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2014 年 10 月 30 日（木）に開業した KIRARITO GINZA（キラリト ギンザ）は、2014

年 12 月 1 日（月）から 12 月 25 日（木）の期間、各店舗にてクリスマスキャンペーン「キ

ラリト クリスマス 2014」を開催しております。 

 

 物販・サービスの店舗では、クリスマスのギフトに最適なキラリト ギンザ限定販売や先

行販売商品、期間限定のプレゼント・サービス特典を多数ご用意しているほか、カフェ・

レストランの店舗においてもクリスマス限定メニューやコースなどをご用意しております。

また、キラリト ギンザのエントランスやテラスでは、期間中 17 時から 23 時までクリスマ

スイルミネーションを開催しております。 

 

さらに、2015 年 1 月 2 日（金）から 1 月 31 日（土）は初売り・セールを開催いたしま

す。豪華ジュエリー福袋 5 種（10 万円・50 万円・100 万円・300 万円・500 万円）の販売

や、秋冬物アイテムのセールを実施予定です。 

 

大切な方との年末年始のひとときは、「銀座でいちばん、幸せな場所」キラリト ギンザ

で、ぜひお過ごしください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

【キラリト ギンザ公式ホームページ】 

http://www.kirarito-ginza.jp 

 

 

 

 

12月 25日(木)まで限定ギフトや料理が勢揃い、イルミネーション開催中 

「キラリト クリスマス 2014」 
～1月 2日（金）より豪華ジュエリー福袋などの初売り＆セールを開催～ 

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


 

１．「キラリト クリスマス 2014」 

実施期間：2014 年 12 月 1 日（月）～12 月 25 日（木） 

キャンペーン詳細内容：

http://www.kirarito-ginza.jp/event/topics_detail.php?topics_id=88 

※キャンペーン期間は店舗により異なります。 

 

フロア 店舗名 キャンペーン内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2F 

 

BRIDAL 

JEWELRY 

SELECTION 

Ｄｏｌｆａｎｉ キラリト ギンザ本店 限定販売 限定ネックレスを販売。年末まで 30～40%オ

フ。 

VENUS TEARS 銀座店 プレゼント・ 

サービス特典 

21,600 円(税込み)以上購入のお客さまにジュ

エリーボックスをプレゼント。 

マリアージュ キラリト ギンザ店 プレゼント・ 

サービス特典 

婚約指輪+結婚指輪ペアの 3 本セット(総額 45

万円以上)ご購入者に 0.1ct ダイヤモンドプチ

ネックレス(10 万円相当)をプレゼント。 

※限定 30 個 

Sirena Azzurro キラリト ギンザ店 プレゼント・ 

サービス特典 

32,400 円(税込み)以上購入のお客さま先着 30

名にクリスマスギフトボックスでラッピン

グ。 

TAKE-UP プレゼント・ 

サービス特典 

43,200 円(税込み)以上購入のお客さまにバラ

のプリザーブドフラワーまたはジュエリート

レイをプレゼント。 

(数量限定、対象外商品あり) 

FLAWLESS DIAMOND 限定販売 限定ネックレスを販売、年末まで 30%オフの

フェアを実施。 

JEWELRY KAMATA story 銀座店 限定販売 オリジナルネックレスを限定販売。 

アイランズ銀座 プレゼント・ 

サービス特典 

マリッジリングオーダーのお客さまにストー

ン一石セッティングサービス、エンゲージリ

ングオーダーのお客さまにダイヤモンドクラ

リティのグレードを無料で 1 ランクアップ。

また、Fine Collection(ファッションジュエリ

ー)10%オフを実施。 

トレセンテ銀座本店 プレゼント・ 

サービス特典 

ファインジュエリーを 30,000 円(税込み)以上

購入のお客さまにトレセンテオリジナルジュ

エリーボックスをプレゼント。 

THE KISS Anniveｒsary キラリト ギ

ンザ店 

プレゼント・ 

サービス特典 

10,800 円(税込み)以上購入のお客さまにオリ

ジナルテディベア(Ｓ)3,996 円(税込み)→

2,160円(税込み)、(Ｌ)5,076円(税込み)→3,240

円(税込み)で販売。 

 

 

http://www.kirarito-ginza.jp/event/topics_detail.php?topics_id=88


 

フロア 店舗名 キャンペーン内容 

2F 

 

BRIDAL 

JEWELRY 

SELECTION 

PORTADA プレゼント・ 

サービス特典 

キラリト ギンザ店限定でアンティーク風リ

ングピローにネーム入りプレートをプレゼン

ト。※数量限定 

ENUOVE プレゼント・ 

サービス特典 

ブライダルリング購入のお客さまにオリジナ

ルウェルカムボードを先着 30 名にプレゼン

ト。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3F 

 

GIFTS & 

ACCESSORIES 

BLSR銀座店 先行販売 ダイヤ入り腕時計 21,600 円(税込み)を先行販

売。 

MAHARAJA DIAMOND プレゼント・ 

サービス特典 

30,000 円(税込み)以上購入のお客さまにダイ

ヤモンド配合のリップグロスをプレゼント。 

RODRIGO NEW YORK 限定販売 限定ネックレスを販売。 

GARNI 限定販売 Cubic Cross Pendant27,000(税込み)を限定販

売。 

Coincidence 先行販売 一粒パールネックレスを先行販売。また

16,200 円(税込み)お買い上げごとに最大

10,000 円割引が当たるくじを実施。 

NORDIC Feeling プレゼント・ 

サービス特典 

期間中ご購入者に｢北欧柄ウォッチクロス｣を

プレゼント。またスペシャルクリスマスラッ

ピングを実施。(数量限定) 

oluha 上質睡眠専門店 プレゼント・ 

サービス特典 

5,000 円(税抜き)以上ご購入いただき、オルハ

ート会員に入会いただいた方にオルハトラベ

ルセット(羽毛ケラチン入りヘアケア・スキン

ケア用品)をプレゼント。 

TARA BLANCA 先行販売 15,000 円(税込み)以上ご購入者にベルベット

ギフトボックスをプレゼント。※数量限定 

FULL SPOT 限定販売 O clock(腕時計)とプリザーブドフラワーのセ

ットを特別価格 8,000 円～10,000 円(税抜き)

で限定販売。 

WALPA プレゼント・ 

サービス特典 

輸入壁紙 1 ロールご購入でキラリト光るミニ

クリアファイルをプレゼント。※数量限定 

4F 

CAFE & LIGHT 

DINING 

D'elices tarte&café 限定販売 クリスマスタルト 2種各3,780円(税込み)を限

定販売。 

Eggs'n Things 銀座店 限定販売 リース仕立てのミックスベリーパンケーキを

クリスマス限定販売。 

6F 

JAPANESE 

CREATIONS 

dining gallery 銀座の金沢 限定販売 12/20・12/21 に金沢芸妓が舞を披露。 

※要予約 

 

 



 

フロア 店舗名 キャンペーン内容 

 

７F 

 

RESTAURANTS 

BISTRO BARNYARD GINZA 限定販売 ｢キラリトクリスマス 2014｣リーフレットをご

覧になった方限定でグラスシャンパン 1 杯プ

レゼント。※ノンアルコールに変更可 

WORLD DINER produced by 牛の

達人 

限定販売 シャンパン付きクリスマスコース 13,000 円

(税抜き)を限定販売。※要予約 

 

 

8F 

 

RESTAURANTS 

PAEZO プレゼント・ 

サービス特典 

冬限定メニュー｢ポルチーニのパエージャ｣ご

注文で特別ミニデザートをプレゼント。 

※本品につきデザートは一つのご提供 

回転寿司酒場 銀座沼津港 先行販売 日本酒｢大甲賀しぼりたて一番純米無濾過生

原酒｣をご用意。 

鼎泰豐 限定販売 限定クリスマスコースご注文でスパークリン

グワインまたはグラスワイン(赤・白)のワンド

リンクサービス。 

9F 

 

BRIDAL & 

BEAUTY 

スリムビューティハウス キラリト 

ギンザ本店 

限定販売 対象コースご体験者先着20名にオリジナルポ

ーチ付きミニコフレセットをプレゼント。 

銀座肌クリニック プレゼント・ 

サービス特典 

対象コスメご購入者にライムライト施術無料

券(20,000 円相当分)をプレゼント。※限定 30

セット。別途初診料がかかります。 

10F 

 

BRIDAL & 

SERVICE 

銀座 クチュールナオコ アネックス

店 

プレゼント・ 

サービス特典 

ご成約者にウェディンググッズをプレゼン

ト。※2015 年 8 月末までにご利用の方 

アニバーサリーデンタル ギンザ 限定販売 ホワイトニングのコースメニューご購入者に

セルフホワイトニング(4,980 円)1 回分をプレ

ゼント。 

11F 

12F 

WEDDING 

GUEST HOUSE 

ヴァルデモッサ銀座 限定販売 プロポーズ＆結婚式を挙げていただくお客さ

まを対象に、結婚式のお料理(フルコース)を人

数名さま分半額にてご提供。 

 

 

２．KIRARITO GINZA 初売り＆セール  

実施期間： ＜初売り＞2015 年 1 月 2 日（金） 

 ＜セール＞2015 年 1 月 2 日（金）～1 月 31 日（土） 

※内容は変更する場合があります。 

＜初売り一例＞ 

dining gallery 銀座の金沢(6 階) 

・飲食またはギャラリーでのご購入者に各日先着 120 名に金箔のお菓子をプレゼント 

 ※1/2(金)～1/4(日)まで 

FULL SPOT(3 階) 

・2015 年と平成 27 年にちなみ、通常 5,940 円の腕時計を 2,015 円で先着 27 人に販売 



 

VENUS TEARS 銀座店(2 階) 

・ジュエリー福袋 5 種(10 万円、50 万円、100 万円、300 万円、500 万円)を販売 

＜セール一例＞ 

oluha 上質睡眠専門店(3 階) 

・冬物アイテム 10%～30％OFF 

Coincidence 

・秋冬アイテム 30%～50％OFF 

 

３．年末年始営業のお知らせ 

12 月 29 日（月） 通常営業 

12 月 30 日（火） 物販・サービス店舗：11 時～20 時、飲食店舗：通常営業 

12 月 31 日（水） 物販・サービス店舗：11 時～18 時、飲食店舗：11 時～21 時 

1 月 1 日（木・祝） 全館休業 

1 月 2 日（金） 物販・サービス店舗：11 時～18 時、飲食店舗：11 時～21 時 

1 月 3 日（土） 物販・サービス店舗：11 時～20 時、飲食店舗：通常営業 

1 月 4 日（日） 通常営業 

※1 月 6 日（火）より全店通常営業 

※上記期間は、営業日・営業時間が異なる店舗もございます 

 

 

 

【KIRARITO GINZA 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、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 

 

 

 

 


