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カフェ・カンパニーがプロデュースする新たなプロジェクト
330坪のプレミアムフードホール「銀座大食堂 ‒ GINZA GRAND Premium Food Hall -」

2017年4月20日（木）GINZA SIX 6Fにオープン

2017年4月20日（木）銀座六丁目にオープンする商業施設「GINZA SIX」6Fに、創業以来「CAFE＝Community Access For 
Everyone」という理念のもとに多様な人々が集うコミュニティの場を創造してきたカフェ・カンパニー株式会社（所在地：東京都渋
谷区 / 代表取締役社長 楠本修二郎）がプロデュースする、今までになかったプレミアムフードホール「銀座大食堂 ‒ GINZA GRAND 
Premium Food Hall - 」がオープンいたします。330坪の大ホールには、鮨、鰻、すき焼き、焼鳥、ステーキ、海鮮料理、中華など日
本各地から集まった選りすぐりの7つの銘店がカウンタースタイルで登場しコースメニューをゆっくりと楽しめる他、茶の湯スタイル
を取り入れた独創的な創作料理が話題の山田チカラ氏が手掛ける贅沢な魚介バル「築地バル with 魚力」、日本料理界を牽引する京都
の料理人・徳岡邦夫氏が手掛ける日本料理の感性を活かした新時代の”洋食”を提案するレストラン「銀座モダンテラス」、天才ティー
ブレンダー伊藤孝志氏が手掛ける最高級のお茶を楽しめるティーサロン「LUVOND TEA SALON」などの全10店舗が集結します。ま
た、「銀座モダンテラス」ゾーンでは洋食メニューの他に各店舗のアラカルトメニューを「岡持ちスタイル」でお楽しみいただくこと
も可能です。その他には、「えどジェニック」をテーマに、watowa inc.プロデュースによるアーティストやクリエイターによる数々
のイベントコンテンツや装飾を始め、ファッションディレクター 山口壮大による機能面に配慮しながら日本文化の趣をクラシックな
洋装に組み込めるようにデザインされたオリジナルユニフォームなど、多彩な表現力を持つエンターテイナーやクリエイターが現代版
の”江戸の粋”でおもてなしいたします。

▼カフェ・カンパニー株式会社 代表取締役社長 楠本修二郎コメント
イタリアでは”イータリー”が地産の素晴らしい食文化を国内外へ発信し波及させていきました。当プロジェクト「銀座大食堂 ‒
GINZA GRAND Premium Food Hall - 」も、日本中から本物が集まる文化の中心地「銀座」で、日本各地の地産を活かした本物の
「食」とアーティストたちのクリエイティブがコラボレートし、新たな文化が発信されていくことを目指しています。”日本版・イー
タリー”「銀座大食堂 ‒ GINZA GRAND Premium Food Hall - 」に是非ご期待ください。

＜事業主体 / プロデュース＞ カフェ・カンパニー株式会社 www.cafecompany.co.jp/

＜クリエイティブプロデュース＞
●アート / クリエイティブディレクション：飯島広昭カフェ・カンパニー株式会社 www.cafecompany.co.jp/
●内装デザイン監修：小坂竜 A.N.D. www.and-design.jp/
●設計デザイン：大嶋敏裕株式会社ベレッツァ・エスプレッソ http://b-espresso.com/
●ブランディングディレクション：小松隆宏 watowa inc. / 演出家 / クリエイティブコミュニケイター www.watowa.jp/
●コンテンツ企画：板垣響紀 watowa inc./ ワブンカアソビニン / 放送作家 www.watowa.jp/
●プロモーションムービー製作：菊池久志エイトピクチャーズ株式会社 www.eightpictures.jp/
●WEB製作：小久保寧エイトピクチャーズ株式会社 www.eightpictures.jp/
●ユニフォームデザイン：山口壮大スタイリスト www.souta-yamaguchi.com/
●ハーベストテーブルVMD：土屋杏理 CRAZY KITCHEN, Inc. www.crazykitchen.jp/

＜フードプロデュース＞
徳岡邦夫（銀座モダンテラス） / 山田 チカラ（築地バル with 魚力 / 銀座モダンテラスデザートメニュー）www.yamadachikara.com/
伊藤 孝志（LUVOND TEA SALON）www.itcorporation.co.jp
株式会社魚力（築地バル with 魚力）www.uoriki.co.jp/index.html ＜Special Thanks＞ MHD モエ ヘネシー ディアジオ

▼プロジェクトチーム

※パースはイメージ。変更となる可能性があります。
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＜ 本件に関する取材・お問い合わせ ＞
カフェ・カンパニー株式会社（www.cafecompany.co.jp） PR担当：加藤菜緒 nkato@cafecompany.co.jp Tel 03-5778-0477（080-4348-3999） / Fax 03-5778-0478

ミシュラン三つ星「El Bulli」のフェラン・アドリア
氏に師事し、茶の湯スタイルを取り入れた独創的な
創作料理が国内外で評判の山田チカラ氏が手掛ける
メニューを、シャンパンと共にお楽しみいただく贅
沢な魚介バル。魚の旬を知り尽くした鮮魚店「魚
力」が全国の「旨い」を銀座へ届けます。

豊かな海の幸の宝庫である、世界自然遺産
知床の玄関口の町「北海道・標津町」で生
まれた海鮮料理店。「産地」と「本物」こ
だわった新鮮な蟹・うに・いくら・ほたて
などの海鮮をしゃぶしゃぶや丼で豪快にご
堪能いただけます。北海道から届く、口
いっぱいに広がる濃厚な旨味を存分にお楽
しみください。

日本料理界を牽引する京都の料理人、徳岡邦夫氏が
手掛けるレストラン。伝統を守りながら時代に即し
た「食」に挑戦し続ける徳岡氏が、日本と世界の文
化を織り込んだメニューの数々をご用意いたします。
どこか懐かしく新鮮な発見がある日本料理の感性を
活かした新時代の「洋食」をお召し上がりください。

世界の産地から選りすぐった最高レベルの日本茶・
紅茶・中国茶などをご提供するスペシャルティ・
ティー・サロン。屈指のティーマイスター伊藤孝志
による選定をクリアした厳選茶葉だけを使用し、一
杯ずつ心をこめてご提供いたします。繊細で美しい
お茶とともにゆったりとした時間をお過ごし下さい。

ホテルニューオータニの上海料理「大観苑」
でのキャリアスタートから約30年間、中国宮
廷料理店や広東料理店等の総料理長としても
活躍した料理人・永田篤の創作中華。フカヒ
レや伊勢海老などの海鮮と旬野菜を中華のダ
イナミックなアプローチと日本的な繊細な食
文化で融合させる逸品をご賞味ください。

松阪肉専門店「朝日屋」が厳選した松坂の
しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店。上質な松坂
牛の柔らかく芳醇な味わいと香りの全てをお
召し上がりいただけるよう、職人が心と技術
を込めてご用意いたします。「上質な松阪牛
を様々な味わい方でご堪能いただきたい」と
いう想いを込めた逸品を是非どうぞ。

圧倒的な旨味と食感、よどみない味わいを誇
る日本一の「比内地鶏」をお楽しみいただけ
る鳥料理専門店。毎日直送で入荷する新鮮で
美味な地鶏を、炭火やきとり、お造りやたた
き、鍋、ふわふわトロトロの極上親子丼など、
様々な調理法でご用意する料理の数々を、余
すことなくご堪能ください。

築地はもちろん、愛媛、八幡浜、兵庫・明石港など
でも買い付けを行う、職人の確かな目で選び抜き・
見極めた食材だけを使用する鮨処。ネタ、シャリ、
さらには、醤油、塩にまでこだわった鮨はもちろん、
旬の野菜、一品料理、珍味など日本の四季折々の豊
かな味を、江戸前の職人技でお楽しみください。

四季の恵みを尊重した彩り豊かな京料理。九州産の
赤酒を使用したタレで焼き上げるふっくらと柔らか
な鰻やカラッと仕上げたコクがあるのに素材の味を
感じられる天ぷらなど、研鑽を積んだ料理長をはじ
めとする熟練の職人がその時期に一番おいしい旬素
材を使いお客様の目の前で調理いたします。

最高級の黒毛和牛「神戸ビーフ」をお召し上がりい
ただけるステーキ専門店。海外でも「WAGYU」と
して広く認知され、国内においては三大和牛の筆頭
である「神戸ビーフ」を熟練のシェフがお客様の目
の前の鉄板で丁寧に焼き上げます。お召し上がりい
ただいた途端に広がる旨味と香りが絶品です。

■「銀座大食堂」店内図
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＜店舗概要＞
■ 店名 ： 銀座大食堂 - GINZA GRAND Premium Food Hall-
■ オープン ： 2017年4月20日（木）
■ 住所 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F 
■ 電話 ： 0570-001-432 ※2017年4月20日より開通
■ アクセス ： 東京メトロ「銀座駅」A3出口より徒歩2分
■ URL ： www.ginzagrand.jp
■ ムービー ： https://goo.gl/3aegSj （youtube）
■ 坪数 ： 約328坪（店内） / テラス約38坪
■ 席数 ： 約380席（内テラス約70席）
カウンター 約70席（1店舗 約10席 × 7店舗） / 築地バル with 魚力 約70席
/ 銀座モダンテラス 約170席 / テラス 約70席

全国から一堂に会した7の銘店、魚介バル、洋食、ティーサロン。

※全てのメニュー写真はイメージです。変更となる可能性があります。

■Press Data
下記URL内に広報用写真データ等を
アップしております。
ご掲載時にご使用くださいませ。

https://goo.gl/IBGpkz

※ご掲載時は下記担当者までご一報ください。


