報道関係各位
2017 年 2 月 14 日
GINZA SIX リテールマネジメント株式会社

ワールドクラスクオリティの 241 ブランドが集結する大規模商業施設

「GINZA SIX」 開業を記念した特別商品を展開
GINZA SIX リテールマネジメント株式会社（Ｊ.フロント リテイリング株式会社、森ビル株式会社、L Catterton
Rｅａｌ Eｓｔａｔｅ、住友商事株式会社の共同出資会社）は、2017 年 4 月 20 日（木）に、銀座エリア最大の商業施設
「GINZA SIX（ギンザ シックス）」を開業いたします。開業を記念し、各店舗では、GINZA SIX 限定や他店舗に先駆けた
先行販売など、特別商品を展開いたします。
中央通りに並ぶ路面 6 店舗（House of Dior Ginza、CÉLINE、SAINT LAURENT、Van Cleef & Arpels、
VALENTINO、FENDI）では、ラグジュアリーで個性溢れる GINZA SIX 特別商品を展開します。世界最大級の
コレクションを展開するシチズン、創業 120 年の着物製作所 OKANO、新潟燕三条の鎚起銅器専門店 玉川堂
などでは、老舗ブランドならではの匠の技と「銀座」をかけあわせた、モダンかつ品格高い特別商品を販売します。
また、フランススイーツ界の巨匠 フィリップ・コンティチーニ氏や、人気シェフの高澤義明氏は、それぞれの店で、
世界中の美食家を魅了するグルメを販売するなど、各店渾身の特別商品が多数出揃い、GINZA SIX 開業を盛り
上げます。

House of Dior Ginza
「Rose des Vents (ローズ デ ヴァン)」

玉川堂
湯沸 口打出 翁面(2.7L)

PHILIPPE CONTICINI
クイニー・タタン

※特別商品のラインナップは次頁以降および別紙資料をご覧ください。価格は全て税抜です。
※販売数量、販売方法等の詳細は各ブランドにお問い合わせください。
※レストランの限定メニュー/特別メニューは 3 月中旬にリリース配信予定です。
※記載情報は 2017 年 2 月 14 日時点の情報です。発売までに情報が変更される可能性がございます。

成熟社会を迎えた今の日本で求められているのは、「単に高価で高級なものではなく、人生を豊かに充実さ
せてくれるモノや体験」です。GINZA SIX は、世界でここにしかない特別な場と仕掛けを創発し、その新たな価値
を提案してまいります。
銀座に新たな磁力と歴史を創り出す。2017 年 4 月 20 日、「GINZA SIX」の誕生にご期待ください。
＜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： 鈴木隆仁、岩崎彩加、澤井亨
TEL: 03-6894-3200 FAX: 03-5413-3050 E‐MAIL： ginzasix_pr@ssu.co.jp
HP： http://ginza6.tokyo/
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【※資料】 特別商品一例
※特別商品のラインナップは別紙資料も併せてご覧ください。
※価格は全て税抜です。
※販売数量、販売方法等の詳細は各ブランドにお問い合わせください。
※レストランの限定メニュー/特別メニューは 3 月中旬にリリース配信予定です。
※記載情報は 2017 年 2 月 14 日時点の情報です。発売までに情報が変更される可能性がございます。

中央通り側 路面店舗

House of Dior Ginza
商品名:ブレスレット
「Rose des Vents (ローズ デ ヴァン)」
価格:190,000 円
風配図とﾑｯｼｭ・ﾃﾞｨｵｰﾙが持ち歩いていた
ﾗｯｷｰｽﾀｰ、彼が愛した薔薇を重ね合わせたﾒﾀﾞｲ
ｵﾝ。風が人生を正しい方向へ導いてくれる“ﾛｰｽﾞ
ﾃﾞ ｳﾞｧﾝ”は身につけたいお守りｼﾞｭｴﾘｰです。
素材：ﾋﾟﾝｸｺﾞｰﾙﾄﾞ、ﾋﾟﾝｸｻﾌｧｲﾔ、ﾏｻﾞｰｵﾌﾞﾊﾟｰﾙ

VALENTINO
商品名: VALENTINO GARAVANI
パンサーチェーンストラップ付バッグ
価格:340,000 円
ｳﾞｧﾚﾝﾃｨﾉの、RTW ｺﾚｸｼｮﾝに登場する”ﾊﾟﾝｻｰ”
は、ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾞをはじめ、さまざまなｼｰｽﾞﾅﾙｽﾀｲﾙ
に取り入れられています。このﾊﾟﾀｰﾝには、ﾚｻﾞｰｱ
ﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ、ﾚｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾄ、ｲﾝﾚｲ、ｴﾝﾌﾞﾛｲﾀﾞﾘｰといっ
た異なるﾃｸﾆｯｸが用いられています。
ｻｲｽﾞ:H15×W22×D8.5cm
素材：ｶｰﾌ、ｽｴｰﾄﾞ、ﾎﾟﾆｰｽｷﾝ、ﾊﾟｲｿﾝなど
ｶﾗｰ展開:EMERALD

SAINT LAURENT
商品名:ANJA（アニヤ）
価格:235,000 円

Van Cleef & Arpels
商品名:ブトン ドール リング
価格:2,250,000 円

新ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ・ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ ｱﾝｿﾆｰ・ｳﾞｧｶﾚﾛと親交の
深い、ﾓﾃﾞﾙの ANJA RUBIK が名前の由来となっ
ています。
ｻｲｽﾞ:W17.5×H19×D15.5cm

ｳﾞｧﾝ ｸﾘｰﾌ & ｱｰﾍﾟﾙ GINZA SIX 店ではｵｰﾌﾟﾝ
を祝い、ｸﾞﾗﾌｨｶﾙなﾃﾞｻﾞｲﾝの「ﾌﾞﾄﾝ ﾄﾞｰﾙ」ｺﾚｸｼｮﾝ
より新たな素材を用いた作品を世界の他店に先
駆けて先行発売いたします。優美なﾋﾟﾝｸｺﾞｰﾙﾄﾞと
透明感のあるﾎﾜｲﾄｺﾞｰﾙﾄﾞの組み合わせが、永遠
のｴﾚｶﾞﾝｽに満ちた二重奏を奏でます。
素材：ﾋﾟﾝｸｺﾞｰﾙﾄﾞ、ﾎﾜｲﾄｺﾞｰﾙﾄﾞ、ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

FENDI
商品名:セレリア ミニ ピーカブー
価格:530,000 円
熟練職人の丁寧な手仕事によって制作されるｾﾚ
ﾘｱのﾐﾆ ﾋﾟｰｶﾌﾞｰ。伝統と、革新的で遊び心ある
ﾃﾞｻﾞｲﾝが融合しています。銀座店限定色には、
唯一無二の証であるｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞｰに加え、
「GINZA」の文字がﾊﾞｯｸﾞ内側のｼﾙﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄに刻
印されます。
ｻｲｽﾞ:H18×W23×D11cm
素材:ｶｰﾌﾚｻﾞｰ
ｶﾗｰ展開:ﾌｭｰｼｬ、ﾊﾟｳﾀﾞｰﾋﾟﾝｸ、ｽｶｲﾌﾞﾙｰ、ﾍﾞｰｼﾞｭ

※CÉLINE については 2017 年 3 月 20 日頃情報解禁いたします。
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ファッション ＆ ファッショングッズ

Bijou de M
商品名:Blue Stars Necklace
価格:16,000,000 円(予定)

KENZO
商品名:タイガースウェット
価格:36,000 円

夜空の輝く星たちをそのままﾈｯｸﾚｽにしたｱｲﾃﾑ｡
光り輝く星空をﾌﾞﾙｰｻﾌｧｲﾔとﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞを贅沢に
使用して表現しています｡
素材:・K18WG
;・ｻﾌｧｲﾔ 23.10ct
;・ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 10.96ct

限定ｶﾗｰのﾀｲｶﾞｰ刺繍。ﾊﾞｯｸの首元にはｶﾀｶﾅの
「ｹﾝｿﾞｰ」ロゴ刺繍入りの GINZA SIX だけのｽﾍﾟｼｬ
ﾙｽｳｪｯﾄです。
ｻｲｽﾞ:ﾒﾝｽﾞ XS～XL ﾚﾃﾞｨｽ XS～XL
素材:ｺｯﾄﾝ 100%
ｶﾗｰ展開:ﾌﾞﾗｯｸ

Maison Margiela
商品名:エンブロイダリードレス
価格:292,000 円

MANOLO BLAHNIK
商品名:FIBIONABI
価格:133,000 円

ﾈｯｸﾗｲﾝをﾂｲｽﾄさせ､ｼｮﾙﾀﾞｰとｽﾘｰﾌﾞにｴﾝﾌﾞﾛｲﾀﾞﾘｰ
を施した、ｴﾚｶﾞﾝﾄなﾃｨｰﾄﾞﾚｽです｡
ｻｲｽﾞ:36,38,40
素材:ｼﾙｸ,ｳﾞｨｽｺｰｽﾚｰﾖﾝ,ｺｯﾄﾝ

ｽﾜﾛﾌｽｷｰを贅沢に使った大きいｵｰﾊﾞﾙ状のﾊﾞｯｸ
ﾙが足元を美しく輝かせます。19 世紀後半に活躍
した世界で最初のｵｰﾄｸﾁｭｰﾙ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ“ﾁｬｰﾙ
ｽﾞ・ﾜｰｽ”からｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝされた、ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾌｧｯ
ｼｮﾝｼｭｰｽﾞと呼ぶにふさわしい一足です。
ｻｲｽﾞ: 34～38
素材:ｻﾃﾝ、牛革
ｶﾗｰ展開:TIFFANY

KWANPEN
商品名:折り紙ハンドバッグ
価格:700,000 円(予定)
日本の伝統である折り紙の手法と KWANPEN の
品質と技術を組み合わせた作品｡ｸﾛｺﾀﾞｲﾙﾚｻﾞｰを
傷をつけることなく､巧みに細工し､綺麗な直線の
折り目を残しています｡KWANPEN の誇る熟練し
た職人のみにできる技です。
ｻｲｽﾞ:W250×H190×D90mm
素材:ｸﾛｺﾀﾞｲﾙﾚｻﾞｰ
ｶﾗｰ展開:全 10 色

CITIZEN FLAGSHIP STORE TOKYO
商品名:Eco-Drive One CITIZEN FLAGSHIP
STORE TOKYO 限定セット
価格:750,000 円
わずか 1mm 厚のﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄを内包する、世界最薄
の光発電時計。限定ｾｯﾄには、つややかで風格
のあるﾃﾞｼﾞｭｰ革の替えﾊﾞﾝﾄﾞをｾｯﾄし、朱色の漆の
箱で提供いたします。

RING JACKET MEISTER GINZA
商品名:RING JACKET MEISTER206
英国 VINTAGE FABRIC スーツ
価格:250,000 円
1954 年に大阪で創業した高品質なﾒﾝｽﾞｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ
を展開する RING JACKET。既製品では取り入れ
ない上着上衿の後かぶせ工程によって極上の着
用感を実現。
ｻｲｽﾞ: ﾒﾝｽﾞ 44,46,48,50
素材:ﾓﾍｱ×ｳｰﾙ
ｶﾗｰ展開:ﾍﾞｰｼﾞｭのみ

OKANO
商品名:｢美しい羽 02 GINZA MADARA｣
価格:マスターピース 1,280,000 円
エディション 280,000 円

Four Nines
商品名:GINZA SIX オープニングモデル
バッファローホーンフレーム
価格:170,000 円（予定）

大英博物館にも作品が収蔵される日本を代表す
るｱｰﾃｨｽﾄ 小松美羽と OKANO のｱｰﾄ作品です。
伝統とｱｰﾄのｺﾗﾎﾞから生まれる新しい表現の世
界を銀座から世界に発信します。ﾏｽﾀｰﾋﾟｰｽとｴﾃﾞ
ｨｼｮﾝ 10 点の限定販売です。
ｻｲｽﾞ:90cm×90cm
素材:ｼﾙｸ 100%

天然素材のﾊﾞｯﾌｧﾛｰﾎｰﾝを使用した GINZA SIX ｵ
ｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙ｡「逆 R ﾋﾝｼﾞ」など独自の高い機能性
を活かしたつくりで、上品さも楽しめます。
素材:ﾊﾞｯﾌｧﾛｰﾎｰﾝ
ｶﾗｰ展開:*天然大素材を使用しているため色、柄
等が 1 つ 1 つ異なります。
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ライフスタイル

玉川堂
商品名:湯沸 口打出 翁面(2.7L)
価格:900,000 円
新潟県無形文化財に指定されている鎚起銅器
(ついきどうき)の技術を駆使した作品｡GINZA SIX
内に能楽堂が完成することを縁とし､伝統芸能と
伝統工芸の融合を表現しました｡
ｻｲｽﾞ:胴高 17×胴張 20.5cm
素材:銅

the HOUSE
商品名:<NEW BALANCE>”TOUR CADDIE
BAG” GINZA SIX LIMITED EDITION
価格:52,000 円

Leica Store
商品名:ライカ Q”GINZA SIX”オレンジ
ライカ Q”GINZA SIX”セメントグレー
価格:未定

New Balance ｺﾞﾙﾌは 2017 年春ﾃﾞﾋﾞｭｰの日本限定
展開｡GINZA SIX の別注ｶﾗｰのｷｬﾃﾞｨﾊﾞｯｸﾞはｼﾘｰ
ｽﾞの中でも最もﾊｲﾌﾟﾗｲｽなﾌﾟﾚｼｬｽﾓﾃﾞﾙです｡
ｻｲｽﾞ:9inch
素材:Synthetic Leather ,Enamel
ｶﾗｰ展開:WH×ﾁｬｲﾆｰｽﾞﾚｯﾄﾞ×ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄ

人気のﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ「ﾗｲｶ Q」をﾍﾞｰｽに、ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰに
ﾗｲｶのｸﾗｼｯｸﾛｺﾞをあしらい、限定色のｵﾚﾝｼﾞとｾﾒ
ﾝﾄｸﾞﾚｰの上質なﾚｻﾞｰをﾎﾞﾃﾞｨにまとった上品でｽﾀ
ｲﾘｯｼｭな印象のﾓﾃﾞﾙです。
ｻｲｽﾞ:約 130×80×93mm
素材:ﾏｸﾞﾈｼｳﾑおよびｱﾙﾐﾆｳﾑ
ｶﾗｰ展開:ｵﾚﾝｼﾞ,ｾﾒﾝﾄｸﾞﾚｰ

ビューティー

Dior BEAUTY GINZA
商品名:ルージュディオール#872 “GINZA”
価格:4.200 円

diptyque
商品名:フレグランスキャンドル Tokyo
価格:未定

shu uemura
商品名:100 色 アイシャドー パレット
価格:未定

最高の気分になれる「ﾙｰｼﾞｭ ﾃﾞｨｵｰﾙ」より、ｷﾞﾝｻﾞか
らｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝをうけた限定品が誕生します。
※写真右下

日本庭園からｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝを受け調和と静けさの
バランスが絶妙なｱｲﾃﾑ。近くの神社からの香り
が落ち着きを与えてくれるﾋﾉｷの木陰の散歩を連
想させるｷｬﾝﾄﾞﾙです。
内容量:190g

ｼｸﾞﾈﾁｬｰｱｲﾃﾑであるｱｲｼｬﾄﾞｰ｢ｶﾗｰｱﾄﾘｴ｣の全
100 色を一同に並べたﾊﾟﾚｯﾄ｡GINZA SIX の名前
に合わせて 6 個限定で発売｡ｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞｰも入った
ここだけのｵﾘｼﾞﾅﾙｱｲﾃﾑです。

食物販

PHILIPPE CONTICINI
商品名:クイニー・タタン
価格:450 円
ﾌﾗﾝｽの伝統菓子「ｸｲﾆｰ・ｱﾏﾝ」と「ﾀﾙﾄﾀﾀﾝ」をか
け合わせました。ﾊﾞﾀｰと砂糖で煮詰めたりんごを
ﾊﾞﾀｰをたっぷり織り込んだﾌﾞﾘｵｯｼｭﾌｨﾕﾃで包み、
ｶﾗﾒﾙでｺｰﾃｨﾝｸﾞしました。

TAKAZAWA 180 ICHI HACHI MARU
商品名:ベイクンコロッケ
～季節の野菜のラタトゥイユ～
価格:400 円～※季節により変動

ISHIYA GINZA
商品名:SAQU LANGUES DE CHAT
（サク ラング・ド・シャ）
価格:1,200 円

北海道産の男爵イモに旬の野菜を乗せてオーブ
ンで焼き上げた“揚げないコロッケ”。

北海道で培われたﾗﾝｸﾞ･ﾄﾞ･ｼｬ製造の技術を活か
し、「銀座の手土産」にふさわしいﾗﾝｸﾞ･ﾄﾞ･ｼｬとﾁｮ
ｺﾚｰﾄの組合せを厳選した「SAQU」ｼﾘｰｽﾞ。北海道
ﾁｰｽﾞ、北海道赤ﾜｲﾝなど、6 種類をご用意しまし
た。
内容量:12 枚入り
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＜参考資料＞
ワールドクラスクオリティと文化性をもつ大規模複合施設
GINZA SIX は、「松坂屋銀座店」跡地を含む街区ならびに隣接街区の 2 つの街区で構成された約 1.4ha を一体的
に整備した再開発事業です。
銀座中央通りに面して、間口約 115ｍ、奥行約 100ｍ、延床面積約 148,700 ㎡、銀座エリア最大の複合施設として
誕生する「GINZA SIX」は、2 街区一体整備の再開発事業により、銀座エリア最大規模（約 47,000 ㎡、241 店舗）を誇る
商業施設をはじめ、都内最大級の 1 フロア貸室面積約 6,140 ㎡を有する大規模オフィスや、日本の伝統文化を発信
する文化・交流施設「観世能楽堂」など、多彩な都市機能を配置。また、屋上庭園や観光バス乗降所、安全で快適な
交通・歩行者ネットワーク、さらに、非常用発電設備や帰宅困難者 3,000 名の受入れに備えた防災備蓄倉庫等の防災
支援機能を整備するなど、地域に開かれた場所として、世界中から訪れる来街者の利便性や快適性向上に大きく貢
献するとともに、東京を代表する国際的な街「銀座」における、新たな磁力となります。

敷地面積：約 9,080 ㎡
延床面積：約 148,700 ㎡
階数
：地下 6 階、地上 13 階

日本最高の商業地「銀座」に、エリア最大規模で誕生
銀座エリア最大の商業施設面積約 47,000 ㎡（約 14,200 坪）に、241 店舗が出店します。世界のコレクションで注目さ
れる旬なブランドが揃い、ここに来れば日本の今がわかる、世界の最新トレンドが体感できる最高の店舗ラインナップを
実現しました。銀座の象徴である中央通りに面する全長（間口）約 115ｍには、世界を代表する 6 つのラグジュアリーブラン
ドが旗艦店として 2～5 層の大型メゾネット店舗を構え、個性的なファサードにより銀座の新たな顔を創り出します。
ファッション以外にも、暮らしを彩るライフスタイル雑貨や、こだわりのレストラン・カフェなどが揃います。また、上質な
空間、メンバーシッププログラム、プレミアムサービス、クリエイティブなアートやイベントにより、充実の時間と体験を提供
します。
◇
◇
◇
◇
◇

開業日
所在
商業施設面積
店舗数
フロア構成
地下 2 階
地下 1 階
1 階～5 階
6階
13 階（一部）
◇ 営業時間
物販・サービス
飲食

2017 年 4 月 20 日
東京都中央区銀座六丁目 10 番 1 号
約 47,000 ㎡（約 14,200 坪） ※共用通路等を含む
241 店舗（物販 210、飲食 24、サービス 7）
食物販
ビューティ
ファッション、服飾雑貨、ライフスタイル雑貨、カフェ他
書籍、レストラン他
レストラン、バンケット他
10：30～20：30
11：00～23：30 ※一部店舗により異なる
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