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THE NIKKEI MAGAZINE STYLE

Special

Contents

ラグジュアリーブランドのエクスクルーシブな逸品。
p
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Special Items
春の訪れとともに、
“特別”を手にする喜び。

高揚感に満ちた
ニューラグジュアリーの世界へ

GINZA SIX 1 周年
限定コレクション
東京・銀座の新しいランドマークとして、

Special Items
ドレスから漆器まで。
個性派揃いの4階へ。
p

Cover

男心をとらえる、
限定アイテムの宝庫。

開業から1年を迎える。

p

ファッション、
ライフスタイル、
ビューティー、
フード、
レストランなど、

ここにしかない特別なアイテムや
サービスを用意して、1周年を祝う。

半世紀ほど前に三陸海岸付近で採取
され、
先ごろ完成した真柏の盆栽。
樹齢は
約250年。
その生命力や躍動感は、現代
と伝統が融合する先に未来を見立てて
いくGINZA SIXの1周年にふさわしい。
盆 栽／森前 誠二

4月2日からは

新たなアートで彩られる。
華やぎと特別に満ちた、
GINZA SIXへ。
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36

Beauty Things
ビューティーフロアで探す、
ここにしかない、
美と癒し。

40

p

Gourmet Selection
とっておきの味を満載。
１周年限定セレクション。

アニバーサリー期間がスタート。
館内中央の吹き抜けも、

30

Special Items

銀座6丁目に誕生したGINZA SIXが、

館内に集まる個性豊かなショップが、

24

p

45

p
企画・制作／

日本経済新聞社 クロスメディア営業局

Special Menu

企画協力／GINZA SIX
編集協力／オフィス インターフェイス
デザイン／RAM
※本特集号内に掲載した商品の価格は、
すべて
消費税を除いた本体価格です
（2018年3月1日
現在）
。※価格の改定や、
仕様が変更される場合
があります。 ※掲載商品の販売は4月2日
（月）
からとなります。一部販売期間が異なる店舗もあり
ます。
また商品の内容、提供数量等の詳細は、各
店舗へお問い合わせください。※数量限定の商品
は、
なくなり次第終了となります。
※本特集号内で使用している略号は下記の通
りです。Y G＝イエローゴールド、WG＝ホワイト
ゴールド、PG＝ピンクゴールド、PT＝プラチナ、SS
＝ステンレススティール

1周年を祝う、
春のGINZA SIX限定メニュー。

46
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GINZA SIX
1st Anniversary
Special Items

ラグジュアリーブランドの
エクスクルーシブな逸品。
GINZA SIXを象徴する顔ともいえる、銀座・中央通りに面して連なるラグジュアリーブランドの旗艦店。
多層階にまたがる上質な空間で、
ブランドの世界観や新たな魅力をあますところなく伝えている。
開業1周年。新たな春に向けて用意されたのは、
GINZA SIXが掲げる“ニューラグジュアリー”を体現する逸品。
ここでしか手に入らない、特別な存在感と高揚感に満ちたエクスクルーシブなアイテムを紹介しよう。
※掲載商品の販売は、4月2日
（月）
からとなります。

Photographs : Shuhei Tsujigo

ピンクゴールドで描く
優美で愛らしい
Oui（ウィ）
の文字。

House of Dior Ginza
ハウス オブ ディオール ギンザ

地下1階から4階までの５フロアからなる店内に、
ディオールの世界観が凝縮したハウス オブ ディ
オール ギンザ。1周年を記念したアイテムも多彩
にラインアップする。上の写真は、
GINZA SIXで
先行発売される人気のジュエリーコレクション
〈ウィ〉
のピンクゴールドをまとった新作。
フランス
語でイエス、肯定を意味する
「Oui
（ウィ）」。自分
の生き方や誰かの気持ちにイエスと答える、前
向きなメッセージが込められている。
シングルピア
スにはリボンが付属し、
チョーカーとしても楽し
める。
〈ウィ〉
シングルピアス
（PG×ダイヤモンド）
113,000円、
リング
（PG×ダイヤモンド）
120,000
円。ディオール ファイン ジュエリー

またディオール オムでは、
アイコニックな
「BEE」
を
ゴールドで刺繍したジャケットやデニム、
キャップの
ほか、
ジャージ、Tシャツ、BMX BIKEなどの1周年
限定商品や世界先行アイテムが登場。
ウィメンズ
では、写真右の限定バッグ
〈ブックトート〉
がお目見え
する。
ロゴモチーフの「オブリーク」
キャンバス素材
は、
メゾンのアーカイブから復刻させたもの。特別
な織機を使い、熟練した職人の手作業で仕上げら
れている。中央のTOKYOの文字が限定として特
別感を醸し出す。また背面には、CHRISTIAN
DIORの文字が配される。
〈ブック トート〉42.5×
35×19㎝、205,000円。※予定価格。ディオール／
ハウス オブ ディオール ギンザ
【B1F～4F】
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VALENTINO
ヴァレンティノ

ピンクのグラデーションと
マイクロスタッズが華やかな
限定バッグ。

エッジの効いたスタッズ使いと
エレガントな雰囲気が融合した、
ヴァレンティノの〈ロックスタッ
ズ〉。このアイコンコレクションか
ら、GINZA SIXの限定バッグが
お目見え。色とりどりのラムスキン
をパッチワークで丁寧につなぎ、
格子柄が交差するポイントには、
マイクロスタッズを一つひとつ手
作業で施している。華やかなピン
クのグラデーションは、桜をイメー
ジ。
トレンド感が漂う、装いの艶や
かなアクセントに。
トップハンドル
に加えてチェーンストラップが付
き、2WAYで使えるのも嬉しい。
バッグ
〈ロックスタッズ スパイク〉
23.5×15.5×7㎝、388,000
円。ヴァレンティノ ガラヴァーニ
／ヴァレンティノ
【B1F～4F】

FENDI
フェンディが1周年を記念して用
意したのは、
〈セレリア ピーカブー〉
のリミテッドエディション。最高級
カーフレザー
「クオイオ ローマ」
を
使用し、
すべての工程を熟練職
人が手作業で製作する特別な
バッグだ。春らしいパウダーピンク
×フューシャピンクと、
クールな印
象のネイビー×シルバーは、
レ
ギュラーサイズとミニサイズで展
開。
ミルクホワイト×アスファルト
グレーはミニサイズのみで全5型。
内側のシルバープレートには、
シ
リアルナンバーとGINZAの文字
が刻印される。合わせて持ちたい
革小物もラインアップ。5月に開
催される
〈ピーカブー〉
のオーダー
イベントも見逃せない。
〈セレリア
ピーカブー〉
リミテッドエディション
23×18×11㎝、508,000円、
コ
インケース56,000円。
／フェン
ディ
【B1F～3F】
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フェンディ

遊び心あるカラーリングと
熟練職人によるハンドクラフト。
フェンディのタイムレスな魅力。

CÉLINE
春夏のトレンドであるトランスペア
レント。この
“透け感”
を表現する
のに注目を浴びている素材が、
透明なPVCだ。
セリーヌは、
18年
の春夏コレクションのランウェイ
に登場させて話題を集めたPVC
ショッパー付きクラッチポーチを、
GINZA SIXのためにアレンジ。
セリーヌ銀 座だけのブラックカ
ラーのクラッチポーチを購入する
と、PVCショッパーが付いてくる。
柔らかなラムレザーを使ったシン
プルなポーチが、PVC素材を通
して洗練されたモードな印象を放
つ。いずれも単体で使え、
あらゆ
る装いに溶け込む。
〈ソロ クラッ
チポーチ／ P V Cショッパー付
き〉
クラッチポーチ25×18㎝、
64,000円。※販売は4/20～を予定。
／セリーヌ
【1F～2F】

セリーヌ

PVCバッグから覗く
上質なクラッチポーチ。
トランスペアレントな魅力。

SAINT LAURENT
サンローラン

1周年を盛り上げる
華やかなカラーをまとった
特別な存在感。

ブランドの象徴、YSLのカサンド
ラロゴが艶やかに輝くチェーン
バッグ
〈モノグラム・サンローラン
ケイト〉
。
クラシカルながら色褪せ
ない美しさを湛えたサンローラン
の人気作に、GINZA SIX限定
バッグがラインアップした。ぱっと
目を引くカラーは、特別なシャン
パンゴールド。
レギュラーサイズよ
りもひと回り小さくつくられ、
より
優美に仕上げられている。中は
カードスリットやジップ付きポケット
を備えた機能的なつくりで、財布
代わりとしても活躍。パーティー
シーンに映え、デイリーの装いを
格 上げする見 逃せない逸 品 。
チェーンバッグ
〈モノグラム・サン
ローラン ケイト〉
20×12.5×5㎝、
1 9 5 , 0 0 0 円 。／サンローラン
【B1F～2F】
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LOUNGE SIX

上／内装デザインは現代美術作家の杉本博司氏と建築家の
榊田倫之氏が主宰する
「新素材研究所」
が担当。縦桟の障子
や、1930年代の京都の市電で使われた石を床に敷くなど、古く
からの素材を現代風に提案している。下／左官職人が仕上げた
黒漆喰の外壁に、蔵の戸をイメージした扉をはめたエントランス。
たてざん

会員のためのプレミアムラウンジ

5階にある
〈LOUNGE SIX〉
は、
利用基準を満たした上顧客のために特別な環境とサー
ビスを提供するラウンジだ。
多言語に通じたコンシェルジュによる
「One to One」
のおもてなしを
はじめ、
館内店舗とコラボレーションした特別なメニューの飲食、
プロのスタイリストによるスタ
イリングサービス
（有料・予約制）、
イベントの開催など、
ここだけのプレミアムな体験を用意
している。開放的なスペースに上質なインテリアを配した空間も心を解きほぐしてくれる。

GINZA SIX COLUMN
GINZA SIXをもっと楽しむための情報をお届けします

TERMINAL GINZA
観光のための
便利な機能が集約

右／銀座初となる
「観光バス乗降所」。三原通りに
面している。2階は誰でも利用できるスペース
「三原
テラス」に直結。 下／「ターミナルギンザ」は、表
情のある黒色の壁が屏風のように連なる、
モダンと
伝統が融合した空間デザイン。心で感じる日本を
表現している。

〈TERMINAL GINZA〉
は、
三原通り沿い
の「観光バス乗降所」前にあるツーリストサー
ビスセンター。国内外の観光客に向けて、
銀
座をはじめとした日本各地の観光案内を行う。
さらに、
外貨両替、
免税手続き、
手荷物一時
預かり、
宅配といった買い物を快適にするサー
ビスもワンストップで提供。
また、
ツーリスト同士
が交流できるカフェスペースも用意。新しい
旅の楽しさと出合える
“銀座の玄関口”
として、
今後も独自の企画・発信が行われる予定だ。
併設する24時間営業のローソンには、
「GINZA
（銀座）
」
「JAPAN
（日本）
」
「LOCAL
（地方）
」
をテーマとしたお土産や、
銀座の老舗
や全国の名品などが豊富に揃う。
まさにツー
リストのためのコンビニエンスなスペースだ。
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1
the HOUSE
ザ ハウス

CITIZEN
FLAGSHIP STORE TOKYO
シチズン フラッグシップ ストア トウキョウ

3

2
MOYNAT MAISON
モワナ メゾン

Chopard Boutique
ショパール ブティック

GINZA SIX
1st Anniversary

4

1

F

Special Items

春の訪れとともに、
“特別”を手にする喜び。

一流の宝飾店、
ラグジュアリーブランド、
モードファッションなどが集結する
1階から3階までのフロア。
各ブランドが趣向を凝らして創出した1周年を
記念する品々は、
GINZA SIXらしい上質感と華やかさで、新しい春を彩る。
※掲載商品の販売は、4月2日
（月）
からとなります。

Text : Hisako Iijima

4
ホワイトラバーのインターチェンジャブル
ストラップを採用した、新作のハッピース
ポーツを好みに合わせてカスタマイズ。文
字盤にセッティングできるムービングスター
を、
１周年記念フェアの期間限定スペシャ
ルプライスで提供。
〈 ハッピースポーツ〉
径
30㎜、500,000円（カスタマイズ用ムー
ビングスターも含む）。ショパール／ショ
パール ブティック
【1F】

3
ビビッドピンクにちりばめられたオリジナル
のスマイルマークがゴルフ場でひと際目を
引く、人気モデルのGINZA SIX限定版。
46インチの長尺ドライバーもカバーを付け
た状態で収納可能なので、機動性がよく、
クラブ の 出し入 れもスムーズ 。
〈the
HOUSE 限定ワッペンキャディーバッグ〉
88,000円。※販売は４月末～。パーリー ゲイ
ツ／ザ ハウス
【1F】

Photographs : Shuhei Tsujigo

2
創業者のポーリーヌ・モワナと親交のあっ
たフランスの女優、
ガブリエル・レジェンヌ
に捧げられたモワナを代表するバッグ
〈レ
ジェンヌ〉
。
１点ものの特別仕様をGINZA
SIXでリリース。最高級のエキゾチックレ
ザーを贅沢に使った優美なフォルムは、
時代に追随しない技の極致。
〈レジェンヌ
PM〉
26×18.5×10㎝、
4,426,000円。
モワナ／モワナ メゾン【1F】

1
わずか1.00㎜のムーブメントで動く世界
最薄＊の光発電時計〈Eco-Drive One〉
より、CITIZEN 100周年を記念し、選べ
る革の替ベルトと特別BOX付きのストア
限定セットが登場。裏蓋にシリアルナン
バー刻印入り。
〈ストア限定 25点 〉
ネイ
ビー、420,000円。
シチズン／シチズン フ
ラッグシップ ストアトウキョウ
【1F】
＊2017年11月現在、
シチズン調べ
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9
故イタリア版VOGUE編集長、
フランカ・ソッツァーニへの敬意
を込めてつくられた、
マノロ ブラニ
クらしいサテンのストラップパン
プスは、国内唯一の限定販売。
彼女が着用していた美しいドレ
スにインスパイアされた流麗な
ビーズ使いが、
アートピースのよ
うなオーラを放つ。
〈フランカマリ
ア〉
ヒール11.5㎝、
193,000円。
／マノロ ブラニク
【2F】

8
Bをかたどったターンロックが人
気のモデルから、注目の新作を
特 別 限 定 販 売 。ベーシックな
キャメルカラーにチェックと花柄
の生地をあしらい、今シーズンの
テーマでもあるレトロな世界観を
表現。
ショルダー付きの実用性
とファッション性を兼ね備えた
デザインで、ポケットも充実して
いる。
〈ビー ターン〉
23×22×10
㎝、150,000円。／バリー
【2F】

7
シグネチャーバッグ
〈ミュタン〉
から
登場した、春らしい新色のショル
ダーバッグを先行発売。
ラグジュ
アリーなクリスピーカーフレザーに
明るく鮮やかな色彩を施し、丸み
のある底部分へ。軽快なショル
ダーストラップとのコントラストで、
モダンなスタイルを引き立ててくれ
る。
〈ミュタン ミニ クリスピーカー
フ〉
19.5×15×8㎝、294,000
円。／デルヴォー
【2F】

6
ブランドアイコンのメデューサ
ヘッドをあしらったカーフ素材の
二つ折り財布は、
１周年を迎え
たGINZA SIX店限定のメモリ
アルなメンズコレクション。複数
のカードと札入れで構成された
内 側に、大 胆な色 彩のカモフ
ラージュプリントが現れる。財布
〈 Utiliflageプリントウォレット〉
10.5×9㎝、37,000円。／ヴェ
ルサーチ
【2F】

5
グラフィカルなデザインに心を奪
われる新作は、
GINZA SIX店、
表
参道ヒルズ店のみの限定販売。
ストラップにはストーン風のロック
スタッズを施し、気品を湛えなが
らクールなアクセントをプラス。足
首の２本のストラップがアンクル
をしっかりとホールドし、履き心地
のよさも備えている。
〈MOTOKO〉
ヒール10㎝、143,000円。／
ジミー チュウ
【2F】

7
DELVAUX
デルヴォー

2

5

F

JIMMY CHOO
ジミー チュウ

6

VERSACE
ヴェルサーチ

9

Manolo Blahnik
マノロ ブラニク

BALLY
バリー

8
11

11

discord Yohji Yamamoto
ディスコード ヨウジヤマモト

10

ジュエリーブランド、
MIZUKI
の人気モデルを限定で復
刻。
ダイヤモンドをあしらっ
たイニシャルチャームは、
やや小さめにリサイズ。ダ
イヤモンドカットチェーンが
煌めく、
日々楽しめるジュエ
リー。
〈モノグラム
（イニシャ
ル）
ネックレス〉WG×ダイ
ヤモンド、40㎝、90,000
円。MIZUKI／シジェーム
ギンザ
【2F】

13
GINZA SIXのオープンに
合わせて日本初上陸した
フランスの老舗、ペラン。
手を差し込んで持ち運べ
るカフ付きのクラッチは、
ブ
ランドを代表するアイテム。
日本の帯地を使った和装
にも合う美しい新作は、特
別な逸品。バッグ
〈キモノ
クラッチ〉23.5×13.5×
5.5㎝、166,000円。／
ペラン
【2F】

The Showcase
by DELUPIN

12
11
SIXIÈME GINZA

Special Items

12
神秘的なモチーフが特徴
のイレアナ・マクリ。EYEシ
リーズのピンクサファイア
を使った１点もののチャー
ムは唯一無二の存在感。
他に小ぶりのチャームや
リングも限定1点で用意。
〈ドーン・アイ・チャーム〉
WG×ピンクサファイア×
ダイヤモンド、
580,000円。
イレアナ・マクリ／ザ・ショー
ケース バイ デルパン
【2F】

14

ザ・ショーケース
バイ デルパン

GINZA SIX
1st Anniversary

10
立ち上がるフォルムの対
角線上の二辺を削ぎ落と
したような、変則六角形の
トートバッグはGINZA SIX
１周年記念のオリジナル。
真黒の綿糸を高密度に
打ち込んだ帆布にベルト
用のヌメ革を合わせたスタ
イリッシュな重厚感。
〈ヘ
キサトート〉34×30×20
㎝、88,000円。／ディス
コード ヨウジヤマモト
【2F】

シジェーム ギンザ

クラシカルでほどよくエッジ
の効いたスリングバック
サンダルは、入手困難な
GINZA SIXだけの限定
アイテム。パウダーピンク
のサテン地と動きに合わ
せて光り輝く多面カットの
クリスタルジュエルが、
足元
に視線を集める。
〈SR パン
プス スリングバック〉
ヒー
ル10.5㎝、125,000円。
／セルジオ ロッシ
【2F】

13
PERRIN
ペラン

Sergio Rossi
セルジオ ロッシ

14
12

2

15

F

MIMI
ミミ

Maison de NADIA
メゾン・ド・ナディア

16
17

18

Jo Malone London
ジョー マローン ロンドン

Giuseppe Zanotti
ジュゼッペ ザノッティ

16
リチュアル
（儀式）
にインス
パイアされた官能的な香
り
〈コロン インテンス〉
が、
ミニチュアサイズのコレク
ションで１周 年を迎えた
GINZA SIX店から先行販
売。2つの香りを重ねづけ
してオリジナルの香りも楽
しめる。
〈コロン インテンス
コレクション〉各9ml ５本
セット、
18,300円。
／ジョー
マローン ロンドン
【2F】

19
特殊なレーザーで穴を開け
た2種類のダイヤモンドが
石枠なしで留められ、
みず
みずしい輝きを放つ。首の
後ろに下がるチェーンにも
ダイヤが付き、
背中の開い
たドレスに美しく映える。
リュ
クスな1周年限定 商 品。
〈レーザーホールダイヤモン
ドネックレス〉PT×ダイヤ
モンド、
45㎝、
2,588,000
円。／アベリ
【2F】
13

15
アジア初の旗艦店として
オープンしたミラノのジュ
エリーブランド、
ミミ。
１周
年記念には「ロミオとジュ
リエット」
をテーマに、ふっ
くらとしたハート形のリング
を販売。アメジスト、
ブルー
トパーズ、
ミルキークォーツ
の3種。
〈 WG ジュリエット
リング 〉W G×P G×アメ
ジスト×ダイヤモンド 、
280,000円。／ミミ
【2F】

18
足の甲でクロスを描くよう
にセッティングされたクリス
タルビジューがアニバーサ
リーなシーンを彩る、
エクス
クルーシブな逸品。夏の
陽光にも、夜のシャンデリ
アにも映えるグラマラス
なシューズを、サマーパー
ティーのジュエリー感 覚
で。
〈アダリン〉
ヒール11.5
㎝、168,000円。／ジュ
ゼッペ ザノッティ
【2F】

19
17
オープン１周年を記念した
デザインのテーマは銀座。
最高基準をクリアしたア
コヤ真珠は、格式と気品
の象徴。GINZA SIXのイ
メージカラーのゴールドと
ダイヤモンドの精緻なデ
ザインが華を添える。
〈ナ
ディア パールペンダント〉
YG×アコヤ真珠、45㎝、
1,200,000円。ナディア
／メゾン・
ド・ナディア
【2F】

AbHerї
アベリ

21
デザインの大胆さと上質
なパールが絶妙なバラン
スを成した片耳ピアスは、
他店で手に入らない限定
品。上海の風景とパワフ
ルな躍動感にインスパイア
されたアシンメトリーなフォ
ルムが個性を主張する。
〈Shanghai〉WG×白蝶
真珠×アコヤ真珠×ダイ
ヤモンド、230,000円。／
アーカー
【2F】

20

20

ギリシャから届いたリュクス
なリングは、
宝石箱をイメー
ジ。ダイヤモンドの台座で
包み込んだオレンジサファ
イアを、
パヴェをあしらった
アームが支える繊細かつ
大胆なデザイン。
〈 GINZA
S I X１周 年 限 定リング 〉
YG×オレンジサファイア×
ダイヤモンド、540,000
円。
リト／アッシュ・ペー・
フランス ビジュー
【2F】

H.P.FRANCE BIJOUX
アッシュ・ペー・フランス ビジュー

21
AHKAH
アーカー

2

F
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MOSCHINO
モスキーノ

23

ALEXANDER McQUEEN
アレキサンダー・マックイーン

24
ローズクォーツ色のボレロ
カーディガンは、
春の訪れを
感じさせるベージュやホワ
イトと好相性。上品な風合
いのシルクカシミアは軽く
て保温性が高いので、旅
先にも重宝する。GINZA
SIX1周年のロゴを刺繍
したシルクオーガンジー
のポーチ付き。
〈トラベル
カーディガン〉
53,704円。
／アディアム
【3F】
15

23
しっかりとした厚めのレ
ザーでカラフルなパッチ
ワークを施した華やかな新
作は、GINZA SIX店だけ
の１点限定。アンティーク
調のゴールドの金具をアク
セントに、
ファスナーポケッ
トや小分けポケットなど収
納力も充実。
〈ビーポケット
パッチ〉22×18×15㎝、
380,000円。／モスキー
ノ
【3F】

22

24
ADEAM
アディアム

ローズやゼラニウム、
デイ
ジーなどの花々をプリント
したスカーフがチェーンス
トラップに編みこまれ、
サ
イドに軽やかになびくフェ
ミニンなハンド バッグ 。
G I N Z A S I X 限 定 色の
ホワイトはロマンティック
な春 の 装いに 。
〈BOX
BAG19〉
19×14.5×7㎝、
238,500円。
／アレキサン
ダー・マックイーン【 3 F 】

Mulberry

マルベリーの特別モデルに宿る
英国の気品とクラフトマンシップ。

［GINZA SIX 3F］
GINZA SIX開業1周年を記念した
〈スモール ベイズウォーター クロスグレイン ミッドナイト〉
。
マルベリーらしい品格とモード感を湛え、
使いやすいコンパクトなサイズと優れた機能性も魅力。
4月中旬よりGINZA SIXにて先行発売。33×21×13㎝、160,000円。

ＧＩＮＺＡ ＳＩＸの１周年に、
マル

正 な 表 情で人 気 を 集めるアイコン

ベリーから注目のバッグが届いた。端

バッグ〈ベイズウォーター〉
からの特

別なモデルだ。デイリーに使いやす

いコンパクトなサイズ。
クロスグレイン

ト色に、
鮮やかな赤のライニングで華

カーフレザーの気 品あるミッドナイ

やかさを添えている。象徴的な留め

具であるポストマンズロックには、
エ

ナメルのユニオンジャックをあしらう。

世代を超えて愛 用できる品 格ある

フォルムにモダンなスパイスをちりば

め、
英国ブランドらしいスタイルを示

マルベリーは１９７１年、
イギリス

している。

来変わることなくこの地に本拠を置

南 西 部のサマセットで創 業した。以

き、今日では、英 国 内に自 社工場を

持つラグジュアリーブランドとして

最大規模を誇る。サマセットの２つの

在 籍 。クリエイティブ・ディレクター、

工場には、男女６００人もの職人が

ジョニー・コカの指揮のもと、
現代的な

させたコレクションを送り出している。

クリエーションと英国の職人技を融合

今 回のバッグは、自 社工場 内に新

設された「アルティザン・スタジオ」に

て製 作された。特 別モデルのみを制

作するスタジオであり、世界 初の企

画として誕生した逸品だ。上質なレ

ザーの美しさと、
クラフトマンシップ

を宿す優れた仕 上げ、
オンにもオフ

にも似 合う洗 練された印 象 。伝 統

と革新が融合する、
銀座の街にもよ

く似 合う 。
マルベリーの魅 力に溢れ

る限定モデルを、
お見逃しなきよう。

16

マルベリージャパン ℡0120-097-428 www.mulberry.com/jp
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26
Neil Barrett
ニール・バレット

25
DIESEL BLACK GOLD
ディーゼル ブラック ゴールド

27
KENZO
ケンゾー

3.1 Phillip Lim

28

3.1 フィリップ リム
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26

3

異素材を組み合わせたハ
イブリッドデザインが人気の
ニール・バレット。そのグラ
フィカルな感性を生かした
定番のモダニストデザイン
を、
高級感のあるネオプレン
スウェットにシルバーのフ
ラミステープで表現。話題
の新作を限定販売。メン
ズトップス
〈モダニスト ス
ウェッ
トパーカー〉
101,000
円。
／ニール・バレット
【3F】

F
29

70年代の英国登山隊が
愛用した由緒あるブランド
を象徴するクラシカルなマ
ウンテンパーカーは、
３着
のみのGINZA SIX限定。
４ポケットデザインで通気
性と撥水性も抜群。
ワック
スコットンとナイロンのハ
イブリッドな素 材 感も魅
力。
メンズアウター
〈ウィッ
トストーン〉
93,500円。／
ベルスタッフ
【3F】
17

28
東洋のエッセンスとアメリ
カンテイストを融合させた
86年のKENZO JEANS
から発想。高田賢三を象
徴するバンブータイガーを
サムライレッドにアレンジし、
その功績を讃えたオマー
ジュアイテムを数量限定で
特別販売。
〈メメントNo2
ミニバックパック〉
15.5×
19.5×9㎝、36,000円。
／ケンゾー
【3F】

25
上質なカウハイドレザーを
使い、
ステッチやライニン
グなどをすべてオールホワ
イトで統一したエレガンス
なジャケットを数量限定販
売。
フラットシーマ縫製の
縫い目をポイントにした
ディテールに、大人のセン
スが光る。
メンズアウター
〈 レ ザ ー ジ ャ ケ ット 〉
190,000円。ディーゼル
ブラック ゴールド
【3F】

27
今シーズン注目の新作T
シャツを数量限定入荷。
肩と胸 元にあしらったフ
ローラルプリントは立体的
な刺繡が施されている。
ラ
グジュアリー感のある春
らしさが、洗練された大人
のリラックスシーンをイメー
ジさせる。
〈フローラルエン
ブロイダリーT -シャツ 〉
25,000円。／3.1 フィリッ
プ リム
【3F】

BELSTAFF
ベルスタッフ

29

Mulberry
マルベリー

31

30

32

ALEXANDRE DE PARIS
アレクサンドル ドゥ パリ

MACKINTOSH
マッキントッシュ

33

TARA JARMON

3

F

タラ ジャーモン

MARNI
マルニ

34
35
ストロー素材のフリンジが
トライバルな印象のショル
ダー付きバッグは、GINZA
SIX店だけで入手可能な
数量限定アイテム。
モダン
でグラフィカルなモノトーン
カラーは、
ナチュラルなスタ
イルやクールな装いに最
適。同素材のスリッポンも
用意。
〈フリンジバッグ〉
29×
18×1.5㎝、
122,000円。
／
ファビアナフィリッピ
【3F】

34
鮮やかなカラーリングが美
しいマルニのアイコン〈ト
ランクバッグ〉
の限定色を、
１周年の記念に特別先行
販売。アコーディオン風の
マチが特徴で、見た目以
上の収納力に、長さ調整
可能なストラップも。シー
ズンレスに活用できる逸
品。
〈トランクバッグ〉
23×
16×11㎝、233,000円。
／マルニ
【3F】

33
今シーズンのテーマ「Au
printemps（ 春へ）」
をビ
ジューの花々で象徴的に
表現。
カジュアルなスタイル
にも、
ドレスアップにも、気
分に合わせたシーンに活
かせる華やかなブルゾンを
まだ肌 寒い春 先の外出
に。GINZA SIX店だけの
独占リリース。
〈オットマン
ビジューブルゾン〉
130,000
円。／タラ ジャーモン
【3F】

32
ブランドのシグネチャーア
イテムであるカメリアをモ
チーフにしたエレガントな
クリップ。中でも春夏コレ
クションで発表された希少
なべっ甲柄は、国内初登
場。ステンドガラスのよう
な透け感があるレトロな雰
囲気が魅力。ヘアクリッ
プ〈 カメリアクリップ 〉
34,000円。／アレクサン
ドルドゥ パリ
【3F】

31
職人による伝統的なゴム
引きクロスのステンカラー
コートをオーバーサイズに
仕立てた、鮮やかな限定
色を１周年記念に独占入
荷。縫い目の裏には防水
テープを貼り、
ライニング、
ポケットも接着した完全
防水。
メンズアウター
〈オー
バーサイズド ラグラン ス
リーブコート〉
157,000円。
／マッキントッシュ
【3F】

30
ポストマンズロックにあしら
われたユニオンジャックが
特徴の〈スモール ベイズ
ウォーター〉限定モデルを
先行販売。世代を超えて
愛されるマルベリーならでは
の逸品に注目。
〈スモール
ベイズウォーター クロス
グレイン ミッドナイト〉
33×
21×13㎝、160,000円。
※販売は４月中旬～。
／マル
ベリー
【3F】
18

36
EQUIPMENT
エキップモン

FABIANA FILIPPI
ファビアナフィリッピ

35

38

See By Chloé
シーバイクロエ

GINZA SIX
1st Anniversary

Vivienne Westwood
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ヴィヴィアン・ウエストウッド

Blumarine

39

ブルマリン

37
39
オーブとブランドロゴ 、
TOKYOの文字を掲げた
GINZA SIXオリジナルの
トートバッグ。積極的な環
境保護活動家のヴィヴィ
アン・ウエストウッド。一つひ
とつのプリントにメッセージ
が込もっている。
〈 GINZA
S I X 限 定キャンバス地
バッグ〉
43×38×7.5㎝、
1 8 , 0 0 0 円 。／ヴィヴィ
アン・ウエストウッド
【3F】
19

38
取り外し可能なストラップ
でカスタマイズが楽しめる
ショルダーバッグ。
１周年
記 念の特 別 限 定コレク
ション。
〈ジョアン ギンザ
シックス エクスクルーシ
ヴ 〉3 0×2 0×1 4 ㎝ 、
56,000円（別売りショル
ダーストラップスタッズ付
き13,000円、
スカラップ
デザイン9,000円）。／
シーバイクロエ
【3F】

37
編み地が美しいレーヨン
ストレッチ素材は、
ブルマ
リンの代名詞。
レオパードと
百合の花をモチーフにした
かつての人気柄をGINZA
SIX１周年記念にリバイ
バル。肌触りのよいカー
ディガンは、
シンプルなス
タイルにさらりと羽織るだ
けで、心が躍る華やかさ。
カーディガン1 6 0 , 0 0 0
円。／ブルマリン
【3F】

36
メンズウェアから着想した、
時代にとらわれない
〈スリム
シグネチャー〉
は定番の人
気アイテム。細身で少し
大きめの胸ポケットがアク
セントで、
肌触りのよいシル
クの柔らかな質感と上品な
光沢が着る人を美しく見
せる。優しいイエローカラー
はGINZA SIXの限定色。
シルクシャツ26,000円。
／エキップモン
【3F】

ファビアナフィリッピ
イタリアの洗練とタイムレスな美。
Photographs : Hiroshi Takase

ニットの生産地として名高いイタ

リア・ウンブリア州で創業した、
ファ

ビアナフィリッピ。上 品でエレガン

トな雰 囲 気の中に、
リラックス感を

湛えた服は、審 美 眼を備えた女 性

たちから厚い支持を得ている。

その特 徴は、細 部への徹 底したこ

だわりにある。受け継がれてきた職

人の優れた手仕事をベースに、
質の

見せるカッティングやシルエットを追

20

アオイ ℡03-3239-0341 www.aoi-net.co.jp

問

高い素 材を厳 選し、女 性を美しく

求 する。さり げなく 施されるシル

バーのビジュー「ルーチェ」もそのひと

つだ。例えば、
写真中央のシルク混の

縁 取るように「ルーチェ」をあしら

ブラウスでは、
コットンのボウタイを

う。それぞれの素 材の上 質な風 合

いに繊 細 な 輝 きが加わり 、他には

ない洗練が香り立つ。

ニュアンスのある絶 妙な色 合いに

も、
メイド・イン・イタリーの魅 力が

溢れる。着る人の個 性を高めるタ

イムレスな美しさ。そんなファビアナ

フィリッピの服をまとえば、
着ている

自分をきっと好きになることだろう。

ウンブリアにある本社
では、
デザイン、
テーラ
リング、
ニッティングな
どあらゆる工程を徹底
して管理。ファビアナ
フィリッピの細部への
こだわりを映し出す。

［GINZA SIX 3F］
エレガントな存在感を放つブラウス。一見シンプルなデザ
インの中に、異素材の組み合わせ、優美なカッティング、
「ルーチェ」
（写真右）
のあしらいなどのこだわりが凝縮する。
左から、
ブラウス98,000円、
カーディガン94,000円、
ボウタイ
ブラウス104,000円、
シャツ66,000円。

FABIANA FILIPPI

41

KAREN WALKER
カレン ウォーカー

CARVEN
カルヴェン

40

42

3

F

40
ブランドキャラクターとして
誕生し、長年愛され続け
ているアイコンモチーフの
“ランナウェイガール”
。冒
険する少女のポップでエ
キゾティックな世 界 観を
プリントした軽やかな新作
は、想像力をかきたてられ
る。GINZA SIX店で国内
初登場。
〈プリントロング
Tシャツ〉
27,000円。／カ
レン ウォーカー
【3F】

CoSTUME NATIONAL
コスチューム ナショナル

42

BY MALENE BIRGER
バイ マレーネ ビルガー

43

GINZA SIX１周年にふさ
わしい、上質な牛革を使
用したダブルジップのク
ラッチバッグ。中央部に施
した金箔は100年以上の
歴史を持つ広島の歴清
社の職人が手作業で箔
押しした匠の技。
〈ゴール
ド リーフ プリント クラッチ
バッグ〉33.5×27×4.5
㎝、6 5 , 0 0 0 円 。／コス
チューム ナショナル
【3F】

44

rag & bone

ラグ アンド ボーン

GINZA SIX
1st Anniversary
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44

細身で履き心地のよいカプ
リ丈のスリムボーイフレン
ドシルエットが好評の
〈アン
クル ドレ〉
から、春夏の新
色をGINZA SIX店が独
占販 売 。控えめなクラッ
シュとペンキを飛ばしたよう
なデザインが個性を放つ
大人のデイリーユース。
レ
ディースデニム
〈アンクル
ドレ〉37,000円。／ラグ
アンド ボーン
【3F】

41
GINZA SIX限定カラーの
オリジナルパッチワークプ
リントキャンバストートバッ
グ。フローラルバード柄な
ど、
今シーズンのメインコレ
クションで登場したユーモ
ア溢れるプリントが心を弾ま
せる。
〈パッチワークプリン
ト キャンバストートバッグ〉
18.5×26×10㎝、
15,000
円／カルヴェン 期間限定
ショップ
【3F】※詳細はP46を
ご参照ください。

43

アラビックフラワーをデザ
インした人気シリーズの新
作バッグは、取り外し可能
なショルダーが付いたポー
チ型のコンパクトサイズ。
GINZA SIX限定色の赤
は、
シンプルなモノトーン
コーディネートのポイントに
お薦め。
〈 ディッパラン〉
26×18.5×10㎝、
14,000
円。／バイ マレーネ ビル
ガー
【3F】

CHRISTIAN DIOR GINZA
メゾン クリスチャン ディオール ギンザ
GINZA SIXに、
新たな香りの世界が誕生。

ティングし、語 り 合いながら選べる

リスト。彼らとともに香りをテイス

ても熟 知するフレグランス スペシャ

とした店内には、 を超えるシグネ

チャーフレグランスのほか、
キャンドル

20

リート、温かみのある木のフロアが

優美な白大理石、
磨かれたコンク

とうスカーフコレクションなどが揃う。

高のサヴォアフェール
（職人技）
を実

ドゥマシー氏。調香に関する世界最

イターとして活 躍するフランソワ・

以 来、
ディオール パフューマー クリエ

すべてを手 掛けるのは、
２００６年

メゾン クリスチャン ディオールの

上 品な雰 囲 気を醸し出す空 間は、

師だ。彼の故郷は、
香水の原料とな

現し、高貴な香りを生み出す調香

る花畑が広がる南フランスのグラー

ヴル
（ 生 活 様 式 美 ）を 体 現 。ディ

香 水の歴 史に精 通しつつ、香 りの

の製 品は、
ここで栽 培されるグラー

香 りを探す案 内 人となるのは、 ス。メゾン クリスチャン ディオール

りの世界を心ゆくまで楽しめる。

オールならではの気品を漂わせ、香

現代的なフランスのアール ド ヴィー

やソープ、
さらには香水を香らせてま

のも大きな魅力だ。

クリスチャン ディオール ギンザ。広々

コンポジションを理 解し、原 料につい

ディオール パフューマー クリエイターのフランソワ・
ドゥマシー氏。香水の聖地グラー
スで幼少期を過ごし、
自然な流れで調香師に。

GINZA SIX地下1階に、

Text : Miwako Yuzawa

この春 、新しくオープンするメゾン

GINZA SIXのオープン１周年に合わせて、B1Fのビュー
ティフロアに全く新しい香りの空間、メゾン クリスチャン
ディオール ギンザが誕生する。
ディオールが創造するフレ
グランスがこの世界に集約。香水を愛するすべての人に、
気品高く扉が開かれる。
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写真はイメージで、実際の店舗とは
異なる場合があります。

左／店内にはフレグランスのコレクションを
筆頭に、
キャンドルやソープといったライフ
スタイル製品まで揃う。
シグネチャーフレグ
ランスだけで20種類を超えるリスト。また
ラッピングまでカスタマイズしてくれる。下／
グラース ジャスミンの美しさを表現したフレ
グランス
〈ジャスミン デ ザンジュ〉
。同じ香り
のキャンドルやソープも展開され、お気に
入りの香りをトータルで楽しめる。

MAI SON
スローズを筆頭に、
世界中から探し
ろん、ギフトにも最適だ。

ドゥマシー氏は言う。
「メゾン クリ

白です」。

営業時間／10:30～20:30 TEL／03-6280-6041

てあなたご自 身の香 水への愛の告

ディオールの新しい世界観を体現するフレグランス・ブティック、
メゾン クリス
チャン ディオール ギンザが誕生。
ここでしか買えない限定品も登場予定。

出された最高峰の原料や最も稀少

ディオールが創 設 当 初から育ん

I N F O R M A T I O N

そし
な香料を使用してつくられている。 スチャン ディオールは、私たち、

キャンドルやソープにも、
ドゥマシー

ために誕生したメゾン クリスチャン

できた、
香水への深い愛を体現する

また香 水だけではなく、最 高の

氏の創 造 性が表 現されている。香

素材と技術を駆使してつくられる

りとともにまとって、
五感まで楽し

ライフスタイルを 称 える場でもあ

心を分かち合う空 間 。香 りのある

る。そのクリエイションのすべてを体

ディオールは、
フレグランスを愛する

ザイナーであり、
クリスチャン ディ

験し、香 りのあらゆる可 能 性を堪

ませるシルクスカーフのコレクション

オールのミューズでもあったミッツア・

能できる、
メゾン クリスチャン ディ

は、伝 説 的な女 性デ
〈 ザ ミッツア〉

ブリカールが、
手首にシルクのスカー

サクラ

メゾン クリスチャン ディオール ギンザ
4月12日木曜日、
B1Fにオープン予定。
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フを 巻 き 付 けていたことにインス

S H O P

SIXに誕生する。

長く漂うやさしい桜の調べにローズの
ニュアンスを添えた
〈サクラ〉
。
ドゥマシー
氏が日本滞在時に心奪われた、驚くほど
存在感のある香りを放つ桜へのオマー
ジュ。40mL、
11,500円～

オール ギンザ。まもなくGINZA

ドゥマシー氏が夏の終わりに想いを馳せ
て調合したという
〈ジャスミン デ ザン
ジュ〉
。砂糖漬けアプリコットのような甘
美なアロマを放つフローラル フルーティ。
40mL、
11,500円～

パイアされたもの。いず れのコレク

SAKURA

ジャスミン デ ザンジュ

ションも 、自 分 で 楽 しむのはも ち

JASMIN DES ANGES

4

ラグジュアリーなクロコダイルレザーアイテム
を展開する、
シンガポール発のブランド、
ク
ワンペン。
〈クラシックダッチェス ハンドバッ
グ〉は、王室のためにつくられた優美な
スタイル。
このたび、
特別なカラーが登
場。写真のアメジストカラーをはじめ全
4色、各1点を用意。23×15×8㎝、
465,740円。／クワンペン
【4F】

KWANPEN
クワンペン

F
GINZA SIX
1st Anniversary
Special Items

ドレスから漆器まで。
個性派揃いの4階へ。

4階は、洗練されたセレクトショップを中心に、和文化を発信する店や
ライフスタイルショップなど多彩な顔ぶれ。散策しながらとっておきを見つけて。
※掲載商品の販売は、4月2日
（月）
からとなります。

Photographs : Ryuta Takagaki

#0107 PLAZA
オトナプラザ

BEAMS HOUSE WOMEN
ビームス ハウス ウィメン

Theory
セオリー

モダンで洗練されたワードローブで大人の女
性から支持を集めるセオリー。光沢感が美しい
サテン素材のマキシ丈ワンピースが、1周年記
念としてお目見えした。スタイルアップして見え
る絶妙なカッティング、背中から裾にかけての
ドレープが軽やかでエレガント。マキシワンピー
ス39,000円。／セオリー
【4F】

ライフスタイル提案型のセレクトスト
ア、
オトナプラザからは、牧野和世プ
ロデュース練り香水の限定パッケー
ジが登場。デザインを手掛けたの
は、
パリで活躍するアーティスト河原
シンスケ。香りは、気品ある石けんの
香り
「ラブ」。
ソリッドパフューム
（練り
香水）
3,600円。ア ピースフルワー
ルド／オトナプラザ
【4F】

シルエットと素材にこだわり、高い人
気を誇るYOKO CHANから、
パール
をあしらった華やかで気品あるブラウ
スが登場。GINZA SIX1周年に
合わせて、限定カラーのホワイトを発
売。
〈ショルダー パール ブラウス〉
37,000円。YOKO CHAN／ビー
ムス ハウス ウィメン
【4F】

CA4LA
カシラ

デザインから製作まで、GINZA SIXのショップ
内にあるアトリエで行われた、特別なトーク帽。
職人の手作業でしかつくれない繊細なプリー
ツと、チュールの組み合わせが上 品 。パー
ティーはもちろん、
デイリーにも活躍する仕上
がり。写真のピンクの他、
ブラック、ベージュ、
グレーの全4色。42,000円。／カシラ
【4F】
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中川政七商店

伝統的な意匠をもとに新しい
ものづくりを行うCarnet と、
遊 中川がコラボレート。肌触
りのよいヤギ革に本藍染め
加工を施し、濃藍（こあい）
と
いう深みのある藍色に。持ち
手はパール調の素材を革で
くるみ、手縫いで仕上げられ
ている。限定20個。
〈 Carnet
コラボレートバッグ〉
28×32×
7㎝、45,000円。遊 中川／
中川政七商店【4F】

Paul Smith
ポール・スミス

NAKAGAWA MASASHICHI
SHOTEN

1周年を記念した、GINZA
SIX別注ワンピース。上質な
リネン素材を使い、ディテー
ルにこだわったロングシャツ
ワンピースは、大人の女性ら
しい洗練された雰囲気を醸し
出す一着。
さらりと羽織った
り、
パンツとレイヤードしたりと、
様々な着こなしを楽しめる。
〈ストライプリネンワンピース〉
39,000円。／エブール
【4F】
【4F】

ebure
エブール

Vulcanize London
Ginza
ヴァルカナイズ ロンドン
ギンザ

英国王室御用達の老舗ブランド、
フォッ
クス・アンブレラ。創業当時の住所番
地に由来し、店の外観に着想を得たデ
ザインの「118」
コレクションが、銀座だ
けの特別仕様に。通常ブラックのみの傘
クのみの
ビーでお目見え。
地がブリティッシュネイビーでお目見え
閉じた時の細身のシルエットも美しい。
〈118〉GINZA SIX限定コレクション
レディス95,000円。
ス
フォックス・アンブレ
ラ／ヴァルカナイズ ロンドン 銀座【4F】
ラ／
【4F

DRESSTERIOR
ドレステリア

スペイン・バルセロナ発信の
ブランド、
マリサ レイ。
レザー
やジュートを使った、上質で
リラックス感のあるサンダル
で人気を集める。このパー
プルは、
ドレステリアが 別
注したエクスクルーシブカ
ラー。甲部分のヌバック素
材の編み上げが、今年らし
い華やぎと抜け感をもたら
す。28,000円。マリサ レイ
／ドレステリア
【4F】
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春の到来を祝うかのような鮮やかな柄
は、
ポール・スミスによる１周年記念の
「スペクトラム スウィ
スペシャルプリント。
トピー」
をテーマに、
スウィトピーの花を
色彩豊かに表現した。
メンズ・ウィメン
ズともに同テーマで展開。ペアで揃え
るのも素敵だ。
〈スペクトラム スウィト
ピー〉
メンズシャツ24,000円、
ブラウス
33,000円、
スカート39,000円。／
ポール・スミス
【4F】

PARIGOT
パリゴ

CIBONE CASE
シボネケース

2002年より活動する日本のレーベ
ル、
傅tutaeeによる日傘。柿渋でゆっく
りと染め、
さらに泥染めを施した生地は
表裏で異なる表情を持ち、天然染め
ならではの仕上がりとなっている。別注
カラーのタッセルがアクセントに。
〈きつ
ねのたすき
（柿泥）〉
19,000円。
ツタエ
ノヒガサ／シボネケース
【4F】

インポートを中心とした感度の高い
セレクトが人気のパリゴ。限定アイ
テムは、
ファッションブランド、
ミュベー
ルとコラボレーション。今季のテーマ
「星に願いを…」
から着想された、流
れ星とパールのデコレーションが胸
元で煌めく。写真の他にホワイトを
用意。
〈 MUVEIL×PARIGOT限定
Tシャツ〉
19,000円。／パリゴ
【4F】

l'heritage martinique
レリタージュ マルティニーク

ノルウェー発のジュエリーブランド、
TOM WOODにスペシャルオーダーし
たリング。GINZA SIXの「6」にちなん
だ六角形と艶やかに磨き上げたシル
バーが、
モダンでクリーンな印象。ダイ
ヤモンドをあしらった写真のモデルと、
ひと回り小さいミディサイズの2種類を
用意。
〈ヘキサゴントップダイヤモンド
リング〉
シルバー、57,000円。
トムウッ
ド／レリタージュ マルティニーク
【4F】
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HELEN KAMINSKI
ヘレンカミンスキー

ADORE
アドーア

大柄なフラワーモチーフを、
ブラック
とネイビーの配色でシックに仕立て
た、大人のためのフレアースカート。
凹凸のあるジャカード独特のハリ
感を生かし、
ウエストにはタックと
ギャザーを入れて大胆なボリューム
を持たせている。GINZA SIX限定
商品。
〈アストルフラワー〉
スカート
42,000円。／アドーア
【4F】

柔軟性に優れた上質なマダガス
カル産ラフィアを、
ダイヤモンドパ
ターンに編み上げた限定モデル。
定番シルエットのバッグは、
リゾート
でもタウンでも活躍する。持ち手と
トリムには牛革を使用。手編みの
チャームも 愛らしい 。G I N Z A
SPECIAL〈 Imina S〉
49,000円。
／ヘレンカミンスキー
【4F】
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Ground Y

グラウンド ワイ

genten monococoro
ゲンテン モノココロ

ゲンテンの代表的コレク
ション
〈アマーノ〉
に、奄美
大島の大島紬を組み合
わせ巾着をセットした限定
モデル。植物タンニンなめ
しによる独特な風合いの
レザーは、生地の光沢感
を引き立てる別注色ネイ
ビー。日本のクラフトマン
シップが優雅に香り立つ。
〈 一周年アマーノ〉36×
23×12㎝、43,000円。
ゲンテン／ゲンテン モノ
ココロ
【4F】

ヨウジヤマモト社のフィルターを通し、
ファッションの新たな可能性を提案する
ブランド、
グラウンド ワイ。1周年記念で
登場したのは、深いグリーンのロングシャ
ツドレス。75Dシフォン素材から生まれる
繊細な透け感が美しく、左胸の当て布を
ウエスト位置で巻くことでエレガントな
ニュアンスも生んでいる。左胸当て布付
ドレス44,000円。／グラウンド ワイ
【4F】

パールをふんだんに使ったバロックスタイ
ルのネックレスは、
オランダのジュエリー
ブランド、
ジェム・キングダムが1周年の
ために製作したもの。
シルバーチェーン、
マザーオブパールなどをミックスした、
クラシカルかつロックな雰囲気が魅力。
ネックレス〈 P E A R L S G A L O R E 〉
130,000円。
ジェム・キングダム／テア
トル アッシュ・ペー・フランス
【4F】

Theatre H.P.FRANCE
テアトル アッシュ・ペー・フランス

タオル シンク ラボでは、店頭にあるタオ
ルをトートバッグに仕上げる、
特別なセミ
オーダーサービスを実施。生地デザイン
はもちろん、持ち手の色、刺繍、
ハイドロ
銀チタン®加工など、
自分好みにカスタマ
イズできる。サイズはM、L。オーダーから
お渡しまで約1ヶ月～。
スペシャル セミオー
ダートートバッグ6,000円～
（タオル料
金+加工費）
／タオル シンク ラボ
【4F】

TOWEL THINK LAB
タオル シンク ラボ

世界最高峰の生地メーカーと
して知られる、
イタリア・アルビ
ニ社のドレスシャツ用素材を
贅沢に使用。国内の高い技
術を持つ縫製工場で仕上げら
れ、縫製やディテールの美しさ
が光る。マスキュリンかつオー
センティックをテーマにする
エッセン.ロートレアモンらしい、
特別な一着。
タイ付マキシシャ
ツワンピース32,000円。／
エッセン.ロートレアモン
【4F】
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ESSEN.LAUTRĒAMONT
エッセン.ロートレアモン

JOTARO SAITO
ジョウタロウ サイトウ

古来、様々に表現されて
きた吹き寄せ図を、大胆
に、
かつシックな色調でま
とめた振 袖 。J O T A R O
SAITOらしいモダンさと
新しい様式美に溢れる。
GINZA SIXにふさわしい
ニューラグジュアリーな逸
品だ。振袖〈 四季の吹き
寄せ〉3,070,000円（仕
立て上がり価格）。／ジョ
ウタロウ サイトウ
【4F】

漆器 山田平安堂
YAMADA HEIANDO

ケヤキを使用した、手のひらに収まり
やすい形状のカップ。木目の美しさを
生かして仕上げる、
すり漆の技法で
塗り上げられている。通常のシリーズ
は金の刷毛目で模様を描くのに対
し、
この〈銀龍〉
は銀座にちなんで銀
色の刷毛目で描かれている。豆皿や
深鉢もラインアップ。カップ〈 銀龍 〉
7,000円。／漆器 山田平安堂
【4F】

玉川堂

GYOKUSENDO

OKANO
オカノ
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ドリップ専用のコーヒーポットに、彫金の
技術で模様をあしらったGINZA SIX
1周年記念の特別品。少しの傾きで湯
量が調整できるように注ぎ口に工夫が
凝らされ、
かずらのツルを巻いたハンドル
は持ちやすく、趣が漂う。コーヒーストッ
カー
（100g）、
ドリッパーも用意。コー
ヒーポット
（700㎖）170,000円。／
玉川堂【4F】
レッグウエアブランドのタビオからは、
和の
モチーフを鮮やかに取り入れた、GINZA
SIX限定の和柄プリントソックスが登場。
華やかな大人の雰囲気が漂う、
モダンな
ソックスを装いのポイントに。
〈1周年限
定レディースプリントソックス〉
1,900円。
Tabio／タビオ ジャパン
【4F】

F

Tabio Japan
タビオ ジャパン

オカノの佐賀錦織の技術を活用した、現代アーティスト小松美羽氏に
よるタペストリー作品。陰陽五行の五行に対応する五徳を、今年の干支
の狛犬で表現。GINZA SIX限定色の銀地に、青
（仁）
、
赤
（礼）
、
黄
（信）
、
白
（義）、黒（智）
の五色をあしらう。
〈小松美羽×OKANO「五徳狛犬」〉
300,000円。／オカノ
【4F】
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左／総檜の能舞台。松の絵が描かれた鏡板は、移転前の
渋谷・松濤にあった頃のものを移築した。480席ある客席は
シートピッチが広く、
ゆったりと鑑賞できる。下／平成29年
観世能楽堂開場記念公演初日の様子。
「翁」翁：二十六世
観世宗家 観世清和、千歳：観世三郎太。国指定重要無形
文化財保持者による能や、能面、能装束、囃子や美術工芸
など日本最高峰の伝統芸術に触れることができる。

5月4日・5日には
薪能特別公演を実施

（場所はGINZA SIXガーデン）

詳細はGINZA SIX
公式WEBサイトにて。

二十五世観世左近記念
観世能楽堂
銀座の中心で
能楽文化を堪能

※薪能のイメージ写真であり、
実際の公演内容とは異なります。

地下3階には能楽の最大流派「観世流」
の檜舞台が入っている。
誰もが気
軽に能を楽しめるよう、会社帰りに通える夜の公演や初心者向け・親子向け
講座などのプログラムが充実。
また、
多目的トイレや車椅子席も設けた。
さらに、
今年は三世大夫・音阿弥の生誕620年、
開場1周年を迎え、
記念公演が目白
押しだ。
江戸幕府の公式行事である古式謡初式を観世・宝生・金剛の三宗
家が上演する貴重な機会も
（4月25日）。
このほか、
落語や演劇をはじめとする
様々な催しの会場、
そして災害発生時の一時避難所としても活用される。

GINZA SIX COLUMN
GINZA SIXをもっと楽しむための情報をお届けします

銀座 蔦屋書店
「アート」
と
「日本文化」
ブック＆カフェ
右／アートブックの品揃え世界一を目指し、
ここでし
か手に入らない書籍も販売。
日本唯一のビッグブック
常設コーナーも見どころのひとつ。中／稀少な豆と抽
出機を揃える
「STARBUCKS RESERVE® BAR」。
下／櫓をイメージした吹き抜け空間のイベントスペース。

6階の
〈銀座 蔦屋書店〉が発信するのは「アートのある生活」だ。
アート、写真、建築、デザ
イン、
ファッション、
日本文化の6ジャンルに分類された約6万冊の本を揃えるほか、
刀剣、
日本酒、
やぐら

浮世絵がテーマの文具なども販売。
日本建築の櫓をモチーフとした高さ6ｍの書架に囲まれた
エリアではアートと日本文化に特化したイベントが開催される。
また、店内には特別なスターバッ
クスが併設され、滑らかに泡立ったコーヒーやアルコールメニューなどを読書しながら楽しめる。
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ソメスサドルの代名詞〈ダレスバッグ〉
をコンパ
クトサイズにしたユニセックスな限定モデル。馬
具づくりを原点にした高い技術と、大人の遊び
心ある意匠を融合させた、
シューズデザイナー
坪内浩氏によるカプセルコレクションからの
逸品だ。取り外し可能なショルダーストラップ付
き。
〈ダレス ミニ〉27×20×14㎝、100,000
円。SOMÈS SADDLE×HT LABEL／ソメス
サドル
【5F】

SOMÈS SADDLE
ソメスサドル
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艶やかな濃紺の琺瑯ダイヤルと、
セイコー初の
懐中時計をベースにデザインした正統派の表
情が魅力の新作。濃紺のクロコダイルストラッ
プに加え、GINZA SIXオリジナルのブラウンの
クロコダイルストラップが入った専用パッケージ
を用意。限定25本。
〈プレザージュ SARX053
セイコーブティック GINZA SIX専用パッケー
ジ〉
自動巻き、SSケース、径40.5㎜、100,000
円。セイコー／セイコーブティック
【5F】

F

男心をとらえる、
限定アイテムの宝庫。
SEIKO Boutique
セイコーブティック

大人の男性に向けた、特別な品が数多く揃う5階。
オンオフいずれの装いにも、
主役級の存在感を与えてくれる。
※掲載商品の販売は、4月2日
（月）
からとなります。

Photographs : Ryuta Takagaki

BRITISH MADE
ブリティッシュメイド

ブライドルレザーアイテムの質の高さ
で定評あるスコットランドのブランド、
グレンロイヤル。中でも、薄型ながら小
銭入れやカードポケットを備えたマネー
クリップは、人気の定番アイテム。今
回、
ブラック×パープルのバイカラーを
GINZA SIX1周年記念モデルとして
リリース。マネークリップ
（小銭入れ付
き）29,000円。
グレンロイヤル／ブリ
ティッシュメイド
【5F】

RAWLIFE

World Footwear Gallery
ワールド フットウェア ギャラリー

ワールド フット ウェア ギャラリーとの
協業で立ち上げられた日本ブランド、
MIYAGI KOGYO。定番を大改良し
たリバースプロジェクトにより、新モデ
ルが完成した。仏アノネイ社製カーフ
を採用。GINZA SIX限定品は、
ラウン
ドスクエアトゥの力強く起伏豊かな木
型と、繊細なステッチワークが融合し
た存在感のある一足。55,000円。
MIYAGI KOGYO／ワールド フット
ウェア ギャラリー
【5F】

ロウライフ

海の宝石にも例えられる高級レザー、
ガルーシャ
（エイ革）
を薄く梳き、一つ
ひとつ丁寧に手作業で巻いたボール
ペン。表面の細かい突起を研磨、
より
光沢を出すポリッシュ加工が施され、
触り心地もなめらか。ブランドロゴを
入れた桐箱入り。
エキゾティックボール
ペン 12.5㎝、
9,000円。Vermilion×
RAWLIFE／ロウライフ
【5F】
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Paraboot
パラブーツ

Gente di Mare
ジェンテ ディ マーレ

南イタリアのシャツブラン
ド、
ジャンネットによるシャ
ツジャケット。上質なコット
ン生地を使い、
シャツづく
りで定評のあるブランドな
らではのテーラリング技術
で軽快に仕上げられてい
る。星をプリントしたイタリ
アらしい遊び心ある一着
はGINZA SIXの限定モ
デル。ジャケット52,000
円。
ジャンネット／ジェンテ
ディ マーレ
【5F】

ノーズが長く、
すっきりとドレッシーな面持ちのダブルモンクストラッ
プ。堅牢なノルヴェイジャン製法を継承し、
パラブーツらしいタフネス
とエレガンスを兼ね備える。GINZA SIXの1周年モデルは、
アッパー
に型押しネイビーレザーを使い、柔らかくリラックスした雰囲気に。
ダブルモンクストラップシューズ
〈ポー〉
65,000円。／パラブーツ
【5F】

BRIEFING
ブリーフィング

ブリーフケース、
バックパック、
ショルダーバッグと3通りに
使える、
ブリーフィングの定番3WAYバッグ。ナイロン＆
レザーのコンビネーションをすべてブラックで統一した
1周年限定仕様は、
スタイリッシュで銀座に似合うワン
ランク上の佇まい。
〈 FUSION TRINITY LINER 〉
40×30×11㎝ 68,000円／ブリーフィング
【5F】

Dartin Bonaparto
ダルタン ボナパルト

BARBOUR
バブアー

カーディガン感 覚で羽 織れる
ニットジャケットは、これからの
季 節 に 活 躍 するア イテ ム 。
GINZA SIX限定でラインアップ
するのは、
リネン素材で軽くさら
りとした 着 心 地 の 一 着 。ネイ
ビー×ホワイトのマリンテイスト
が 爽やかに装いを演 出 。同デ
ザインで女性用も展開される。
メンズジャケット79,000円。／
ダルタン ボナパルト
【5F】
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バブアーの人気ナンバー1モデルを、
春先から快適に着られるアンライニン
グの素材で仕上げた特別モデルが、
メンズ、
レディスのそれぞれで登場。
写真はメンズの
〈ビデイル SL〉
。
レディ
スではショートブルゾンタイプの
〈スペ
イジャケット〉
を用意する。撥水加工も
施され、
あらゆる天候で活躍。
大人の
カップルや夫婦がペアで楽しめるウ
エアだ。
〈ビデイル SL〉39,000円。
／バブアー
【5F】

SJX

エスジェイエックス

メンズジュエリーブランドSJXの定番人気
ナンバーシリーズから、GINZA SIX1周年
を記念した「1」モデルがお目見え。星の
テクスチャーとプリンセスダイヤモンドを
組み合わせた特 別なデザイン。裏には
「GINZA」
を刻印。チャーム
〈GINZA SIX
1st ANNIVERSARY MODEL〉WG×
ダイヤモンド、100,000円。※チェーン別売り。
／エスジェイエックス
【5F】

DENHAM

タスラン加工のポリエステル糸を使い、綿
ブロードのような風合いに仕上げたシャ
ツ。ストレッチ性があり、UVカット、吸水速
乾などの機能性にも優れる。オンオフいず
れも活躍するシンプル＆クリーンな表情。
洗練された大人のアウトドアスタイルを提
案するショップならではの限定品。
メンズ
シャツ20,000円。ザ・ノース・フェイス／ザ・
ノース・フェイス アンリミテッド
【5F】

デンハム

THE NORTH FACE
UNLIMITED
ザ・ノース・フェイス
アンリミテッド

デンハムで好評を博す、
日本製デニム生地を使用した
コレクションから、限定のメンズデニムが登場。テーパー
ドがかかったスリムフィットシルエットで、太ももに程よいゆ
るさがあり、
日本人にもフィットしやすいシルエットが特徴。
青みの強いインディゴカラーのリジッド
（未洗い）
デニム。
メンズデニム
〈SKIN〉
40,000円。／デンハム
【5F】

CONVERSE TOKYO
コンバース トウキョウ

JACOB COHËN
ヤコブ コーエン

OSKLEN
オスクレン

レザー素材の星で彩られたキャンバ
ス素材のトートバッグは、
コンバース
トウキョウの人気バッグをラグジュア
リーに進化させた限定モデル。季節
を問わず使え、
ショルダーストラップ
も付いて便利に使える。
トートバッグ
37×43×12㎝、13,000円。／コン
バーストウキョウ
【5F】

シーズンごとに生地を厳選し、
ボタン
やパッチ、色落ちなど細部にわたりこ
だわりのある加工を施した、
リミテッド・
エディション。
日本ではGINZA SIXの
みの限定商品だ。
イタリアならではの
仕立てや美しいシルエットが魅力。
シリアルナンバー入り。
メンズデニム
〈 J 6 2 2 リミテッドエディション 〉
93,000円。／ヤコブ コーエン
【5F】

ブラジルのニューラグジュアリーブラン
ド、
オスクレン。GINZA SIX1周年の
限定商品は、
ブラジルの女性画家タ
ルシラ・
ド・アマラルの作品をプリント
したTシャツ。素材は、
オスクレンなら
ではのエコ素 材を使 用 。アート×
ファッションでブラジル本来の姿を発
信する。
〈OSKLEN×Tarsila Tシャ
ツ〉
15,000円。／オスクレン
【5F】
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WOOLRICH
ウールリッチ

アディダスの名作を、軽く通
気性に優れた最新技術プラ
イムニットでモダンにアレンジ
した〈スタンスミス プライム
ニット〉
。
ヒールタブにトライバ
ル風の柄をあしらって、
クラ
シックな要素も加味する。写
真の黒のほか、
白を用意。各
色10点限定。
メンズスニー
カー〈スタンスミス プライム
ニット〉16,000円。アディダ
ス オリジナルス／アディダス
オリジナルスショップ
【5F】

adidas
Originals Shop
アディダス
オリジナルスショップ

トレンドアイテムとして、今再び注目を
浴びるコーチジャケット。軽く、
ミニマ
ルなデザインで装いに合わせやすい
一着が、
ウールリッチから限定で登
場。アメリカ最古のアウトドアブランド
のものだけに、上質感を醸すマットな
ナイロン素材や細部の仕立ては大
人が満足できる仕上がり。腕のロゴ
がポイントに。
メンズ コーチジャケット
46,000円。／ウールリッチ
【5F】
ニューヨークで誕生したフリーマンズ
スポーティング クラブと、
日本の名門
時計ブランド、
セイコーとのコラボレー
ションで誕生した限定モデル。
クラシ
カルな表情とダイバーズとしての機能
が融合。アウトドアはもちろんタウンに
も似合う1本。
〈 FSC ダイバーズ エク
スクルーシブモデル 〉40,000円。
※販売は4/27～。SEIKO PSX／フリー
マンズ スポーティング クラブ
【5F】

スポーツに適した機能を備えながら、
デイリーにも
穿けるシックな表情を持つGINZA SIX限定パン
ツ。ナイロン×ポリウレタンの2WAYストレッチ素
材で穿き心地がよく、
さらりとした肌触りで清涼感
もある。ポケットと裾にはファスナーを付け、
ウエス
トはベルトレスのスピンドル仕様。パンツ19,000
円。
ジョゼフスポーツ／ジョゼフ
【5F】

JOSEPH

FREEMANS
SPORTING CLUB

ジョゼフ

フリーマンズ
スポーティング クラブ

MSPC PRODUCT
SELECTED

エムエスピーシープロダクト
セレクティッド

MARK’ STYLE TOKYO
マークスタイル トーキョー

桐の特性を生かした軽量で高級感のあるビア
グラスを、GINZA SIXで特別にリリース。本漆を
使用し、外側は世界初のカラー拭漆の技法で
深い緑を創出。内側はビールの泡がきめ細かく
出るように、乾漆粉をふんだんに使っている。口
当たりも飲み心地も抜群。桐ビアグラス23,000
円。／マークスタイルトーキョー
【5F】

質の高いメイド・イン・ジャパンのバッグを提供するmaster-pieceから、特
徴的なギミックを持つシリーズ〈GAME〉
のGINZA SIX限定版が登場。
前面にファスナーを付けた特徴的なフォルム。銀座をイメージした高級感
のあるレザーを特別に採用する。
〈 GINZA SIX GAME〉
30×40×12㎝、
120,000円。／エムエスピーシープロダクトセレクティッド
【5F】
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見た目はジーンズそのものでいて、
スウェット並みのスト
レッチ性と穿き心地のよさを備えた、
ディーゼルの人気
作ジョグジーンズ。スタイリングしやすいメンズのブラッ
クデニムがGINZA SIXに特別入荷。
ジョグジーンズ
42,000円。／ディーゼル
【5F】

KURO
クロ

成形された数本のジーンズ
を解体し、1つのジャケット
に再 構 築したデニムジャ
ケットを限定で。
メイド・イン・
ジャパンのクラフトマンシッ
プを追求する、KUROなら
ではのアイテム。
メンズ・リ
メイクジャケット70,000円。
／クロ
【5F】

DIESEL
ディーゼル

HYDROGEN
ハイドロゲン

GINZA SIX
1st Anniversary
Special Items
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ラグジュアリーなスポーツカジュアル
で人気のイタリアンブランド、ハイドロ
ゲン。星のパッチと大きなブランドロゴ
でアクセントをつけたバックパックを特
別入荷。
ジップの先にはお馴染みの
スカルのモチーフが。GINZA SIX先
行発売。バックパック 30×40×17㎝、
39,000円。／ハイドロゲン
【5F】

1PIU1UGUALE3

ウノ ピゥ ウノ ウグァーレ トレ

junhashimoto
ジュンハシモト

ブルーの迷彩柄は、バッグブ
ランドのジャンティバンティ
に、
ジュンハシモトが別注した
カラー。旅行で活躍するウエ
ストバッグ、
パスポートケース、
カードケースの3点をセットに
して限定販売。キャンバス生
地のPVC加工により、撥水
性、耐久性にも優れた品だ。
トラベルセット55,000円。
ジュンハシモト×ジャンティバン
ティ／ジュンハシモト
【5F】

イタリア発ラグジュアリースニーカーブ
ランド、
MASTER OF ARTS/MOAの
バンドシューズに、
ミッキーマウスの顔を
同色型押しで付けたスペシャルモデル。
ミッキーマウスの単色カラーデザインを
原則不可とするDisney社へ、度重な
る交渉で叶った逸品。ヒールカウン
ター部分のスエードが上質さをプラス。
白と黒の2色、
サイズは37～45で展
開。38,000円。1PIU1UGUALE3×
MASTER OF ARTS×Disney／ウノ
ピゥ ウノ ウグァーレトレ
【5F】
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GINZA SIXガーデン
銀座の街を一望する
都会のオアシス
銀座エリア最大級となる約4,000㎡の屋上庭
園。
“江戸の庭園文化”
から着想し、桜、
カエデ、
松といった四季を彩る在来種の樹木が配されて
いる。一方、
中央部は
“西欧の広場文化”
をコン
セプトに、芝生敷きと水盤で構成。子どもたちの
遊び場やイベントスペースにもなる。青空の下、
地下2階で購入した美食を楽しむのもいい。
銀座
のオアシスで思い思いの時間を過ごしたい。

上／東洋と西洋が重なり合う銀座の街をイメージし、
ランドスケープアーキテクトの宮城俊作氏が設計した。春に
は大島桜や江戸彼岸桜など、時期をずらして満開を迎える桜が楽しめる。芝生のゾーンではシーズンに合わせた
イベントも実施。 右／水が流れる音に涼感を感じる。水盤の底には江戸小紋の紋様「角つなぎ」
のデザインが。

GINZA SIX COLUMN
GINZA SIXをもっと楽しむための情報をお届けします

アート
アートに囲まれて、
刺激と安らぎを
「身近にアートと触れあう豊かな生活」を提案
するGINZA SIXの見どころのひとつは、館内各
所に設置されたアートの数々だ。エレベーター
ホールや通路では国内外で活躍中のアーティ
スト、
大巻伸嗣氏、
船井美佐氏、
堂本右美氏の
3名によるパブリックアートを。
また、
ウルトラテクノ
ロジスト集団のチームラボや、植物学者でアー
ティストのパトリック・ブラン氏によるリビングウォー

《Like a flock of starlings: work in situ》Daniel Buren 2018
© DB-ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2018 G1226
※イメージ

船井美佐《楽園/境界/肖像画》、2017年、
撮影：加藤 健

ルアートを見ることができる。
さらに今春、
施設中
央のアートインスタレーションが展示替え。
季
節ごとに変わるB2階ショーウィンドウにも注目だ。

堂本 右美《民》、2017年、撮影：加藤 健
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右／中央通り側の吹き抜けは、
チームラボによる作品「Universe of Water Particles on the Living Wall」。
水の粒子の連続体による運動シミュレーションとして滝を映像作品に。中上／GINZA SIX開業1周年に合わ
せ、
施設中央の吹き抜けアートにダニエル・ビュレン氏の作品が登場。詳細はP46にて。中下／3、
4、
5階の北
エレベーターホールは船井美佐氏による作品。テーマは
「楽園と境界」。 左／3、4、5階の通路は堂本右美氏
による作品。
たゆたう色の上に躍動感あるかたちが重ねられている。
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Beau
eautt Things

ビューティーフ
ィー ロアで探す、
こにしかない 美と癒し。
ここにしかない、
特別な香りやコスメ、
特別な香りやコスメ
りやコスメ 至福のエステティック。
ブランドの哲学を体感
体感
ドの哲学を体感でき
る限定セットも充実する。
地下1階に足を運
運
地下1階に足を運べば、
新しい美が花開く。
※掲載商品の販売は、4月2日
（月）
からとなります。

Photographs : Ryuta Takagaki

CHANEL
FRAGRANCE&BEAUTY
シャネル
フレグランス＆ビューティ
ビューティ

シャネルの象徴的なモチーフのひとつ、
ライオンの顔をか
たどったハイライティングパウダー。顔全体やデコルテに
広げて華やかな印象に、
また眉下や頬にハイライトとして
も使用できる。バーガンディー色のコンパクトに収め、開く
たびに気分も華やかにする特別限定品。
フェイス パウ
たびに気分も華や
ダー
〈ル シーニュドゥリオン オー ブラン〉
8,200円。／
シャネル フレグラン
ンス＆ビューティ
【B1F】

YVES SAINT
AINT LAURENT BEAUTÉ
イヴ・サンローラン・ボーテ

ムッシュ イヴ・サンローランのクリエーションにオ
マージュを捧げた香りの新作。
〈24〉
〈 37〉
〈 6〉
と
いう名は、
アトリエ、
ファッションショー、
ブティックと、
と
メゾンを象徴するアドレスから。官能的にセンシャ
ルに、
モダンに、
それぞれに多彩なウッディノート
で表現する。オーデパルファム
〈ル ヴェスティエー
ル デ パルファム クチュールエディション〉
125mL
全3種 各41,000円。／イヴ・サンローラン・ボーテ
【B1F】
※イヴ・サンローラン・ボーテGINZA SIX限定。
SIX限定
※サンローラン 表参道、
も販売予定
サンローラン GINZA SIXでも販売予定。

La Maison VALMONT
ラ・メゾン・ヴァルモン

Maison DECORTÉ
メゾンデコルテ

コスメデコルテの旗艦店、
メゾンデコルテで見逃せな
いのは1周年のアニバーサリーコース。例えば
〈ボディ
＆フェイシャル セミオーダーメイドコース〉
145分50,000
円では、
経験豊富なエステティシャンが、
カウンセリング
を元にゲストに合わせた内容を組み立て、
ボディとフェ
イシャルをトータルケア。
フェイシャルでは
〈コスメデコ
ルテ AQ ミリオリティインテンシブクリーム〉
を贅沢に
使用する。他にもフェイシャル、
ボディのそれぞれで特
別コースを用意。いずれもプレゼント付き。期間：4/1
～4/30／メゾンデコルテ
【B1F】

世界のセレブリティーから支持されるスイス発エイジングケア※スキンケアブランド、
ヴァルモン。限定セットは、肌にハリとツヤを与え健やかな肌へ導く独自成分を配合
のクリームマスク
〈プライムリニューパック〉
をはじめとして、
美容液や
したベストセラーのク
〈エキスパー
目元クリームなどが一箱に詰まった、贅沢なセレクション。
〈エキスパート エナジー
コレクション〉
19,500円。／ラ・メゾン・ヴァルモン
【B1F】
※年齢に応じたお手入れ。

uka
ウカ

爪の健康と美しさのためにケアを大切にしてきたウカ
してきたウカ。
ベースとしてはもちろん、単色やレイヤー使いでも
単色やレイヤー使いでも楽し
める人気の美容液入りベースコートが、GINZA SIX
限定カラーで登場。大人の街、銀座をイメージした
ラメを入れた乳白ピンクは、上品で華やかな
上品で華やかな指先を演
出する。
〈ウカ カラーベースコート ゼロ 6/0 G〉
10mL
2,200円。／ウカ
【B1F】
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B1 F

キールズを代表するアイテムを一度に試せ
る、
お得なキットが登場。保湿クリーム
〈キー
ルズ クリームUFC〉、美白美容液〈キール
ズ DS クリアリーホワイト ブライトニングエッ
センス〉
の現品サイズに、夜用美容オイルと
クレンジングオイルのサンプルをセットで。
〈キールズ GINZA SIX 1周年限定キット〉
9,700円。／キールズ
【B1F】

KIEHL'S
SINCE 1851

「ガーデン オブ エデン」
を今シーズンの
テーマにするアッカ。スモールビジューと
フラワーが愛らしいペールトーンのヘアク
リップは、
イタリアの職人がハンドメイドで
仕上げたGINZA SIX1周年のアニバー
サリー限定デザイン。
〈フィオリーナ ルー
チェ〉上18,000円、下15,000円。／
アッカ
【B1F】

acca
アッカ

キールズ

GINZA PEEK-A-BOO AVEDA
ギンザ ピーク・ア・ブー アヴェダ

世界で人気を集めるプレミアムティー
メゾン、
クスミティーと、
クラランスの
コラボレーションによる紅茶が誕生。
GINZA SIXの1周年に合わせて、
この
〈クスミティー テ クラランス〉
と
〈ボディ
オイル
“トニック”
〉
30mL、
〈スムージン
グ ボディ スクラブ〉30gの数量限定
キットを発売。紅茶のブレンドテーマ
「refreshing & relaxing」
を、身体の
内と外から味わって。
〈テ クラランス
オリジナル キット〉6,500円。／クラ
ランス
【B1F】

CLARINS
クラランス

クラランス スキンスパでも、
スキントリー
トメントと、
〈クスミティー テ クラランス〉
を
組み合わせたスペシャルなトリートメント
メニューを用意。サロンでは全身の角
質ケアとアロマオイルによるボディート
リートメントを。
〈クスミティー テ クララン
ス〉
1缶が付き、
自宅でもリフレッシュと
リラックス気分を堪能できる。
〈 GINZA
SIX限定 ボディトリートメント with
クスミティー〉
90分28,000円。※60名
限定 なくなり次第終了。期間：4/2～4/30
／クラランス スキン スパ
【B1F】

MAKE UP
FOR EVER
メイクアップフォーエバー

地肌も髪も両方ケアできるアヴェダ
の人気アイテムをセットにして限定
販売。スカルプケアシリーズ〈プラマ
サナ〉
の頭皮用クレンザー、
ラベン
ダー香るヘアトリートメントオイル、
トラベルサイズのシャンプー2種類と
いう贅沢でお得な内容。
〈 GINZA
PEEK-A-BOO AVEDA GINZA
SIX オリジナル アヴェダ ヘア＆スカ
ルプケア セット〉
6,300円。／ギンザ
ピーク・ア・ブー アヴェダ
【B1F】
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マットな仕上がりとベルベットな色
づきをもたらすクレヨン式のリップ
〈アーティストリップブラッシュ〉。
チークの色合いからインスピレー
ションを受けた生き生きとした全6
色を、全世界に先駆けてGINZA
SIXで販売。ヒアルロン酸配合で
高い保湿効果とシルクタッチも魅
力。
〈アーティストリップブラッシュ〉
全6色 各2,800円。／メイクアップ
フォーエバー
【B1F】

CLARINS SKIN SPA
クラランス スキン スパ

B1 F

GINZA SIXにオープンする、
メゾン クリスチャン ディオール
ギンザ。
ザ 上質なライフスタイルを
ザ。
ディオールの香りを通して提案
するこのメゾンに並ぶのは、調
香師フランソワ・
ドゥマシーに
よる芸術的なフレグランスラ
イン。お薦めは新作〈サクラ〉
。
春の温もりと繊細な桜の香りを
感じさせる、
ライトフローラルの
香調。
〈サクラ〉
40mL 11,500
円～。
／メゾン クリスチャン ディ
オール ギンザ【B1F】※4/12

MAISON
CHRISTIAN DIOR GINZA
メゾン
クリスチャン ディオール ギンザ

オープン予定。

ミルククラウン形の石座に、淡
水パールをセッティングしたス
ティックピアス。縦に長いシル
エットと、揺れるスティックが耳
元に華やかさを添える。1周年
限定商品。
〈スティックピア
ス〉
シルバー×淡 水パール、
24,000円。e.m.／イー・エム
ピクチャレスク
【B1F】

e.m.PICTURESQUE
イー・エム ピクチャレスク
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RMK

アールエムケー

SABON
サボン

bareMinerals
ベアミネラル

RMKから登場する限定キットは、
自由に選べる
〈メイク
アップベース〉、
〈ファンデーション〉
といった透明感溢
れる肌をつくるアイテムの現品に、
〈ジェルスクラブ〉
と
〈スキンチューナー スムーサー（S）モイスト〉
のミニサイズ
をセットにして。
ビッグサイズのトートバッグ
（約50×52㎝）
付き。
〈 RMK アニバーサリーキット〉
7,500～9,700円。
※価格は選ぶアイテムによって異なります。／RMK
【B1F】

イスラエル発のコスメブランド、
サボンでは、
ミネラル豊富な
死海の塩や水を含んだシグネチャーライン、
デッドシー シ
リーズの人気アイテムをセットで数量限定リリース。死海
の塩と沿岸植物のオイルを配合したボディ用スクラブと、
死海の水をベースにしたボディ用保湿クリームの組み合
わせ。
肌にハリと透明感をもたらすワンランク上のボディケ
アを。
〈限定ボディケアセット〉
10,185円。／サボン
【B1F】

GINZA SIX1周年を記念してベアミネラルから発売されるの
は、人気のプレストアイシャドウの限定14色パレット。ナチュ
ラルに目元を明るく見せるマットなベージュから、凹凸を際立
たせるブラウン、優しさを引き出すペールピンク、印象を力強く
見せるメタリックなカラーまで。目元の潤いをキープしながら、
美しい発色が長時間持続する。
〈レディ アイシャドウ 14.0
ザ ベア ナチュラル〉
7,500円。／ベアミネラル
【B1F】
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リップを含
シュウ ウエムラでは1周年を記念して、
むメイク製品8,000円
（税抜）
以上のお買い上げ
で、
オリジナルポーチをプレゼント。※リップへの名前
刻印サービスあり。写真は一例。
（〈ルージュ アンリミ
テッド〉
各3,200円、
〈グローオン〉
2,500円、
カスタ
ムケース700円 合計9,600円）
〈シュウ ウエムラ
1周年記念 リップキット〉8,000円～。／シュウ
ウエムラ
【B1F】
ハーバーを代表する美容オイル〈高品位「スクワ
ラン」〉
と、
エイブルアート・カンパニーとコラボレー
ションしたオリジナルデザイン巾着をセットにした限
定ボックスを発売。エイブルアート・カンパニーは、
障害のある人のアート作品を商品化し、仕事につ
なげるNPO団体。今回のデザインは、春の訪れを
表現したGINZA SIXでしか手に入らない限定
SIX
アイテム。
〈 高品位「スクワラン」GINZA SIX限定
ボックス〉
2,500円。／ハーバー
【B1F】

HABA

LIVING NATURE organics
リビングネイチャーオーガニック

選び抜いたオーガニックコスメの品揃えで定評のある、
リビングネイ
チャーオーガニック。1周年記念には、英ブランド、
オーガニックファーマ
シーの新しいフェイスクリームを先行発売。保湿成分としてダマスク
ローズエキス、ハイビスカスシードエキスなどの稀少なハーブと、
ダイヤ
モンドパウダーをブレンド。ふっくらとして潤いと輝きのある肌に。
〈ロー
ズ ダイヤモンド フェイスクリーム〉
50mL 58,000円。オーガニック
ファーマシー／リビングネイチャーオーガニック
【B1F】

shu uemura

ハーバー

シュウ ウエムラ

PAÑPURI
パンピューリ

Salon des Parfums
サロン デ パルファム

サロン デ パルファムからは、
アニック グタールの人気の香りとローズモ
チーフのポーチを組み合わせた1周年記念限定セットが登場。香りは、
モダンで爽やかなローズのフレグランス
〈ローズ ポンポン〉
の現品と、洋
ナシやムスクローズが甘く香る
〈プチシェリー〉
の携帯スプレーをイン。
〈ローズ ポンポン オードトワレ アニバーサリーセット〉
20,700円。アニッ
ク グタール／サロン デ パルファム
【B1F】

BEAUTY TERRACE GINZA
~DRESS CIRCLE~
ビューティーテラス ギンザ
～ドレス サークル～

加圧ビューティーをはじめ
として、最先端の多彩な
エクササイズ、
エイジング
ケアエステや骨盤・フェイ
スなどのエステメニュー
と、
あらゆるビューティー
コンテンツを融合させた
ビューティーテラス ギン
ザ ～ドレス サークル～。
その美と健 康の様々な
サービスを割引価格で受
けられる、特別なプリペイ
ドパックを用意。
〈1周年
記 念 特 別 技 術コース
パック〉
100,000円コー
ス、
期間：4/2～4/30 ※
詳細・お申し込みは店頭または
お電話でお問い合わせくださ
い。／ビューティーテラス
ギンザ ～ドレス サークル
～
【B1F】

39

ナチュラル＆オーガニックなライフスタイルを追求する、
タイ発ブランド、
パンピューリ。人気のオードトワレシリーズから、GINZA SIX1周年を記
念した新たなアロマを数量限定で先行発売。
ダマスクローズ、
オーガニッ
クローズマリー、
フランキンセンス、
ジャスミンが織りなす、春の訪れを祝
福するような明るく優美な香り。
〈ファースト ブルーム オードトワレ〉
100mL 11,000円。／パンピューリ
【B1F】

OUREN
GINZA SIXの建物を思
わせるマットゴールドとシ
ルバーの砂の上に、様々
な花 や 実を重 ねたボト
ル。
より進化し豊かになる
GINZA SIXをイメージし
てつくられた1周年限定
商品だ。1つで、重ねてと
思 い 思 いに 楽しめる。
様々に用意された中から
お気に入りを見 つけた
い。
〈フラワーボトル〉径
7.5×10㎝、サンド、
プリ
ザーブドフラワー、ナッツ
など 各2,800円。／オウ
レン
【B1F】

オウレン

【くろぎ茶々】
桜がふわりと香るやわらかな
生地で、
マスカルポーネ入り
の抹茶生クリームを巻いた
ロールケーキ。塩漬けにした
桜の花びらと葉をまとう、春
らしい姿も愛らしい。4月8日
から販売。
〈さくら抹茶ロー
ル〉
3,500円。

【PHILIPPE CONTICINI（フィリップ・コンティチーニ）】
チョコレートコーティングのパイとヘーゼルナッツを重ねた
ミルフィーユ。サクサクした食感とナッツの香ばしさ、
ミルク
チョコレートの甘さが調和する。4月上旬から販売。
〈ミル
フィーユプラリネ〉
3,000円。

パイの甘さと香ばしさ。
芸術的なミルフィーユ。

G
［Le Boulanger de Monge（ル・ブー
ランジェ・
ドゥ・モンジュ）］
フランス産のカマンベールチーズが丸
ごと入ったパン。
クリーミーなはちみつ
をたっぷり塗って。
〈パン・オ・フロマー
ジュ・エ・ミエル〉
2,000円。
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爽やかでほろ苦い宇治抹茶と
爽やかでほろ苦い宇治抹茶
桜味のハーモニー
桜味
のハーモニー
桜味のハーモニー。

とっておきの味を満載。
とっておきの
１周年限定セ
１周年限定 レクション。
１周年に合わせて、
期間限定グルメが一斉に登場。
B2階のフードフロアで、春のおいしさをテイクアウト。
※掲載商品の販売は4月2日
（月）
からとなります。
※お酒は20歳をすぎてから。

Photographs : Shigeru Kunita
【いまでや銀座】
福島県の蔵元「宮泉銘醸」
が手掛ける、最高品種・兵
庫県産特A地区の山田錦を
22％まで磨き上げた寫楽。
冷凍庫内で長期間低温貯
蔵し熟成させた、透明感と
滑らかさ、気品を兼ね備え
た限定の逸品。
〈 寫楽 純
米大吟醸 極上 二割二分
2016ヴィンテージ〉
720㎖
20,330円。

【オリジンヌ・カカオ】
スペイン産のクラッシュレ
モンが香る爽やかなケーキ。
レモンピールのほろ苦さと酸
味、
トップにちりばめたシュト
ロイゼルのコントラストを楽
しんで。
〈ケーク オ シトロン
アンダルー〉
1,800円。

海外で話題沸騰中の
トレンドスイーツ。

GINZA SIXの能楽堂を
イメージしたキャンディ。
【PAPABUBBLE（パパブブレ）】
日本の文化をカラフルでポップなキャン
ディに。地下3階にある能楽堂にちな
み、実寸大の能面を飴細工で表現し
た。アート鑑賞用として楽しめる。桐箱
入りで10個限定。
〈能面キャンディ〉
4,629円。

【Viennoiserie JEAN FRANCOIS
（ヴィエノワズリー ジャン フランソワ）】
北海道バターと卵黄をたっぷり使った
パン生地に、濃厚なチョコレートガナッ
シュを織り込んだ。アーモンドの食感
が楽しい。
〈バブカ〉
280円。

同社史上初の超高精白。
記念すべき純米大吟醸。

素材の風味を味わう
レモンケーキ。
宝石箱のような
ドライフルーツ。
【綾farm】
国産果実を低温でじっくりと乾燥させた、果汁を凝縮したようにジューシー
な生ドライフルーツの詰め合わせ。旬のフルーツの熟成度、
食感、
清々しい
香りを食べ比べできる。
〈 生ドライフルーツ〉
5種類詰め合わせ 4,629円。
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【PALETAS（パレタス）】
桜のジェラートに大ぶりの
苺、
白桃、求肥、桜餡を閉じ
込めたフローズンバー。仕上
げに桜の塩漬けと金箔をトッ
ピングして、華やかに。数量
限定。
〈サクラアン〉
537円。

春らしいピンクの
桜のアイスバー。
抹茶を贅沢に使った
なめらかなスイーツ。
【辻利】
GINZA SIX店限定
〈京濃い
茶テリーヌ〉
がリニューアル。
宇治抹茶とホワイトチョコ
レートを練り込んだ生地に、
果物やナッツをふんだんに
入れて低温で焼き上げた。
〈京濃い茶テリーヌ 彩り果
実〉
2,500円。

果汁をじゅわっと
感じる新感覚グミ。

春のティータイムに。
。
フルーツが香る紅茶。
紅茶。

【パティスリー銀座千疋屋】
U H A 味 覚 糖とコラボレー
ションしたグミ。銀座千疋屋
が厳選した苺、不知火、パ
イン、
メロン、
ブドウの風味が
口いっぱいに広がる。オリジ
ナル風呂敷入り。
〈銀座千
疋屋×cororo〉
3,600円。

【BETJEMAN & BARTON（ベッジュマン アンド バートン）】
爽やかな口当たりのブラックティーに、桃と洋梨で香りづけしたフレーバードティー。
パリの紅茶専門店が最高級の茶葉をブレンドした。70g缶入り。限定300個。
〈スプリングブレンド〉
1,800円。

完熟した果肉を
手搾りしたジュース。

【銀座 平翠軒（へいすいけん）】
岡山県の蔵元「森田酒造」
が手掛ける
〈萬年雪〉
の大吟醸。精米度合35%の山田
錦を約35日間熟成し、滴り落ちたピュアな雫のみを採取した。4月18日から販売。
〈銀座トワイライト〉
200㎖ 1,593円。
【10FACTORY（テンファク
トリー）】
愛媛産の高級柑橘「 紅ま
どんな」
を100％使用した無
添加ストレートジュース。収
穫時期を遅らせて糖度を高
め、
コクのある甘さと爽やか
さに。
〈越冬完熟愛媛果試
第28号ジュース〉720㎖
7,000円。

スイーツ仕立ての
京麸でお茶を。
【ふふふあん by 半兵衛麸】
一本ずつ釜入れした焼き麸
をチョコレートでコーティング
した人気商品〈梢〉
の抹茶
フレーバー。清水焼のカップ
もセットで。限定100セット。
〈お麸とカップのティータイ
ムセット〉
3,500円。
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【 発酵酢屋 庄分酢 】
鍋や 漬け物などに使える
「万能酢」、
かぼすがさっぱ
りした味わいの「塩麹かぼす
ぽん酢」、苺のドリンクビネ
「飲む酢あまおう」のお
ガー「飲む酢
試しサイズ100㎖ボトルが
入った特別なセット。限定
入った特別
〈お酢お試しセット〉
300個。
2,500円。
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北海道の美味が
銀座の銘菓に。

美味しく健康に。
毎日、本物の酢を。

【ISHIYA GINZA（イシヤ
ギンザ）】
北 海 道チーズ 、ワイン、抹
茶など6種類のチョコレート
をはさんだラング・
ド・シャと、
はちみつが香るフィナンシェ
が入った限定セッ
ト。4月上旬
～5月販売。
〈サク アンド シ
トリ アニバーサリー ボックス〉
2,000円。

英国発、
ソフトな食感の
トな
焼きたてク
焼
きたてクッキー。
ッキー

（ベンズ クッ
【Ben’
s Cookies
キーズ）】
英国生まれのクッキー専門
店から、
ピスタチオとローズ
の新作をお届け。4月中旬
からは、
テイクアウト用の缶
にも、
イギリス国旗柄をあし
らった限定デザインが登場。
〈12枚入りラージギフト缶〉
3,700円。

発酵熟成肉を
堪能するボックス。
【 meat & green（ミート＆
グリーン）旬熟成】
独自の技術で40日間熟成
させた牛の極上サーロイン、
極上赤身肉、
豚上ロースに、
竹炭と黒胡麻などを使った
2種類の酵素ドレッシングを
セッ
トにした詰め合わせ。
〈1周
年記念ギフトボックス 匠 〉
15,000円。※赤身肉の部位は

愛らしいハートの
生パウンドケーキ。

仕入れ状況によって変わります。

【パティスリー パブロフ】
甘酸っぱいドライフルーツと
ジュレを焼き込んだ、やわら
かな生パウンドケーキ。バニ
ラ風味のマスカルポーネチー
ズクリームを絞り、苺と銀箔
でおめかし。
〈ビジュー アン
フレーズ〉
2,315円。

きりっと冷やして
乾杯を。
【St.Cousair wine &
grocery（サンクゼール ワイン
アンドグロッサリー）】
長野県の自社畑の最良区
画で収穫したシャルドネから、
一番搾りのみを集めた2000
年物の白ワイン。奈良県産
吉野ヒノキの木箱入り。限定
12本。
〈サンクゼールシャル
ドネ ネオ 2000〉
50,000円。

コーヒー党のための
薫り高いケーキ。

【カフェ・ユーロップ】
銀座の伝説の喫茶店が約
100年ぶりに復活。オリジ
ナルブレンドコーヒーとカカオ
70%のチョコレートを合わせ、
しっとりと焼き上げた芳醇な
アロマのケーキが登場した。
4月上旬から販売。
〈カフェ
テリーヌビーンズ〉
1,200円。
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モダンに進化した
老舗のかりんとう。
世界のはちみつが
よりどりみどり。

【L’
ABEILLE（ラベイユ）】
フランス・イタリア・ハンガリーのひまわ
りから採取された、一番人気のはちみ
つの食べ比べセット。
コク、甘み、酸味
の異なる3種類だ。
トーストやヨーグル
トと相性抜群。ハニースプーン付き。
〈世界3ヵ国「ひまわり」のはちみつ食
べ比べセット〉
3,519円。

【KUGENUMA SHIMIZU（クゲヌマ
シミズ）】
招き猫、鯛、松竹梅、
だるまといった縁
起物モチーフのもなかと煎餅、色とりど
りのあられが詰まった2段重。
もなかの
餡には北海道十勝産小豆を使用し、
すっきりした甘さに。
〈 KUGENUMA
SHIMIZUもなか 祝〉
5,000円。

バラやフルーツが香る
ミルクティーのプリン。

【ぎんざ鏡花水月】
軽い食感があとを引く看板
商品の白かりんとう
「こはく」
と、波照間島産の最高級黒
糖を使用した限定の黒かり
んとうをセットにした1周年
記念掛紙付きのギフトセット
が登場。
〈GINZA SIX1周
年限定かりんとう丸缶2本
セット〉
4,600円。
【マーロウ】
ノーベル賞授賞式の晩餐会
で振る舞われたことのある
北欧紅茶
「セーデルブレンド」
を北海道産の牛乳で煮出
し、生クリームを加えてなめ
らかに仕上げた薫り高いロ
イヤルミルクティープリン。
〈 GINZA SIX店限定ビー
カー入りロイヤルミルクティー
プリン〉
800円。

吉兆づくしの
スイーツお重。

ひとくちサイズの
可愛らしい寿司。
鹿児島から届いた
ヘルシーなデザート。

【南風農菓舎・デザートハウス】
鹿児島・大隅半島産の唐芋は、
ポリフェノール
やビタミンC、食物繊維を豊富に含む。これを
ヨーグルトプリンに仕立て、
自家栽培のハーブ
のソースを重ねた。4月2日～18日販売。
〈 蝶々
のデザート 春のガーデン〉
5個入り 1,500円。
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【旬菜三山】
鯛、海老、
サーモン、穴子、茗荷、胡瓜をタ
ネにした可愛らしい手鞠寿司。桜の花びら
の形のしょうがと木の芽をのせて、彩り豊
かな春らしい雰囲気だ。4月16日～30日
販売。
〈おかげ手鞠寿司〉
1,500円。
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【荻野屋】
海と山の幸を使った釜めしを発売。
益子焼の土釜も特別仕様だ。中に
は、鯛ご飯の上に海老、鯛、上州牛
のしぐれ煮、杏、筍などが贅沢にちり
ばめられている。
〈 GINZA SIX1周年
記念釜めし
「祥」〉
3,900円。

美味しさも美も健康も。
よくばりなスムージー。

期間限定の
プレミアムな釜めし。

【ELLE café（エル カフェ）
】
大粒の苺とカカオを混ぜた
ショコラソイホイップクリー
ム、植物性乳酸菌発酵のコ
コナッツミルクヨーグルトを
使ったスイーツドリンク。低
カロリー、低糖質で、一杯で
摂れるビタミンCは1日の推
奨摂取量よりも多い。
〈スト
ロベリーショコラボンボン〉
※ELLE caféのみB1F
1,800円。

ンラバー
ワインラバー垂涎の
超豪華な
超豪華な限定セット。
【ワインショップ・エノテカ】
メドック格付け第1級「シャ
トー・ラトゥール」の2004年、
2006年、2008年のヴィン
テージワインとデキャンタ
の特別なセット。限定2点。
〈シャトー・ラトゥール3ヴィン
テージ・セット オリジナルデ
キャンタ付き〉
340,000円。

店舗となります。

日本で唯一の
海苔弁専門店。

【刷毛じょうゆ 海苔弁山登り】 【The Pie Hole Los Angeles
（ザ パイホール ロサンゼルス）】
冷めても美味しいこだわりの
海苔弁。有明海産の上位
新 作 のさくらんぼのパイ、
1%の厳選した海苔は極上
チョコレートとラズベリーの
の柔らかさと旨み。脂の乗っ
パイを含む8種類のアソート
たアトランティックサーモンと
ボックス。
〈GINZA SIX1周
菜の花のナムルとともに。
年記念商品スイートアソート
〈アトランティックサーモンの
ボックス〉
3,640円。
麹漬けの海苔弁〉
1,400円。

こだわりのアロマを
体験できる一本。

【CAFÉ EXPERTO（カフェ
エクスペルト）】
コーヒー豆の栽培から輸送、
精選、
焙煎のあらゆる工程で
最高品質を目指す。GINZA
SIX開業1周年を記念し、
ス
ペシャルブレンドの豆を用
意。
〈 GINZA SIX ファースト
アニバーサリー スペシャル
ブレンド〉
1,852円。

秘伝の
レシピでつくる
米国の母の味。

毎日食べられる
体にやさしい
お菓子。

（コンフェクション）
】
【Qonfection
有機カカオパウダーと国産
おからの生地に、
マンゴーや
ベリー、紫芋など天然素材
のクリームを挟んだ焼菓子。
低糖質でグルテン
（小麦粉
などに含まれるタンパク質の
一種）
フリー。
〈カラリズム ク
リームサンド〉1本352円。
［期間限定ショップ］※詳細は
P46をご参照ください。
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1周年を祝う、春のGINZA SIX限定メニュー。
2018年4月2日
（月）
～5月6日
（日）
期間限定でご提供
Text : Takehisa Mashimo

L'homme du Temps signé à nu
ロムデュタン シニエ ア・ニュ

13F

Photographs : Shigeru Kunita

てんぷら山の上 Ginza

13F

衣の奥に感じる
鮮やかな春の芽吹き。

日仏の春の味覚を
コース仕立てで。

広尾の名店「ア・ニュルトゥルヴェ・ヴー」の魅力を受け継ぐ姉妹店。簑原
祐一シェフが手掛ける1周年記念限定コースのコンセプトは
“春”
。例えば仏
ボルドー産の仔牛を使ったメインディッシュには、菜の花や桜エビ、
モリーユ
茸、
ホワイトアスパラガスといった春の味覚がふんだんにちりばめられ、
コース
全体を通して日本とフランスの柔らかな春を表現している。

創業1954年、
数々の文豪に愛されてきた神田駿河台「山の上ホテル」内の老
舗天ぷら店による銀座初進出店。
ランチ限定の1周年記念コースは、
春の前
菜から始まり、
稚鮎や白魚、
たらの芽、
蕗の薹といった旬の天ぷらが続く。
そして
富山湾の春の味覚、
白海老を一本一本揚げた天丼が続き、
これに赤出汁と
香の物が付く。桜の開花時期にのみ供される
「さくらのアイスクリーム」
も美味。

『1周年記念限定コース』13,000円
（税・サ
別）
。全7～8皿。※当日の仕入れ状況により、内容
や皿数は変更となります。TEL：03-6263-9773
●営業時間：ランチ11:00～15:00（L.O
13:00）、ディナー17:30～23:30（L.O
20:30）●定休日：水曜、
不定休

『1周年記念コース』10,000円
（税・サ別）
。

il Cardinale
イル カルディナーレ

6F

※ランチ限定のコースとなります。当日の仕入れ状況
により、
内容は一部変更となります。

TEL：03-6264-5516 ●営業時間：ランチ
11:00～15:00（L.O 14:00）、ディナー
17:00～23:30
（L.O 20:30）

中村藤

本店

4F

銀座のテーブルに
春を告げる風物詩。

京都・宇治の名店から
一年間の感謝を込めて。
名高い「サバティーニ・ディ
・フィレンツェ」の系列にあるトラットリアでは、
1周年
記念メニューとしてホワイトアスパラガスのオーブン焼きを用意。
ヨーロッパ
から直接仕入れるというホワイトアスパラガスは、
しっかりと食感があり、
この
季節のものが最も甘みが増しているそう。焦がしバターとたっぷりのチーズ、
半熟卵の目玉焼きとともに、春の特別なひと皿をお試しあれ。
『ベーコン巻きホワイトアスパラガスのオー
ブン焼き ビスマルク風』2,900円
（税別）
。
※ランチおよびディナーの限定メニューとなります。

TEL：03-3573-3088 ●営業時間：ランチ
11:00～15:00、
カフェ15:00～17:30、
ディナー17:30～23:30
（L.O 22:00）
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安政元年（1854年）
より、
高級茶の産地として知られる京都・宇治にて代々茶
商を営んできた中村藤 本店。1周年記念プレートには、生茶ゼリイや抹茶
チーズケーキといった同店自慢の人気スイーツに加えて、
このプレート限定の
新商品も盛り込まれる。使用する抹茶はすべて京都産。
スイーツの風味や
食感に合わせて、
それぞれ原料となる抹茶の種類を変えるこだわりよう。
『中村藤 プレート』抹茶バウムクーヘン、
ほうじ茶パンナコッタ、
フィナンシェ
（抹茶・
ほうじ茶）
など、全9種類のスイーツに本格
的な薄茶
（威光の昔）
が付いた贅沢なプレー
ト。1,667円
（税別）
。TEL：03-6264-5168
●営業時間：10:30～20:30
（L.O 19:45）

GINZA SIX TOPICS
［ GINZA SIXの最新情報をお届けします ］

《Like a flock of starlings: work in situ》Daniel Buren 2018
© DB-ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2018 G1226

※イメージ

GINZA SIX 誕生 1 周年！

中央吹き抜けの新作アート発表
2017年 4月20日のオープンから間もなく1 周年を迎えるGINZA SIXでは、
4月2日
（月）からアニバーサリー期間がスタートします。施設中央の吹き抜け
空間には、50年以上にわたり世界各地で作品を展開してきたフランス人
アーティスト、ダニエル・ビュレン氏の新作インスタレーションが登場。彼の
トレードマークである8.7㎝のストライプ模様を1,500枚の旗に用いたダイ
ナミックな作品です。
また、
連動アート作品が全長約1,100mの銀座の目抜
き通り
・中央通りをアートジャックします。
ダニエル・ビュレン
（ Daniel Buren ）
1938年、
パリ・フランス生まれ。美術家。
1965年から自身の論理に基づいた8.7㎝幅のストライプ模様の作品を数多く制作。
その作品は絵
画、彫刻、壁面、建物など幅広いメディアに展開され、
いままでに数千点以上の作品を制作して
きた。1986年にはフランス代表としてベネチア・ビエンナーレに参加し
「金獅子賞」
を受賞。
また、
2007年高松宮殿下記念世界文化賞受賞
（絵画部門）
。近年では、2016年にフランク・ゲーリー
設計のフォンダシオン ルイ・ヴィ
トン
（パリ）
の美術館建築をジャックし、話題となった。日本でも横浜
トリエンナーレ2005、茨城県北芸術祭
（2016年）
など数多くの芸術祭や恒久設置を行っている。

※イメージ
《Following the triangles:
a work in situ for GINZA Chuo
Street, Tokyo 2018》
© DB-ADAGP, Paris & JASPAR,
Tokyo, 2018 G1226

期間限定ポップアップショップ
CARVEN

カルヴェン／3F

clé de peau BEAUTÉ
“Welcome the Light of a Radiant Day”
クレ・
ド・ポー ボーテ

オートクチュールから始まったフランスブランド。
「ウェルカム ザ ライト オブ ア ラディアント デイ」／4F
モダンで洗練されたデザインが世界中の女性
に支持されています。2018年春夏コレクション
最先端技術とエレガントな美意識が融合した
から新しいクリエイティブ・ディレクターを迎え、新
スキンケア・メイクアップブランド。
ウェアや小物と
たに生まれ変わりました。ユーモア溢れるパッチ
同じようにリップアイテムを
ワークプリントを施したキャンバストートバッグを
気分やシーンに合わせて
GINZA SIX限定カラーで発売します。
選ぶ「リップワードローブ」
を
テーマにしたポップアップイ
｜開催期間｜3月28日
（水）
～5月1日
（火）
ベントを開催します。名入
れしたリップアイテムをスペ
シャルボックスに入れた特
別なギフトも販売。

Qonfection

コンフェクション／B2F

グルテン
（小麦粉などに含まれるタンパク質の
一種）
フリーにこだわる、美味しくてファッショナ
ブルなスイーツブランド。GINZA SIX1周年を
祝し、有機カカオパウダーを練り込んだ濃厚な
生地に色とりどりのクリームを挟んだスティック
ケーキが新登場。銀座ならではの贅沢な味わい
と、
春らしい華やかさを持つケーキです。
｜開催期間｜4月3日
（火）
～4月29日
（日）

※名入れサービスは一部商品に限ります。

｜開催期間｜3月28日
（水）
～5月1日
（火）

10: 30-20:30
レストラン 1 1 :00-23 :30 ※店舗、施設により異なります。

営業時間 ショップ

アクセス 東京メトロ 銀座線・丸ノ内線・日比谷線
「銀座駅」A3出口より徒歩2分

Present

Info

所在地 東京都中央区銀座6-10-1

抽選で10名様に
（ 3,000 円分）
を
「GINZA SIX商品券」
プレゼントいたします。

※東京メ
トロ 銀座駅、
東銀座駅よりB2Fへは、
直結の地下連絡通路をご利用いただけます。

お問い合わせ

03-6891-3390

（GINZA SIX総合インフォメーション 受付時間10:30～20:30）

WEBサイト

https://ginza6.tokyo

◎応募締切：2018年4月22日
（日）
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。※応募の際に入力い
ただいた個人情報は、
プレゼントの発送のみに使用し、他の目的では使用いたしません。

◎応募はこちらから

http://adnet.nikkei.co.jp/

日経アドネット

検索
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