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「         銀座」がオープン！ 
  

～“ＧＩＮＺＡ”の駅チカが新しく生まれ変わります。コンセプトは「銀座ちかみち」～ 
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Echika fit 銀座 完成イメージ 

東京メトロ（本社：東京都台東区 社長：奥 義光）と株式会社メトロプロパティーズ（本社：東京都台東区 社
長：田川 稔）、株式会社メトロコマース（本社：東京都台東区 社長：野村 勝彦）は、東京メトロ銀座駅に、新た
な駅チカ商業施設「Echika ｆｉｔ銀座｣を平成２４年６月２９日（金）にオープンいたします。 

 
「Echika fit銀座」は、上野、東京に続く３つ目の「Echika fit」ブランドとして、「銀座ちかみち」をコンセプトに、

ファッションや飲食をはじめとする高感度で楽しい１０のショップを揃えた、古き良き伝統と最先端の流行が共存
する銀座の街歩きを気軽に楽しめる駅チカ商業施設です。 

 
株式会社シャンブル ドゥ シャームの新業態である「chambre de charme côté (シャンブルドゥシャーム コテ)」

や東京メトロの駅チカではお馴染みとなった「THE STATION STORE UNITED ARROWS LTD.（ザ ステーション 
ストア ユナイテッドアローズ）」、昼は気軽でヘルシーなお惣菜をチョイス、夜はお洒落にお酒を楽しめテイクアウ
トもできるデリ＆バール「GRANO DELICATESSEN BAR（グラーノ デリカテッセン バル）」（株式会社ＨＵＧＥ）など、
8店舗が銀座初出店です。 

 
また、「Echika fit銀座」では、LED照明を導入し、環境負荷の軽減に努めています。 
 
なお、オープンを記念し、オリジナルグッズプレゼントキャンペーンを実施します。また各店においてもオープニ

ングキャンペーンを開催いたします。 
 
詳細は別紙のとおりです。 
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銀ブラの続きはEchika fit銀座で・・・ 

 
コンセプトは「銀座ちかみち」。 
 
歴史をふまえた古き良き伝統を大切にしながらも 
つねに流行の最先端で情報発信をしつづける街。 
 
両極端の魅力を尊重しながら、 
 
「Echika fit GINZA」もこの街の一部として 
 
近道をいくような楽しさと 
ちょっといい、ちょうどいい、 
通り歩きの楽しさを発信していきます。 

Echika fit銀座の照明は、LED照明を導入し、環境負荷の低減に努めています。 
 
環境デザインには、「アイアンワーク」や銀座路上のシンボルである 
看板を模した鉄製のサインを施し、新しさの中にも懐かしさを 
感じられるデザインにこだわっています。 

Echika fit銀座オープンを記念して、各店舗にて1,000円（税込）以上お買い上げのお客様に 
レトロで可愛い、「エチカちゃんオリジナル サクマドロップス」をプレゼントいたします！ 
集めて楽しい、飾って可愛い、食べておいしいノベルティをこの機会にぜひゲットしてください。 

オ
ー
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ニ
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グ
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ン
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ー
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※1,000円（税込）以上のお買い上げに対し、お一人様につき１つのお渡しとなります。 
※「トラべレックス」では、1,000円相当額以上の両替が対象になります。 
※なくなり次第終了とさせていただきます。 
※レシートの合算はできません。 

施
設
環
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「Echika fit」は、表参道駅及び池袋駅で展開す
る商業施設「Echika」の考えを継承し、優雅でワ
クワクするような 「E（いい）」「chika（チ
カ）」 の中に、“ちょっといい、ちょうどいい、地
下の街”をキャッチフレーズに、お客様と街と時代
に“fit(フィット)”する、をコンセプトとした商業
施設です。 

       について 

施設情報    Echika fit銀座 ＇えちか ふぃっと ぎんざ（ 

住   所 
 東京都中央区銀座4-1-2  
 東京メトロ銀座駅構内 

店舗面積  85.35坪 

店 舗 数  10店舗 

営業時間  店舗によって異なります＇次頁以降参照（  

定 休 日  な し 

アクセス 東京メトロ銀座駅丸ノ内線 C2、C4出口そば 

お買い上げのお客様にエチカちゃんオリジナル サクマドロップスをプレゼント！！  

別 紙 
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毎日頑張っている20～30代の働く女性に向けて、使い心地にこだわった靴・バッグや、
身につけるだけでハッピーになる楽しい小物を提案します。 

イエロー・ブラウン・ピンク・グリーン 各￥8,820 
 
ＯＮ・ＯＦＦ兼用のトートバッグ。 
同素材のポーチはバッグチャームとしても活用できる万能アイテムです。 

パンチング ロープトート 

※金額は全て税込です 
※限定商品・ノベルティにつきましてはなくなり次第終了とさせていただきます。  

❤主な取扱商品 

Ｍａｌｌｉｋａ Ｆｌｉｃｋａ【マリカフリッカー】                                        【ファッション雑貨】 1 

3,000円＇税込（以上お買い上げの方に、フッ
トケアセットをプレゼント。 

オープニングキャンペーン！ 

chambre de charme côté 【シャンブルドゥシャーム コテ】                     【アパレル・ファッション雑貨】 

「 côté 」はフランス語で「そばに」という意味。毎日の生活のそばにあり、いつもの暮らしを
豊かで明るい気持ちにするような、洋服と雑貨を集めたセレクトショップ。「ｓｉｍｐｌｅ・ｃｏｌｏ
ｒｆｕｌ・ｒｅａｓｏｎａｂｌｅ」がテーマです。 

カラー/ブルー・グリーン・イエロー・レッド・ネイビー・マルチボーダー 
各￥3,045 
 
ベーシックな形なので合わせやすく、カラーも豊富にご用意。 

12GG H.T. COTTON 半袖クルーカーディガン 

5,000円＇税込（以上お買い上げの方に、オリ
ジナルハンカチをプレゼント。 

オープニングキャンペーン！ 

LOWRYS FARM+ 【ローリーズファームプラス】                           【アパレル・ファッション雑貨】 2 
オープニングキャンペーン！ ローリーズファームプラスは「ファッション」をベースにおきながら、「ギフト」と「コンビニ」機能

を兼ね備えた様々な素敵な商品がプラスされていく空間です。 

トート￥1,575/ポーチ￥1,260/サークルポーチ￥1,050 
カラー/オフ・ダークピンク・オレンジ・ライトブルー・ブルー・パープル 
 
今年人気のイニシャルアイテムをカラー豊富に取り揃えました。ちょっと
した贈り物にもぴったりです。 

ショップ限定 ドットタッセルイニシャルトート＆ポーチ＆サークルポーチ 

商品をお買い上げの方に、オリジナルショッ
パーをプレゼント。 

Francfranc THE POST 【フランフラン ザ ポスト】                              【雑貨・インテリア】 

レッド・ブラック 各￥3,675 
 
レトロな電話の受話器をモチーフとしたス
ピーカー。スマートフォンにつなげれば通話
もできます。 

POP Phone＇ポップフォン（ 

3 

4 

❤主な取扱商品 

❤主な取扱商品 

❤主な取扱商品 

「Francfranc THE POST」は、シーズン・トレンド・ロケーションに合わせ、Francfrancのアイテムや魅力をギュッと詰め込んだコンパクトショッ
プです。「柱・支柱」や「新しい情報について知らせる」という意味をもつ“POST”という言葉にFrancfrancとともに成長し、皆様に楽しい生
活をお届けする中心的ブランドの１つに成長させていくという意を込め、「Francfranc THE POST」と名づけました。Francfrancの人気アイ
テムのほか、デイリーユースできるアイテムもご用意。新たなライフスタイルショップとして「楽しい生活」を発信していきます。 

全８種類 各￥157 
 
可愛らしいイラストが描かれたポス
トカードです。 

BUBBLE GUM/POST CARD 

営業時間 月～土  10：00～22：00 

       日・祝日 10：00～21：00 

営業時間 月～土  10：00～22：00 

       日・祝日 10：00～21：00 

営業時間 月～土  10：00～22：00 

       日・祝日 10：00～21：00 

営業時間 月～土  10：00～22：00 

       日・祝日   10：00～21：00 

：新業態     ：銀座エリア初出店 
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日常の食卓に彩とヘルシーなライフスタイルを！今回で二店舗目の出店となるＧＲＡＮＯ
が提供する新しいデリの形。忙しい毎日に、ホッと息抜きに。テイクアウト・イートイン、どち
らも自由なスタイルでお楽しみいただけます。 

お野菜たっぷり、雑穀や旬の食材を使用した 
種類豊富なデリがショーケース、店内に並びます。 
何層にも重なったGRANO特製の薄焼きパンケーキは、 
全粒粉の味がしっかりとした自慢の一品。 

GRANOが提案する新しいデリ 

GRANO  DELICATESSEN BAR 【グラーノ デリカテッセン バル】                   【デリ＆バール】 6 

6月29日＇金（～7月5日＇木（の間、  
デリ商品が全品20％オフ。 
※テイクアウトに限ります。  

オープニングキャンペーン！ 

アメリカ発、世界No.1ソフトプレッツェルチェーンの日本第10号店。 
外はサクッと、中はふわっとした食感が新しい、手作り、焼きたてのプレッツェルを販売して
います。 

アンティ・アンズ                                                  【プレッツェル＆カフェ】 

オリジナルプレッツェル￥220 
 
アンティ・アンズでNo.1の売上を誇る、塩味の効いた定番のプレッツェル。 
程よい塩加減が生地の甘味を引き立てます。 

オリジナル プレッツェル 

Echika fit銀座店限定、アンティ・アンズオリジ
ナルトートバッグを販売。 
※オープンより先着1000名様限定。 
＇単品：1,200円、プレッツェル4点とバッグの
セット：2,000円（ 

 

オープニングキャンペーン！ 

「ライフスタイルをもっとオシャレに、もっと心地よく」。友人にちょっとしたギフト、自分に
ちょっとしたご褒美など、“ファッション”“コンビニエンス”“ギフト”をキーワードに、ウェアから
雑貨まで、毎日を豊かに過ごすためのアイテムを提案いたします。 

THE STATION STORE UNITED ARROWS  LTD. 【ザ ステーション ストア ユナイテッドアローズ】   【アパレル・雑貨】 

各￥1,260 
 
人気のイニシャルモチーフをあしらったオリジナルのマグカップ。 
ちょっとお洒落なティータイムや記念日に贈るギフトにオススメ
のアイテムです！ 

オリジナルイニシャルマグカップ 

お買い上げいただいたお客様、または“THE 
STATION STORE UNITED ARROWS LTD.”の
Twitterアカウント＇@UA_StationStore（を
フォローし、銀座店オープン関連のつぶやきを
リツイートしていただいた方にヘアゴムをプレ
ゼント。 

オープニングキャンペーン！ 
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❤主な取扱商品 

❤主な取扱商品 

❤主な取扱商品 

営業時間 月～土  10：00～22：00 

       日・祝日 10：00～21：00 

営業時間 8：00～23：00（LO22：30） 

営業時間 10：00～21：00 
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9 
オープニングキャンペーン！  

オープニングキャンペーン！ 

貴方の毎日に彩りを！スイーツを中心とした期間限定ショップ。さまざまなお店が入れ替わ
る「サプライズ」をコンセプトとして、銀ブラ・ビジネス帰りのおみやげに、季節に合わせた商
材を揃えお待ちしております。 

オープニングキャンペーン！ 

8 Ｍｅｔｒｏ’ｓ Ｓｗｅｅｔ Ｓｐｏｔ 【メトロス スイート スポット】                         【マンスリースイーツ】 

ＭＩＳＴＥＲ ＭＩＮＩＴ 【ミスターミニット】                                         【靴修理・合鍵】 10 

❤主な取扱 

日本円カード 1万円～、米ドルカード 100米ドル～ 全6種類 
事前に日本で入金いただければ渡航先のマスターカード/銀聯ATM
等で現地通貨を引き出せるほか、マスターカード/銀聯加盟店でデ
ビット・カードとしてもご利用いただけます。 

キャッシュパスポート 

東京メトロ初の外貨両替！世界最大級の外貨両替専門店がついに銀座地区にオープン。 
33種類の外貨をご用意、面倒な書類記入丌要でとても簡単、便利。 
誰もがご満足いただける質の高いサービスを常に心がけております。 

❤主な取扱商品 

営業時間 月～金   10：00～21:00 

       土・日・祝 10：00～20:00 

営業時間 月～金   10：00～20：00 

       土・日・祝 10：00～18：00 

営業時間 月～金   10：00～21：00 

       土・日・祝 1１：00～20：00 

Ｔｒａｖｅｌｅｘ 【トラべレックス】                                                【外貨両替】 

チラシ持参で30，000円相当額以上を現金
でご両替された方に、もれなく特別優遇レート
を適用し、粗品をプレゼント。 
 

「大切なもの、良いものを永く使えるお手伝い」をコンセプトに、銀座の地下からおしゃれで
便利なリペアサービスショップを発信します。ベルギー生まれの技術で靴の困った！に確か
な技術力とアドバイスで専門スタッフがお応えします。合鍵もその場で作製いたします。 

外貨33種類 

世界の外貨33種類をご用意しております。 

❤主な取扱商品 

夏季限定アイテム  マンゴーシューアイス/￥120 
             アジロン(古代葡萄（シャーベット/￥250 
銀座店限定スイーツ トマト他の生ゼリー/￥350～400 

第一弾は「洋菓子のヒロタ」が出店 ＇6/29～8/31（。 
Ｅｃｈｉｋａ ｆｉｔ銀座店にしかない、限定のサマースイーツをご用意して
皆様をお待ちしております。 

当店をご利用のお客様へ、もれなく次回靴修
理30%オフのチケットをプレゼント。 
 
 

靴修理・合鍵 

ヒールの交換/ ￥1,250～  滑り止め加工/ ￥2,310～ 
中敷きの交換/￥1,470～  合鍵作製/￥900～ 
かかとが取れて困った！ 
そんな時はミスターミニットの専門スタッフにおまかせください。 
 

オープンより３日間、お買い上げのお客様各
日先着100名様に、夏季限定シューアイスを
１個プレゼント。 
 


