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２０１９年３月６日

誕生３周年を迎える「ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ 銀座」 リニューアル第２弾

大人の女性に向けたライフスタイル雑貨＆ギフト・デイリーファッションを拡充
２０１９年３月９日(土) リニューアルオープン！
株式会社 東急百貨店

東急百貨店が運営する「ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ（ヒンカリンカ） 銀座」は、２０１９年春、誕生３周年を迎え７店舗
が新たにオープンします。
ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ 銀座は、銀座地区周辺エリアの動向をもとに、さらなる進化を目指すべく、２０１８年秋
にリニューアル第１弾を実施し、自分らしい暮らしをあらゆる方面から提案する「ザッカマーケット セレクトスト
ア」に生まれ変わりました。今回のリニューアル第２弾では、大人の女性に向けた「ライフスタイルザッカ＆ファ
ッションフロア」がＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ ２ｎｄ（４Ｆ）に誕生します。大人の女性がふだんの生活に取り入れたくな
るウェアやバッグ、アクセサリー、日々の暮らしを豊かにするライフスタイル雑貨、ギフトアイテムを拡充し、自
分自身はもちろん、贈り物にもおすすめの日常をステキに過ごすアイテムを提案します。
また、誕生３周年を記念し、３月９日(土)から４月１０日(水)まで「ステキ３っけ（みっけ）！」を開催します。期間中、
プレゼントがもらえる体験イベントやお買い上げ・アプリダウンロードの先着プレゼントなど、リニューアルオープン
するＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ 銀座をより楽しんでいただける企画を多数実施します。
新しくなる「ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ 銀座」にどうぞご期待ください。

※詳細は別紙参照ください
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【別紙】
～ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ ２ｎｄ （４Ｆ） 「ライフスタイルザッカ＆ファッションフロア」リニューアルコンセプト～
ステキな毎日を過ごすための「大人の女性のためのライフスタイル雑貨＆ギフト・デイリーファッション」
大人の女性がふだんの生活に取り入れたくなるウェアやバッグ、アクセサリー、さらに日々の暮らしを豊かに
するライフスタイル雑貨、ギフトアイテムを拡充し、自分自身はもちろん、贈り物にもおすすめの日常をステキに
過ごすアイテムをそろえました。
■ＮＥＷ ＳＨＯＰ
＜ＴＯＵＳ（トウス）＞
スペイン生まれのジュエリーブランド＜ＴＯＵＳ＞。くまのモチーフ「トウス・ベアー」
をはじめ、優しい気持ちになれる大人かわいいジュエリーや、ハンドバッグのフル
ラインショップです。贈り物や自分へのご褒美に。
＜リバティ ロンドン＞
１８７５年に創業した英国リバティ社が手掛けるプレミアム・ライフスタイル・ブランド
＜リバティ ロンドン＞。定番のバッグやスカーフをはじめ、クッションなどのインテ
リアアクセサリーまで豊富にそろいました。

３月９日(土) ＮＥＷ ＯＰＥＮ
＜ＢＡＳＩＣ ＡＮＤ ＡＣＣＥＮＴ(ベーシック アンド アクセント)＞
心地よく、ほんの少し刺激的で、いとおしい暮らしをお届けする＜ＢＡＳＩＣ ＡＮＤ
ＡＣＣＥＮＴ＞。質が高くベーシックで、ユーモアやニュアンスのある器や衣服、
アクセサリー、インテリア雑貨など、暮らしが楽しくなるような、こだわりの品ぞろえ
です。

３月９日(土) ＮＥＷ ＯＰＥＮ
＜ＲＥＡＣ（レアック)＞
ナチュラルな素材感が中心のコンフォートスタイル。ひねりの効いたデザインなが
ら自分らしくコーディネートしやすく、自分らしさを表現できるラインアップです。

３月９日(土) ＮＥＷ ＯＰＥＮ
＜Ｃａｃｈｅｔｔｅ(カシェット)＞
自分の時間や空間、心地よさを大切にする、そんな大人の女性のための日常服
を提案。ディテールにこだわったアイテムを取りそろえています。
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３月２８日(木) ＮＥＷ ＯＰＥＮ
＜集英社 ＦＬＡＧ ＳＨＯＰ(フラッグ ショップ)＞
集英社が運営する公式ファッション通販サイト「集英社 ＦＬＡＧ ＳＨＯＰ」
のリアルショップ。人気ファッション誌『ＬＥＥ』、『Ｍａｒｉｓｏｌ』、『éｃｌａｔ』に掲載
されたアイテムや、人気のデザイナーズブランドや限定コラボなど、話題の
商品がそろいます。

３月２８日(木) ＮＥＷ ＯＰＥＮ
＜リンベル ギフトブティック＞
上質なギフトアイテムを提案する、洗練した大人のためのギフトセレクト
ショップ「リンベル ギフト ブティック」が誕生。『リンベル ザ・プレミアム』、
『リンベル スマートギフト』をはじめとするカタログギフトに加え、安心・
安全・高品質にこだわって日本全国から取りそろえた逸品「日本の極み」
のグルメギフトもラインアップ。一番人気の「プレミアムデザートジュース」や
旬のフルーツもそろえ、用途や予算に合わせたギフト選びを提案します。
３周年のＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ 銀座で「ステキ３っけ（みっけ）！」
■会期：３月９日(土)～４月１０日(水)
■会場：ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ １ｓｔ（３Ｆ）～３ｒｄ（５Ｆ）
３周年を迎えたＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ 銀座。
店内ではプレゼントがもらえる体験イベントも実施します。
hinka-rinka.jp
おトクみっけ１
アプリをダウンロードして お宝
３っけ！
・ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ １ｓｔ（３Ｆ）
期間中、「ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ
アプリ」のアプリポイント“ｒｉｎｋａ”
をゲットできるＱＲコードスポット
が３ヵ所出現！集めた“ｒｉｎｋａ”
と交換できる、この期間だけの
ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ アプリ限定
Cacao Market BY MARIEBELLE

ジェラートも登場します。
※おひとり１点限り

おトクみっけ２

おトクみっけ３

「#ステキ３っけ」 「#ヒンカ

３っけ！タンブラー

リンカ」 をつけて投稿！

プレゼント！

商品券をゲットしよう♪

・ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ

期間中、ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ

１ｓｔ(３Ｆ)、２ｎｄ(４Ｆ)、３ｒｄ（５Ｆ）

１ｓｔ（３Ｆ）に設置されたＱＲ

期間中、５，４００円（税込み）

コードを撮影し、ハッシュタ

以上お買い上げのうえ、「ＨＩＮ

グ「#ステキ３っけ」または「#

ＫＡ ＲＩＮＫＡ アプリ」をダウン

ヒンカリンカ」をつけてインス

ロードしていただいた先着５００

タグラムに投稿。抽選で５名

名に、オリジナルタンブラーをさ

に３，０００円分の商品券を

しあげます。
※おひとり１点限り

さしあげます。

「ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ アプリ」とは
ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡでのお買い物１００円(税別)につき、１ｒｉｎｋａをプレゼン
ト。獲得したポイントはＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡオリジナルグッズと交換できます。
また、ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡのトピックスをぞくぞくとお届けします。
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ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡオリジナルグッズの一例

【「ＨＩＮＫＡ ＲＩＮＫＡ 銀座」展開ショップ（ブランド）一覧】
ショップ（ブランド名）

３Ｆ
（１ｓｔ）

カテゴリー

Once upon a time．．．

ワンス アポン ア タイム．．．

アクセサリー

goldandbouncy

ゴールドアンドバウンシー

ファッショングッズ

caseplay

ケースプレイ

スマートフォンアクセサリー

MOGGIE CO‐OP

マギー クープ

レディスウェア

Le Couvent des Minimes

クヴォン・デ・ミニム

コスメティクス

HºM'S" WatchStore

エイチエムエスウォッチストア

ウォッチ

SAVE MY BAG

セーブマイバッグ

バッグ

Select ZAKKA

セレクトザッカ

ファッショングッズ

Select Shoes

セレクトシューズ

レディスシューズ

LAMMFROMM

ラムフロム

アート雑貨

BASIC & ACCENT

ベーシック＆アクセント

ライフスタイルグッズ

FLAG SHOP SHUEISHA

集英社フラッグショップ

RING BELL Gift Boutique

新規・継続

備考

３月２７日(水)
移設オープン

３月９日(土)
オープン

銀座初

レディスウェア

３月２８日(木)
オープン

銀座初

リンベル ギフト ブティック

カタログギフト＆セレクトギフト

３月２８日(木)
オープン

銀座初
新業態

REAC

レアック

レディスウェア

３月９日(土)
オープン

Cachette

カシェット

レディスウェア

３月９日(土)
オープン

TOUS

トウス

ファッショングッズ

ニューオープン

LIBERTY LONDON

リバティロンドン

ファッショングッズ

ニューオープン

Cｒｙｓtal Tiara

クリスタルティアラ

ファッショングッズ

Ｎail Bar

ネイルバー

ネイル

Oh My Glasses TOKYO

オーマイグラストーキョー

アイウエア

OTIUM

オティウム

レディスウエア

Cacao Market BY MARIEBELLE

カカオマーケット バイ マリベル

スイーツ＆カフェ

Stomp Stamp

ストンプ・スタンプ

ベビー＆キッズ

MARLMARL

マールマール

ベビー＆キッズ

blossom39

ブロッサム 39

ベビー＆キッズ

MAKE ART YOUR ZOO

メイク・アート・ユア・ズー

バッグ

Healthy Back Bag

ヘルシーバックバッグ

バッグ

ACEShoes+

エースシューズプラス

スニーカー

４Ｆ
（２ｎｄ）

銀座初

３月９日(土)
移設オープン

５Ｆ
（３ｒｄ）

以上
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