲をモチーフとしています。
　建物の内部に入ると屋上の木の葉が降り注ぐ様をコンセプトとした葉脈ガラスの光の空間が人々を出迎えます。吹き
抜けを介して縦に空間がつながり人々の縦方向の移動を導きます。

メインエントランス 4階テラス 11 階アトリウム
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3. 施設概要3. 施設概要

■所在地：東京都中央区銀座 1-8-19 キラリト	ギンザ
■交通：	東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅より徒歩 1分
	 東京メトロ銀座線京橋駅より徒歩 2分
	 東京メトロ銀座線銀座駅より徒歩 5分
	 JR 山手線有楽町駅より徒歩 5分
■敷地面積：1,323.21㎡（400.27 坪）
■延床面積：16,582.48㎡（5016.20 坪）
■建物規模：地上 12 階地下 3階
■構造：	S 造（一部RC造）
■駐車場：		69 台	（荷捌駐車場 6台含む）
	 料金	 ①時間貸し　30分　300円
	 	 ②長時間（7時～23時15分）	 ロールーフ　2,000 円／ハイルーフ　2,400 円
■用途：	物販販売業を営む店舗、飲食店、サービス業を営む店舗等
■デザイン監修：	光井純アンドアソシエーツ建築設計事務所株式会社
■設計 ･監理：浅井謙建築研究所株式会社
■施工：	鹿島建設株式会社
■商業プロデュース：株式会社エム・エス・シー
■施設ロゴデザイン：株式会社ダイアグラム
■開業：	2014年10月30日（木）

■営業時間	 物販・サービス：11:00 ～ 21:00
	 飲食：11:00 ～ 23:00
	 ※営業時間が異なる店舗もございます
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4. テナント紹介

■フロアガイド

鼎泰豐  （台北点心料理）　PAEZO （スペイン料理）　回転寿司酒場  銀座沼津港  （回転寿司）

WORLD DINER p ro d u c e d by 牛の達人  （焼肉ダイニング＆カフェレストラン＆ＢＡＲ）　

B I S T R O  B A R N YA R D  G I N Z A  （ビストロ・カリフォルニア料理）　トラットリア・デル・パチョッコーネ  （イタリア料理）

d in ing ga l l e r y  銀座の金沢  （ギャラリー・ダイニング）　京都きもの友禅  銀座店   （呉服）

貴和製作所  （アクセサリー・カフェ）

Eg gs 'n  Th ings  （ハワイアンカジュアルレストラン）　MERCER BRUNCH GINZ A TERR ACE （カフェダイニング）

D'e l i c es t a r te&c a fe  （ カフェタイプのタルト専門店）

伊織  （タオル専門店）　  o l uha 上質睡眠専門店  （寝具、睡眠・ベビー・オーガニック用品）

GARNI  （ジュエリー・アクセサリー・ファション雑貨）　  c o inc i denc e  （アクセサリー・ファッション雑貨）

Sarah Grac e  （インテリア雑貨）　  TAR A BL ANCA （ファション雑貨）　WALPA （輸入壁紙専門店）

NORDIC Fee l i ng  （時計）　   BLSR 銀座店  （ジュエリー・アクセサリー）

FULL SPOT （バッグ・服飾雑貨）　  MAHAR AJA DIAMOND （ジュエリー・アクセサリー）　

Lemon t ree  （ジュエリー・アクセサリー）　  R O D R I G O  N E W  Y O R K  （コスチュームジュエリー）

アイランズ銀座  （ハワイアン＆ブライダルジュエリー）　　ENUOVE （ジュエリー・ブライダルジュエリー）　

VENUS TEARS 銀座店  （ジュエリー・ブライダルジュエリー）　  

JEWELRY K AMATA s to r y  銀座店  （オーダーメイドジュエリー・ブライダルジュエリー）

T H E  K I S S  A n n i v e r s a r y  キラリト  ギンザ店  （ジュエリー・ブライダルジュエリー）

Si rena A z zur ro  キラリト  ギンザ店  （ジュエリー・ブライダルジュエリー）　TAKE-UP （ジュエリー・ブライダルジュエリー）　

トレセンテ銀座本店  （ジュエリー・ブライダルジュエリー）　ブライズティアラ銀座  （ブライダルティアラ専門店）　

Do l fan i  キラリト  ギンザ本店  （ジュエリー・ブライダルジュエリー）　

マリアージュ  キラリト  ギンザ店  （ジュエリー・ブライダルジュエリー）

FL AWLESS DIAMOND キラリト  ギンザ本店  （ジュエリー・ブライダルジュエリー）　

PORTADA （ブライダル＆アニバーサリージュエリー）　  杢目金屋  キラリト  ギンザ店  （ジュエリー・ブライダルジュエリー）　  

サムソナイト・ブラックレーベル銀座  （バッグ・トラベルラゲッジ・レザーグッズ）　

ハートマン銀座  （バッグ・トラベルラゲッジ・レザーグッズ）

TOCCA STORE 銀座店  （レディスファッション・生活雑貨）

俺のイタリアン TO KYO  （レストランシアター）　俺のフレンチ TO KYO  （レストランシアター）

ヴァルデモッサ銀座  （ウェディングゲストハウス）

アニバーサリーデンタル  ギンザ  （歯科クリニック・ホワイトニング）　

エス・ティー・ワールド  キラリト ギンザ店  （旅行会社）

銀座クチュール  ナオコ  アネックス店  （ウェディングドレスサロン）

スリムビューティハウス  キラリト  ギンザ本店  （エステティックサロン）　銀座肌クリニック  （美容皮膚科）

UNIX Beau t y  Innova t i on  （ヘアサロン・スパ・ネイル）

ゼクシィ相談カウンター／ゼクシィ保険ショップ  （ブライダル情報サービス）

HANDMADE  Ac c es s or i es  &  CA F E

R estaurantS

R estaurantS

Japan ES E  c r eat i o nS

Ca f e  &  l i g ht  D I N I N G

G i f t  &  Ac c es s or i es

BR I DA L  J e w e l ry  S E l l e ct i o n

Fas h i o n  &  l i f est y l e  g oods

W edd i n g  G uest  Hous e

Br i da l  &  S E RV I C E

Br i da l  &  B eaut y

RESTAURANTSB 1 F

1 F

2 F

3 F

4 F

5F

6F

7F

8 F

9 F

1 0 F

1 2 F

1 1 F
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■ 1F／レディスファッション・生活雑貨

日本最大級

TOCCAの世界観をすべて盛り込んだ、国内最大級のショップ。

従来 TOCCA が多くのお客さまに支持されてきたブライダルゲストドレスはもちろん、国内

初となるブライダルギフトサロンも用意。ブライダルサロンと併設して VIPルームを設置。

TOCCA STORE　銀座店
（トッカ ストア　ギンザテン）

■1F／バッグ・トラベルラゲッジ・レザーグッズ

日本最大級

贅沢な素材とデザインで旅のスタイルを演出する、サムソナイトのラグジュアリーブランド。

トラベルラゲッジからビジネスバッグまで豊富な品揃えを誇り、上質な日常、旅を求める洗

練されたトラベラーの快適な旅をサポート。

サムソナイト・ブラックレーベル 銀座
（サムソナイト・ブラックレーベル ギンザ）

■1F／バッグ・トラベルラゲッジ・レザーグッズ

日本初（フラッグシップショップ）

日本初（フラッグシップショップ）

1877年アメリカで創業以来、最高の技術により歴代大統領やハリウッドスターなど、数々の

セレブリティに愛されてきたブランド。伝統とモダンの融合したプレミアムでありながら居心

地の良い空間でラグジュアリーなコレクションを堪能できる。

ハートマン銀座
（ハートマンギンザ）

ギフト・ファッション・インテリア
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■ 3F／バッグ・服飾雑貨

都内初

関東初の常設直営店となるイタリア生まれの雑貨ブランド「FULL	SPOT（フルスポット）」。イ

タリアデザイン、イタリア生産にこだわり、豊富な色展開と好きなパーツを選んでカスタマ

イズできるアイテムが揃う新感覚ショップ。

FULL SPOT
（フルスポット）

■ 3F／タオル専門店

銀座エリア初

ギフトに特化した初の店舗。

ホワイトウェディングを連想させる「白」にこだわった上質な今治タオルを取り揃え、ウェディ

ングを中心としたギフト全般を取り扱う。

伊織
（イオリ）

■ 3F／寝具、睡眠・ベビー・オーガニック用品

新ブランド・新業態（初出店）

創業 60 年の羽毛寝具製造メーカーの第1号店であり初めての店舗。睡眠を通して「健康・

美容・エイジングケア」をサポートする商品やサービス・情報を提供。ゴア ®羽毛ふとんを

中心に、単なる寝具店としての品揃えでなく、上質な睡眠・爽やかな朝を迎えることを目的

とした品揃え。ブライダル・ベビーギフトに喜ばれる商品を多数とり揃えている。

oluha 上質睡眠専門店
（オルハ ジョウシツスイミンセンモンテン）

ギフト・ファッション・インテリア

日本初
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■ 3F／輸入壁紙専門店

銀座エリア初

世界中の壁紙を7万点以上取り揃えた壁紙セレクトショップ。

壁紙の材料販売だけではなく、壁紙貼り方体験教室で実際に貼ることも出来る。

好きなデザインを好きな場所に好きな時に貼ることで

部屋の壁をもっと楽しめるノウハウがここに。

WALPA
（ワルパ）

■ 3F／ファッション雑貨

銀座エリア初  ※店舗として初

「Happiness」　をテーマとするギフト商品やパーティ商品、カップルでも使いやすいユニセッ

クス商品を取りそろえる。オリジナル企画のインド製手刺繍ストールをはじめ、パーティ時

に使えるストール、アクセサリー等の提案、パーティ用のバッグやギフト商品などの小物を

ご用意。

TARA BLANCA
（ターラ・ブランカ）

■ 3F／インテリア雑貨

銀座エリア初

日本では数少ない、フレンチスタイルインテリアを提案するインテリアショップ。

ホワイトとグレーを基調としたシャビーシンクな家具、テーブルウェア、インテリア雑貨など

を多数取り揃えている。

クラッシックながら、今風でスタイリッシュなフレンチスタイルのアイテムを提案。

Sarah Grace
（サラグレース）

ギフト・ファッション・インテリア
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■ 3F／時計

銀座エリア初

「北欧を日本へフィットさせる」をテーマに、北欧ブランドを中心とした時計のセレクトショップ。

各ブランドの日本総輸入代理店として、2013 年にはデンマーク王室より表彰されるなど、優

れたプロダクトを通じて北欧のファッションを日本へ発信。

NORDIC Feeling
（ノルディックフィーリング）

■ 6F／ギャラリー・ダイニング

日本初 新ブランド・新業態

歴史と伝統文化が息づくまち「金沢」が、そのまま銀座に。金沢文化の「彩り」や「輝き」

を体感できる空間。

ユネスコにクラフト分野で認められた創造都市として、伝統工芸をはじめとする金沢クラフ

トをご紹介するギャラリー、「料理」とともに「器」や「しつらえ」もあわせて、存分に「金

沢の食文化」を味わっていただくダイニングも開設。

dining　gallery　銀座の金沢
（ダイニング　ギャラリー　ギンザノカナザワ）

■ 5F／アクセサリー・カフェ

日本最大級

情報発信の旗艦店であり、売場面積は国内最大規模。

人気のスワロフスキーエレメントをはじめ、世界中から集めたビーズ、パーツ類が揃う。銀

座店限定の完成品もラインナップ。

カフェの営業も実施。

貴和製作所
（キワセイサクジョ）

ギフト・ファッション・インテリア
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■ 6F／呉服

安心の価格とアフターサービスで上質な振袖をご提供する、振袖専門店。

全国53店舗に展開する京都きもの友禅の旗艦店として、国内最大の広さと品揃えを誇る。

多様化するお客さまのニーズにお応えできるよう、色柄豊富な振袖を取り揃えており、草履バッ

グや髪飾り等の小物も充実。

京都きもの友禅 銀座店
（キヨウトキモノユウゼン ギンザテン）

ギフト・ファッション・インテリア

国内最大級
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■ 2F／ジュエリー・ブライダルジュエリー

都内最大級（品揃え）

おしゃれを楽しむ大人のための、本物を追求したジュエリーブランド。

普段の生活に自然になじみ、着けた人の魅力を内側から輝かせるデザイン。時にラグジュア

リーに、時にシンプルに、あなたの持つさまざまな魅力を引き出すパートナーとして、いつ

までも長く愛せるジュエリーを展開。

ENUOVE
（イノーヴェ）

■2F／ジュエリー・ブライダルジュエリー

400 年の歴史「幻の技法」が世界に一つだけの結婚指輪になる日本初「木目金」オーダーメ

イド専門店。江戸時代に生まれた金属工芸技法「木目金」を使って世界に一組だけのブラ

イダルリングをオーダーメイドできる。

杢目金屋 キラリト ギンザ店
（モクメガネヤ キラリト ギンザテン）

■2F／ジュエリー・ブライダルジュエリー

都内初

人気の〈ディズニー・ブライダルコレクション〉をはじめ、エレガントな幅広マリッジリング

〈Grace	O'Malley〉や1カラットの大粒ダイヤを贅沢に使用した商品を多数ご用意。国際的

なダイヤモンド格付け機関であるGIA の鑑定書を使用。

VENUS TEARS 銀座店
（ヴィーナス ティアーズ ギンザテン）

ジュエリー＆アクセサリー
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■ 2F／ジュエリー・ブライダルジュエリー

新ブランド・新業態（ブライダル強化）

ブライダルリングを中心にアニバーサリーを彩るジュエリー。

銀座地域に1店舗で、TAKE-UP 初のブライダル強化店舗。

TAKE-UP
（テイクアップ）

■2F／ハワイアン＆ブライダルジュエリー

アイランズは日本初のハワイアンジュエリーのブライダル専門店。

限りなく品質を追求したエンゲージリング、マリッジリングをご提供。有名デザイナー　グラ

マラス　森田恭通氏のデザイン監修による、モダンなインテリアの空間も魅力。

アイランズ銀座
（アイランズギンザ）

■2F／ジュエリー・ブライダルジュエリー

オンリーワンを叶えるセミオーダースタイルに、60年身に着けるにふわさしい品質とサービス

を提供するブライダルリング専門店Mariage。婚約指輪・結婚指輪がぴったり重なるデザイン

は、幸せを重ねる愛の象徴。セミオーダースタイルだから、低単価で想い通りを叶えることが

できる。購入後も、好みや環境の変化に応じてデザインを変更したり、ふたりの記念日をリン

グに刻んでいけるアレンジサービスが人気。社内で徹底した検品を行い、ハイグレードな素材

のみをお客さまにお届けします。ピンクダイヤの色と輝きの美しさを是非店頭で体感ください。

マリアージュ キラリト ギンザ店
（マリアージュ キラリト ギンザテン）

ジュエリー＆アクセサリー
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■ 2F／ジュエリー・ブライダルジュエリー

最高級のダイヤモンドの輝きを追求したブランド。

ダイヤモンドの輝きに影響を与えるクラリティグレードは最高の透明感を追求し、フローレス・

インターナリーフローレスのみを使用し、ブレミッシュ（内包物）の無いダイヤモンドを取り

扱う日本唯一のジュエリーブランド。また光をダイヤモンドに取り込むカットグレードはエク

セレント以上を厳選。MADE	IN	JAPANにこだわり“よりよいものを作る熱意 ”が合わさるこ

とで “生命・愛・情熱 ”をジュエリーで表現。

FLAWLESS DIAMOND キラリト ギンザ本店
（フローレス ダイヤモンド キラリト ギンザホンテン）

■2F／ブライダル＆アニバーサリージュエリー

日本初 新ブランド・新業態

プラチナやゴールドはもちろん、今注目の素材「パラジウム」を中心としたブライダルジュ

エリーを展開するポルターダの日本唯一の直営ショップ。「ふたりの旅」がコンセプトのポル

ターダは、架け橋、階段、丘など旅先でふと目に留まるさまざまなものがモチーフ。ファッショ

ンリングの感覚を取り入れたデザインは、普段使いもしやすい。キラリト	ギンザ限定商品も

ご用意。

PORTADA
（ポルターダ）

■2F／ジュエリー・ブライダルジュエリー

「愛の告白」をテーマに互いに想いあう気持ちを表現したブライダルジュエリーを提案。

古い時代ヴィーナスと呼ばれた Rose からインスピレーションを受け生まれたDolfani のウ

エディングリング＆アニバーサリーコレクション。

誓いの証を想い出だけでなく“カタチ ”としても残せるように、おふたりの好みに合わせた

オーダーができる対応力の高さも人気の秘密。

Ｄｏｌｆａｎｉ キラリト ギンザ本店
（ドルファーニ キラリト ギンザホンテン）

ジュエリー＆アクセサリー
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■ 2F／ジュエリー・ブライダルジュエリー

神戸発祥のジュエリーブランド	セイレーン	アズーロ。シンプル・クラシカル・フェミニン等

の全てのテイストが揃い、細部まで拘りが詰まった商品。ブライダル・ファッション	ジュエリー

をオリエンタル調の温かみのある空間で、ゆっくり楽しめる。

Sirena Azzurro　キラリト ギンザ店
（セイレーン アズーロ　キラリト ギンザテン）

■2F／ジュエリー・ブライダルジュエリー

婚約指輪と結婚指輪のブランド。

一生愛し続けられる洗練されたデザインと確かな品質で人気を博す全国ブランドで、すべて

オリジナルデザインのブライダルジュエリー、ファインジュエリーを展開。

国際ジュエリーコンテストで入賞した花のリング「FLORA」をはじめ、多くの花嫁に愛される

商品多数。

トレセンテ銀座本店
（トレセンテギンザホンテン）

■2F／オーダーメイドジュエリー・ブライダルジュエリー

自分でリング製作を体験できる、ブライダルリング専門店。

銀座店では初めて店内にジュエリー工房を併設。

フルオーダージュエリーをおつくりする際は、お客さまの思いをカタチにできるよう、

お客さまと相談しながら納得のいくまでスタッフが目の前でデザイン画を描きます。

既製品にはできない、世界に一つだけのリングをお作りすることができます。

JEWELRY KAMATA story 銀座店
（ジュエリー カマタ ストーリー ギンザテン）

ジュエリー＆アクセサリー

都内初（関東初）
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■ 2F／ブライダルティアラ専門店

銀座エリア初

ジュエリーやドレスのように「ティアラも選べる」をコンセプトとした、東京・銀座初のブラ

イダルティアラ専門店。

常時100点以上のブライダルティアラを展示・販売。自分に合った「最高のティアラ」に必

ず出会える。

また、天然ダイヤモンドとプラチナで仕立てた「最上級の高額ティアラ」を常時展示。本物

志向の花嫁のために「レンタルサービス」も展開。

ブライズティアラ銀座
（ブライズティアラギンザ）

■ 3F／ジュエリー・アクセサリー・ファッション雑貨

銀座エリア初

ファッションジュエリー、ブライダルジュエリー、革小物、ベビー用品、時計、フレグランス

系の商品を取り扱い。

GARNI
（ガルニ）

■2F／ジュエリー・ブライダルジュエリー

ブライダルジュエリー以外にも、ペアジュエリーからゴールド素材のレディースジュエリー、

人気のディズニーコレクションなど多彩なラインアップ。エンゲージリング、マリッジリング

などブライダルジュエリーを中心に、ディズニーコレクションのベビーリングやベビースプー

ンのメモリアルギフトなど。

THE KISS Anniversary キラリト ギンザ店
（ザ・キッス アニバーサリー キラリト ギンザテン）

ジュエリー＆アクセサリー
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■ 3F／ジュエリー・アクセサリー

都内初 新ブランド・新業態

新ブランド・新業態

深みのある「シャビーシックモダン」をテーマにした、大人のためのアクセサリーブランド。

デイリーアイテムから特別な日に身につけたいストーンアイテムまで、多彩に揃う。

Lemontree
（レモンツリー）

■ 3F／ジュエリー・アクセサリー

銀座エリア初

人生最高の瞬間

一生には、成人、結婚、出産、誕生日などさまざまな瞬間があります。その「人生最高の瞬間」

を永遠に留める役割として、ダイヤモンドが選ばれてきました。古くはマハラジャ＜インドの

大王＞たちの富の象徴として、あらゆる人を惹きつける輝きを持った “ダイヤモンド ”。お客

さま一人ひとりの人生最高の瞬間をそのダイヤモンドの「輝き」で喜びを祝福し、ご提供す

るのが、マハラジャ	ダイヤモンド	です。

MAHARAJA　DIAMOND
（マハラジャ　ダイヤモンド）

■ 3F／コスチューム・ジュエリー

日本初

“RODRIGO　NEW	YORK”は、コスチューム・ジュエリー界の第一人者ロドリゴ・オタズの新ブ

ランド。ロドリゴ・オタズがデザインするジュエリーは、大ヒットドラマ『Sex	and	the	City』

内でたびたび使用され、Lady	Gaga、Kylie	Minogue、Britney	Spearsなど多くのアーティスト

を虜にしてきました。強烈な独創性を発揮しながらもエレガンスを兼ね備えたデザインは、

ジュエリー界の革命です。

RODRIGO　NEW YORK
（ロドリゴニューヨーク）

ジュエリー＆アクセサリー
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■ 3F／ジュエリー・アクセサリー

日本初

ニューヨークのソーホーやロサンゼルスのビバリーセンター、ハワイのワイキキ、そしてあ

の世界 NO.1セレクトショップとも言われているサンタモニカのフレッドシーガルで 6 年間以

上販売され続けているジュエリーブランド『BLSR』。日本でも流行に敏感なモデルやミュー

ジシャンなどには正規店開業前から絶大な人気を誇る。今回、日本初の旗艦店を『キラリ

ト	ギンザ』にオープン。

BLSR 銀座店
（ビーエルエスアールギンザテン）

■ 3F／ジュエリー・アクセサリー･ファッション雑貨

銀座エリア初

直営店の中で唯一、本真珠やワンランク上のコスチュームジュエリー等の取扱いがあり、天

然石や本物の花を使った既存のラインに加え、ブライダルをテーマに新規デザインも展開。

その他、パリやニューヨークで買い付けたコスチュームジュエリーも。

coincidence
（コインシデンス）

ジュエリー＆アクセサリー
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■ B1F／レストランシアター

日本最大級

イタリアにある三ツ星レストラン２店で修業し、俺のイタリアン総料理長 “ミスター俺の ”山

浦敏宏が料理長を務める。数々の星付きレストランで修業後、俺のイタリアン新橋本店を守

り続けてきた藤井大樹、イタリアのレストランやホテルで料理長を歴任した丸本一貴も満を

持して登場。ジャズとクラシックの生演奏もあり、オープンキッチンならではのライブ感を存

分に味わえる。

俺のイタリアン TOKYO
（オレノイタリアン トウキョウ）

■ 4F／ハワイアンカジュアルレストラン

銀座エリア初

1974 年にハワイで誕生して以来、地元の人々をはじめ、ハワイを訪れる世界中の旅行客に

人気のカジュアルレストラン。

朝に限らず、昼でも夜でも美味しいボリューム感のあるブレックファーストメニューが楽しめる。

都内 3号店目となる銀座店は中央通りに面してテラス席が設けられ、都心にいながら開放

的な雰囲気で楽しめる店舗。

Eggs 'n Things
（エッグスンシングス）

■ B1F／レストランシアター

日本最大級

フランスの星付きレストランで１０年修業し、セントレジスホテル大阪で総料理長を務めた

ニコラ・シュヴロリエを料理長に迎え、レストランガイド「ゴー・ミヨ」2013 年版で若きトッ

プシェフ100人に選ばれた梶原節紀、本場フランスで５年修業し、帰国後俺のシリーズ最

年少料理長を任された平嶋勇太が脇を固める。ジャズとクラシックの生演奏を聞きながら、

史上最強の俺のフレンチシェフ軍団の料理を堪能できる。

俺のフレンチ TOKYO
（オレノフレンチ トウキョウ）

カフェ＆レストラン
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■ 4F／カフェダイニング

銀座エリア初

NYスタイルの “ブランチ専門店 ”

卵料理を中心としたホテルの朝食を思わせるボリューム満点の料理が揃う、“NYスタイルの

ブランチ ”。ニューヨークでは週末はもとより、平日もブランチをしっかり食べられゆったり

とシャンパンを楽しめる。そんな海外のブランチシーンのようなライフスタイルを提案。特

注のブリオッシュで作るフレンチトーストがSet のブランチなど、“しっかり”食べ応えのある

メニューが揃い、いつでも休日のような寛ぎ時間を。

MERCER BRUNCH GINZA TERRACE
（マーサー ブランチ ギンザ テラス）

■7F／焼肉ダイニング＆カフェレストラン＆ＢＡＲ

銀座エリア初 新ブランド・新業態

世界初、焼肉店最速導入の『ENOROUND』（プリペイド式、セルフワインサーバー）のほか、

中央区保健所認定により公認されたユッケ刺、牛生肉をお楽しみいただける焼肉＆Cafe	

Restaurant。

WORLD DINER produced by 牛の達人
（ワールド ダイナー プロデュースド バイ ギュウノタツジン）

■ 4F／カフェタイプのタルト専門店

都内初（関東初）

関東初出店、カフェタイプのタルト専門店デリス。

お店に入った瞬間、思わず胸が高鳴る宝石のようなタルトがずらりと並んだショーケース。

旬のフルーツをこぼれ落ちそうなくらい大胆に盛り付けられた贅沢なタルトや、口どけのよ

い上品な自家製クリームをふんだんに使ったタルトが自慢。

銀座店ではタルト生地から店舗で製造し、こころを込めてひとつひとつ手作りしており、出

来立てのタルトが楽しめる。

D'elices　tarte&café 
（デリス　タルトアンドカフェ）

カフェ＆レストラン
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■ 7F／ビストロ･カリフォルニア料理

都内初

世界中の生産者の熱い想いを「Farm	to	table」という形でお届けするレストラン。食材やワ

インを惜しみなく試食試飲できるテイスティングテーブルや、ウォークインセラーを中心に

した空間で、新鮮な食材にカリフォルニアテイストのアレンジを加えた心地よい料理と生産

者ベースで揃えたワインを、各地からお招きする生産者たちとともにご提供。

BISTRO BARNYARD GINZA
（ビストロ バーンヤード ギンザ）

■ 8F／台北点心料理

日本最大級

世界中から観光客が訪れる台湾本店の小籠包の味が楽しめる。

普段使いはもちろん、おもてなしの場にもふさわしい洗練されたスタイリッシュな空間を

提供。

鼎泰豐
（ディンタイフォン）

■7F／イタリア料理

銀座エリア初

銀座エリア初

1993 年創業、本店が新潟にある本物志向のイタリア料理店。新潟で栽培するイタリア野菜

や米、近港で揚がる魚介類、更に肉類に及ぶまで全て新潟食材を使用。2012 年には日本

人初のローマへ直営店出店。

トラットリア・デル・パチョッコーネ
（トラットリア・デル・パチョッコーネ）

カフェ＆レストラン

新ブランド・新業態
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■ 8F／スペイン料理

新ブランド・新業態

オープンキッチンと開放的な空間が印象的なスペイン料理店「PAEZO」。スペインのバレンシ

アで修行したシェフが、本場の作り方を踏襲しつつ、伝統ある和食の技法も取り入れた独

自の調理法により、日本人の舌にあった新しいスペイン料理を提供。オススメのパエリアは

1人前からオーダーが可能。定番料理の「タパス」やテーブルを彩る「ピンチョス」は目で

も楽しめる。

PAEZO
（パエゾー）

■ 8F／回転寿司

銀座エリア初

日本初

銀座エリア初出店、デカネタ回転寿司「沼津港」が堂々オープン。

素材へのこだわりと目利きは沼津港の命。駿河湾の新鮮な桜海老やシラスをはじめ、日本

各地の鮮度抜群な魚を、お手頃価格でご提供。

夜は、日本酒とセレクトワインを楽しめる回転寿司酒場として。カウンター席と個室風の座

席でさまざまなシーンに対応。

回転寿司酒場 銀座沼津港
（カイテンズシサカバ ギンザヌマヅコウ）

カフェ＆レストラン
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■ 9F／エステティックサロン

都内最大級

東洋医学の理論から生まれたオリエンタルエステ。34 年の歴史がある東洋美容エステと最

先端のクリニックを融合した究極のアンチエイジングサロンを初オープン。専門のビューティ

コンシェルジュが、お客さまの美と健康のお悩みに丁寧に対応。海外ラグジュアリーブラン

ドも取り揃えた、ブライダルやホリステックケアのための最高のおもてなしをご用意いたし

ます。

スリムビューティハウス キラリト ギンザ本店
（スリムビューティハウス キラリト ギンザホンテン）

■ 9F／ヘア・スパ・ネイル

銀座エリア初

髪と頭皮にこだわったケアサロン。アーユルヴェーダをベースとしたスパを中心に、ケアメ

ニューが充実。薬剤はダメージの少ない上質なものを使用し、ケアカウンセラーが毛髪、

頭皮を診断し最適なメニューを処方。

ブライダル関連ゲストには、ヘア、ネイル、スパ三位一体の提案も。

店内は銀座で森に迷い込んだかのような「リラックス＋非日常性」のある空間でサービスを

提供。

UNIX Beauty Innovation
（ユニックス ビューティー イノベーション）

■ 9F／美容皮膚科

豊富な実績のある医師と親身に対応するスタッフがチームとなって患者さまのお悩みをサ

ポートする美容クリニックです。医療脱毛、美肌治療、アンチエイジング、遺伝子検査など、

あらゆる年代の美容と健康のお悩みを解決します。その場の治療だけでなく、将来にわたっ

て相談できる美のかかりつけ医としてトータルで向き合う治療に取り組んでおります。最先

端の美容医療を取り入れながら、無理のない最適な治療をご提案します。

銀座肌クリニック
（ギンザハダクリニック）

サービス
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■ 10F／歯科クリニック・ホワイトニング

挙式を控えた花嫁さまの魅力を最大限に引き出し、最高の笑顔で晴れの舞台を迎えてほし

いという思いを込めて作られたアニバーサリーデンタルギンザ。銀座最大級の美容に特化し

た歯科クリニック。歯のホワイトニング専門店WhiteningBAR の協力を得たホワイトニング

部門と、完全紹介制の歯科医院神宮前フェイスデンタルサロンの協力を得た審美治療部門

の二つを併せ持つ新しいスタイル。結婚式や大切な人と過ごす記念日（アニバーサリー）を

輝く笑顔に。

アニバーサリーデンタル　ギンザ
（アニバーサリーデンタル　ギンザ）

■10F／旅行会社

銀座エリア初

専任コンシェルジュがご案内するワンランク上のハネムーン、一生自慢できるオートクチュー

ルな旅をプロデュース。

お客さま専任のコンシェルジュがご相談からご帰国までトータルでサポート。

エス・ティー・ワールド　キラリト ギンザ店
（エスティーワールド　キラリト ギンザテン）

■ 9F／ブライダル情報サービス

挙式・披露宴会場を探しているカップルや、結婚式を挙げるか悩んでいるカップル、保険を

検討しているカップルに向けて、

関東エリアの挙式・披露宴会場・二次会会場・ドレスショップのご紹介、保険のご相談、家

計簿診断を行う。

ゼクシィ相談カウンター／ゼクシィ保険ショップ
（ゼクシィソウダンカウンター／ゼクシィホケンショップ）

サービス
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■ 10F／ウェディングドレスサロン

日本最大級

都内最大級の規模・品揃えをほこるウェディングドレスショップ。フランスの街のおしゃれな

サロンをイメージしたフロアは完全予約制。COUTURE	NAOCOコンセプト「挙式日はいちば

んおしゃれに」をベースに個室で寛ぎながら人生最高の一日を彩る最良の一着を見つけるこ

とができる。その場所にいるだけでまるで魔法がかかった様におしゃれな気持ちになれる寛

ぎのスペースで、インポートからオリジナルデザインまで厳選されたセレクトの中からあなた

だけの輝く１着を。

銀座 クチュールナオコ アネックス店
（ギンザ クチュール ナオコ アネックステン）

■11-12F／ウェディングゲストハウス

都内初

銀座の街に現れた古の聖地、地中海マヨルカ島（スペイン）のリゾート地をイメージした「ヴァルデモッサ銀

座」。地中海のリゾートと、日本が誇る街「銀座」が調和した独創的な空間で「銀座リゾートウェディング」を

コンセプトとしたウェディングゲストハウス（結婚式場）。瑞々しい緑と砂浜のバージンロードが自然光に輝く

全面ガラス張りのチャペル、銀座の風と空を独り占めするかのような約200坪を誇る都内最大級の屋上ガー

デン「Nocturne	Club	Garden（ノクターンクラブガーデン）」、大切なゲストをもてなす個性豊かな3つのパー

ティールーム。すべてが訪れた人々に安らぎと喜びを与える空間で、生涯記憶に残る幸せな日をここで実現。

ヴァルデモッサ銀座
（ヴァルデモッサギンザ）

サービス

新ブランド・新業態
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5. 開業イベント情報

6. お問い合わせ先

■グランドオープン
　2014 年 10 月 30 日（木）12 時～

　テープカットのオープニングセレモニーとともに 12 時にグランドオープン。キラリと輝くオープニングゲスト（女
性タレント）が、華々しくオープンを飾ります。また、先着 1000 名さまにテナントからのプレゼント提供やサービス
が受けられる「開業記念クーポン」をご用意いたしました。クーポンは、KIRARITO	GINZA のキービジュアルを約 10 万
粒のクリスタルを使って表現した「特大クリスタルポスター」の裏側に隠されており、ポスターをはがすとクーポンが
出てくる仕掛けになっています。さらに、クリスタルの中には合計 10 カラット分のダイヤモンドも隠れており、見事
ダイヤモンドを見つけた方は、そのダイヤモンドをプレゼントいたします。

ホームページ内「お問合わせ」より
http://www.kirarito-ginza.jp/　→　キラリト	ギンザについて　→　お問合わせ


