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＜NEWS RELEASE＞ 

報道関係各位 

2020年12月10日 

GINZA SIXリテールマネジメント株式会社 

 

 

 

 

 

 

  

銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」では、2021年1月2日（土）～1月17日（日）までの期間中、世界の 

最旬トレンドを体感できる約90店舗が参加する、新年初売りセール「GINZA SIX SALE（ギンザ シックス セール）」を

開催します。また、ファッションからライフスタイル、ビューティ、フードまで、GINZA SIXならではのプレミアムな 

福袋を限定数で販売します。 

銀座の年末の風物詩となっている大型「江戸前風門松」を12月26日（土）より設置、B3Fの文化・交流施設 

「観世能楽堂」では、1月2日（土）に「GINZA SIX 新春能」無料公演を開催するなど、年末年始の銀座を華やかに

演出します。その他、贅沢なお正月グルメ、モダンで洗練されたデザインの新春特別商品などを多数展開します。 
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（p1）初売りセール「GINZA SIX SALE」  

（p2）福袋 
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GINZA SIX NEWS 

（p5）NEW SHOP OPEN 

 

 

■2021年初売りセール「GINZA SIX SALE」   

【セール名称】 GINZA SIX SALE 

【実 施 期 間】 2021年1月2日（土）～1月17日（日）  

※一部開催期間が異なる店舗がございます。 

※セール対象外の店舗・商品もございます。 

【割 引 率】 10％～最大50％OFF 

※セール参加店舗により割引率は異なります。  

【参 加 店 舗】 約90店舗 

（一例）※フロア順 

DENHAM、BARBOUR、World Footwear Gallery、MARK’STYLE TOKYO、KWANPEN、Tabio Japan、OKANO、

漆器 山田平安堂、ADORE、MOSCHINO、See By Chloé、DIESEL BLACK GOLD、Maison de NADIA、

MANOLO BLAHNIK、VERSACE、SIXIÈME GINZA、LIVING NATURE organics 他 

 

 

 

ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ ２０２１年初売りセール開催 
２０２１年１月２日（土）～１月１７日（日） 

年末の風物詩「江戸前門松」、観世能楽堂「ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ 新春能」無料公演 

お正月を彩るグルメ、新春特別商品など、年末年始プロモーション情報 
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■プレミアムな「福袋」 

ファッションからライフスタイル、ビューティ、フードまで、GINZA SIXならではのプレミアムな福袋を限定数で販売

します。 

【販 売 期 間】 2021年1月2日（土）～各店舗なくなり次第終了 ※一部開催期間が異なる店舗がございます。  

【参 加 店 舗】 約40店舗 

（一例）※フロア順 

SOMÈS SADDLE、AKM、PETIT BATEAU、CIBONE CASE、OKANO、H.P.FRANCE BIJOUX、 

BEAUTY TERRACE GINZA ～DRESS CIRCLE～、bareMinerals、HACCI、10FACTORY、L’ABEILLE、

ISHIYA GINZA 他 

 

 

■銀座の風物詩、大型「江戸前風門松」設置 

銀座のお正月の風物詩、大型「江戸前風門松」をGINZA SIX中央通り側エントランスに設置。3本の竹を芯にして

周囲に松を配し、藁を荒縄で結ぶ「江戸前風門松」は、1924年の銀座松坂屋開店当時より受け継がれている 

伝統的な形であり、江戸時代から変わらない日本の伝統を味わっていただけます。 

【設 置 期 間】 2020年12月26日（土）～2021年1月7日（木） 

【設 置 場 所】 GINZA SIX中央通り側エントランス2箇所 

【門 松 仕 様】 高さ3.6m（12尺）、直径約85cm、重さ120kg 

 

 

■「GINZA SIX 新春能」 

B3Fの文化・交流施設「観世能楽堂」にて、「GINZA SIX 新春能」を開催。新年を祝うおめでたいプログラムを 

無料でご覧いただけます。この機会にぜひ能楽界を代表する観世流の幽玄な能の世界をご堪能ください。 

【日 時】 2021年1月2日（土） 

一部 10:00開場 11:00開演 11:45終了予定 

素謡 神歌、仕舞 老松・東北、能 高砂 

二部 12:45開場 13:30開演 14:20終了予定 

仕舞 羽衣、狂言 宝の槌、能楽の解説と体験 

三部 15:15開場 16:00開演 16:45終了予定 

仕舞 屋島、半能 土蜘蛛、能・狂言ワークショップ 

主催：GINZA SIXリテールマネジメント株式会社／協力：一般社団法人観世会 

お問合せ先 GINZA SIX総合インフォメーション 

Tel: 03-6891-3390 (受付時間 10:30～20:30 ※年末年始はGINZA SIXショップ営業時間に準じます。) 

※各公演ともご入場には整理券が必要です。各公演、完全入れ替え制です。 

※全ての時間帯の整理券を1月2日（土）9:30より1階三原通り側エントランス前（ローソン横）にて配布いたします。 

※お一人様1公演1回限り、定員に達し次第配布終了いたします。定員は密を避ける為、約半数の座席数を設定しております。 

※席確保の行列による密を避ける為、整理券は全て指定席です。お連れ様と隣接する席等、座席のご希望は受けかねますのでご了承ください。 

※3歳未満のお子様のご入場はご遠慮ください。 

※1月2日（土）は、全館の出入口に制限を設ける場合がございます。上記整理券配布場所へは、地上からお越しください。 

※ご入場の際は、マスクの着用をお願いいたします。マスクを着用されない方のご入場はお断りさせていただきます。 

体温が37.5℃以上のお客様、体調の悪いお客様については、ご入場をお断りさせていただきます。検温・消毒のご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

 



 

3 

 

■お正月を彩るグルメ、新春特別商品 

2021年の干支「丑」にちなんだグルメや、テイクアウト、イートインでお楽しみいただける贅沢なお正月グルメを 

多数取り揃えました。また、ライフスタイルブランドでは、干支をモチーフにしたお飾りやぐい呑など、お正月を 

華やかに彩るモダンで洗練されたデザインの新春特別商品を展開します。 

※価格は全て税抜です。 

※下記は一例です。各店舗の商品の詳細および販売期間は別紙「お正月・新春特別商品のおすすめ商品・メニューリスト」をご参照ください。 

 

＜グルメ＞ 

干支にちなんだお正月グルメ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贅沢グルメ（テイクアウト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふィナンシェ 

（ふふふあん by 半兵衛麸） 

価格：1,200円 

やき麸を砕いて作った「ふィナンシェ」は、

洋菓子屋さんのフィナンシェと違い、さくっ

と焼けた表面に対して中はお麸の粒が

しっとり、もっちり。上質なバターと京白

みその香りがひろがり、コーヒーだけで

なく、日本茶にもよく合います。期間限

定の椿のパッケージでお年賀にも最適

です。 

THE GRAND GINZAシェフ特製 

本格フレンチおせち（お一人様用） 

（THE GRAND GINZA） 

価格：2段重 6,000円 

デザート重付3段重 8,500円 

牛ホホ肉の赤ワイン煮込みやフォアグラ

とパン・ド・エピスのミルフィーユ、ロースト

ビーフやホタテカステラのキッシュなど、 

計11品目のお料理にエシレバターと  

ブレッドまでセットになったシェフ特製  

2段重に、「苺のミルフィーユ」をはじめと

したパティシエ特製スイーツ重もご用意

しました。 

GINZA SIX 

限定 

GINZA SIX 

限定 

Share Box (New Year Edition） 

（BEE CHENG HIANG 美珍香） 

価格：2,958円 

上質な豚もも肉を使用した定番の「スラ

イスポーク」と、もも肉とばら肉を一枚に

融合したコクのある「グルメフュージョン」

の詰め合わせセット。人工添加物を一切

使用せず、素材と特製ソースの旨味と 

燻製の香りがマッチした絶妙な味わい 

です。一口サイズで食べやすく、新しい

年の到来を祝って、おひとりで贅沢に、

そしてご家族やお友達とシェアをしたり、

楽しいひとときのお供に最適です。 

干支福もなか 

（KUGENUMA SHIMIZU） 

価格：1,600円 

縁起物を形どったいつでも作りたての 

おいしさを楽しんでいただけるおてづくり

もなか。数量限定で干支の紅白丑の 

入ったお正月スペシャルバージョンで 

販売します。 

お正月mix 

（キャンディアートミュージアム 

by PAPABUBBLE） 

価格：593円 

牛の可愛い図柄を2種類、他にも2021年

お年賀にピッタリな図柄を金太郎飴にした

セットです。 

満寿泉 干支ボトル スペシャル 

 純米大吟醸酒 520ml 箱入 

（いまでや銀座） 

価格：5,600円 

来年の干支である「丑」の絵柄が綺麗に

細工された、限定デザインボトルです。

満寿泉の純米大吟醸は、ほどよく落ち着

いた吟醸香が心地よく、穏やかな香りと

まろやかな味わいをお楽しみください。

贈り物にも大変喜ばれる毎年大人気の

一品です。 
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贅沢グルメ（イートイン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜雑貨＞ 

干支をモチーフにした雑貨、新春アイテム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※価格は全て税抜です。 

※上記は一例です。各店舗の商品の詳細および販売期間は別紙「お正月・新春特別商品のおすすめ商品・メニューリスト」をご参照ください。 

 

 

 

コッパ リンゴのハーモニー 

（Café Cova Milano） 

価格：1,819円 

日本で愛され続けてきた紅玉を主役に、

リンゴのコンポート、カスタード、バニラ 

アイス、皮ごとのリンゴソース、アクセント

にシナモンクランブルの競演。紅玉の 

甘味と酸味を残しつつ、誰もが大好きな

アップルパイもイメージに。新年を祝う 

ファンファーレをチョコプレートで表現 

しました。 

和×イチゴの新春アフタヌーンティーセット 

 

GINZA SIX 

限定 

（THE GRAND GINZA） 

価格：4,200円 

お抹茶を使ったスコーンやロールケーキ、

黒豆や梅といった和の素材をパティシエ

が苺と組み合わせ、洋のスイーツに仕上

げた段に、お料理は門松に見立てた 

セイボリーや洋の食材を寿司や松風仕

立てにするなど、シェフの遊び心溢れる 

お料理段と、華やかな新春を寿ぐ見た

目にも楽しい和とイチゴのアフタヌーン

ティーをご用意しました。 

年末年始特別コース 

（つきじ鈴富） 

価格：9,800円（ランチのみ）／

15,000円／20,000円／25,000円 

お正月のお祝いの席に相応しい内容の

4種類のコースをご用意。三宝柑を器に

した茶碗蒸し等、旬の美味しいものを 

取り揃えました。 

GINZA SIX 

限定 

お正月お飾り 

（中川政七商店） 

価格：1,300円～20,000円 

干支の一刀彫や鈴飾り、注連縄飾りなど

様々な干支のお飾りをご用意しました。 

干支は昔から無病息災や厄除祈念などの

縁起物として担がれてきました。2021年の

干支は「丑」。古くから農耕を支え、神様の

使いや乗り物として尊ばれてきた丑（うし）

のゆったりして実直なさまを学ぶことで  

開運や大願成就が得られる、縁起のいい

生き物です。 

紅花さざんか_5／紅花さざんか_6 

（CIBONE CASE） 

価格：紅花さざんか_5 5,000円 

    紅花さざんか_6 7,000円 

「困難に打ち克つ」というひたむきな花言

葉を持つさざんか（山茶花）と穢れを  

祓い清める紅白の水引。春先に一番に

咲く梅は喜びを、鶴は長寿を象徴します。

「ハレ」の日を彩るこちらのお飾りは新年

に向けておすすめの逸品です。お飾りと

ともに素敵な1年をお迎えください。 

 

干支 ぐい呑 

（玉川堂） 

価格：各20,000円 

毎年恒例の干支を彫金したぐい呑です。 
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＜GINZA SIX NEWS＞ 

■NEW SHOP OPEN 

＜グルメ＞ 

▼ホテルショコラ（B2F） 

ホテルショコラは、イギリス国内に120以上の店舗と、チョコレートスクールを 

展開するカカオブランドです。 

カリブ海セントルシア島に1745年から続くカカオ農園を所有しエシカルなカカオ

栽培のほか、エコホテルとレストランも経営。 

上質なカカオを使ったバリエーション豊かなチョコレートに加え、テイクアウト 

できるショコラドリンクやアイスクリームなどのカフェメニューも展開。 

カカオの新しいライフスタイルをご提案するショップです。 

【展 開 期 間】 2020年12月24日（木）～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜GINZA SIX 基本情報＞ 

【TEL】 03-6891-3390 （GINZA SIX総合インフォメーション 受付時間10:30～20:30） 

【ADDRESS】 〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10-1 

【HP】 https://ginza6.tokyo/ 

□営業時間 ショップ・カフェ（B2F～5F） 10:30～20:30  レストラン（6F、13F） 11:00～23:00 

 ※急遽、営業時間が変更になる場合がございます。 

    ※一部の店舗、レストランは営業時間が異なります。  

 ※詳細は公式ホームページをご確認ください。 

 ※12月31日（木）、1月2日（土）は下記の通り短縮営業となります。 

 12月31日（木） 

 ショップ・カフェ（B2F～5F）       10：30～18：00 

 レストラン（6F、13F）                                11：00～21：00 

 1月2日（土） 

 ショップ・カフェ（B2F～5F）       10：30～20：00 

 レストラン（6F、13F）                                   11：00～22：30 

□休館日 不定休 ※2021年1月1日（金・祝）は店舗休業日となります。 

□アクセス 東京メトロ 銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座」駅から地下通路にて直結 

 駐車場完備（お買い上げ金額に応じたサービス有） 

＜本件に関する報道関係者からのお問合せ先＞ 

GINZA SIX PR 事務局 （株式会社サニーサイドアップ内）  

担当：荒川（080‐7045-8071）、須田（080-4071-7269） FAX：03-5413-3050  E‐MAIL：ginzasix_pr@ssu.co.jp 

https://ginza6.tokyo/
mailto:ginzasix_pr@ssu.co.jp


GINZA SIX新春おすすめグルメ・特別商品リスト
2020年12月10日時点
GINZA SIX PR事務局

※価格は全て税抜きです。店舗により別途サービス料が発生いたします。
※予約期間・販売期間・販売数量等は店舗により異なります。詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2020年12月10日の情報です。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、内容が予告なく変更・中止になる場合がございます。

1

干支にちなんだお正月グルメ

いまでや銀座（B2F）

商品名：満寿泉干支ボトルスペシャル
純米大吟醸酒 520ml箱入

価格：5,600円

来年の干支である「丑」の絵柄が綺麗に細工された、限定
デザインボトルです。満寿泉の純米大吟醸は、ほどよく落
ち着いた吟醸香が心地よく、穏やかな香りとまろやかな味
わいをお楽しみください。贈り物にも大変喜ばれる毎年大
人気の一品です。
販売数量：40本限定
※無くなり次第終了

キャンディアートミュージアム by PAPABUBBLE（B2F）

商品名：お正月mix
価格：593円

牛の可愛い図柄を2種類、他にも2021年お年賀にピッタリ
な図柄を金太郎飴にしたセットです。
※無くなり次第終了

マーロウ（B2F）

商品名：2021年干支柄北海道フレッシュクリームプリン
価格：750円

北海道産の高脂質な生クリーム2種類を組み合わせた、
マーロウ1番人気の北海道フレッシュクリームプリンです。
食材にもこだわり、北海道のチモシーとクローバー中心の
牧草で育った乳牛からとれる新鮮な牛乳と、植物性飼料を
食べている鶏が産んだ質の良い普通卵の約4～5倍とコク
がある食採卵を使用。2021年干支柄のビーカーでご用意
しました。
販売期間：12月28日～ ※無くなり次第終了
販売数量：10,000個限定

KUGENUMA SHIMIZU（B2F）

商品名：干支福もなか
価格：1,600円

縁起物を形どったいつでも作りたてのおいしさを楽しんで
いただけるおてづくりもなか。数量限定で干支の紅白丑の
入ったお正月スペシャルバージョンで販売します。
販売期間：12月26日～ ※無くなり次第終了
販売数量：200個限定

Bicerin（B2F）

メニュー名：牛肉とろける赤ワインのリゾット
価格：1,260円

牛肉の旨味と赤ワインの酸味が絶妙な相性。とろとろの牛
肉が際立つ身体の芯から温まる濃厚リゾットです。
提供期間：1月2日～2月28日まで

GINZA SIX限定

ワインショップ・エノテカ（B2F）

商品名：グラン・サングレ・デ・トロ・レゼルヴァ
（生産者：トーレス）

価格：2,200円

”キング・オブ・スペイン”と呼ばれ、「世界で最も称賛される
ワインブランド」にも選ばれた名門トーレス。牡牛のマスコッ
トがトレードマークの定番シリーズです。厳選したブドウを
長期熟成で仕上げており、深く重厚な印象で、絹のように
滑らかな舌触りが特徴。チキンの煮込みやビーフシチュー
と最高のマリアージュが楽しめます。

ワインショップ・エノテカ（B2F）

商品名：バローロ（生産者：プルノット）
価格：6,500円

バローロの品質を劇的に向上させるきっかけとなる革新的
なワインをリリースし、ピエモンテにおいて初めて「クリュ」
の概念を導入したワイナリー。老舗ワイナリー「プルノット」
が醸す古典派バローロは、香り高く洗練された仕上がりで、
力強さを秘めたエレガントなスタイル。ベルベットのような
滑らかさに力強さを秘めた、香り高く洗練された味わいが
楽しめます。

BEE CHENG HIANG 美珍香（B2F）

商品名：Share Box (New Year Edition）
価格：2,958円

上質な豚もも肉を使用した定番の「スライスポーク」と、もも
肉とばら肉を一枚に融合したコクのある「グルメフュージョ
ン」の詰め合わせセット。人工添加物を一切使用せず、素
材と特製ソースの旨味と燻製の香りがマッチした絶妙な味
わいです。一口サイズで食べやすく、新しい年の到来を
祝って、おひとりで贅沢に、そしてご家族やお友達とシェア
をしたり、楽しいひとときのお供に最適です。
販売期間：12月24日～1月11日まで
内容量：スライスポーク12本、グルメフュージョン9本
※完全予約制

GINZA SIX限定

AND THE FRIET（B2F）

商品名：トートバッグ ギフトボックスミニ5pc入
価格：1,667円

ミニサイズが5個入った、プレゼントにも最適なGINZA SIX
限定のトートバッグセットです。「プレミアムソルト」「バルサ
ミコ アンド ペッパー」「黒トリュフソルト」「ハニーソルト アン
ド バター」「アンチョビ アンド ガーリック」の5種類のフレー
バーが楽しめます。

GINZA SIX限定

ふふふあん by 半兵衛麸（B2F）

商品名：ふィナンシェ
価格：1,200円

やき麸を砕いて作った「ふィナンシェ」は、洋菓子屋さんの
フィナンシェと違い、さくっと焼けた表面に対して中はお麸
の粒がしっとり、もっちり。上質なバターと京白みその香り
がひろがり、コーヒーだけでなく、日本茶にもよく合います。
期間限定の椿のパッケージでお年賀にも最適です。
販売期間：12月26日～1月8日まで

＜テイクアウト＞贅沢グルメ
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＜テイクアウト＞贅沢グルメ

KUGENUMA SHIMIZU（B2F）

商品名：TOKYO MONAKA
価格：1,500円

もなかの生地にTOKYOの刻印の入った東京土産に最適な
おてづくりもなか。上品な甘さの北海道産小豆と国産もち
米の香ばしさが絶妙な組み合わせ。お正月にご家族でつく
りたてのもなかをご堪能ください。
販売期間：12月中旬～ ※無くなり次第終了
販売数量：50個限定

NO
IMAGE

芭蕉堂（B2F）

商品名：杵つきねこ餅
価格：各1,250円

創業(明治元年）以来、餅一筋150余年昔ながらの伝承技
法で石うすと杵で搗き上げたお餅。佐賀県産のヒヨク米で
作ったお餅は伸びが良く、腰のあるお餅で餅自体に甘味
があります。福を招く猫の手のような棒状のお餅は、関西
ではねこ餅として古くから親しまれています。「白餅」「えび
餅」「よもぎ餅」「黒豆餅」の4種の味をご用意しました。
販売期間：12月29日～1月10日まで
販売数量：30個限定
内容量：450g（えび餅のみ400g）

芭蕉堂（B2F）

商品名：杵つき小餅
価格：杵つき小餅白 500円

杵つき小餅 よもぎ 500円
杵つき小餅えび 550円

創業(明治元年）以来、餅一筋150余年昔ながらの伝承技
法で石うすと杵で搗き上げたお餅。佐賀県産のヒヨク米で
作ったお餅は伸びが良く、腰のあるお餅で餅自体に甘味
があります。
販売期間：12月29日～1月10日まで
販売数量：30個限定
内容量：各6個入

THE GRAND GINZA（13F）

商品名：THE GRAND GINZAシェフ特製
本格フレンチおせち（お一人様用）

価格：2段重 6,000円／デザート重付3段重 8,500円

牛ホホ肉の赤ワイン煮込みやフォアグラとパン・ド・エピス
のミルフィーユ、ローストビーフやホタテカステラのキッシュ
など、計11品目のお料理にエシレバターとブレッドまでセッ
トになったシェフ特製2段重に、「苺のミルフィーユ」をはじめ
としたパティシエ特製スイーツ重もご用意しました。
予約期間：12月24日まで ※完全予約制

（受渡日時：12月31日12:00～20:00まで）
販売数量： 200セット限定（二段・三段重合計）

GINZA SIX限定

※写真はよもぎ餅です

※写真はえび餅です

＜イートイン＞贅沢グルメ

Café Cova Milano（3F）

メニュー名：Monthly Menu
価格：ガレリア 3,636円／スカラ 5,000円／ドゥオモ 6,364円

新年にふさわしい、イタリアならではの味わい深いメニュー
の数々をご用意致しました。ズッキーニのスープ、魚介の旨
味が凝縮したイカ墨のリゾット、パスタはCOVA伝統のトマト
ソースに海老を加えたパッケリ、メインの魚料理はその日の
鮮魚をアサリとムール貝のスープ仕立て、骨付き仔牛の香
草焼き。それぞれのコースでお選びください。
提供期間：1月2日～1月31日まで

Café Cova Milano（3F）

メニュー名：コッパ リンゴのハーモニー
価格：1,819円

日本で愛され続けてきた紅玉を主役に、リンゴのコンポー
ト、カスタード、バニラアイス、皮ごとのリンゴソース、アクセ
ントにシナモンクランブルの競演。紅玉の甘味と酸味を残
しつつ、誰もが大好きなアップルパイもイメージに。新年を
祝うファンファーレをチョコプレートで表現しました。
提供期間：1月2日～1月31日まで

GINZA SIX限定

THE GRAND GINZA（13F）

メニュー名：和×イチゴの新春アフタヌーンティーセット
価格：4,200円

お抹茶を使ったスコーンやロールケーキ、黒豆や梅といっ
た和の素材をパティシエが苺と組み合わせ、洋のスイーツ
に仕上げた段に、お料理は門松に見立てたセイボリーや
洋の食材を寿司や松風仕立てにするなど、シェフの遊び心
溢れるお料理段と、華やかな新春を寿ぐ見た目にも楽しい
和とイチゴのアフタヌーンティーをご用意しました。
提供期間：1月2日～1月31日まで

GINZA SIX限定

つきじ鈴富（13F）

メニュー名：年末年始特別コース
価格：9,800円（ランチのみ）／15,000円／20,000円／25,000円

お正月のお祝いの席に相応しい内容の4種類のコースをご
用意。三宝柑を器にした茶碗蒸し等、旬の美味しいものを取
り揃えました。
提供期間：1月2日～1月5日まで

GINZA SIX限定
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店舗を代表する個性豊かなお正月アイテム

CIBONE CASE（4F）

商品名：紅花さざんか_5／紅花さざんか_6
価格：紅花さざんか_5 5,000円

紅花さざんか_6 7,000円

「困難に打ち克つ」というひたむきな花言葉を持つさざんか
（山茶花）と穢れを祓い清める紅白の水引。春先に一番に
咲く梅は喜びを、鶴は長寿を象徴します。「ハレ」の日を彩
るこちらのお飾りは新年に向けておすすめの逸品です。
お飾りとともに素敵な1年をお迎えください。
販売数量：紅花さざんか_5 5個限定

紅花さざんか_6 3個限定
※無くなり次第終了

写真左）紅花さざんか_5 
写真右）紅花さざんか_6

中川政七商店（4F）

商品名：お正月お飾り
価格：1,300円～20,000円

干支の一刀彫や鈴飾り、注連縄飾りなど様々な干支のお
飾りをご用意しました。干支は昔から無病息災や厄除祈念
などの縁起物として担がれてきました。2021年の干支は
「丑」。古くから農耕を支え、神様の使いや乗り物として尊
ばれてきた丑（うし）のゆったりして実直なさまを学ぶことで
開運や大願成就が得られる、縁起のいい生き物です。
※無くなり次第終了

玉川堂（4F）

商品名：干支ぐい呑
価格：各20,000円

毎年恒例の干支を彫金したぐい呑です。
販売期間：12月2日～1月11日まで
販売数量：各5個限定


