GINZA SIX特別商品リスト
□中央通り側 路面店舗

2017年2月14日
GINZA SIX PR事務局

※価格は全て税抜です。また販売数量、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。
※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。

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

House of Dior Ginza
商品名:サングラス
「DIORONDE1(ディオールオンド1)」
価格:46,000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

革新的な最新素材により、目を最適に保護しながら、
現 代 的 な ｴ ﾚ ｶ ﾞ ﾝ ｽ を 演 出 す る Dior の ｻ ﾝ ｸ ﾞ ﾗ ｽ 。
「DIORONDE1」はﾗｲﾄﾋﾟﾝｸのﾌﾛﾝﾄにﾋﾟﾝｸのﾊｳﾞｧﾅ ﾃ
ﾝﾌﾟﾙとｸﾞﾚｰのﾚﾝｽﾞが優しく映えます。
素材：ｱｾﾃｰﾄ
ｶﾗｰ展開：ﾋﾟﾝｸ、ﾈｲﾋﾞｰ、ﾎﾜｲﾄ
(ﾋﾟﾝｸはGINZA SIX限定)

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

VALENTINO
商品名: VALENTINO GARAVANI パンサー
シューズ
価格:192,000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。
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
ｻｲｽﾞ:H15×W22×D8.5cm

今ｺﾚｸｼｮﾝのﾌｨﾙﾙｰｼﾞｭでもある”ﾊﾟﾝｻｰ”は、さ
まざまなﾃｸﾆｯｸを用いて、ｼｭｰｽﾞのｶﾃｺﾞﾘｰにも
登場します。ﾛｰﾌｧｰに取り付けられたﾎｰｽﾋﾞｯﾄ
にはｲﾝﾚｲのﾃｸﾆｯｸが用いられています。
ｶﾗｰ展開: 0NONERO/ORO-NERO

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お
ります。
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清らかなﾎﾜｲﾄ
ｺﾞｰﾙﾄﾞの輝きが、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

VALENTINO
商品名: VALENTINO ドレス
価格:305,000円

VALENTINO
商品名: VALENTINO GARAVANI タトゥー バッ
クパック
価格:340,000円

ｳﾞｧﾚﾝﾃｨﾉのｱｲｺﾝﾌｧﾌﾞﾘｯｸ、ｸﾚｰﾌﾟｸﾁｭｰﾙのAﾗｲ
ﾝﾄﾞﾚｽ。立体的なｽｶﾗｯﾌﾟにｽﾀｯｽﾞを配しﾌｪﾐﾆﾝな
中にもﾓｰﾄﾞ感をﾌﾟﾗｽしました。
素材: ｳｰﾙ65%,ｼﾙｸ35%
ｶﾗｰ展開:銀座限定色WILDROSE

ﾀﾄｩｰはRTWのﾒｲﾝﾃｰﾏ。ﾃﾞｻﾞｲﾝはｵｰﾙﾄﾞｽｸｰﾙﾀ
ﾄｩｰにｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝを得たもので、ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾃﾞｨ
ﾚｸﾀｰによって現代的、ﾓﾀﾞﾝに再解釈されました。
ｸﾞﾗﾌｨｯｸは、黒で縁取られた鮮やかな色（赤、黄
色、緑、青）が特徴的です。
ｻｲｽﾞ:H44×W30×D18cm

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

□1F
FRED
商品名:「8°0｣(ｴｲﾄ ﾃﾞｸﾞﾘｰ ｾﾞﾛ) ブレスレット
価格:（左）810,000WG×DIA×BLACKDIA×
ﾚｻﾞｰ
（右）1,075,000円 WG×DIA×BLACKDIA
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ創業80周年を記念して誕生した｢8°0 (ｴ
ｲﾄ ﾃﾞｸﾞﾘｰ ｾﾞﾛ) ｣の限定ﾊﾞｯｸﾙ｡ﾌﾞﾚｽﾚｯﾄのｱｸｾ
ﾝﾄとなるﾊﾞｯｸﾙにﾉｰﾌﾞﾙなﾎﾜｲﾄﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞとｼｯｸ
なﾌﾞﾗｯｸﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞを施し､ﾌﾞﾗｯｸﾀｲの装いを思わ
せるﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ感が漂います。
素材:WG、ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ、ﾌﾞﾗｯｸﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ、ﾚｻﾞｰ
DAMIANI
商品名:ダミアニッシマ
価格:800,000円
ﾀﾞﾐｱｰﾆのｱｲｺﾝｺﾚｸｼｮﾝ“ﾀﾞﾐｱﾆｯｼﾏ”。
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾛｺﾞの“D”を流線型のﾌｫﾙﾑにﾘｽﾞﾐｶﾙに連
ねたﾃﾞｻﾞｲﾝとﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの煌めきがｴﾚｶﾞﾝﾄな魅
力をはなちます。空間と曲線の絶妙なﾊﾞﾗﾝｽが
美しいｺﾚｸｼｮﾝです。
素材:YG、ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

MOYNAT
商品名:レジェンヌ BB ナチュラ
価格: 3,900,000円

Chopard
商品名:L’Heure du Diamant（時計）
価格:10,160,000円

Chopard
商品名: L’Heure du Diamant（ピアス）
価格:1,780,000円

1849年創業、ﾊﾟﾘ最古のﾄﾗﾝｸﾒｿﾞﾝ‘ﾓﾜﾅ’。
日本初のﾒｿﾞﾝの出店を記念し、ﾓﾜﾅのｱｲｺﾝ ﾚ
ｼﾞｪﾝﾇの非常に希少なﾓﾃﾞﾙを限定発売します。
ﾀｲﾑﾚｽで優雅なﾃﾞｻﾞｲﾝを究極のｴｷｿﾞﾁｯｸﾚｻﾞｰ
でご堪能下さい。
ｻｲｽﾞ: 20×8×15
素材:ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ
ｶﾗｰ展開:ﾌﾞﾙｰｼｬﾄﾞｰ

ｼｮﾊﾟｰﾙ ﾌﾞﾃｨｯｸ GINZA SIX店のｵｰﾌﾟﾝと同時に、
「ﾙｰﾙ・ﾄﾞｩ・ﾃﾞｨｱﾏﾝ」ﾌｪｱを開催します。卓越した
ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｰﾙのﾉｳﾊｳと、高いｸﾗﾌﾂﾏﾝｼｯﾌﾟから
生み出された至高のﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｸﾘｴｰｼｮﾝ。ﾍﾞｾﾞﾙ
の上下に大粒のﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞがあしらわれた、希
少なﾀｲﾑﾋﾟｰｽの他、美しいｺﾚｸｼｮﾝがご覧いた
だけます。
素材:K18RG×ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ×ﾏｻﾞｰｵﾌﾞﾊﾟｰﾙ

純粋さ、輝き、神秘、そして究極の豪華さ――
それらの完璧な融合であるﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞは、身に
着ける女性の魅力を昇華させます。一粒一粒
の宝石の輝きを最大限に引き出した至高のｺﾚｸ
ｼｮﾝ「ﾙｰﾙ・ﾄﾞｩ・ﾃﾞｨｱﾏﾝ」。ﾒｿﾞﾝのｼﾝﾎﾞﾙである
ﾊｰﾄが、ｸﾗｼｯｸで控えめながらこの上なく優美
な煌めきを放ちます。
素材:K18WG×ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

the HOUSE
商品名:＜PEARLY GATES＞”WAPPEN
CADDIE BAG” GINZA SIX LIMITED
EDITION
価格:88,000円

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

the HOUSE
商品名:<MASTER BUNNY EDITION >
“ENAMEL CADDIE BAG” GINZA
SIX LIMITED EDITION
価格:58,000円

PEARLY GATESらしい、ﾎﾟｯﾌﾟなﾜｯﾍﾟﾝを贅沢に
使用したｽﾍﾟｼｬﾙｷｬﾃﾞｨﾊﾞｯｸﾞです。店名の“the
HOUSE”のﾋﾟｽﾈｰﾑや口枠やｼｮﾙﾀﾞｰﾍﾞﾙﾄのﾎﾞｱ
使いなど、随所にこだわりのあるつくりです。
ｻｲｽﾞ:8.5inch
素材:PVC
ｶﾗｰ展開:ﾌﾞﾗｯｸ、ﾎﾜｲﾄ

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

ｱｽﾘｰﾄ志向のｺﾞﾙﾌｧｰに定評のあるMASTER
BUNNY EDITIONからは、これまでに無かった
鮮やかなｲｴﾛｰが、GINZA SIX LIMITEDで登場
いたします。
ｻｲｽﾞ:9inch
素材:ENAMEL
ｶﾗｰ展開:ｲｴﾛｰ

CITIZEN FLAGSHIP STORE TOKYO
商品名:Eco-Drive One
CITIZEN FLAGSHIP STORE TOKYO
限定セット
価格:750,000円

CITIZEN FLAGSHIP STORE TOKYO
商品名:カンパノラ メカニカルコレクション
CITIZEN FLAGSHIP STORE TOKYO
限定モデル 金鸞
価格:1,200,000円（予定）

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。

｢文明開化｣の時代の銀座の街並みを金･白･黒
のｺﾝﾄﾗｽﾄで表現｡日本の伝統工芸である漆を
文字板の装飾に用い、そこにｽｲｽ「ﾗ・ｼﾞｭｰ・ﾍﾟ
ﾚ」社のﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄを組み合わせています。
ｻｲｽﾞ:ｹｰｽ径42mm
素材:18金ｲｴﾛｰｺﾞｰﾙﾄﾞ（ﾍﾞｾﾞﾙ）, ｽﾃﾝﾚｽ（ｹｰｽ）
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discord Yohji Yamamoto
商品名/価格
カクタスラウンドファスナーウォレット（左）
52,000円
カクタストート（中央） 125,000円
カクタススカーフ（右）
24,000円
2014年のﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾛｰﾝﾁの際に発表したﾌﾗﾜｰｼﾘｰｽﾞ。
ｶｸﾀｽの花をﾓﾉﾄｰﾝにしてﾊﾞｯｸﾞ、財布、ｽｶｰﾌにﾌﾟﾘﾝ
ﾄして日本の美を表現しています。GINZA SIXｵｰﾌﾟﾝ
を記念して特別に復刻させました。
素材:牛革（ｶｸﾀｽﾗｳﾝﾄﾞﾌｧｽﾅｰｳｫﾚｯﾄ,ｶｸﾀｽﾄｰﾄ）
ｼﾙｸ（ｶｸﾀｽｽｶｰﾌ）

discord Yohji Yamamoto
商品名/価格
カクタスショートウォレット（左） 30,000円
カニトートM（中央）
98,000円
カクタスストール（右）
51,000円
2014年のﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾛｰﾝﾁの際に発表したﾌﾗﾜｰｼﾘｰｽﾞ。
ｶｸﾀｽの花をﾓﾉﾄｰﾝにしてﾊﾞｯｸﾞ、財布、ｽｶｰﾌにﾌﾟﾘﾝ
ﾄして日本の美を表現しています。GINZA SIXｵｰﾌﾟﾝ
を記念して特別に復刻させました。
素材:牛革（ｶｸﾀｽｼｮｰﾄｳｫﾚｯﾄ,ｶﾆﾄｰﾄM）
ｼﾙｸ（ｶｸﾀｽｽﾄｰﾙ）

DELVAUX
商品名:Tempѐte(ﾀﾝﾍﾟｰﾄ) カーフ ルーベン
価格:604,000円

Anya Hindmarch
商品名:Mini Orsett
価格:165,000円

特徴ある金具と幾何学的なﾌｫﾙﾑのｱｰｷﾃｸﾁｬﾙなｱ
ｲｺﾝﾊﾞｯｸﾞは老舗ﾌﾞﾗﾝﾄﾞならではの上品なｱｲﾃﾑ｡
2017ｼｰｽﾞﾝ限定のｺﾚｸｼｮﾝをGINZA SIXでいち早く
先行販売いたします｡
ｶﾗｰ展開:黒、ｱｲﾎﾞﾘｰ

ｱｰﾃｨｽﾄが必要なあれこれを入れて持ち運ぶような
ｻｯﾁｪﾙをｲﾒｰｼﾞした『Orsett』は、ｿﾌﾄな仕上がりの
ﾃﾞｲ・ﾊﾞｯｸﾞ。この『Mini Orsett』は、斜めがけでの使
用が理想的。ﾚｻﾞｰで仕上げたﾗｹﾞｯｼﾞ・ﾊﾝﾄﾞﾙがｱｸｾ
ﾝﾄです。

JIMMY CHOO
商品名:RUBEN(ルーベン)
/ハイトップスニーカー
価格:162,000円

GIUSEPPE ZANOTTI
商品名:JUNE
価格:266,000円

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

JIMMY CHOO
商品名:DILLAN(ディラン)/ストラップサンダル
価格:115,000円

17年春夏は“ﾎﾞｯﾃｨﾁｪﾘ”の絵画にｲﾝｽﾊﾟｲｱされ､21
世紀の女性像を表現しています｡この“COLINE”は
長年続くﾗｽﾄであり､ｾｸｼｰでいて力強さがあります｡
ﾋﾟﾝｸのお花ﾓﾁｰﾌは“かわいい”を体現していて､
GINZA SIXのｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞを称賛するにふさわしいｼｭｰ
ｽﾞです。

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”
からの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

2017年SSｼｰｽﾞﾝを代表するﾌｧｯｼｮﾝｻﾝﾀﾞﾙ｡
欧米や香港で特に人気の高いﾇｰﾃﾞｨｰなｻﾝ
ﾀﾞﾙｼﾘｰｽﾞの新ﾓﾃﾞﾙです｡ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｷｰｶﾗｰのひ
とつJAZZ BERRYで登場します。
ｻｲｽﾞ:ﾚﾃﾞｨｽ34～39
素材:スエード
ｶﾗｰ展開:ジャズベリー

Sergio Rossi
商品名:sr1
価格:165,000円

Sergio Rossi
商品名:sr1
価格:150,000円

BALLY
商品名:TILSON（左）
価格:80,000円

BALLY
商品名:TROSVENOR（右）
価格:65,000円

ﾊｲｸｵﾘﾃｨなﾊﾟｲｿﾝ素材をつややかにﾗﾐﾈｰﾄ加工し、
ﾋﾞｼﾞｭｰをあしらったｽﾍﾟｼｬﾙなｼｭｰｽﾞ｡靴職人の伝統
的な技が光る一足です。
素材:ﾊﾟｲｿﾝ
ｶﾗｰ展開:ﾌﾞﾛﾝｽﾞ

ﾊｲｸｵﾘﾃｨなﾊﾟｲｿﾝ素材をつややかなｺﾞｰﾙﾄﾞで染め､
ﾋﾞｼﾞｭｰをあしらったｽﾍﾟｼｬﾙなｼｭｰｽﾞ｡靴職人の伝統
的な技が光る一足です。
素材:ﾊﾟｲｿﾝ
ｶﾗｰ展開:ﾌﾞﾛﾝｽﾞ

ﾊﾞﾘｰ2017 春夏ｺﾚｸｼｮﾝから、ｽｲｽを象徴するｴｰ
ﾃﾞﾙﾜｲｽをﾓﾁｰﾌにしたﾐﾆﾊﾞｯｸﾞをご紹介します。
華やかな刺しゅうとﾄﾚﾝﾄﾞのｽﾀｯｽﾞづかいに、華
奢なｽﾄﾗｯﾌﾟを合わせ上品な印象を演出してい
ます。
ｻｲｽﾞ:H11×W20×D5cm
素材:CALF
ｶﾗｰ展開:ｵﾌﾎﾜｲﾄ

ｽｲｽで1851年に創業したﾊﾞﾘｰから、ｽｲｽを象徴す
るｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽをﾓﾁｰﾌにしたｺﾚｸｼｮﾝをご紹介します。
ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽの刺しゅうにﾄﾚﾝﾄﾞのｽﾀｯｽﾞをあしらい、
上品で華やかな印象のｳｫﾚｯﾄです。
ｻｲｽﾞ:H10×W19×D2cm
素材:CALF
ｶﾗｰ展開:ｵﾌﾎﾜｲﾄ

BALLY
商品名:BOELL-R
価格:86,000円

H.P.FRANCE BIJOUX
商品名:Calorina Bucci recharmed Necklace
価格:780,000円

Quarant’otto
商品名:Una Storia a Firenze ～ある物語～
価格:200,000円

2017春夏ｺﾚｸｼｮﾝから、ｽｲｽで創業したﾊﾞﾘｰならで
はのｱｲｺﾝであるｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽをあしらったｿﾌﾄﾛｰﾌｧｰ
をご紹介します。ﾊﾞﾘｰのｿﾌﾄﾛｰﾌｧｰは、気取らない
着こなしに最適な履き心地のよいﾌﾗｯﾄｼｭｰｽﾞ。ｶｳﾝ
ﾀｰを立てて履けば街歩きにぴったりなﾛｰﾌｧｰに、
中に織り込めばｶｼﾞｭｱﾙなﾊﾞﾌﾞｰｼｭ風と、二通りの履
き方をお楽しみいただけます。
素材:CALF
ｶﾗｰ展開:ｵﾌﾎﾜｲﾄ

ﾌｨﾚﾝﾂｪの宝飾業を営む家系に生まれたｷｬﾛﾘｰﾅ･
ﾌﾞｯﾁが収集した、ｱﾝﾃｨｰｸﾁｬｰﾑや自らﾃﾞｻﾞｲﾝした
ﾊﾟｰﾂを天然石と組み合わせたｽﾍﾟｼｬﾙな一品や、
天然石に通して新しくよみがえらせた希少価値の
高い一品です｡

H.P.FRANCE BIJOUX
商品名:Sweet pea
価格:チョーカー 195,000円
ブレスレット 155,000円

AbHerï
商品名:Tsubaki
価格:ﾁｪｰﾝﾘﾝｸﾞ 490,000円
ﾈｯｸﾚｽ 370,000円

AHKAH
商品名:akemiayano手鞠ネックレス・ピアス
価格:ﾈｯｸﾚｽ 210,000円
ﾋﾟｱｽ 320,000円

ｶﾒﾘｱとして世界中で愛されている日本原産の｢椿｣
をｲﾒｰｼﾞにﾃﾞｻﾞｲﾝされたｺﾚｸｼｮﾝ｡日本の繊細な彫
金技術とｱﾍﾞﾘ独自のｵｰﾙﾄﾞﾏｲﾝｶｯﾄのﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ、西
洋の伝統的な宝飾技術を融合しています。
ｻｲｽﾞ: ﾁｪｰﾝﾘﾝｸﾞ 6号～25号（ｻｲｽﾞ調節可）
ﾈｯｸﾚｽ ﾁｪｰﾝ最長45cm（ｱｼﾞｬｽﾀｰ付）

ﾓﾀﾞﾝｼﾞｬﾊﾟﾆｽﾑをｺﾝｾﾌﾟﾄにする｢akemiayano｣が、日
本の伝統工芸から発想を得て、斬新なｼﾞｭｴﾘｰを提
案｡ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの細かなｾｯﾃｨﾝｸﾞで表現した梅の花の
中にﾊﾟｰﾙを埋め込んで｢鞠｣を表現しています｡
ｻｲｽﾞ:ﾈｯｸﾚｽ ﾁｪｰﾝ約70cm TOP約1.1cm
ﾋﾟｱｽ TOP約1.1cm ﾁｪｰﾝ約4.3cm
素材:K18ｲｴﾛｰｺﾞｰﾙﾄﾞ、南洋ﾊﾟｰﾙ、ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

Maison de NADIA
商品名:“ARROW”
(ブランド名：ROBINSON PELHAM)価格:ﾈｯｸ
ﾚｽ 443,880円～、
ﾋﾟｱｽ（ｼﾝｸﾞﾙ） 135,000円～

ﾛﾝﾄﾞﾝ発、ｼﾞｭｴﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞSWEET PEAの限定ｺﾚｸ
ｼｮﾝは、ｺﾞｰﾙﾄﾞの円盤型ﾌﾟﾚｰﾄに、3種のﾒｯｾｰｼﾞ
が刻まれたﾁｮｰｶｰと、ﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ。ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾃﾞｨﾚ
ｸﾀｰ、ｼﾎﾞｰﾝ・ｵﾆｰﾙのお気に入りの言葉を刻ん
だ、特別なｺﾚｸｼｮﾝです。
素材:18Kｺﾞｰﾙﾄﾞ

今ｼｰｽﾞﾝのﾃｰﾏであるRock Spiritを色濃く表現した
新ﾓﾃﾞﾙのｽﾆｰｶｰ｡1足に174個の半球ｽﾀｯｽﾞがあし
らわれ､高級感とﾛｯｸﾃｲｽﾄが融合しています｡ｼﾞｰﾝ
ｽﾞﾃｲｽﾄの斬新なｶﾗｰを展開します。
ｻｲｽﾞ:ﾒﾝｽﾞ40～44
素材:ｶｰﾌﾚｻﾞｰ
ｶﾗｰ展開:ｼﾞｰﾝｽﾞ

「ある物語」という名前の通り、そこに立つ男女のこ
れからのｽﾄｰﾘｰは、身に着ける人自身が想像して
いくものです。～これは出会い？それとも・・・～とい
う詩が与えられており、ｲﾀﾘｱ伝統のﾌｨﾚﾝﾂｪ彫が贅
沢に施されています。
素材:K18WG K18YG Diamond

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

EYEFUNNY
商品名:DIAMOND SMILEY
価格:1,200,000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

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ初の機械式時計｡ﾊｰﾌｽｹﾙﾄﾝ文字盤にﾌﾟﾗﾁﾅ
950素材のﾌﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｽﾏｲﾙ。ﾊﾟﾘのｺﾚｯﾄ他、世界
有名店とGINZA SIX店のみでのﾘﾐﾃｯﾄﾞｴﾃﾞｨｼｮﾝ。
素材:ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ,ﾌﾟﾗﾁﾅ950/ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ
ｶﾗｰ展開:DLCﾌﾞﾗｯｸ（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾗｲｸ ｶｰﾎﾞﾝ
ﾌﾞﾗｯｸ）

MIMI
商品名:AURORA RING
価格:500,000円

THE SHOWCASE by Delupin
商品名:Ileana Makri Baguette Eye Ring
価格:750,000円

Jo Malone London
商品名:メンズコロンコレクション
価格:16,200円

ﾛﾝﾄﾞﾝ発・ﾛﾋﾞﾝｿﾝ ﾍﾟﾗﾑより、限定ｼﾞｭｴﾘｰ（ﾈｯｸﾚｽ4
型・ﾋﾟｱｽ1型）が登場します。『勇気』を意味する矢じ
るしのﾓﾁｰﾌが、ﾚｲﾝﾎﾞｰなｶﾗｰやﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞで彩られ
た、ｼﾝﾎﾞﾘｯｸなﾃﾞｻﾞｲﾝ。
素材:K18/ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ・ｻﾌｧｲｱ・ｶﾞｰﾈｯﾄ

ﾏｻﾞｰｵﾌﾞﾊﾟｰﾙ のﾅﾁｭﾗﾙなｳｪｰｳﾞの形状をそのまま
活かし、ひとつひとつの形に合わせてｾｯﾃｨﾝｸﾞする、
非常に繊細な作業の末にできたｺﾚｸｼｮﾝ｡優しい色
調の輝きを持つﾏｻﾞｰｵﾌﾞﾊﾟｰﾙのしなやかなﾌｫﾙﾑが
特徴です。
ｻｲｽﾞ:#9、11、13（ｻｲｽﾞ直し可）
素材:18KWG/DI/ｺﾝｸｼｴﾙ

神秘的なものから色濃く影響を受けたﾃﾞｻﾞｲﾝを発
表しているIleana Makri。ｸｵﾘﾃｨの高い透明度のあ
るﾊﾞｹﾞｯﾄﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞを瞳のﾃﾞｻﾞｲﾝの下に配したﾌﾟﾚｼｬ
ｽで印象的なﾘﾝｸﾞです。
ｻｲｽﾞ:#9、11、13（サイズ直し可）
素材:18KYG（ｲｴﾛｰｺﾞｰﾙﾄﾞ）/DI/ｴﾒﾗﾙﾄﾞ/
ｻﾌｧｲﾔ

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞのﾌｨﾛｿﾌｨでもある｢ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ ｺﾝﾊﾞｲﾆﾝｸﾞ｣(=
異なる香りの重ねづけ)を楽しめる5本ｾｯﾄの贅沢な
ｺﾚｸｼｮﾝ｡香りはﾍﾞｽﾄｾﾗｰの｢ﾀﾞｰｸ ｱﾝﾊﾞｰ & ｼﾞﾝｼﾞｬｰ
ﾘﾘｰ ｺﾛﾝ ｲﾝﾃﾝｽ｣｢ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ ｺﾛﾝ｣「ｱﾝﾊﾞｰ & ﾗﾍﾞ
ﾝﾀﾞｰ ｺﾛﾝ」｢ｳｯﾄﾞ ｾｰｼﾞ & ｼｰ ｿﾙﾄ ｺﾛﾝ｣｢ｲﾝｾﾝｽ & ｾ
ﾄﾞﾗ ｺﾛﾝ ｲﾝﾃﾝｽ｣｡ｷﾞﾌﾄとしてもおすすめ｡
内容量：各9ml

FRANCK MULLER GENEVE
商品名:VANGUARD
<GINZA SIX限定モデル>
価格:1,100,000円(予定)

FRANCK MULLER GENEVE
商品名:VANGUARD LADY
<GINZA SIX限定モデル>
価格:930,000円

SIXIÉME GINZA
商品名:トートバッグ
価格: 3,780円

SIXIÉME GINZA
商品名:マルシェトートバッグ
価格: 10,260円

2015年にﾌﾗﾝｸﾐｭﾗｰのﾆｭｰｺﾝｾﾌﾟﾄﾓﾃﾞﾙとして発売さ
れたｼﾘｰｽﾞのGINZA SIX限定色｡GINZA SIXにあわ
せたﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰなｶﾗｰに仕上がりました｡ﾒﾝｽﾞは爽
やかな雰囲気の白いﾀﾞｲｱﾙにﾌﾞﾙｰのｲﾝﾃﾞｯｸｽとｻｲ
ﾄﾞﾒﾀﾙを採用しています｡
ｻｲｽﾞ:53.7×44mm
素材:ｽﾃﾝﾚｽｽﾃｨｰﾙ

2015年にﾌﾗﾝｸﾐｭﾗｰのﾆｭｰｺﾝｾﾌﾟﾄﾓﾃﾞﾙとして発売さ
れたｼﾘｰｽﾞのGINZA SIX限定色｡GINZA SIXにあわ
せたﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰなｶﾗｰに仕上がりました｡ﾚﾃﾞｨｽは女
性らしさを演出するﾚｯﾄﾞのｲﾝﾃﾞｯｸｽとｻｲﾄﾞﾒﾀﾙを採
用しています｡
ｻｲｽﾞ:53.7×44mm
素材:ｽﾃﾝﾚｽｽﾃｨｰﾙ

ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰYOCO（永宮陽子）氏とのｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝに
よる遊び心あるｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ。
撥水加工を施し、丈夫で使い勝手も抜群です。
ｻｲｽﾞ:W380×H415mm
素材:ｺｯﾄﾝｷｬﾝﾊﾞｽ
ｶﾗｰ展開:ﾎﾜｲﾄ

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾈｰﾑを贅沢に刺繍し、ｻｲﾄﾞﾎﾟｹｯﾄに内ﾎﾟｹｯﾄ、
そしてﾏﾁもたっぷりとった機能的な作りなので、お
買い物やｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ、機内への持ち込み用のﾊﾞｯｸﾞ
としてｵｽｽﾒです。
ｻｲｽﾞ:W370×H220×D200mm
素材:ｺｯﾄﾝｷｬﾝﾊﾞｽ
ｶﾗｰ展開:ﾌﾞﾗｯｸ,ﾎﾜｲﾄ

GINZA SIX特別商品リスト
□2F

※価格は全て税抜です。また販売数量、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。
※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。

SIXIÉME GINZA
商品名:ポーチ（S,M,L）
価格:Sサイズ 1,944円
Mサイズ 2,700円
Lサイズ 3,240円
ﾊﾞｯｸﾞの中の整理整頓を助けてくれて、使い分けし
易い3ｻｲｽﾞ展開です。ｶﾗｰも気分を上げてくれる3色
展開でご用意いたします。そして、ﾎﾟｰﾁの中は、ｲﾗ
ｽﾄﾚｰﾀｰYOCO（永宮陽子）氏とのｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ仕様
となっています。
ｻｲｽﾞ:S,M,L
素材:合成皮革
ｶﾗｰ展開:ｲｴﾛｰ,ｼﾙﾊﾞｰ,ﾌﾞﾙｰ

2017年2月14日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX特別商品リスト
□3F

2017年2月13日
GINZA SIX PR事務局

※価格は全て税抜です。また販売数量、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。
※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。

KENZO
商品名:タイガースウェット
価格:36,000円

DSQUARED2
商品名:ストリップスウォッシュデニム
価格:59,000円

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

Maison Margiela
商品名:クラフトマン ハイカットスニーカー
価格:158,000円

2017年ｺﾚｸｼｮﾝのﾃｰﾏである70’Sのﾌﾞﾘﾃｨｯ
ｼｭ･ｶﾙﾁｬｰとﾊﾟﾝｸﾛｯｸからｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝを得
たﾌﾞﾘｰﾁﾊﾟﾀｰﾝ｡ﾒﾝｽﾞは「ｸﾚﾒﾝﾄ」、ﾚﾃﾞｨｽは
「ｸｰﾙｶﾞｰﾙｸﾛｯﾌﾟﾄﾞ」の人気ﾓﾃﾞﾙを限定に。
素材:ｺｯﾄﾝ98%,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ2%

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

ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟを解体する中で偶然生まれた斬新
なﾃﾞｻﾞｲﾝ｡完璧なﾌﾟﾛﾎﾟｰｼｮﾝは職人技が集
結した世界を表現｡ｽﾃｨｯﾁからﾎﾁｷｽまで仕
上げの工程と全てのﾃﾞｨﾃｰﾙを手作業で創
作｡
ｻｲｽﾞ:ﾒﾝｽﾞ41,42,43,44 素材:牛革

ALEXANDER McQUEEN
商品名:オーバーサイズ キャットウォーク
スニーカー
価格:99,000円

3.1 Phillip Lim
商品名:｢ROSE｣プリントTシャツ
価格:22,000円

3.1 Phillip Lim
商品名: ｢NO LOGO｣Tシャツ
価格:18,000円

ﾌﾛﾝﾄに一本の薔薇を大きく大胆にプリントさ
れたTｼｬﾂ。色はｱﾝﾃｨｰｸﾎﾜｲﾄを使用し深み
のある自然な印象にしました。
ｻｲｽﾞ:ﾚﾃﾞｨｽXS～L
素材:綿100%
ｶﾗｰ展開:ｱﾝﾃｨｰｸﾎﾜｲﾄ

ﾌﾛﾝﾄに「NO LOGO（＝ﾛｺﾞなし）」というｳｨｯﾄ
に富んだﾃﾞｻﾞｲﾝがﾌﾟﾘﾝﾄされたTｼｬﾂ。
ｻｲｽﾞ:XS～XL
素材:綿100%
ｶﾗｰ展開:ｱﾝﾃｨｰｸﾎﾜｲﾄ,ｿﾌﾄﾌﾞﾗｯｸ

MARNI
商品名:マルチポケットバッグ
価格:169,000円

Mulberry
商品名: Small Pembroke Stripe(Plexiglas)
価格: 215,000円

ADEAM
商品名:パールエンブロイダリー ロングドレス
価格: 68,000円

ｲﾝﾊﾟｸﾄ抜群なﾚｯﾄﾞｶﾗｰは程よいﾕｰｽﾞﾄﾞ感を
演出｡ｳｪｽﾄと太ももはゆとりを持たせつつ､
膝から下のﾃｰﾊﾟｰﾄﾞを強調させたﾒﾘﾊﾘのき
いたｼﾙｴｯﾄのﾊﾞｲｶｰﾃﾞﾆﾑです。

3年ぶりにﾃﾞｻﾞｲﾝがﾘﾆｭｰｱﾙされ、ﾎﾟｹｯﾄが
立体的になりました。ｻｲﾄﾞのｼﾞｯﾊﾟｰでﾎﾞﾘｭｰ
ﾑを調整でき、ｼｰﾝに合わせてお使いいただ
けます。
ｻｲｽﾞ:W36×H32cm
素材:ｶｰﾌ
ｶﾗｰ展開:ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ,ﾌﾞﾗｯｸ、ｶｰｷ

ﾓﾀﾞﾝなﾌｫﾙﾑに英国のｽｸｰﾙﾕﾆﾌｫｰﾑに見受
けられる濃紺、白とｽﾄﾗｲﾌﾟｶﾗｰを用いた、小
ぶりｻｲｽﾞのSmall Pembrokeです。
ｻｲｽﾞ:H12×W21×D10cm
素材:Plexiglass&Smooth Calf
ｶﾗｰ展開:Midnight-White-Burgundy

詳胸元にﾊﾟｰﾙ刺繍が施された、ﾊﾞｯｸの編み
上げのﾃﾞｨﾃｨｰﾙがﾎﾟｲﾝﾄ。繊細でﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘ
ﾅｰな印象ながら、ｼﾜになりにくい耐久性の
ある素材を使用しているので、特別な日から
ﾃﾞｲﾘｰまで様々なｼｰﾝでお楽しみいただける
一着です。
ｻｲｽﾞ:0,2
素材:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%
ｶﾗｰ展開:ﾌﾞﾗｯｸのみ

ADEAM
商品名:ダブルフェイス ニットローブ
価格: 110,000円

lucien pellat-finet
商品名:コットンジャケットwithクリスタルスカル
価格:400,000円（ﾒﾝｽﾞ）、380,000円（ﾚﾃﾞｨｰｽ）

lucien pellat-finet
商品名: オープン記念コットンＴシャツ
価格: 100,000円

BELSTAFF
商品名:GREENSTED BLOUSON MAN
価格:225,000円

なめらかな肌ざわりのﾀﾞﾌﾞﾙﾌｪｲｽのﾆｯﾄﾛｰﾌﾞ
です。大きめのﾌｰﾄﾞとﾎﾟｹｯﾄに入った刺繍が
ﾎﾟｲﾝﾄ。ｵｰﾊﾞｰｻｲｽﾞのｼﾙｴｯﾄでざっくりと着
るのがおすすめです。
ｻｲｽﾞ:ﾌﾘｰ
素材:ﾚｰﾖﾝｼﾙｸ
ｶﾗｰ展開:ｶﾌﾟﾁｰﾉ,ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ
（*ｶﾌﾟﾁｰﾉがGINZA SIX限定ｶﾗｰ）

初夏に向けたｺｯﾄﾝ素材のﾃｰﾗｰﾄﾞｼﾞｬｹｯﾄ。
背中のｸﾘｽﾀﾙｽｶﾙが存在感をだしています。
ｻｲｽﾞ:ﾒﾝｽﾞS～XL、ﾚﾃﾞｨｽXS～S
素材:綿100％
ｶﾗｰ展開:白・グレー・紺

ｵｰﾌﾟﾝを記念したGINZA SIX店限定ﾓﾃﾞﾙで
す。胸にｸﾘｽﾀﾙのﾌﾞﾗﾝﾄﾞｲﾆｼｬﾙ、背中に
2017年を意味する17のﾅﾝﾊﾞｰが入ります。
ｻｲｽﾞ:ﾒﾝｽﾞS～L、ﾚﾃﾞｲｽXS～M
素材:ｺｯﾄﾝ100％
ｶﾗｰ展開:白・黒

素材はﾗﾑｽｷﾝ｡ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの象徴的なﾀﾞﾌﾞﾙﾗｲ
ﾀﾞｰｽのｼﾙｴｯﾄはｼｮﾙﾀﾞｰにﾘﾝｸﾞｽﾃｯﾁを施し､
ﾊﾞｰﾆｯｼｭ加工されたﾗﾑｽｷﾝを使用すること
でﾓﾀﾞﾝﾍﾘﾃｰｼﾞな雰囲気を表現しました｡
ｻｲｽﾞ:ﾒﾝｽﾞ44,46,48,50
素材:ﾗﾑｽｷﾝ
ｶﾗｰ展開:BLACK

BELSTAFF
商品名:COLEFORT BLOUSON WOMAN
価格:225,000円

rag & bone
商品名:8 Ball Tee
価格:18,000円

rag & bone
商品名:Boyfriend Short
価格:27,000円

素材はｶｰﾌｽｷﾝ｡ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの象徴的なﾀﾞﾌﾞﾙﾗｲ
ﾀﾞｰｽのｼﾙｴｯﾄをｶﾗｰﾌﾞﾛｯｷﾝｸﾞによりﾓﾀﾞﾝに
表現｡手作業によるﾊﾝﾄﾞﾜｯｸｽ加工の軽量ﾚ
ｻﾞｰが使用されています。
ｻｲｽﾞ:ﾚﾃﾞｨｽ36,38,40
素材:ｶｰﾌｽｷﾝ
ｶﾗｰ展開:BLACK×DARK BROWN

2017年春夏ｺﾚｸｼｮﾝのﾗﾝｳｪｲに登場した
”8 Ball Tee“。90年代のｽﾄﾘｰﾄｼｰﾝで人気を
博した、ﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞの8 Ball（ｴｲﾄﾎﾞｰﾙ）を服に
落としこんだ”8 Ball Jacket”をｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝ
源としたTｼｬﾂです。2017年春夏ｺﾚｸｼｮﾝで
は、ﾒﾝｽﾞ・ｳｨﾒﾝｽﾞ共にこの8 Ballﾓﾁｰﾌのｱｲ
ﾃﾑがｷｰｱｲﾃﾑとして登場しています。
ｻｲｽﾞ:XS,S,M

ﾃﾞﾆﾑやTｼｬﾂなどのｶｼﾞｭｱﾙｳｪｱを取り揃え
たﾗｲﾝ、rag & bone/JEANから、人気のﾃﾞﾆﾑ
ｼｮｰﾄﾊﾟﾝﾂのGINZA SIX限定ｶﾗｰが登場しま
す。ﾎﾞｰｲﾌﾚﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟのｼﾙｴｯﾄで、ﾌﾛﾝﾄに大
胆に施されたｸﾗｯｼｭがﾎﾟｲﾝﾄです。
ｻｲｽﾞ:23～26

MACKINTOSH
商品名:MACKINTOSH×PORTER
「BACKPACK」
価格:56,750円

MACKINTOSH
商品名:MACKINTOSH×PORTER
「HELMET BAG」
価格:50,430円

MM6 Maison Margiela
商品名:“ＡＮＮＩＶ”プリントカットソー
価格:44,000円

UNDERCOVER
商品名:カスタムデニムパンツ
価格: INDIGO 88,000円
BLACK 77,000円

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

MOSCHINO
商品名:Ｔ-shirt short sleeve with heart（左）
T-shirts short sleeve with
Moschino logo and heart shaped
capsule（右）
価格:各 27,000円
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを象徴するﾃﾞｻﾞｲﾝのGINZA SIX限定
Ｔｼｬﾂが登場。2017春夏ｺﾚｸｼｮﾝのﾃｰﾏであ
る、ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞｰﾙの手がﾊｰﾄを掴むｲﾗｽﾄと、
ﾊｰﾄ型ｶﾌﾟｾﾙでMOSCHINOのﾛｺﾞを描く2種。
ｻｲｽﾞ:38,40,42
素材:綿100%
ｶﾗｰ展開:白、黒
NEIL BARRETT
商 品 名 :SKINNY LEG ERGODYNAMIC
JEANS
価格:71,000円

2017年春夏よりｽﾀｰﾄしたMACKINTOSH×PORTER
のｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝｱｲﾃﾑです。GINZA SIX限定ﾓﾃﾞﾙと
して、「HELMET BAG」のﾚｻﾞｰﾊﾞｰｼﾞｮﾝがﾌﾞ
ﾗｯｸで登場します。
ｻｲｽﾞ:ﾌﾘｰ
素材:ﾚｻﾞｰ
ｶﾗｰ展開:ﾌﾞﾗｯｸ

ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ・ﾏｯｸｲｰﾝの人気ｱｲﾃﾑである
“ｵｰﾊﾞｰｻｲｽﾞｽﾆｰｶｰ”をGINZA SIXｴｸｽｸﾙｰ
ｼﾌﾞﾓﾃﾞﾙとしてﾃﾞｻﾞｲﾝ。ｵｰﾊﾞｰｻｲｽﾞなｿｰﾙと、
2017年春夏ｺﾚｸｼｮﾝのﾗﾝｳｪｲからｲﾝｽﾋﾟﾚｰ
ｼｮﾝを得たｽﾀｯｽﾞが印象的なｽﾆｰｶｰです。
ｻｲｽﾞ:ﾒﾝｽﾞ39～43 ﾚﾃﾞｨｽ35～38
素材:ｶｰﾌﾚｻﾞｰ

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの歴史を刻んだﾌﾟﾘﾝﾄのｶｯﾄｿｰ｡斬新
な素材のｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝで､ﾍﾞｰｼｯｸｱｲﾃﾑにひ
ねりを効かせたﾓﾀﾞﾝでﾕﾆｰｸなｽﾀｲﾙを表現
した印象に残る一品です｡
ｻｲｽﾞ:ﾚﾃﾞｲｽS,M,L 素材:ｺｯﾄﾝ、ｷｭﾌﾟﾗ
ｶﾗｰ展開:ﾌﾞﾗｯｸ×ﾍﾟﾄﾛｰﾙ

17SSｺﾚｸｼｮﾝの象徴的な柄をｳｪｽﾄ部分に
取り入れ､ﾀﾞﾒｰｼﾞ加工されたﾃﾞﾆﾑﾊﾟﾝﾂにﾃﾞ
ｻﾞｲﾅｰがｶｽﾀﾑを施したｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾞｰｼﾞｮﾝ｡
ｻｲｽﾞ:1,2,3
素材:ｺｯﾄﾝ97%,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ3%（本体）
ｼﾙｸ100%（ﾌﾘﾝｼﾞ）
ｶﾗｰ展開:INDIGO,BLACK

2017年春夏よりｽﾀｰﾄしたMACKINTOSH×PORTER
のｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ。GINZA SIX限定ﾓﾃﾞﾙとして、
「BACKPACK」がﾚｻﾞｰﾊﾞｰｼﾞｮﾝのﾌﾞﾗｯｸで登場しま
す。
ｻｲｽﾞ:ﾌﾘｰ
素材:ﾚｻﾞｰ
ｶﾗｰ展開:ﾌﾞﾗｯｸ
BY MALENE BIRGER
商品名:ポーチ(POUCHYLE)
価格: 31,000円
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを代表するｼｸﾞﾈﾁｬｰﾌﾟﾘﾝﾄ｢ｱﾗﾋﾞｯｸﾌﾗ
ﾜｰ｣を型押しした新色ﾓﾃﾞﾙ｡ｶｳﾚｻﾞｰを使用
した質感も手なじみよくﾃﾞｻﾞｲﾝも洗練されて
います｡
ｶﾗｰ:ｿﾌﾄﾎﾜｲﾄ,ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ(限定色)
素材:ｶｳﾚｻﾞｰ

BY MALENE BIRGER
商品名:丸型ポーチ(NIMBOLE)
価格:18,000円

EQUIPMENT
商品名:LENNY T-SHIRT
価格:12.000円

Vivienne Westwood
商品名:BOUCHER BACK STAGE T-Shirt
価格:25,000円

DIESEL BLACK GOLD
商品名:デニムパンツ
価格:49,000円

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを代表するｼｸﾞﾈﾁｬｰﾌﾟﾘﾝﾄ｢ｱﾗﾋﾞｯｸﾌﾗ
ﾜｰ｣を型押しした新色ﾓﾃﾞﾙ｡ｶｳﾚｻﾞｰを使用
した質感も手なじみよくﾃﾞｻﾞｲﾝも洗練されて
います｡
ｶﾗｰ:ｿﾌﾄﾎﾜｲﾄ、ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ(限定色)
素材:ｶｳﾚｻﾞｰ

100%ﾋﾟﾏｺｯﾄﾝを使用｡ｺｯﾄﾝでありながら､上
質な素材ならではの光沢感がある大人のた
めのTｼｬﾂ｡襟のﾘﾌﾞが広く､また腕がきれい
に見える袖のｶｯﾃｨﾝｸﾞなど、随所にこだわり
が詰まっています｡
ｻｲｽﾞ:XS,S
素材:100%ﾋﾟﾏｺｯﾄﾝ
ｶﾗｰ展開:ﾎﾜｲﾄ、ﾌﾞﾗｯｸ

ｳﾞｨｳﾞｨｱﾝ・ｳｴｽﾄｳｯﾄﾞが敬愛する画家、ﾌﾗﾝｿ
ﾜ・ﾌﾞｰｼｪの絵画をﾌﾟﾘﾝﾄした、17SSﾊﾟﾘｺﾚｸ
ｼｮﾝｼｮｰのﾊﾞｯｸｽﾃｰｼﾞTｼｬﾂ。

ｸﾞﾚｲのｽｷﾆｰﾃﾞﾆﾑにﾌﾞﾗｯｸのﾃﾞｨｯﾌﾟﾀﾞｲやｺｰ
ﾃｨﾝｸﾞ加工が剥がれたようなｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝｶﾗｰ
に注目。何層も加工を重ねた拘りの1本です。
ｻｲｽﾞ:28,30,32,34
素材:ｺｯﾄﾝ98%,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ2%
ｶﾗｰ展開:ﾌﾞﾗｯｸ

GINZA SIX特別商品リスト
□3F

2017年2月13日
GINZA SIX PR事務局

※価格は全て税抜です。また販売数量、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。
※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。

DIESEL BLACK GOLD
商品名:デニムパンツ
価格:49,000円

KAREN WALKER
商品名:アイウェア
(Emmanuel ゴールドメタルフレーム)
価格:39,000円

CoSTUME NATIONAL
商品名/価格:
CN ginzatote（左）/135,000円
CN ginzashouldertote（右）/110,000円

ALEXANDRE DE PARIS
商品名/価格:
スパイク ノワール ラウンド（小）/30,000円
スパイク ノワール ポニー（大）/49,000円

ｱｲｳｪｱ本来の構造をあえてさらけ出し､まる
でﾌﾚｰﾑが顔に浮遊しているような、今まで
にない未来的なﾃﾞｻﾞｲﾝ｡ﾌﾞﾗﾝﾄﾞのｱｲｺﾝであ
るArrow(矢)ﾓﾁｰﾌがﾌﾛﾝﾄにﾃﾞｻﾞｲﾝされてい
ます。
素材:ｺﾞｰﾙﾄﾞﾒﾀﾙ
ｶﾗｰ展開:

表素材はｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾞﾙｰと称される藍染の国産
ﾚｻﾞｰを使用しています。対照的に裏素材に
はｼﾙﾊﾞｰ箔を貼りｼｭﾘﾝｸ加工を施したﾋﾟｯｸﾞｽ
ｷﾝを使用。ｼﾝﾌﾟﾙ・ﾐﾆﾏﾑなつくりながら、見
えないところで、華やかさやを表現していま
す。
ｻｲｽﾞ:onesize
素材:牛革
ｶﾗｰ展開:indigoblue

ﾍﾞｰｽからﾊﾟｰﾙ､ｽﾀｯｽﾞまでｵｰﾙﾌﾞﾗｯｸで統一
したｼｬｰﾌﾟな印象のﾊﾞﾚｯﾀ｡ｻｲﾄﾞのｽﾜﾛﾌｽｷｰ
のｼﾙﾊﾞｰがﾎﾟｲﾝﾄ｡様々なﾏﾃﾘｱﾙが生み出
す表情も魅力的です｡
ｻｲｽﾞ:1.5×9cm（大）、1.5×6cm（小）
素材:ｱｾﾃｰﾄ樹脂,ｽﾜﾛﾌｽｷｰ
ｶﾗｰ展開:ﾌﾞﾗｯｸ

See By Chloé
商品名:HANA
価格:59,000円

TARA JARMON
商品名:Jacquard Pop robe
価格:73,000円

TARA JARMON
商品名:Rayures Jour robe
価格:63,000円

FABIANA FILIPPI
商品名:ALISA
価格:137,000円

ｸ ﾛ ｴ の DNA を 受 け 継 い だ ｼ ｮ ﾙ ﾀ ﾞ ｰ ﾊ ﾞ ｯ ｸ ﾞ
｢HANA｣｡ﾚｻﾞｰを編みこんだ丸いｺﾞｰﾙﾄﾞのﾘ
ﾝｸﾞとｷｰﾓﾁｰﾌﾁｬｰﾑ､存在感のあるｽﾃｯﾁや
ﾌｪﾐﾆﾝな丸いﾌｫﾙﾑが特徴。限定ｶﾗｰが2色
登場いたします。
ｻｲｽﾞ:W22×H18.5×D7cm
ｶﾗｰ展開:Cheek,Motty grey

17SSのﾃｰﾏは｢L’EAU D’ETÉ｣(夏の水)。ﾘ
ｿﾞｰﾄ感あふれるｼﾞｬｶｰﾄﾞ地に水をｲﾒｰｼﾞした
ﾌﾞﾙｰのﾗｲﾝがﾎﾟｲﾝﾄのﾌﾟﾚｲﾌﾙなﾐﾆﾄﾞﾚｽです。
ｻｲｽﾞ:38
素材:本体部分 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ89%,ﾅｲﾛﾝ11%
別布部分 人工皮革
ｶﾗｰ展開:ｲｴﾛｰ

17SSのﾃｰﾏは｢L’EAU D’ETÉ｣(夏の水)。海
辺の砂浜をｲﾒｰｼﾞしたﾄﾞﾋﾞｰｽﾄﾗｲﾌﾟのﾄﾞﾚｽで
す。後ろﾗｯﾌﾟのﾃﾞｻﾞｲﾝや、大きめのﾊﾟｯｸﾎﾟ
ｹｯﾄがﾘｿﾞｰﾄにぴったりな1枚です。
ｻｲｽﾞ:38
素材:麻44%,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ38%,ﾚｰﾖﾝ16%、
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ2%
ｶﾗｰ展開:ﾄｰﾌﾟ

ﾚｻﾞｰﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞやﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄでﾌﾟﾚｼｬｽなﾌﾗｯﾌﾟ
などのﾃﾞｨﾃｨｰﾙがｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰなﾑｰﾄﾞです。
ｻｲｽﾞ:H36×W22×D11cm
素材:牛革

Blumarine
商品名:アンサンブル
価格:140,000円

Blumarine
商品名:トートバッグ
価格:45,000円

2006-2007年秋冬ｺﾚｸｼｮﾝで発表された人気
のﾘﾎﾞﾝとｼﾞｭｴﾙﾊﾟﾀｰﾝがGINZA SIXｵｰﾌﾟﾝの
為に復刻しました。柔らかな素材で着心地
の良いﾉｰｽﾘｰﾌﾞとｶｰﾃﾞｨｶﾞﾝがｾｯﾄになったｱ
ﾝｻﾝﾌﾞﾙです。
ｻｲｽﾞ:38、40
素材:ﾚｰﾖﾝ94%,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ6%

2006-2007年秋冬ｺﾚｸｼｮﾝで発表された人気
のﾘﾎﾞﾝとｼﾞｭｴﾙﾊﾟﾀｰﾝがGINZA SIXｵｰﾌﾟﾝの
為に復刻しました。A4ｻｲｽﾞの資料も入る便
利な大きさのﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞです。ﾊﾝﾄﾞﾙとﾛｺﾞに
は牛革を使用し、高級感が出ています。
ｻｲｽﾞ:H38×W30×D6cm
素材:ｺｯﾄﾝ（本体）,牛革（皮革部分）

ｸﾞﾚｲのｽｷﾆｰﾃﾞﾆﾑにﾌﾞﾗｯｸのﾃﾞｨｯﾌﾟﾀﾞｲやｺｰ
ﾃｨﾝｸﾞ加工が剥がれたようなｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝｶﾗｰ
に注目。何層も加工を重ねた拘りの1本です。
ｻｲｽﾞ:28,30,32,34
素材:ｺｯﾄﾝ98%,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ2%
ｶﾗｰ展開:ﾌﾞﾗｯｸ

GINZA SIX特別商品リスト
□4F
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GINZA SIX PR事務局

※価格は全て税抜です。また販売数量、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。
※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。

Theory
商品名:スリーブレスコート
価格:58,000円

Theory
商品名:ドローストリングプルオンパンツ
価格:38,000円

BEAMS HOUSE WOMEN
商品名:CINQUANTA×EFFE BEAMS
ムートンかごバッグ
価格:53,000円

BEAMS HOUSE WOMEN
商品名:REYC バルーンノースリーブ
ワンピース
価格:54,000円

ﾍﾞﾋﾞｰｻﾃﾝｼﾙｸにｳｫｯｼｭをかける事で、ｳﾞｨﾝ
ﾃｰｼﾞ感と洗練された表情に仕上げました。
ｻｲｽﾞ:P,S
素材:綿100%

ゆったりとしたｼﾙｴｯﾄとｳｴｽﾄの同色ﾄﾞﾛｰｽﾄ
ﾘﾝｸﾞがﾎﾟｲﾝﾄで､股上はやや深めでﾘﾗｯｸｽし
たｽﾀｲﾙ｡ﾌﾗｯﾄやｽﾆｰｶｰなどと合わせて着く
ずして履く､今期を代表するｲｰｼﾞｰﾊﾟﾝﾂです｡
ｻｲｽﾞ:P,S
素材:綿100%

ﾚｻﾞｰｱｲﾃﾑに定評がある｢CINQUANTA｣のｲ
ﾀﾘｱ製の別注ｱｲﾃﾑが登場｡かごﾊﾞｯｸﾞという
夏向けのｱｲﾃﾑに、取り外し可能なﾑｰﾄﾝを
あしらうことで､ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰかつｼｰｽﾞﾝﾚｽな
ﾊﾞｯｸﾞに仕上げました｡
ｻｲｽﾞ:H22×W18×D18cm
ｶﾗｰ展開:ECRU

昨ｼｰｽﾞﾝから立ち上がったｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ･ﾃﾞｨﾚｸ
ﾀｰのYOKO CHAN氏のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ｢REYC(ﾘｯｸ)｣
からGINZA SIX限定ｶﾗｰを展開｡

DRESSTERIOR
商品名:AVMリング・バングル

VULCANIZE London
商品名:ゴートのドレス
価格:136,000円

VULCANIZE London
商品名:ギーブス&フォークスのジャケット
価格:400,000円

ｷｬｻﾘﾝ妃ご愛用ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ｢ｺﾞｰﾄ｣。
ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ柄ﾚｰｽﾄﾞﾚｽがGINZASIX限定で登
場します。

｢ｷﾞｰﾌﾞｽ&ﾎｰｸｽ｣のﾊﾝﾄﾞｽﾃｨｯﾁで仕立てた限
定のｼﾞｬｹｯﾄ｡ｻｳﾞｨﾙ･ﾛｳのNo.1ﾃｰﾗｰなど第一
級の職人が仕立てたﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱｲﾃﾑです｡

VULCANIZE London
商品名:グローブ・トロッターのトラベル
ケース
価格:230,000円

VULCANIZE London
商品名:グローブ・トロッターのアタッシェ
ケース
価格:未定

PAUL SMITH
商品名/価格:
ジャケット（メンズ） 90,000円
トラウザーズ（メンズ） 35,000円

PAUL SMITH
商品名/価格:
ジャケット（レディス） 63,000円
トラウザーズ（レディス） 34,000円

「ｸﾞﾛｰﾌﾞ・ﾄﾞﾛｯﾀｰ」のｺｰﾅｰﾚｻﾞｰとﾊﾝﾄﾞﾙは、
英国王室御用達の「ｽｳｪｲﾝ・ｱﾄﾞﾆｰ」の上質
なﾌﾞﾗｲﾄﾞﾙﾚｻﾞｰ、ﾗｲﾆﾝｸﾞはｼｬﾂ界のﾛｰﾙｽ・ﾛ
ｲｽと称される「ﾀｰﾝﾌﾞﾙ&ｱｯｻｰ」の最高級の
ﾛﾝﾄﾞﾝｽﾄﾗｲﾌﾟ柄のﾌｧﾌﾞﾘｯｸで仕立てた特別
仕様です。

英国らしい上品なｳｨﾝﾄﾞｰﾍﾟｰﾝのｾｯﾄｱｯﾌﾟは、随所
に配されたｽﾃｯﾁやｺﾝﾄﾗｽﾄの効いた裏地にﾎﾟｰﾙ･
ｽﾐｽらしさを表現しています。ｸﾗｼｯｸの中にひねり
を効かせ、春夏のﾄﾞﾚｽｼｰﾝにふさわしい仕上がり
です。
ｻｲｽﾞ:M,L,XL 素材:毛100％ ｶﾗｰ展開:ｸﾞﾘｰﾝ

英国らしい上品なﾊﾝﾄﾞﾄｩｰｽのｾｯﾄｱｯﾌﾟ。ﾍﾞｰ
ｼｯｸなﾈｲﾋﾞｰ、裏地にはﾎﾟｰﾙ･ｽﾐｽには欠かせ
ないﾓﾁｰﾌであるﾌﾗﾜｰﾌﾟﾘﾝﾄがあしらわれてい
ます。このﾌﾗﾜｰﾌﾟﾘﾝﾄはGINZA SIXだけのｽﾍﾟ
ｼｬﾙﾌﾟﾘﾝﾄとなり、ｼｬﾂやTｼｬﾂなども展開され
ます。
ｻｲｽﾞ:38,40,42 素材:毛100% ｶﾗｰ展開:ﾈｲﾋﾞｰ

l‘hèritage
商品名:TOM WOOD Hexagon Ring
価格:ｼﾙﾊﾞｰ 45,000円/ｺﾞｰﾙﾄﾞ 72,000円

l’hèritage
商品名:MARTIN GRANT リトル ブラック ド
レス （Little black dress）
価格:118,000円

HELEN KAMINSKI
商品名:PANNA S
価格:49,000円

ﾃﾞｻﾞｲﾅｰが手作業で施した繊細な彫刻がｳﾘ
のｼﾞｭｴﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞAVM(ｱｰﾑ)｡PT･GD･SLなど
金属の特徴を活かしたﾌｫﾙﾑでｻｲｽﾞはｵｰ
ﾀﾞｰ可能｡ﾘﾝｸﾞやﾊﾝｸﾞﾙの内側には彫刻を施
し､様々な楽しみを表現しています。

｢TOM WOOD｣のｼﾞｭｴﾘｰのGINZA SIX限定
商品として､SIXの｢6｣にちなみ、六角形のﾓ
ﾁｰﾌ(Hexagon)のﾘﾝｸﾞをｽﾍﾟｼｬﾙｵｰﾀﾞｰ3種類
にて限定販売。
ｶﾗｰ展開: ｼﾙﾊﾞｰ,ｺﾞｰﾙﾄﾞ

TRANSIT PAR-SUCH
商品名:TRANSIT PAR-SUCH ニット
価格:29,000円

洗練されたｼﾝﾌﾟﾙなｼﾙｴｯﾄ､体の曲線に沿っ
た美しいﾌｫﾙﾑとｷﾞｬｻﾞｰがｴﾚｶﾞﾝﾄなﾌﾞﾗｯｸﾄﾞ
ﾚｽ。近年では女優ﾏﾘｵﾝ･ｺﾃｨﾔｰﾙが好んで
着用するなど､ｾﾚﾌﾞにも注目が高まっている
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞです｡
ｻｲｽﾞ:34,36
素材:ﾘﾈﾝ

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの象徴であるﾗﾌｨｱ椰子の葉を用い、
ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞで現代的なﾃﾞｻﾞｲﾝに仕上げていま
す｡
素材:指定外繊維（ﾗﾌｨｱ）100％
ｶﾗｰ展開:ﾁｬｺｰﾙ

本体は淡いﾋﾟﾝｸでﾌｪﾐﾆﾝなｲﾒｰｼﾞ、ﾚｻﾞｰは
定番では展開していないｴﾚｶﾞﾝﾄな純白を使
用し、内装はｲｷﾞﾘｽﾌｧﾝを魅了するﾘﾊﾞﾃｨの
2017SSﾌｧﾌﾞﾘｯｸをあしらった特別仕様の、
女性用ｽｰﾂｹｰｽです。

JOTARO SAITO
商品名:ドレスキモノ
価格:1,980,000円（仕立代金込）
現代を代表する新進気鋭のｷﾓﾉﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
JOTARO SAITOがGINZA SIXを記念して製
作した一点物ﾄﾞﾚｽｷﾓﾉはｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝ縞と手
描きの洋花柄で彩られた京友禅の逸品。
ｻｲｽﾞ:ｵｰﾀﾞｰ
素材:絹100％

Ground Y
商品名/価格:
ドレス / 82,000円
パンツ / 65,000円
GINZA SIXｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ記念とFINAL FANTASYの
30 周 年 を 記 念 し た ｽ ﾏ ﾎ 向 け RPG 「 FINAL
FANTASY BRAVE EXVIUS」のｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝｱ
ｲﾃﾑです。

PARIGOT
商品名:mame kurogouchi×PARIGOT
コラボレースキャミソール
価格: 38,000円

PARIGOT
商品名:muller of yoshiokubo×PARIGOT
コラボカットソー
価格: 15,000円

「mame」とのｺﾗﾎﾞが実現!ｵﾘｼﾞﾅﾙのﾚｰｽ刺繍生
地をPARIGOTｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞのﾃﾞｻﾞｲﾝとして作成。
刺繍特有の繊細なｶﾗｰとﾄﾚﾝﾄﾞのｷｬﾐｿｰﾙが見
事にﾏｯﾁした一枚。
ｻｲｽﾞ:1,2
素材:ﾅｲﾛﾝ82%,ﾋﾞｽｺｰｽﾚｰﾖﾝ18%
ｶﾗｰ展開:ﾋﾟﾝｸ,ﾊﾟｰﾌﾟﾙ

muller of yoshiokuboｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧﾌﾞﾘｯｸを使用し
たﾄﾞｯｷﾝｸﾞｶｯﾄｿｰ。袖のﾚｲﾔｰﾄﾞﾌﾘﾙに箔生地
をはさみこんで更にｺﾞｰｼﾞｬｽに仕上げました。
ｻｲｽﾞ:M
素材:ｺｯﾄﾝ100%, 別布 ﾘﾖｾﾙ70%,ｺｯﾄﾝ30%
ｶﾗｰ展開:ﾎﾜｲﾄ

PARIGOT
商品名:roberto collina×PARIGOT
価格: 32,000円

HELMUT LANG
商品名:DISCO BALL PRINT T SHIRT
価格:19,000円

CA4LA
商品名:ブレードハット
価格:39,000円

CA4LA
商品名:ブレードハット
価格:36,000円

ｲﾀﾘｱのﾆｯﾄﾌｧｸﾄﾘｰでﾌﾟﾗﾀﾞなどのﾆｯﾄも手が
ける老舗ﾒｰｶｰとの限定ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ。「南仏ﾘ
ｿﾞｰﾄ」がﾃｰﾏにあわせたｽﾄﾗｲﾌﾟ柄を提案しま
す。

NEW ORDERのｱﾙﾊﾞﾑ「RETRO」のｶﾊﾞｰからｲﾝ
ｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝを得たﾌﾟﾘﾝﾄTｼｬﾂ。ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝｿｰｽ
であるｱﾙﾊﾞﾑｶﾊﾞｰはｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾅｰPeter
Savileがﾗﾝｸﾞ氏へのｵﾏｰｼﾞｭとして製作したもの。
ｻｲｽﾞ:XS,S,M 素材:50％COTTON,50％RAYON
ｶﾗｰ展開:OPTIC WHITE

New Luxuryをｲﾒｰｼﾞし上質な国産の極細麻
ﾌﾞﾚｰﾄﾞで､表からﾐｼﾝ目の見えない特別な縫
製で仕立てたﾂﾊﾞ広ﾊｯﾄ。GINZA SIXにちな
み､光り輝くﾗｲﾝを 6 本縫い込んでいます。
素材:麻97％ ﾚｰﾖﾝ3％
ｶﾗｰ展開:BRN,BLK

文明開化の歴史を取り入れ今までにつなが
る粋な銀座ｽﾀｲﾙと､これから始まる GINZA
SIXｽﾀｲﾙを融合｡上質な国産の極細麻ﾌﾞﾚｰ
ﾄﾞで表からﾐｼﾝ目の見えない特別な縫製で
仕立てた中折れﾊｯﾄ｡和洋兼用｡
素材:麻100％
ｶﾗｰ展開:BEG,BLK,GRY

Theatre H.P.FRANCE
商品名:STEPHEN JONES TOPHAT
価格:ﾒﾝｽﾞ
199,000円
ﾚﾃﾞｨｽ 230,000円

Theatre H.P.FRANCE
商品名:バッグ
価格:100,000円

Theatre H.P.FRANCE
商品名:ネックレス
価格:75,000円

既成ｺﾚｸｼｮﾝからﾊﾞｯｸを2型ｾﾚｸﾄし､そこに
Theatreをｲﾒｰｼﾞしてﾃﾞｻﾞｲﾝした絵を完全ｵﾘ
ｼﾞﾅﾙなﾍﾟｲﾝﾄを施しました｡ﾊﾞﾚｴやﾐｭｰｼﾞｶﾙ
の演目を彷彿させるﾃﾞｻﾞｲﾅｰのﾊﾝﾄﾞﾍﾟｲﾝﾄ
が特徴です｡

Theatreをｲﾒｰｼﾞしてﾃﾞｻﾞｲﾝしたﾈｯｸﾚｽで
す｡ｽﾃｰｼﾞの緞帳やﾀｯｾﾙのﾗｲﾝを､ﾐﾆﾏﾙ
に､そしてﾓｰﾄﾞに表現しています。

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

本国がGINZA SIX用に選び抜いた染色で作
成｡上質な素材とこだわりぬいた風合いと着
心地の良さが特徴です。
ｻｲｽﾞ:1,2,3
素材:麻100％
ｶﾗｰ展開:only color

Theatreをｲﾒｰｼﾞしてﾃﾞｻﾞｲﾝされたｵｰﾄｸﾁｭｰ
ﾙｱｲﾃﾑ｡ﾃﾞｻﾞｲﾅｰSTEPHEN JONESのﾃﾞｯｻ
ﾝが付きます。

PARIGOT
商品名:ボードウォーク ハイブリットバスケット
価格: 24,000円
人気のﾎﾞｰﾄﾞｳｫｰｸにﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾊﾞｽｹｯﾄﾓﾃﾞﾙが
登場します。ﾚｻﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙはｸﾞﾚｰｼﾞｭ、ﾄﾘﾐﾝｸﾞ部
分はｼﾙﾊﾞｰで仕上げた別注ｶﾗｰで、ｽﾀｲﾘｯｼｭ
に見せるｶｺﾞﾊﾞｯｸﾞが新鮮です。

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。
ｻｲｽﾞ:90cm×90cm
素材:ｼﾙｸ100%
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漆器 山田平安堂
商品名:ドライ盆栽セット 龍
価格:75,000円
日本の伝統工芸｢漆器｣に､近年外国人の間
でもﾌﾞｰﾑになっている日本の伝統文化｢盆
栽｣を組み合わせました。技とｱｲﾃﾞｨｱを融合
させた新しい和の世界観を表現しています｡
ｻｲｽﾞ:漆器：22×25×h10cm
盆栽：20〜30cm

漆器 山田平安堂
商品名:小箱 金平糖セット
GINZA SIXオープン記念
価格:3,000円(予定)
漆器の小箱に、京都の老舗茶舗「宇治園」
の金平糖（抹茶味、ほうじ茶味）を詰めた
GINZA SIXｵｰﾌﾟﾝ限定。店舗ﾃﾞｻﾞｲﾝの雲を
描いた小箱は、名刺やｱｸｾｻﾘｰなどの小物
入れとしてもお使いいただけます。
内容量:金平糖2袋（70g） 素材:漆器
ｶﾗｰ展開:朱,黒

Tabio Japan
商品名: 和紙(抄繊糸)靴下
価格:1,080円

KWANPEN
商品名:折り紙ハンドバッグ
価格:700,000円(予定)

和紙を使った糸「抄繊糸(しょうせんし)｣を使
用｡日本古来の糸で作成した、こだわりの靴
下をGINZA SIX限定で販売します｡
ｻｲｽﾞ:22.5～24.5cm
（メンズサイズあり 25～27cm）
ｶﾗｰ展開:全6色

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

中川政七商店
商品名/価格:
九谷焼 角急須TEA黄彩鹿文 60,000円
九谷焼 蓋付湯呑TEA黄彩鹿文 15,000円

中川政七商店
商品名:波佐見焼 蕎麦猪口 外巻/内巻
価格:各2,500円

#0107 PLAZA
商品名:増田洋一郎 限定イラスト原画
価格:30,000円～（予定）

中川政七商店
商品名:手績み手織り麻の日傘
価格:55,000円

国内外のﾎﾃﾙやﾚｽﾄﾗﾝにも作品を提供して
いる気鋭の画家、増田洋一郎が描くｲﾗｽﾄで
す。１点物の原画が温もりのある独特のﾀｯﾁ
で上質な大人の空間を演出します。
ｻｲｽﾞ:F5号

「奈良晒」という昔から伝わる製法で作られ
た麻生地を使用した日傘。「日本の工芸を
元気にする！」をビジョンに掲げる中川政七
商店ならではの商品です。
ｻｲｽﾞ:φ90×H70cm 素材:麻
ｶﾗｰ展開:藍

D-BROS
商品名:手文庫 JAPANアサガオ
価格:100,000円（予定）

D-BROS
商品名:手文庫 JAPANホトトギス
価格:100,000円(予定）

kashwére at home
商品名:SAKURA HALF BLANKET
価格:19,000円

玉川堂
商品名:湯沸 口打出 翁面(2.7L)
価格:900,000円

日本の風情ある美しい風景をテーマに、縁
側に咲いているｱｻｶﾞｵのｲﾒｰｼﾞをﾃﾞｻﾞｲﾝし
た漆塗りの手文庫箱。箱本体から絵付けま
で、すべて職人の手作業による漆塗りで仕
上げられた贅沢な漆器です。
ｻｲｽﾞ:W330×D250×H45mm
素材:漆塗/木製品

日本の美しい風景をﾃｰﾏに、世界でも宮崎
県にしか自生しない花“ｷﾊﾞﾅﾉﾂｷﾇｷﾎﾄﾄｷﾞ
ｽ”が渓流沿いに咲いている景色をﾃﾞｻﾞｲﾝし
た漆塗りの手文庫箱です。
ｻｲｽﾞ:W330×D250×H45mm
素材:漆塗/木製品

ﾃｰﾏは｢Spring at Ginza｣｡ｶｼｳｴｱの素材と
柔らかな風合いで表現された桜柄のﾊｰﾌﾌﾞ
ﾗﾝｹｯﾄです｡普段の生活にﾌﾟﾗｽαの贅沢を
加える、本質的なﾆｭｰﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰを表現した
商品です｡

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

玉川堂
商品名:純銀急須
波打文 木目金蓋（600ml）
価格:600,000円

TOWEL THINK LAB
商品名:スペシャルオーダーメイドタオル
価格:54,000円～

ADORE
商品名:シルクシャンブレーワンピース
価格:67,000円（左）/65,000円（右）

genten monococoro
商品名:dtella d’oro（ステラ・デ・オーロ）
価格:130,000円

世界にひとつの贅沢なﾀｵﾙです。素材、色、柄、
織り方、ｻｲｽﾞ...すべてお望み通りに。ﾀｵﾙｺﾝ
ｼｪﾙｼﾞｭとあなただけの1枚をおつくりいたしま
す。

ﾀｲの最高級ｼﾙｸを使用し、日本有数の織物
産地米沢にて丁寧に織り上げられたｺﾝﾊﾟｸﾄ
ﾄﾞﾗｲｼﾙｸ。美しい光沢とﾗｲﾄな張り感を生か
した構築的ﾌｫﾙﾑのﾄﾞﾚｽです｡
ｻｲｽﾞ:36、38
素材:ｼﾙｸ100%
ｶﾗｰ展開:ﾌﾞﾗｯｸ、ﾈｲﾋﾞｰ

「伝統技法と現代ﾌｧｯｼｮﾝとの融合」をﾃｰﾏ
に会津若松の伝統技法である蒔絵の技術
を研究･昇華させた現代的ﾃｸﾆｯｸを用いた
商品。革の表面には金箔・金粉を定着させ､
さら研ぎ出すことでgentenのｱｲｺﾝ柄を浮き
立たせるという、趣向を凝らした逸品です。
ｻｲｽﾞ:W20×H22×D10cm 素材:山羊革

CIBONE
商品名: Sheep
価格: 250,000円

CIBONE
商品名: Avifauna Parrot
価格: 280,000円

CIBONE
商品名:TRCOLORE
価格: 110,000円

ﾌﾟﾁﾊﾞﾄｰのｱｲｺﾆｯｸ｢ﾏﾘﾆｴｰﾙ｣ﾌﾟﾙｵｰﾊﾞｰに
ﾖｯﾄﾏｰｸをﾌﾟﾘﾝﾄした限定ｱｲﾃﾑ｡白地にﾈｲ
ﾋﾞｰのﾎﾞｰﾀﾞｰ､赤のﾌﾟﾘﾝﾄでﾄﾘｺﾛｰﾙｶﾗｰのﾌﾟ
ﾁﾊﾞﾄｰらしいﾃﾞｻﾞｲﾝに仕上げました｡
ｻｲｽﾞ: XS～L
素材:ｺｯﾄﾝ100％
ｶﾗｰ展開:1色

ﾌﾗﾝｽ人ｱｰﾃｨｽﾄ、Marie talalaeffによる作品
です。幼少期の動物とのふれあいの記憶を
ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝにﾘｱﾙな造形を、白い一色で
作成することで、ﾐﾆﾏﾙかつ神聖な空気を表
現しています。
ｻｲｽﾞ:W380 x L450 x D420mm
素材:紙,ﾜｲﾔｰ
ｶﾗｰ展開:ﾎﾜｲﾄ

ｵ ﾗ ﾝ ﾀ ﾞ で活 動 す る studio maarten kolk &
guus kustersによる鳥の剥製に様々なﾃｷｽﾀ
ｲﾙを巻きつけた作品。自然の形に人工物を
巻きつけることにより、ﾃｷｽﾀｲﾙの新たなﾃｸ
ｽﾁｬｰを発見するためのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄです。
ｻｲｽﾞ:W100 x D200 x H300mm
素材:鳥の剥製・ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ

今最も勢いのあるﾃﾞｻﾞｲﾅｰの一人ｾﾊﾞｽﾁｬﾝ
ﾍﾙｸﾅｰによる新作ﾍﾞｰｽｼﾘｰｽﾞ。対比された
2色のｶﾞﾗｽの組み合わせによるﾌﾗﾜｰﾍﾞｰｽ
です。手拭で作られているので、それぞれ
一つ一つ異なる表情を見せます。
ｻｲｽﾞ:144 x H264mm（左）
220 x H106mm（中央）
180 x H210mm（右）
素材:ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾛｳｸﾞﾗｽ

ebure
商品名:レースワンピース
価格:64,000円

ESSEN.LAUTRĒAMONT
商品名:モーターサイクルジャケット
価格:98,000円

ESSEN.LAUTRĒAMONT
商品名:マキシシャツドレス
価格:32,000円

ESSEN.LAUTRĒAMONT
商品名: ストライプセミワイドパンツ
価格:29,000円

大きなﾘｰﾌ柄と立体感が特徴的なﾚｰｽ素材
のﾜﾝﾋﾟｰｽはｴﾚｶﾞﾝﾄで存在感がありま
す 。 ﾊﾟﾝﾂにも合うように、着こなしのｱﾚﾝｼﾞ
がきくﾃﾞｻﾞｲﾝです。
ｻｲｽﾞ:38
素材:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%
ｶﾗｰ展開:ﾎﾜｲﾄ,ﾈｲﾋﾞｰ

目が細かく､美しい原皮ﾗﾑを使用し､着れば
着るほど､体に馴染んでいくのが特徴です｡
厚めに設定したﾚｻﾞｰのﾊﾘ感とふっくらした
感触がﾗｲﾀﾞｰｽの立体的なﾌｫﾙﾑを美しく見
せてくれます｡
ｻｲｽﾞ:36,38,40
素材:ﾗﾑ革
ｶﾗｰ展開:ﾌﾞﾗｯｸ

ﾒﾝｽﾞｼｬﾂ工房の高い縫製技術と､ﾊﾟﾀｰﾝﾒｰｷ
ﾝｸﾞの美しさで表現したｼｬﾂ｡ﾏｷｼ丈のｼｬﾂを
深いｽﾘｯﾄでﾐﾆﾏﾙながらも印象的なﾃﾞｻﾞｲﾝ
に仕上げました｡ｼﾝﾌﾟﾙなｱｲﾃﾑを着こなしで
遊ぶことが出来るﾃﾞｻﾞｲﾝが特徴です。
ｻｲｽﾞ:38
素材:ｷｭﾌﾟﾗ66%,ｺｯﾄﾝ34%
ｶﾗｰ展開:ﾎﾜｲﾄ,ｽﾄﾗｲﾌﾟ

本格的なﾒﾝｽﾞ仕立てのﾏｽｷｭﾘﾝﾊﾟﾝﾂはﾌﾞﾗﾝ
ﾄﾞのﾉｰｼﾞｪﾝﾀﾞｰなｺﾝｾﾌﾟﾄに基づいたｱｲﾃﾑ｡
ｶｯﾃｨﾝｸﾞの美しさから国内縫製工場の高い
技術が滲みでている商品。ｳｰﾙながらもｵｰ
ﾙｼｰｽﾞﾝ着用頂ける大人の女性のﾊﾟﾝﾂです。
ｻｲｽﾞ:36,38,40
素材:ｳｰﾙ95%,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ4%,ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ1%
ｶﾗｰ展開:ﾌﾞﾗｯｸ,ﾈｲﾋﾞｰｽﾄﾗｲﾌﾟ

異種数種類の金属板を10枚～30枚層状に
積み重ね､溶着した金属の塊を板状に延ば
し、その表面を削ることで模様をつくり打ち
伸ばしていく｢木目金｣の技術を用いて作ら
れた逸品です｡
ｻｲｽﾞ:胴高10.5×胴張12cm
素材:銀,赤銅,銅
PETIT BATEAU
商品名:Ginza exclusive ロゴプリント
マリニエール 長袖プルオーバー
価格:11,000円

九谷焼窯元･上出長右衛門窯と日本のものづ
くりをﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽする丸若屋が立ち上げたﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
から銀座らしいﾓﾀﾞﾝなﾃﾞｻﾞｲﾝで展開｡

江戸初期上流階級で使用されていた蕎麦
猪口を波佐見焼でﾓﾀﾞﾝにﾃﾞｻﾞｲﾝしました｡
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DENHAM
商品名:DENHAMコーチジャケット
価格:18,000円

HYDROGEN
商品名:ゴルフバッグ
価格:138,000円

HYDROGEN
商品名:ジャケット
価格:88,000円

WOOLRICH
商品名:WOOLRICH Limited Night Suit
価格:セット39,000円

GINZA SIXにちなみ、｢東京銀座｣の文字を
三箇所に配置｡生地はｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞの風合いを
演出するために耐久&撥水のｵﾘｼﾞﾅﾙ生地
を使用しています｡
ｻｲｽﾞ:S～XL
素材:表 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%、裏地 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%
ｶﾗｰ展開:BLACK

ﾊｲﾄﾞﾛｹﾞﾝ初のｺﾞﾙﾌﾊﾞｯｸﾞ。ｳﾙﾄﾗｽｳｪｰﾄﾞ素材
に、ﾎﾟｹｯﾄ部分のｽｶﾙｽﾀｯｽﾞは全て手作業。
ｽﾎﾟｰﾃｨでﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰなｺﾞﾙﾌﾊﾞｯｸﾞです。

伊・ｶﾙﾋﾞｺ社のﾃｸﾆｶﾙ素材を使った縦横2方
向に伸縮するｼﾞｬｹｯﾄ｡2017ｼｰｽﾞﾝ一押しの
幾何学迷彩です。着心地の良さを感じてく
ださい。
ｻｲｽﾞ:44～56
素材:ﾅｲﾛﾝ 71%、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ 29%
ｶﾗｰ展開:1色のみ

ﾐﾘﾀﾘｰ由来のﾁｬｲﾅｼﾞｬｹｯﾄﾃﾞｨﾃｨｰﾙを施した
ﾊﾟｼﾞｬﾏを超高密度高級ｼｬﾂ地で仕立てた限
定商品。ﾊﾟｼﾞｬﾏとしてはもちろん、上下単体
でﾃﾞｲﾘｰでもお使いいただけます。極上の
着心地をお楽しみください。

BRITISH MADE
商品名:Drake’sジャケット
価格: 180,000円

BRITISH MADE
商品名: GLENROYALクラッチバッグ
価格:49,000円

BRITISH MADE
商品名: GLENROYAL長財布
価格:29,000円

BRITISH MADE
商品名: Drake’sジャケット
価格: 160,000円

ﾗｲﾄｳｪｲﾄのﾈｲﾋﾞｰｼｱｻｯｶｰのｼﾞｬｹｯﾄは流行に左
右されることなく長く着続けられ、他とは異なる
独特の風合いがあります。ﾁﾉやﾎﾜｲﾄｼﾞｰﾝｽﾞと
の相性が特に抜群です。
ｻｲｽﾞ:ﾒﾝｽﾞ34～38
素材: Wool90% 、 Silk 10%
ｶﾗｰ展開: 1色

「ｼﾞｪｯﾄｾｯﾀｰ」をﾃｰﾏにしたｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞｱｲﾃ
ﾑ。既存ﾓﾃﾞﾙにあるｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸﾞをﾍﾞｰｽに内
側に仕切りﾎﾟｹｯﾄを追加。ﾊﾞｯｸﾞｲﾝﾊﾞｯｸﾞとし
ても使いやすいｻｲｽﾞ感。
素材:ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾙﾚｻﾞｰ
ｶﾗｰ展開:1色

「ｼﾞｪｯﾄｾｯﾀｰ」をﾃｰﾏにしたｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞｱｲﾃ
ﾑ。ｱｰｶｲﾌﾞﾓﾃﾞﾙを復刻。ｽｰﾂの内ﾎﾟｹｯﾄで
持ち運びできる薄ﾏﾁﾀｲﾌﾟ。ｽｰﾂｽﾀｲﾙで出
張の多い方におすすめです。
素材:ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾙﾚｻﾞｰ
ｶﾗｰ展開:1色

ﾃﾞﾆﾑと併せて、またはﾁﾉと併せて。このﾌﾞﾗ
ｳﾝﾘﾈﾝｼﾞｬｹｯﾄは、夏のﾜｰﾄﾞﾛｰﾌﾞに欠かせな
い一着になるでしょう。ﾌﾞﾙｰのｼｬﾂとｸﾘｰﾑ
のﾎﾟｹｯﾄｽｸｳｪｱｰでｸﾗｼｯｸｻﾏｰの装いは如
何でしょうか。
ｻｲｽﾞ:ﾒﾝｽﾞ34～38
素材: Linen100%
ｶﾗｰ展開:3色

DIESEL
商品名:MALEレザージャケット
価格:119,00円

DIESEL
商品名:レザージャケット
価格:95,000円

JOSEPH
商品名:ポンチョ
価格: 39,000円

ﾗｲﾀﾞｰｽをﾓﾁｰﾌにしたｼｰﾌﾟｽｷﾝのﾚｻﾞｰｼﾞｬ
ｹｯﾄ。裏地にﾊﾘのある素材をﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞする
ことで細部まで拘り抜いたﾃﾞｨｰｾﾞﾙらしいｱｰ
ﾊﾞﾝなｽﾀｲﾙを提案します。
ｻｲｽﾞ:ﾒﾝｽﾞS～L
素材:ｼｰﾌﾟｽｷﾝ
ｶﾗｰ:ﾎﾜｲﾄ、ﾌﾞﾗｯｸ

柔らかな質感のﾗﾑﾚｻﾞｰのｼﾞｬｹｯﾄ。ﾌﾘﾙの
ﾃﾞｨﾃｨｰﾙをほどこしたﾉｰｶﾗｰのﾃﾞｻﾞｲﾝは、ﾃﾞ
ﾆﾑに合わせたｶｼﾞｭｱﾙな装いにはもちろん、
女性らしい着こなしにを活躍する一着。
ｻｲｽﾞ:ﾚﾃﾞｨｽXS、S、M
素材:羊革
ｶﾗｰ:ｶｰｷ

FREEMANS SPORTING CLUB
商品名:FSC × LOOPWHEELER
S/S TEE
価格:7,000円

JOSEPH
商品名:ｸｰﾙﾄﾞｯﾂ 両面ﾓﾅﾘｻﾞﾌﾟﾘﾝﾄ
SHORTSLEEVE BLOUSON
ﾒﾝｽﾞ ﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ
価格:39,000円

ZERO HALLIBURTON
商品名:Limited Geo Aluminum 3.0
価格:150,000円

ｼﾞｬﾝﾙ･性別を超えた新しいｳｪｱとしてｽﾎﾟｰ
ﾂとﾃﾞｲﾘｰの融合をｲﾒｰｼﾞした商品｡小松精
練との協業でﾒｯｼｭ調素材にｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾟﾘﾝﾄを
両面に施したﾘﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ可能なｳｪｱです｡
ｻｲｽﾞ:44～52

RINGJACKET MEISTER GINZA
商品名:RING JACKET×Saint Crispin’s
パテントレザーシューズ
価格:190,000円
ﾙｰﾏﾆｱの｢Saint Crispin’s｣とｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ｡1日
に6足しか生産できないﾊﾟﾃﾝﾄﾚｻﾞｰｼｭｰｽﾞです。
ｻｲｽﾞ: ﾒﾝｽﾞ5.5～8.5

内装をGINZA SIXのみの限定仕様にした特
別なｱﾙﾐﾆｳﾑﾄﾛｰﾘｰ｡ｻｲｽﾞは機内持込み可
能な19inchで使いやすくなっています｡
ｻｲｽﾞ:19inch
素材:ｱﾙﾐﾆｳﾑ
ｶﾗｰ展開:ﾌﾞﾗｯｸ

トゥミ
商品名/価格:
Emerson Sling 85,000円
Bates Backpack 105,000円
Lockwood Flap Backpack 130,000円
ﾎﾜｲﾄ×ﾌﾞﾗｯｸのｸﾗｯｷﾝｸﾞﾚｻﾞｰがｱｸｾﾝﾄの
ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｯｸﾞとﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ2型の計3型をGINZA
SIX限定で販売します。
ｻｲｽﾞ:Emerson Sling H36×W21.5×D8.25cm
Bates Backpack H42×W29×D7.5cm
Lockwood Flap Backpack H45.5×W32×D14cm

KURO
商品名: INDIGO DYED CUT&SEW
PATCH WORK SHORTS
価格:33,000円

KURO×CHARLIE MAY
商 品 名 :LIGHT
WATERPROOF COAT
価格:55,000円

ｼﾞｬｹｯﾄ同様「ｵﾘｼﾞﾅﾙの生地」を使用した
ｼｮｰﾄﾊﾟﾝﾂ。10種類以上の生地を手作業で
組合せ、巧みな縫製技術を要する特殊なﾐｼ
ﾝでﾊﾟｯﾁﾜｰｸを作り、更に擦りを入れる事で
あえてﾎﾞﾛ感を出す趣向を凝らした逸品です。
ｻｲｽﾞ:0,1,2 素材:ｺｯﾄﾝ100%（度詰め天竺）
ｶﾗｰ展開:INDIGO
RAWLIFE
商品名:tsb. × RAWLIFE 別注Tシャツ
価格:25,000円
ﾉｰｼﾞｬﾝﾙ､ ﾉｰｴｲｼﾞなMIXﾌｧｯｼｮﾝを提案｡国
内外の上質なｶｼﾞｭｱﾙｳｪｱをｾﾚｸﾄするｾﾚｸﾄ
ｼｮｯ ﾌ ﾟ ｡ ｶ ﾗ ｰ 展 開 が 豊 富 な T ｼｬﾂ は 、 THE
BEATLESのｵﾌｨｼｬﾙｺﾗﾎﾞでRAWLIFEのみの
限定販売。
ｻｲｽﾞ:ﾒﾝｽS,M.L,XL
素材:ｺｯﾄﾝ100%
ｶﾗｰ:ｵﾚﾝｼﾞ、ﾎﾜｲﾄ、ﾌﾞﾗｯｸ

2015年にﾘﾘｰｽした別注ｽｳｪｯﾄに続くｶｯﾄｿｰ
を展開｡40/2ｺｰﾏ糸を使用し､天竺専用の吊
り編み機で編みたてられたTｼｬﾂとなってい
ます｡
ｻｲｽﾞ:S,M,L,XL
素材:COTTON 100％
ｶﾗｰ展開:WHITE,GREY,BLACK,NAVY
（FSC-GINZA-SIX 限定ｶﾗｰ）
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

Paraboot
商品名:CHAMBORD
価格:70,000円
ﾌﾗﾝｽ産ｶｰﾌﾚｻﾞｰを使用｡別注ﾓﾃﾞﾙで多いｽ
ﾎﾟｰﾃｨｰなﾉﾙｳﾞｪｲｼﾞｪﾝ製法ではなく､きれい
めなｽﾀｲﾙにも合うｸﾞｯﾄﾞｲﾔｰｳｪﾙﾃｯﾄﾞ製法を
採用しました｡
ｻｲｽﾞ:5〜8.5
素材:ｶｰﾌﾚｻﾞｰ
ｶﾗｰ展開:1色（Brandy）

ｼﾞｬﾝﾙ･性別を超えた新しいｳｪｱとしてｽﾎﾟｰ
ﾂとﾃﾞｲﾘｰの融合をｲﾒｰｼﾞした商品｡小松精
練との協業でｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾟﾘﾝﾄを両面に施したﾘ
ﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ可能なﾎﾟﾝﾁｮ｡
ｻｲｽﾞ: ﾕﾆｾｯｸｽM～L 素材:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%

RING JACKET MEISTER GINZA
商品名:Cashmere & Tweed Fabric 会期限
定2017秋冬先行受注オーダーフェア
価格:スーツ・コート204,000円～
ジャケット146,000円～
英国、ｲﾀﾘｱ各地へ直接赴き銀座店舗ｵｰﾌﾟ
ﾝの為にﾘﾝｸﾞｼﾞｬｹｯﾄが注目する希少生地を
選定して参りました。最高峰ﾚｰﾍﾞﾙ206仕様
での受注を含め、この機会にお客様だけの
特別な一着をお仕立ていたします。
生地展開:約100柄
納期:約2ヶ月～
KURO
商品名:INDIGO DYED CUT&SEW
PATCH WORK JACKET
価格:55,000円
編地でｲﾝﾃﾞｨｺﾞの生地を編み出すのは、技
術・労力を考えると難しいとされている中、
日本の限られた機場に製作を依頼し完成し
た「ｵﾘｼﾞﾅﾙの生地」を使用したｼﾞｬｬｹｯﾄ。
ｻｲｽﾞ:0,1,2 素材:ｺｯﾄﾝ100%（度詰め天竺）
ｶﾗｰ展開:INDIGO

KURO×CHARLIE MAY
商品名:KIMONO UTILITY JACKET
価格:INDIGO 32,000円
FADED INDIGO 35,000円

Gente di Mare
商品名:CIRCOLO1901 2ピースセット
(ジャケット+ジレ)
価格:98,000円

生地に特殊な加工を施した撥水性の高い
ｼｬﾝﾌﾞﾚｰｺｰﾄ。ﾜｲﾄﾞなｼﾙｴｯﾄが軽く羽織るの
に最適です。ﾌﾗｯﾌﾟ付きのﾎﾟｹｯﾄには袋付き
の隠れﾎﾟｹｯﾄが備えており、ｼﾝﾌﾟﾙながらｷﾞ
ﾐｯｸの効いたﾃﾞｻﾞｲﾝに仕上がりました。
ｻｲｽﾞ:F
素材:ｺｯﾄﾝ100%（ｼｬﾝﾌﾞﾚｰ）
ｶﾗｰ展開:GREY INDIGO

細見の着物のﾌｨｯﾄ感をﾍﾞｰｽにした、ﾗｲﾄｵﾝ
ｽのｾﾙｳﾞｨｯﾃ生地を使用したｼﾞｬｹｯﾄ。ﾌﾛﾝﾄ
には切り替えとﾀｯｸの入ったﾎﾟｹｯﾄが配置さ
れ、ﾓﾀﾞﾝで綺麗なｼﾙｴｯﾄのｼﾞｬｹｯﾄに実用性
を添えています。
ｻｲｽﾞ:0,1,2
素材:ｺｯﾄﾝ100%
ｶﾗｰ展開: :INDIGO,FADED INDIGO

ｽﾄﾚｯﾁ性の高いｺｯﾄﾝﾌﾘｰｽを用いたﾉﾝｽﾄﾚｽ
な着用感。高度なﾃｲﾗﾘﾝｸﾞ技術とｲﾝﾃﾞｨｺﾞ染
め、ｳｵｯｼｭ加工で仕上げました。ﾒﾀﾙﾎﾞﾀﾝが
ｱｸｾﾝﾄになっています｡
ｻｲｽﾞ:ﾒﾝｽﾞ44～50 素材:ｺｯﾄﾝﾌﾘｰｽ
ｶﾗｰ展開:ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ

Dartin Bonaparto
商品名: Dartin Bonapartoオリジナルルーム
フレグランス 250ml
価格: 8,000円

1PIU1UGUALE3
商品名: GLITTER W-RIDERS
価格:270,000円

1PIU1UGUALE3
商品名:ITALIAN STRETCH DENIM
TROUSERS
価格:40,000円

WEIGHT

TACK

ｲﾀﾘｱはｳﾞｪﾛｰﾅ地方にあるﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ会社ｶﾙ
ﾊﾞﾘｰ社の協力のもと、Dartin Bonapartoｵﾘ
ｼﾞﾅﾙﾙｰﾑﾌﾚｸﾞﾗﾝｽが完成しました。香りは
ザクロの甘い香りをﾍﾞｰｽにﾏﾝｺﾞｰの爽やか
な柑橘の香りが混ざった元気の出る香りで
す。洗練されたﾓﾀﾞﾝなﾎﾞﾄﾙがﾌﾞﾗﾝﾄﾞｲﾒｰｼﾞを
彷彿させます。

ﾜｲﾙﾄﾞな仕上げを施したｾﾐﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙﾀﾝﾆﾝの
ｼｰﾌﾟﾚｻﾞｰを採用したﾀﾞﾌﾞﾙﾗｲﾀﾞｰｽ。使い続
けるほど徐々に柔らかくなり、深みや奥行き
のある表情に変化し陰影が出ていくのが特
徴です。
ｻｲｽﾞ:ﾒﾝｽﾞⅢ～Ⅵ (S～XL)
素材:GLITTER SHEEP LEATHER
ｶﾗｰ展開:BLACK のみ

数々のｽｰﾊﾟｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞのﾄﾗｳｻﾞｰを専業として
きたﾌｧｸﾄﾘｰ Giab‘s 社との共同生産ﾓﾃﾞﾙに、
上質なｲﾀﾘｱﾝｽﾄﾚｯﾁﾃﾞﾆﾑを用いた新しいﾃﾞ
ﾆﾑｽﾀｲﾙ｡
ｻｲｽﾞ:ﾒﾝｽﾞⅢ～Ⅶ (S～XXL)
素材:STRETCH DENIM
ｶﾗｰ展開:INDIGO のみ

GINZA SIX特別商品リスト

2017年2月14日
GINZA SIX PR事務局

※価格は全て税抜です。また販売数量、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。

□ 5F ※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。
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）
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:*天然素材を使用しているため色、
柄等が1つ1つ異なります。
MSPC PRODUCT SELECTED
商品名:SPEC-GL
価格:130,000円
西陣織り職人が手掛けたﾚｻﾞｰﾒｯｼｭを使用
したﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ。ﾊﾞｯｸﾞをﾌｧｯｼｮﾝの一部として
考えるmaster pieceらしいﾃﾞｻﾞｲﾝ。
ｻｲｽﾞ:W300×H490×D180mm
素材:革
ｶﾗｰ展開:ｼﾙﾊﾞｰ（右）,ﾈｲﾋﾞｰ（左）

CONVERSE TOKYO
商品名:バンダナ付スターモチーフバッグ
価格:大7,300円 小6,300円
ｸﾞﾘｯﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄによるｽﾀｰﾓﾁｰﾌの放つ輝きが
さりげないﾎﾟｲﾝﾄ｡手持ちのｼｮﾙﾀﾞｰの2way
仕様。
ｻｲｽﾞ:大,小
素材:綿100%
ｶﾗｰ:ﾎﾜｲﾄ、ﾌﾞﾗｯｸ

THE GENERAL STORE
商品名:HERGOPOCH 水染めコードバン
トートバッグ(イニシャル名入れサービス付)
価格:250,000円
手縫い職人による縫製､厳選された真鍮金具
を使用したこだわりの商品｡世界で2社しかな
いｺｰﾄﾞﾊﾞﾝﾀﾝﾅｰのうち､姫路のﾀﾝﾅｰからﾒｶﾞﾈ
と呼ばれる100枚に1枚しか取れない革をｱﾘﾆﾝ
染めしたﾊﾞｯｸﾞです｡
ｻｲｽﾞ:W36×H29×D12cm
素材:ｺｰﾄﾞﾊﾞﾝ（馬革） ｶﾗｰ展開:ﾌﾞﾗｯｸ、ｴｲﾋﾞｰ
MSPC PRODUCT SELECTED
商品名/ｻｲｽﾞ/価格:
LUXE PYTHON クラッチバッグ130,000円
（W360×H260×D50mm）

LUXE PYTHON長財布 80,000円
（W200×H100×D20mm）

LUXE PYTHON 名刺入れ 30,000円
（W110×H80×D15mm）

ｶﾓﾌﾗｰｼﾞｭ柄をﾌﾟﾘﾝﾄしたﾊﾟｲｿﾝ革を使用した
ｸﾗｯﾁﾊﾞｯｸﾞと財布をご用意。機能性とﾃﾞｻﾞｲﾝ
性にこだわった愛用したくなるｱｲﾃﾑです。
素材:ﾊﾟｲｿﾝ革,ｺﾞｰﾄ革
ｶﾗｰ展開:ﾏﾙﾁ（ｶﾓﾌﾗｰｼﾞｭ）
CONVERSE TOKYO
商品名:スターチャーム付レザーショルダー
バッグ
価格:32,000円
ｽﾄﾗｯﾌﾟのｽﾀｰﾁｬｰﾑがﾎﾟｲﾝﾄの2つ折りﾚｻﾞｰ
ｼｮﾙﾀﾞｰ｡ｽﾄﾗｯﾌﾟの長さは結びの長さで変え
ることができます｡ｶｼﾞｭｱﾙなﾌｧｯｼｮﾝからﾊﾟｰ
ﾃｨｰｼｰﾝでも使いやすいｱｲﾃﾑです｡
素材:ｺﾞｰﾄ
ｶﾗｰ展開: ｼﾙﾊﾞｰ,ｺﾞｰﾙﾄﾞ

JACOB COHËN
商品名:J622 GINZA COM 6125-W7
価格:50,000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

「 ﾃ ｰ ﾗ ｰ ﾄ ﾞ ﾃ ﾞ ﾆ ﾑ 」 を ｺ ﾝ ｾ ﾌ ﾟ ﾄ と す る JACOB
COHËN から、622 GINZAの刺繍入り商品が
登場｡ｼﾘｱﾙNo.入りのGINZA SIX限定ﾓﾃﾞﾙ
です。
ｻｲｽﾞ: 28ｲﾝﾁ～36ｲﾝﾁ
素材:綿98%,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ2%
ｶﾗｰ展開:1色

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130×80×93cm
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

MSPC PRODUCT SELECTED
商品名:POTENTIAL-GL
価格:100,000円

MSPC PRODUCT SELECTED
商品名:LUXE CROCODILE
価格:長財布： 220,000円（W200 H100 D20mm）
名刺入れ： 80,000円（W110 H80 D15mm）

従来のﾅｲﾛﾝ素材ではなく、ｺﾞｰﾙﾄﾞとｼﾙﾊﾞｰ
のﾗﾐﾈｰﾄﾚｻﾞｰを使用した人気の
POTENCIALが登場｡ﾌｧｽﾅｰにはYKKのｴｸｾ
ﾗを採用し、金具類もﾒｯｷからこだわったﾗｸﾞ
ｼﾞｭｱﾘｰなﾓﾃﾞﾙです。
ｻｲｽﾞ:W260×H480×D140mm
素材:牛革
ｶﾗｰ展開:ｺﾞｰﾙﾄﾞ,ｼﾙﾊﾞｰ

内装、外装ともにｸﾛｺﾀﾞｲﾙ革を使用した財
布が登場。収納性の高いﾗｳﾝﾄﾞｼﾞｯﾌﾟで使い
勝手も抜群です。
素材:ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ革
ｶﾗｰ展開:ﾈｲﾋﾞｰ,ｷｬﾒﾙ,ﾌﾞﾙ－

CONVERSE TOKYO
商品名:スターモチーフTシャツ
価格:7,800円

AKM
商品名:AKM×HTC ウエスタンシャツ
価格: 73,000円

ﾒﾝｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｽともにｽﾀｰﾓﾁｰﾌのｸﾞﾘｯﾀｰﾌﾟﾘﾝﾄ
がﾎﾟｲﾝﾄ。
ｻｲｽﾞ:S,M,L
素材:綿100%
ｶﾗｰ展開:ﾎﾜｲﾄ、ﾌﾞﾗｯｸ

AKMを代表するﾀｲﾄなｳｴｽﾀﾝｼｬﾂのﾖｰｸ部
分に､ﾛｻﾝｾﾞﾙｽの工場で手作業で打ち込ま
れるHTCのVINTAGEｽﾀｯｽﾞを使用した長袖
のｼｬﾂ｡ﾃﾞﾆﾑﾊﾟﾝﾂと合わせるとさらにｵｼｬﾚ
度ｱｯﾌﾟ!若い方だけでなくｼﾆｱの方にも大人
気のｱｲﾃﾑです｡
ｻｲｽﾞ:S,M,L,XL 素材:ｽﾄﾚｯﾁｼｬﾝﾌﾞﾚｰ
ｶﾗｰ展開:ｻｯｸｽ,ﾈｲﾋﾞｰ,ｸﾞﾚｰ
N.HOOLYWOOD
商品名:N.HOOLYWOOD×CONVERSE
ADDICT(BY SUEDE LOW)
価格:26,000円

AKM
商品名:AKM×HTC デニムパンツ
価格: 63,000円

SJX
商品名:チャーム
価格:280,000円(予定)

SJX
商品名:チャーム
価格:90,000円

国内産のAKMﾃﾞﾆﾑに随所にｸﾗｯｼｭ加工を
施し､左ﾎﾟｹｯﾄにLA本国の工場で手作業で
打ち込まれるHTCのVINTAGEｽﾀｯｽﾞが付い
たｱｲﾃﾑ｡ﾄｯﾌﾟがｼﾝﾌﾟﾙでもﾊｲｾﾝｽなｺｰﾃﾞに
仕上がります｡
ｻｲｽﾞ:S,M,L,XL
素材:cotton , polyurethane
ｶﾗｰ展開: indigo used , black used

ﾌｫﾙﾑに拘ったﾎｰｽｼｭｰとｽﾀｰは取り外して
楽しめるｾｯﾄﾁｬｰﾑ。細部にまでﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞを
散りばめた贅沢なｱｲﾃﾑです。
素材:K18YG,ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

ﾌｫﾙﾑに拘ったﾎｰｽｼｭｰとｽﾀｰは取り外して
楽しめるｾｯﾄﾁｬｰﾑ。 ﾌﾞﾗｯｸﾛｼﾞｳﾑの色合い
が落ち着いた印象を与えます。
素材:SV（ﾌﾞﾗｯｸﾛｼﾞｳﾑｺｰﾃｨﾝｸﾞ）,ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

ATTACHMENT
商品名:KAZUYUKI KUMAGAI ×
KATSUYUKI KODAMA コラボリュック
価格:未定

junhashimoto GINZA
商品名/ｻｲｽﾞ/価格:
GENTIL BANDIT × junhashimoto TOTE
BAG M （W30-45×H3×D17㎜） 25,000円、
DAY PACK（W32×H45×D15㎜） 42,000円

EYESTYLE
商品名:TOM FORD SUNGLASS
価格:53,000円

EYESTYLE
商品名:MONCLER FRAME
価格:46,000円

渋谷にｵｰﾌﾟﾝし､世界一の品揃えを誇る有名ﾌﾞ
ﾗﾝﾄﾞﾒｶﾞﾈを取り扱うｼｮｯﾌﾟとして話題となった
｢EYE STYLE(ｱｲ ｽﾀｲﾙ)｣がGINZA SIXにｵｰﾌﾟﾝ｡
色違いのTOMFORD SUNGLASSを3種限定販
売いたします｡
素材:ｱｾﾃｰﾄ
ｶﾗｰ展開:BLACK,BROWN,TORTOISE

2017年春日本上陸予定の｢MONCLER FRAME｣を
販売｡
素材:ｱｾﾃｰﾄ
ｶﾗｰ展開:BLACK,BROWN

洗練されたﾃﾞｻﾞｲﾝと､ﾅｲﾛﾝと牛革のｺﾝﾋﾞで
圧倒的な存在感のﾊﾞｯｸﾞを作り出す｢ｶﾂﾕｷ
ｺﾀﾞﾏ｣とのｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ作品｡
ｻｲｽﾞ: ﾜﾝｻｲｽﾞ
素材:ﾚｻﾞｰｺﾝﾋﾞのﾀｲﾌﾟ,ｵｰﾙﾅｲﾛﾝのﾀｲﾌﾟ
ｶﾗｰ展開:ﾌﾞﾗｯｸのみ

2008年にｽﾀｰﾄした､橋本淳氏がﾃﾞｻﾞｲﾅｰを
務める日本のﾌｧｯｼｮﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞ｡ｶﾓﾌﾗ柄で有名
な｢GENTIL BANDIT｣とのｺﾗﾎﾞ商品をﾄｰﾄﾊﾞｯ
ｸ、ﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ2種にてGINZA SIX先行販売。
素材:PVC
ｶﾗｰ展開:ﾈｲﾋﾞｰｶﾓﾌﾗ

日本のﾃﾞｻﾞｲﾅｰ尾花大輔氏が立ち上げた
日本のﾌｧｯｼｮﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞ｡CONVERSE ADDICT
とｺﾗﾎﾞした黒ｽﾆｰｶｰを限定で販売。
ｻｲｽﾞ: 26.5～28.0（4ｻｲｽﾞ）
素材: COW LEATHER
ｶﾗｰ:ﾌﾞﾗｯｸ

BRIEFING
商品名:LEATHER A4 LINER
価格:88,000円

OSKLEN
商品名:ピラルクースニーカー
価格:75,000円

World Footwear Gallery
商品名: Almini
価格: 120,000～160,000円

World Footwear Gallery
商品名:LOBB’S
価格: 45,000円

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ初となるﾚｻﾞｰﾌﾞﾘｰﾌを限定で販売しま
す。さらにこちらの商品をお買い上げいただ
いた方には、ｵﾘｼﾞﾅﾙのﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞｰをﾌﾟﾚｾﾞﾝ
ﾄさせていただきます。
ｻｲｽﾞ: W42×H29×D9cm
素材:レザー
ｶﾗｰ展開:BLACK

世界最大の淡水魚であるﾋﾟﾗﾙｸｰの革を大
胆に使用したｽﾆｰｶｰ。OSKLENｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ
ﾃﾞｨﾚｸﾀｰが手掛ける社会公益団｢institutoe｣が環境保護活動の一環として開発したｱｲ
ﾃﾑ。銀座店限定ﾓﾃﾞﾙとしてﾌﾞﾗｼﾞﾙｱﾏｿﾞﾝか
ら展開｡
ｻｲｽﾞ:39〜43
素材:ﾌｨｯｼｭﾚｻﾞｰ
ｶﾗｰ展開:ﾌﾞﾗｯｸ

2016年にﾐﾗﾉにｼｮｯﾌﾟをｵｰﾌﾟﾝした注目ﾌﾞﾗﾝ
ﾄﾞが日本初上陸。ﾋﾞﾁｸﾚｯﾀ製法という超絶技
法を用いてつくられる華奢な靴やｸﾞｯﾄﾞｲﾔｰ
ｳｪﾙﾃｯﾄﾞ製法の靴、鞄やﾍﾞﾙﾄ、革小物も合
わせて展開します。

英国に源流を求め、世界最高の職人と世界
最高の素材を有するｲﾀﾘｱでつくるという創
業者の理念が生きる1974年創業のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ。
限定ﾓﾃﾞﾙはｲﾀﾘｱの色染技術とｿｰﾙで仕上
げたﾚｻﾞｰｽﾆｰｶｰです。

World Footwear Gallery
商品名: BOLLINI
価格:90,000円

World Footwear Gallery
商品名: DUCAL
価格:74,000円

セイコー ブティック
商品名:Astron
価格:185,000円

SOMÈS SADDLE
商品名：FRAMED BAG(フレームドバッグ)
価格：600,000円

ﾐﾗﾉ郊外にある工房、1945年創業のﾎﾞﾘｰﾆ
はまさにｲﾀﾘｱの至宝。たった5人の手から
つくり出される工芸品のようなこの特別ﾓﾃﾞﾙ
は一枚革仕立で踵に継ぎ目がないという唯
一無二の手縫い靴となる。

女性ﾃﾞｻﾞｲﾅｰによるﾃﾞｭｶﾙの靴はどれもﾉｽﾀ
ﾙｼﾞｯｸでｾﾝｾｰｼｮﾅﾙ。1937年創業当時から
変わらぬ正統ｲﾀﾘｱ靴がﾗｲﾝﾅｯﾌﾟされる中、
限定商品は大きなﾒｯｼｭをｺﾝﾊﾞｲﾝしたﾛｰ
ﾌｧｰにしました。

日本国内では入手できないAstron海外専用
モデルをｵﾘｼﾞﾅﾙｶﾗｰのｸﾛｺﾀﾞｲﾙﾚｻﾞｰｽﾄﾗｯ
ﾌﾟ仕様にしたﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾃｲｽﾄ溢れるｵｰﾌﾟﾆﾝ
ｸﾞ限定ﾓﾃﾞﾙです。ﾒﾀﾙﾌﾞﾚｽﾚｯﾄがｾｯﾄで付属
します。
ｻｲｽﾞ:横44.6×厚み13.3mm
素材:ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ（一部ｾﾗﾐｯｸｽ）

ＮＯ
ＩＭＡＧＥ

ｿﾒｽｻﾄﾞﾙの代名詞とも言えるﾀﾞﾚｽﾊﾞｯｸﾞの進
化版。内装に馬革、ﾌﾚｰﾑに硬質超軽量素
材を使用し、軽量化を実現。ｸﾗｼｯｸさにｼｬｰ
ﾌﾟさを加味し、伝統と革新を表現したﾃﾞｻﾞｲﾝ。
ｻｲｽﾞ:410×310×105
素材:牛革
ｶﾗｰ展開：黒

GINZA SIX特別商品リスト
※価格は全て税抜です。また販売数量、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。

□ 5F ※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。
Form i & Cordonnier
商品名/価格:
カスタムドレス ボートネック 価格未定
カスタムドレス ホルターネック 価格未定
ｾﾞﾆｱのﾄﾛﾌｪｵなどのﾊｲﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ生地を使
い、着物地を部分使いしたﾄﾞﾚｽ｡補正技術を
活かし､ﾊﾟﾀｰﾝと着物地のﾊﾟｰﾂを組み合わせ
て作る1着だけのｾﾐｵｰﾀﾞｰﾄﾞﾚｽです。

Form i & Cordonnier
商品名:M.Mowbray シューケアセット
価格:30,000円
木製の箱上部に､靴固定台付きの仕様｡原
材料をﾅﾁｭﾗﾙ、天然、上質なものに拘った
靴ｸﾘｰﾑ。さのはたﾌﾞﾗｼはｼﾞｬﾊﾟﾝｸｵﾘﾃｨの最
上ﾗﾝｸのﾌﾞﾗｼです｡上質なｼｭｰｹｱｼﾘｰｽﾞをこ
の機会にぜひ。

2017年2月14日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX特別商品リスト
□B2F

2017年2月14日
GINZA SIX PR事務局

※価格は全て税抜です。また販売数量、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。
※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。

IMADEYA GINZA
商品名:新政 別誂 木桶仕込オーク樽貯蔵酒
瑠璃-ラピスラズリ-2015
価格:8,500円

オリジンヌ・カカオ
商品名: ケーク ブロンド（右）
ケーク ショコラブラン（左）
価格:1,800円

オリジンヌ・カカオ
商品名:テリーヌ ショコラ
価格:1,000円

PHILIPPE CONTICINI
商品名:クイニー・タタン
価格:450円

本来氷温倉庫にて熟成させ、2年後に出荷
する予定のお酒を、今回特別にご提供。今
の味わいをお楽しみいただきつつ、ﾜｲﾝのよ
うにご自宅で自家熟成させ数年後に楽しむ
事も出来る、これまでになかった日本酒で
す。

ｹｰｸﾌﾞﾛﾝﾄﾞ：ほのかな甘みとわずかな塩味
が特徴のﾌﾞﾛﾝﾄﾞﾁｮｺﾚｰﾄを使用し、丁寧に焼
き上げたｹｰｸです。
ｹｰｸｼｮｺﾗﾌﾞﾗﾝ：厳選したﾎﾜｲﾄチョコレートを
ふんだんに生地に練り込みました。口の中
でﾊﾞﾆﾗやﾐﾙｸの香りが柔らかくひろがります。
ｻｲｽﾞ：長さ20cm×幅4cm×高さ4cm

上質なｸｰﾍﾞﾙﾁｭｰﾙを使用することで、ｶｶｵ
の風味をしっかりと感じられる味わいに仕上
げました。なめらかな口どけや、ｶｶｵとﾌﾙｰﾂ
の酸味をﾊﾞﾗﾝｽよく味わえます。
ﾌﾚｰﾊﾞｰ:ｼｮｺﾗ,ﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰｽﾞ,ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰﾂ
ｻｲｽﾞ:長さ8cm×幅3cm×高さ4cm

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。

PHILIPPE CONTICINI
商品名:ヴァニーユパッション（奥）
ショコラノワゼット（手前）
フランボワーズシトロンヴェール
（手前右）

ル・ブーランジェ・ドゥ・モンジュ
商品名:バゲット モンジュ
価格:330円

Viennoiserie JEAN FRANÇOIS
商品名: Wチーズケーキ
価格: 380円

やわらかい食感のﾑｰｽ3種類。ｺｺﾅｯﾂｳﾞｧﾆﾗ
ﾑｰｽとﾏﾝｺﾞｰのｺﾝﾎﾟｰﾄの組合せ（750円)と
ｼｮｺﾗ（650円）、ﾗｲﾑとｳﾞｧﾆﾗﾑｰｽにﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰ
ｽﾞのｺﾝﾌｨの組合せ（650円）。

ﾊﾟﾘ店で1日1000本売れたこだわりの商品｡ﾌ
ﾗﾝｽ政府の厳しい基準をｸﾘｱした商品のみ
につけられる｢ABﾏｰｸ｣を取得したﾌﾗﾝｽ産ﾋﾞ
ｵ小麦粉を使い､自家製ﾙｳﾞｧﾝ種で仕込んだ
豊かな香りと味わいが詰まったﾊﾞｹﾞｯﾄです｡
ｻｲｽﾞ:長さ約50cm

ｻｸｻｸのﾃﾞﾆｯｼｭと2層の食感が異なるﾁｰｽﾞ
ｹｰｷのｳﾞｨｴﾉﾜｽﾞﾘｰ。まったり濃厚なベイクド
ﾁｰｽﾞｹｰｷをﾃﾞﾆｯｼｭ生地で包みこみ、上には
ふわりと軽いﾚｱﾁｰｽﾞｹｰｷをのせました。
内容量:1個

銀座 平翆軒
商品名:イタリア ジョヴァンニ家のサラミ･
バッザ
価格:897円/100g

銀座 平翆軒
商品名:吉田牧場のラクレット
価格:702円/100g

銀座 平翆軒
商品名:萩 柚子屋の夏みかんスライス
価格:702円/70ｇ 1,188円/280g

岡山県北部にある吉田牧場で､ﾌﾞﾗｳﾝ･ｽｲｽ
種の自家乳を100%使って手造りされたﾊｰﾄﾞ
系のﾁｰｽﾞです｡ｵｰﾌﾞﾝﾄｰｽﾀｰで溶かして召
し上がっていただくと、とろけるようなおいし
さを堪能できます。

山口県萩で作られるｵﾘｼﾞﾅﾙ品です｡一個の
夏ﾐｶﾝから上下一枚づつしか採れない部分
をｼﾛｯﾌﾟ漬にしました｡その香りと歯ざわりが
癖になる名品です｡ﾊﾟﾝの上にのせてお召し
上がりください。

銀座 平翆軒
商品名:おばんざい木むらのちりめん
ドレッシング
価格:821円

10 FACTORY
商品名:越冬完熟愛媛果試28号
愛媛八幡浜産ジュース
価格:10,000円

PAPABUBBLE
商品名:抹茶ロッキーロード
価格:780円

パティスリー銀座千疋屋
商品名:プレミアムフルーツサンド
価格:2,000円

人気の｢ﾛｯｷｰﾛｰﾄﾞ｣に愛知県西尾産の抹茶
を使用した新作が登場｡口の中で溶けるﾁｮｺ
ﾚｰﾄと､ﾏｼｭﾏﾛの甘酸っぱさを同時に味わえ
る食感が楽しいｽｲｰﾂです。銀座限定の贅
沢なｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝをお楽しみいただけます。

素材を一から厳選し､個々のﾌﾙｰﾂの味わい
を堪能できるようﾌﾙｰﾂひとつひとつを丁寧
にｻﾝﾄﾞ｡｢いちご｣｢小夏｣｢ﾏﾝｺﾞｰ｣「ﾏｽｸﾒﾛﾝ」
の4つの種類を少しずつ楽しめます｡
内容量:｢いちご｣｢小夏｣｢ﾏﾝｺﾞｰ｣「ﾏｽｸﾒﾛﾝ」
各2切/計8切

銀座 千年こうじや(仮)
商品名:千年こうじや＆新潟加島屋
キングサーモン 粕味噌漬
価格:1,000～1,200円(予定)

発酵酢屋 庄分酢
商品名:十七年熟成玄米酢
価格:15,000円

発酵酢屋 庄分酢
商品名:十八年熟成葡萄酢
価格:15,000円

「千年こうじや」特製の塩麹と酒粕味噌に、
創業150周年以上の伝統がある「新潟加島
屋」厳選の素材を漬け込みました。
発酵の力で引き出された極上の甘みと旨み
とをお楽しみ下さい。

300年以上受け継がれた甕(かめ)仕込みの
技で手間ひまかけて作られた玄米酢を、木
樽のなかで熟成させました｡琥珀色に輝く酢
は､まろやかでｺｸ深い味わい｡大川の家具
職人が特別に仕立てた組子細工の化粧箱
入り｡
内容量:200ml

丁寧につくられたぶどう酒を、酢屋の技術で
ゆっくりと発酵させて酢に育て、さらに木樽
の中で熟成させた、葡萄酢です。ぶどうの
芳醇な薫りを残した贅沢な酢。大川の家具
職人が特別に仕立てた、組子細工の化粧
箱入り。
内容量:200ml

KUGENUMA SHIMIZU
商品名: ”湘南みるく”わらび餅パフェ
価格: 649円

KUGENUMA SHIMIZU
商品名:ひょうたん焼
価格:未定

KUGENUMA SHIMIZU
商品名: 七福もなか
価格:未定

江ノ島の海水を汲み取って作った塩を使用。
甘さを引き立てる絶妙な塩加減のｵﾘｼﾞﾅﾙ”
湘南みるく”ｿﾌﾄｸﾘｰﾑにわらび餅・北海道産
あずき・沖縄産黒糖・きなこをﾄｯﾋﾟﾝｸﾞ。限定
で金箔を添えた銀座ならではのﾊﾟﾌｪです。

古来より伝わる縁起物で当店のﾄﾚｰﾄﾞﾏｰｸ
ひょうたんの焼印をした自家製どらやき。本
店ﾌﾚﾝﾁｼｪﾌこだわりの湘南はちみつ入り生
地で常温は黒あん・白あん、冷蔵は季節の
食材を日本各地より取り寄せｱﾚﾝｼﾞしたｼｪﾌ
ﾒｲﾄﾞの新感覚どら焼きです。

綾farm
商品名:特大3Lとちおとめを使った
生ドライフルーツ
価格:2,000円

辻利
商品名:京濃い茶テリーヌ
価格: 2,500円

菓子匠 末広庵
商品名:～丹波黒大豆と和三盆糖～
極上生大師祈願餅
価格:1,200円

カフェ・ユーロップ
商品名:銀座コーヒーゼリー
(マグカップ入り)
価格:1,500円

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

川崎大師に見守られ和菓子を作り続けて65
年､新たな一歩への挑戦と地元への一層の
感謝の意味を込め生大師祈願餅を新発売｡
丹波の最高級黒大豆きな粉をはじめ、最高
品質の国産素材を使用しています｡

世界を駆け巡るｺｰﾋｰﾊﾝﾀｰ川島良彰氏が
監修｡豆･焙煎･抽出方法まで徹底的にこだ
わった伝説のｺｰﾋｰをｾﾞﾘｰとして味わえます｡
ｵﾘｼﾞﾅﾙﾏｸﾞｶｯﾌﾟ付き｡

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

樹上完熟させた高級柑橘｢果試28号｣を使
用｡樹上完熟させることで糖度とｺｸが増し、
酸味が減ります｡丁寧に手絞りして搾汁し､
果肉の中心部分の美味しいところだけを贅
沢に使ったｼﾞｭｰｽです。
内容量:720ml
L´ABEILLE
商品名:パルファン ドゥ ミエル
価格:2,000円
黄金色に輝く蜜に、花やｽﾊﾟｲｽ、ﾌﾙｰﾂの甘
美な香りが溶けあった、至高のはちみつｼ
ﾘｰｽﾞです。
種類:ﾛｰｽﾞ、ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ、ﾍﾞﾙｶﾞﾓｯﾄ、ﾊﾞﾆﾗ
内容量:各110g

茶匠厳選の宇治抹茶を贅沢に使用したﾃﾘｰ
ﾇｼｮｺﾗです。抹茶のほろにがさとﾁｮｺﾚｰﾄの
濃厚な味わいのﾏﾘｱｰｼﾞｭにいちごのﾊﾟｰﾄ
ﾄﾞｩﾌﾘｮｲがさわやかなｱｸｾﾝﾄ。
内容量:1個

広島県福山市にあるﾐｼｭﾗﾝ一つ星のお店
「おばんざい木むら」のﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ｡材料は、ｴ
ｷｽﾄﾗﾊﾞｰｼﾞﾝｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ､熟成にんにく醤油､
新鮮じゃこの3つだけ｡ｻﾗﾀﾞやﾊﾟｽﾀ、卵かけ
ごはん､その他様々なお料理にお使いいた
だけます。
内容量:180g

ＮＯ
ＩＭＡＧＥ

日本に古くから伝わる縁起物が詰まった宝
箱のようなもなか。ひょうたん・招き猫・だる
ま・鯛・鈴・ふくろう・松竹梅
それぞれの縁起物の由来について説明書
きを添えました。贈る方・贈られる方に福が
来ますように・・・。

ｲﾀﾘｱ・ﾌｨﾚﾝﾁｪのｼﾞｮｳﾞｧﾝﾆ家が昔からの伝
統的な作り方を守って手作りするｿﾌﾄｻﾗﾐ｡
一本2.5kgもある豚肉の熟成品にて本場のｲ
ﾀﾘｱでも入手困難な抜群の美味しさを誇る
逸品。
BETJEMAN&BARTON
商品名:ベッジュマン＆バートン
リミテッドエディションギフト
ブルー缶 エコバッグ付
価格:3,000円
｢伝統と未来｣をﾃｰﾏに、伝統的なﾀｰﾀﾝﾁｪｯｸ
柄を現代風にｱﾚﾝｼﾞした紅茶缶に、ﾊﾟﾘで人
気の茶葉「ｱｰﾙｸﾞﾚｲﾌｨﾈｽﾄ」をｾﾚｸﾄしてお届
けします。

paletas
商品名: Macha-kinako mochi
(マッチャ キナコモチ)
価格: 509円
濃抹茶と黒蜜きな粉の2種のｼﾞｪﾗｰﾄ、ごろっ
と求肥がｱｸｾﾝﾄ。ﾜﾝﾗﾝｸ上のﾘｯﾁな和ﾊﾟﾚﾀｽ
です。

福島県伊達市産の厳選したとちおとめの中
でも、わずかしか収穫されない特大3Lｻｲｽﾞ
を使った生ﾄﾞﾗｲﾌﾙｰﾂ｡風味にとことんこだわ
り、旬の出来立てという要素を加えたｲﾉﾍﾞｰ
ｼｮﾝｽｲｰﾂ｡
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ぎんざ 鏡花水月
商品名:かりんとう丸缶2本セット
（こはく、まゆずみ）
価格:未定

甚五郎
商品名:煌火(きらび)
価格:1,280円

ふふふあん by 半兵衛麸
商品名:スープdeお麸 スープカップBOX
価格:4,800円（予定）

艶やかな飴色の「こはく」、黒ごまの風味豊かな
「まゆずみ」2種類のかりんとうを丸缶にお入れ
して風呂敷で包んだｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ限定商品です。

甚五郎のﾊﾞﾀｰ味のお煎餅をﾁｮｺﾚｰﾄで包み込
みました｡きらびやかな6種(ｷｬﾗﾒﾙﾅｯﾂ､紫いも&
ﾎﾜｲﾄﾁｮｺ､ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ､ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ､ﾚﾓﾝ､よもぎ)の
詰め合わせです｡

京都の麸屋・半兵衛麸がﾁｰｽﾞやﾊﾞｼﾞﾙなどを練
りこみ、ｽｰﾌﾟに合うよう開発した「ｽｰﾌﾟdeお麸」
にｽｰﾌﾟのおだしと清水焼のｽｰﾌﾟｶｯﾌﾟをｾｯﾄしま
した。ｶｯﾌﾟはｵﾌｨｽなどでも使いやすいｼﾝﾌﾟﾙな
ﾃﾞｻﾞｲﾝです。
内容量:ｽｰﾌﾟdeお麸 MIX×2,
野菜のｽｰﾌﾟ（5袋入）,
ｽｰﾌﾟｶｯﾌﾟ、ｽﾌﾟｰﾝ

マーロウ
商品名:GINZA SIXビーカー入り ロイヤル
ミルクティープリン
価格:800円

マーロウ
商品名:銀座ビーカー入り 有精卵フレッシュ
クリームプリン
価格:800円

パティスリーパブロフ
商品名:クレームフリュイ
価格:1,852円

meat&green 旬熟成
商品名:shunjyukusei original sandwich
価格:1,880円

1984年の創業時から使用している特注ﾋﾞｰｶｰ
に、GINZA SIXを描きました。中身はﾉｰﾍﾞﾙ賞授
賞式の晩餐会で飲まれている王室御用達の北
欧紅茶をﾌﾞﾚﾝﾄﾞした、自然の花々やﾌﾙｰﾂが豊
かに香るﾛｲﾔﾙﾐﾙｸﾃｨｰﾌﾟﾘﾝです。（※こちらの
限定ビーカーは限定生産数が無くなり次第終
了となります。）
内容量:180g

1984年の創業時から使用している特注ﾋﾞｰｶｰ
に、歴史ある銀座の風景を描きました。中身は
那須高原にて放し飼いで育てられた鶏の有精
卵と北海道の新鮮な生クリームを使った特別な
プリンです。（※こちらの限定ビーカーは限定生
産数が無くなり次第終了となります）
内容量:180g

定番の生ﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷよりも少しふんわり焼き上
げたﾒｰﾌﾟﾙ風味の生地が特徴。こだわりのｸﾘｰ
ﾑと旬のﾌﾚｯｼｭﾌﾙｰﾂを贅沢にはさんだ新しい
ｼﾞｬﾝﾙのﾊﾟﾃｨｽﾘｰです｡

instagramなどのSNSで注目されている具沢山ｻ
ﾝﾄﾞｲｯﾁと、ﾌﾞｰｹｻﾗﾀﾞ。酵素ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞと発酵肉を
味わえます。美と健康を身体で吸収できる健康
食です。
内容量:ｻﾗﾀﾞ400g、ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ200g

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

TAKAZAWA 180 ICHI HACHI MARU
商品名:濃厚ビスクリゾットコロッケ
価格:400円

旬菜 三山
商品名:季節の点心
価格:3,600円

荻野屋
商品名:上州牛ステーキ弁当
価格: 1,800円

ｵﾏｰﾙｴﾋﾞのﾌﾞｲﾖﾝとﾄﾏﾄの旨味が詰まった濃厚
でｸﾘｰﾐｰなﾋﾞｽｸﾘｿﾞｯﾄをコロッケに仕上げました。

GINZA SIX限定の季節の点心。特別な土鍋で
炊いた炊き込みご飯とその日の特別なお料理
をお楽しみいただけます。他にも、産地と素材
にこだわった上質な和惣菜、季節の炊き込みご
飯、お弁当もご用意。ご友人宅でのパーティや
お取引先にもお喜びいただけます。

130年の老舗が作るプレミアムステーキ弁当。
低温でじっくり焼き上げ、肉の旨さ柔らかさを実
現。味の異なる2種類のソース、あっさりした味
付けの彩野菜を添え、目にも舌にも楽しい特別
な弁当に仕上げました。
内容量:1人前

WINE SHOP ENOTECA
商品名:シャトー・デュクリュ･ボーカイユ 2014
夢のビッグボトルセット
価格:5,000,000円

St. Cousair wine&grocery
商品名:フルーツとワインのジャム3種セット
(木箱入り)
価格:2,000円

St. Cousair wine&grocery
商品名:スシバブル
価格:2,300円（仮）

常時約2000種類ものﾜｲﾝが揃うﾜｲﾝの輸入商
社のﾜｲﾝｼｮｯﾌﾟ｡27Lや18L、750mlからなる合計
21本（750mlで100本換算）の夢のセットです。
内容量:合計75L

太陽の恵みを浴びて育まれた新鮮な国産ﾌﾙｰ
ﾂに隠し味のﾜｲﾝを加えました。味はｻﾝｸﾞﾘｱ、
ｼｬﾙﾄﾞﾈﾋﾟｰﾁ、ﾛｾﾞｽﾄﾛﾍﾞﾘｰの3種。ｻﾝｸｾﾞｰﾙｵﾘ
ｼﾞﾅﾙﾜｲﾝ･国産ﾌﾙｰﾂを使用｡
内容量:70g×3本入

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” 。

CAFÉ EXPERTO
商品名:CAFÉ EXPERTO GINZA SIX LIMITED
EDITION（左）、 CAFÉ EXPERTO GINZA SIX
SPECIAL BLEND（右）
価格:1,528円
生産国での栽培や精選はもちろんのこと､日本
への輸送とその保管･温度管理から焙煎にいた
る生産管理まで高品質な状態に保ったｺｰﾋｰ豆
を限定ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾚﾝﾄﾞとして販売｡最新の正統派
ｺｰﾋｰ体験を提供します。
内容量:160g

南風農菓舎･デザートハウス
商品名: オースミ・レーヌ（大陽・王妃）マンダリ
ンとロゼール
価格: 1,343円
美しい大陽半島の南風農場で培養したﾌﾙｰﾂ・
ﾊｰﾌﾞを使用。新鮮素材のおいしさをﾌﾗﾝｽ伝統
技法で抽出し、たっぷり染み込ませた優雅なｶﾞ
ﾄｰ。完全手作り・無添加・健康と美容のﾃﾞｻﾞｰﾄ
です。ﾌﾗﾝｽMOFﾊﾟﾃｨｼｴ「ﾀｳﾞｨﾄﾞ・ｳﾞｪｽﾏｴﾙ」が
参画し、太陽とﾊﾟﾘが融合しました。
内容量:200g/本

“お寿司にあう、ロゼスパークリングワイン”。日
本特有のぶどう品種で作った、やわらかい味わ
いのワインです。
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SABON
商品名:センティッドキャンドルinグラス
グリーン・ローズ
価格: 4,167円/ 1,667円（ｽﾓｰﾙ）

SABON
商品名:トラベルバッグ パーフェクトホリデー グリーン・ローズ
価格: 7,871円

LIVING NATURE organics
商品名:リビングネイチャー ラディアンスオイル
GINZA
価格:24,000円

上品なｶﾞﾗｽﾊﾟｯｹｰｼﾞが印象的なｸﾞﾗｽｷｬﾝﾄﾞﾙ。
配置する場所によって大きさを使い分けられる
2種のｻｲｽﾞで展開します。火を灯すと、ｸﾞﾘｰﾝ・
ﾛｰｽﾞの香りが立ち込め、ﾘﾌﾚｯｼｭできる。GINZA
SIX限定のｸﾞﾘｰﾝﾛｰｽﾞの香り。
内容量:250ml/60ml（ｽﾓｰﾙ）

SABONの世界観がぎゅっと詰まった、GIINZA SIX限定のﾄﾗﾍﾞﾙ用ｷｯﾄ。
外出先でもお使いいただきやすいように、上品でｼｯｸなﾃﾞｻﾞｲﾝのﾎﾟｰﾁにﾊﾞｽ＆ﾎﾞ
ﾃﾞｨｹｱｱｲﾃﾑをﾄｰﾀﾙでｾｯﾄしました。
内容量:ﾍｱｼｬﾝﾌﾟｰ ｸﾞﾘｰﾝ・ﾛｰｽﾞ 30ml,ﾍｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ ｸﾞﾘｰﾝ・ﾛｰｽﾞ 30ml,ｼｬﾜｰｽｸﾗ
ﾌﾞ ｸﾞﾘｰﾝ・ﾛｰｽﾞ 70g,ｼｬﾜｰｵｲﾙ ｸﾞﾘｰﾝ・ﾛｰｽﾞ 30ml,ｼﾙｷｰﾎﾞﾃﾞｨﾐﾙｸ ｸﾞﾘｰﾝ・ﾛｰｽﾞ
30ml,ﾊﾞﾀｰﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ ｸﾞﾘｰﾝ・ﾛｰｽﾞ 30ml,ﾌｯﾄｸﾘｰﾑ 30ml,ﾜｲﾌﾟｽ ﾘﾌﾚｯｼﾝｸﾞ,ﾄﾗﾍﾞﾙ
ﾎﾟｰﾁ

shu uemura
商品名:100色 アイシャドー パレット
価格:未定

shu uemura
商品名:LUCKY BAG
価格:未定

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
に合わせて限定発売｡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。

ｼｭｳ ｳｴﾑﾗの最高ﾐﾈｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ、
ultime８∞ ｽﾌﾞﾘﾑ ﾋﾞｭｰﾃｨｰ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ ｵｲﾙ 450
ｍLにﾎﾟｯﾌﾟなﾒｲｸを楽しめるｱｲｼｬﾄﾞｰ ﾊﾟﾚｯﾄ、ﾄﾞ
ﾛｰｲﾝｸﾞ ｸﾚﾖﾝ S ﾍﾞｰｼﾞｭがついたｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ日だ
けの今までにないお得な特別ｷｯﾄ。

diptyque
商品名:フレグランスキャンドル Tokyo
価格:未定

diptyque
商品名:オードトワレ 3種類セット
価格:未定

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

diptyqueで人気の大人の香水を特別なｻｲｽﾞに
詰めて化粧箱にｾｯﾄした商品｡GINZA SIXのた
めにﾊﾟﾘで企画・製造したどの国､どの店にもな
い特別な作品です｡
内容量:20ml×3種

MAKE UP FOR EVER
商品名:アーティストアクリリップ
価格:未定

MAKE UP FOR EVER
商品名:アルティザンブラシセット
価格:未定

e.m. PICTURESQUE
商品名:シルバーリング
価格:リング 各74,000円

創業者兼ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸﾃﾞｨﾚｸﾀｰのﾀﾞﾆｰ･ｻﾝｽﾞが
芸術家としてのﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞを活かし､ｱｸﾘﾙ絵
具から発想を得て開発したﾘｷｯﾄﾞﾘｯﾌﾟｶﾗｰ｡やわ
らかなｸｯｼｮﾝｱﾌﾟﾘｹｰﾀｰで自由にｶﾗｰをﾌﾞﾚﾝﾄﾞし､
自分だけの色を楽しむことができます｡
内容量:7ml
色数:全6色

ﾌﾟﾛのこだわりが詰まったﾌﾞﾗｼを持ち運びに便
利なﾄﾗﾍﾞﾙｻｲｽﾞにし､専用ｹｰｽにて販売｡内容
量:ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾌﾞﾗｼﾐﾃﾞｨｱﾑ106、
ﾊｲﾗｲﾀｰﾌﾞﾗｼﾐﾃﾞｨｱﾑ152、
ｼｭｰﾀﾞｰﾌﾞﾗｼﾐﾃﾞｨｱﾑ226、
ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝｺﾚｸﾀｰﾌﾞﾗｼ172

ｼﾙﾊﾞｰ素材に淡水パールやキュービックジルコ
ニをｾｯﾄしたｼﾞｭｴﾘｰ。ｶｼﾞｭｱﾙになり過ぎず洗練
されたｲﾒｰｼﾞに。

貴重なﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ自生の植物成分を使用｡ﾄ
ﾘｰﾄﾒﾝﾄ用のﾌｪｲｽｵｲﾙを全身に贅沢に使えるよ
うに調整した限定ｵｲﾙ｡ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ本国が日本
の銀座をｲﾒｰｼﾞし､都会の生活に疲れた人々に
癒しを届けたいという想いが込もった一品｡

KIEHL'S SINCE 1851
商品名:キールズ カレンデュラパーフェクト
セット
価格:11,600円～
新製品の贅沢すぎるｼﾞｪﾙﾏｽｸに加え、愛さ
れ続けるｶﾚﾝﾃﾞｭﾗﾝﾗｲﾝに、ｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞﾆﾑﾄ
ｰﾄﾊﾞｯｸも入ったｽﾍﾟｼｬﾙなｾｯﾄが登場します。
内容量:ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪﾙ CL 230ml,ﾊｰﾊﾞﾙﾄ
ﾅｰ CL ｱﾙｺｰﾙﾌﾘｰ250or125ml,ｴｯｾﾝｽ ｼﾞｪﾙﾏｽ
ｸ CL 100ml,ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾎﾞﾀﾆｶﾙｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ4ml/ｸﾘｰ
ﾑSP 7ml,ｵﾘｼﾞﾅﾙﾃﾞﾆﾑﾄｰﾄﾊﾞｯｸ

KIEHL'S SINCE 1851
商品名: キールズ カレンデュラ トライアルセット
価格: 3,200円
肌を潤いで包み込み、穏やかに整えるﾛﾝｸﾞｾﾗｰ
化粧水が限定ｻｲｽﾞで入ったﾄﾗｲｱﾙｾｯﾄ。
内容量: ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪﾙCL30ml,ﾊｰﾊﾞﾙﾄ
ﾅｰCLｱﾙｺｰﾙﾌﾘｰ125ml,DSﾏｲｸﾛﾋﾟｰﾙｺﾝｾﾝﾄﾚｰ
ﾄ4ml,ｽｷﾝﾁｬｰｼﾞﾏｽｸ5ml/ｽｷﾝﾃﾞｨﾌｪﾝｽﾏｽｸ5ml,ｸ
ﾘｰﾑSP7ｍｌ,ｵﾘｼﾞﾅﾙﾋﾞﾆｰﾙｹｰｽ

john masters organics Select
商品名: john masters organics ベストセラース
ペシャルボックス
価格:40,000円

john masters organics Select
商品名: john masters organics ヘアケア＆スタ
イリングコレクション
価格:6,500円

補修力に優れるこの上なくﾘｯﾁなｼｬﾝﾌﾟｰ、
ｻﾛﾝ品質のｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰのｽﾘﾑﾋﾞｯｸﾞｻｲｽﾞ
のほか、ｼﾞｮﾝﾏｽﾀｰｵｰｶﾞﾆｯｸの神髄を髪と肌
で体感できるﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰな10点ｾｯﾄ。
すべて収納できるｵﾘｼﾞﾅﾙｳﾞｧﾆﾃｨｰｹｰｽ付き。

人気のｼｬﾝﾌﾟｰやｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ、頭皮ｹｱ用ｽﾌﾟﾚｰ
やｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙ、ｽﾀｲﾘﾝｸﾞｱｲﾃﾑまで、充実のﾗｲﾝ
ｱｯﾌﾟを誇るﾐﾆｻｲｽﾞｺﾚｸｼｮﾝｷｯﾄ。ｽﾍﾟｼｬﾙﾎﾞｯｸｽ
入りで、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄにも最適です。

e.m. PICTURESQUE
商品名:ブルーダイヤモンドリング、ブルダイヤ
モンドブレス
価格:リング 120,000円
ブレスレット 84,000円
K18ygにﾌﾞﾙｰﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞをｾｯﾄしました。ｸﾘｱなﾌﾞ
ﾙｰｶﾗｰが他にはない色合いで美しく輝きます。

*すべてﾄﾗﾍﾞﾙｻｲｽﾞ

e.m. PICTURESQUE
商品名:ヘアゴム、ヘアバレッタ、イヤリング
価格:ヘアゴム 8,000円
アバレッタ 10,000円
イヤリング 12,000円
ﾒﾀﾙを結んだようなﾃﾞｻﾞｲﾝで着けるときゅっと結
んだように言える趣向を凝らしたｱｲﾃﾑです。

PAÑPURI
商品名:サイアミーズウォーター オードトワレ
価格:7,000円
世界中で愛される「ｻｲｱﾐｰｽﾞ ｳｫｰﾀｰ ｺﾚｸｼｮﾝ」。
ｼﾞｬｽﾐﾝの気品のある香りが吹き込まれ、ﾎﾞﾄﾙ
には、日本の文化、伝統にｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝを受け
たﾃﾞｻﾞｲﾝが施され、ﾊﾟｯｹｰｼﾞには毛筆を思わせ
る繊細なﾗｲﾝが描かれています。
内容量:50ml

Salon des Parfums
商品名: ＜メゾン フランシス クルジャン＞
アクア ユニヴェルサリス エキストレ ドゥ パ
ルファム
価格:200,000円
ｼｸﾞﾈﾁｬｰであり､最も人気のあるｱｸｱ ﾕﾆｳﾞｪﾙｻ
ﾘｽの香りをさらにｲﾝﾃﾝｽにしたｴｷｽﾄﾚが登場｡
ﾎﾞﾄﾙにｺﾞｰﾙﾄﾞの彫刻を手作業で施し､ﾈｯｸ部分
に結ばれたｼﾙｸの紐がｴﾚｶﾞﾝｽを感じさせます。
内容量:各70ml

ELLE café
商品名:KOMBUCHA MOCKTAIL 苺＆ざくろの
ベリーフィズ
価格:830円
KOMBUCHA（ｺﾝﾌﾞﾁｬ）にﾌﾚｯｼｭな苺、ざくろ、ｸﾗ
ﾝ ﾍ ﾞ ﾘ ｰ ｼ ﾞ ｭ ｰ ｽ を 合 わ せ た
KOMBUCHA MOCKTAIL（ｺﾝﾌﾞﾁｬﾓｸﾃﾙ）です。ｴ
ﾃﾞｨﾌﾞﾙﾌﾗﾜｰｱｲｽで華やかに。体質改善や美肌
に効果的なﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙやﾋﾞﾀﾐﾝが補給できます。

bareMinerals
商品名:ベアミネラル オールスター
スペシャル キット
価格:27,800円
軽くて肌にやさしい｢ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ｣の限
定ﾊﾟｯｹｰｼﾞからｽｷﾝｹｱまで主力製品全てが揃う､
GINZA SIX限定ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｷｯﾄ。

Salon des Parfums
商品名: ＜アニック グタール＞
オーダドリアン オーデコロン
価格:260,800円
ｱﾆｯｸ･ｸﾞﾀｰﾙ自身のｲﾀﾘｱに対する情熱が表現
された､時代を超えて愛される香り｢ｵｰﾀﾞﾄﾞﾘｱﾝ｣
にｲﾝｽﾊﾟｲｱされて誕生したｵｰﾃﾞｺﾛﾝの限定ﾗｰ
ｼﾞｻｲｽﾞ｡職人が仕上げたﾎﾞﾄﾙはは､使い終わっ
たあともｲﾝﾃﾘｱとしても楽しめます｡
内容量:860ml

OUREN
商品名:未定
価格:30,000円
こだわりのある生産者からうまれる、厳選され
た季節の花と、京都とﾐﾗﾉを拠点とするﾗｲﾌｽﾀｲ
ﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ「ｽﾌｪﾗ」によるｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾗﾜｰﾍﾞｰｽのｾｯﾄ
販売。購入から3ヶ月間(毎月1回)お客様の好み
に合わせて束ねた花をご指定先までお送りしま
す。（画像はｲﾒｰｼﾞ）

RMK
商品名:RMK オープニングキット
価格:8,200円（選択品により異なります）
健康的かつ洗練されたﾅﾁｭﾗﾙﾒｲｸを提案す
る、GINZA SIXｵｰﾌﾟﾝ記念ｺﾌﾚを限定販売｡
内容量:ﾒｲｸｱｯﾌﾟﾍﾞｰｽとﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝは現品・
全種類より選択可。（ｶｼﾞｭｱﾙﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰ
ｼｮﾝのﾚﾌｨﾙは食良いｷｯﾄ対象）
RMK ｼﾞｭｴﾙｽｸﾗﾌﾞ 30g（ﾐﾆｻｲｽﾞ）
RMK ｽｷﾝﾁｭｰﾅｰ ｽﾑｰｻｰ ﾓｲｽﾄ 30ｍｌ（ﾐﾆｻｲ
ｽﾞ）

JILLSTUART Beauty&PARTY
商品名:GINZA SIX限定 デザイン
プレゼントボックス（Sサイズ）
価格:400円（ラッピング代）
ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄｺｽﾒとｺｽﾒ以外の雑貨などを入れて
ｷﾞﾌﾄｾｯﾄに。GINZA SIXだけのｵﾘｼﾞﾅﾙｷﾞﾌﾎﾞｯｸ
ｽです｡
（ｾｯﾄの内容は取扱商品の中から自由にお選び
いただけます。）

Salon des Parfums
商品名: ＜ペンハリガン＞
①エッサウィラ オードパルファム
②ハルフェティ オードパルファム
③ウード ド ニル オードパルファム
価格:25,000円
ﾄﾚｰﾄﾞﾙｰﾄは､19世紀末のﾛﾝﾄﾞﾝの豪華でﾃﾞｶﾀﾞﾝ
なﾑｰﾄﾞに包まれたﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰな香りのｺﾚｸｼｮﾝ｡
追加の3種を加え日本ではGINZA SIXのみで全
ｱｲﾃﾑを展開します。
内容量:各100ml

HACCI
商品名:テーブルハニー 国産 桜
価格: 2,350円

HACCI
商品名:ハニーソープ ネットセット
価格: 5,800円

HACCI初のFlagShipSHOPのための特別なテー
ブルハニー＜国産 桜＞を桜柄の限定BOXに入
れてお届けします。
内容量:95g

HACCIの原点といえる、ベストセラーアイテムは
ちみつ洗顔石けんとGINZASIX限定カラーの泡
立てネットをセットしました。
内容量:はつみつ石けん 80g,ｷｬﾝﾃﾞｨｶﾗｰﾘﾝ
ｸﾞ,泡立てﾈｯﾄ,ﾊｯﾁﾚｯﾄﾞ
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acca
商品名: KIMONO（シュシュ,バレッタ）
価格: シュシュ20,000円
バレッタ10,500円

La Maison VALMONT
商品名:プライムリニューパック
限定エディション
価格:42,000円

CLARINS
商品名:GINZA SIXオープン記念限定ギフト
価格:10,000円～

CHANEL
商品名:レ ゼクスクルジフ ドゥ シャネル コ

ｸﾗﾗﾝｽ製品を10,000円以上お買い上げいただ
いた方にﾌﾗﾝｽのｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰがﾃﾞｻﾞｲﾝしたｵﾘｼﾞ
ﾅﾙﾎﾟｰﾁと、SNSでも話題のｺﾝﾌｫｰﾄ ﾘｯﾌﾟｵｲﾙの
ﾐﾆｻｲｽﾞを差し上げます。
内容量:例）ﾌｨｯｸｽ ﾒｲｸｱｯﾌﾟ4,000円、ｺﾝﾌｫｰﾄ ﾘｯ
ﾌﾟｵｲﾙ3,200円、ﾎﾞﾃﾞｨ ｵｲﾙ7,400円、ｵﾘｼﾞﾅﾙﾎﾟｰ
ﾁ *ｺﾝﾌｫｰﾄ ﾘｯﾌﾟｵｲﾙの色は未定

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ着物のﾌｧﾌﾞﾘｯｸをﾘﾒｲｸして作られたﾍ
ｱｱｸｾｻﾘｰは、日本の繊細さとｲﾀﾘｱの卓越した
職人技術でｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ。
1 点 ず つ柄 が 異 なり何 度 も 足 を 運 び た くなる
GINZA SIX限定ｱｲﾃﾑです。

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを象徴する「プライムリニューパック」｡通
常50gを、125gの限定ｻｲｽﾞにてGINZA SIXのみ
で販売｡
内容量: 125g

価格:36,000円

YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ
商品名:ル ヴュスティエール デ パルファム ニュ
イ キュイール
価格:39,000円

YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ
商品名:ル ヴェスティエール デ パルファム ニュ
イ ヴィニル
価格: 39,000円

YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ
商品名:ル ヴェスティエール デ パルファム ニュ
イ ベロア
価格: 39,000円

ﾑｯｼｭ ｲｳﾞ・ｻﾝﾛｰﾗﾝはﾌｪﾐﾆﾝとﾏｽｷｭﾘﾝ、ｴﾚｶﾞﾝｽ
とﾎﾟｯﾌﾟという相対するものの融合にﾚｻﾞｰを用
いました。ｽﾓｰｷｰなｻﾌﾗﾝと濃密なｸﾞｱｷｳｯﾄﾞの
組合せでﾜｲﾙﾄﾞなﾚｻﾞｰを表現しています。
内容量:125ml

1960年代、若者が抱いていたﾓﾀﾞﾝさと反逆的な
姿勢を表すﾏﾃﾘｱﾙ ｳﾞｨﾆﾙ。ﾑｯｼｭ ｲｳﾞ・ｻﾝﾛｰﾗﾝ
はこのｳﾞｨﾆﾙでｵｰﾄｸﾁｭｰﾙにｽﾄﾘｰﾄの大胆さを
結びつけました。ﾌﾚｯｼｭに輝くｴﾊﾞｰﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾌﾗ
ﾜｰにﾐﾙﾗの温かいｱﾝﾊﾞｰﾌｰﾄﾞで逆説的なｳﾞｨﾆﾙ
を表現しています。
内容量:125ml

ｲｳﾞ・ｻﾝﾛｰﾗﾝのｺﾚｸｼｮﾝにも幾多も登場するﾍﾞﾙ
ﾍﾞｽﾄ。ﾑｯｼｭ ｲｳﾞ・ｻﾝﾛｰﾗﾝはあえてﾂﾔ消しの目
的で時にﾌｫｰｸ調にｱﾚﾝｼﾞして、とﾊﾟﾘｼﾞｬﾝの優
雅さをﾂｲｽﾄするﾏﾃﾘｱﾙとして愛しました。温か
みのあるｱﾝﾊﾞｰと官能的なﾊﾞﾆﾗの香で柔らか
で魅惑的なﾍﾞﾙﾊﾞﾗﾄを表現しています。 内容
量:125ml

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

Dior BEAUTY GINZA
商品名:ディオールショー モノ#480
価格:3,600円

Dior BEAUTY GINZA
商品名:ディオール ヴェルニ #248
価格:3,000円

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

大人気の「ﾃﾞｨｵｰﾙ ｼｮｳ ﾓﾉ」から、優しく女性ら
しい印象に仕上げてくれる“抹茶”ｼｪｰﾄﾞが限定
で登場します。 *写真左上

ずっと続くｼﾞｪﾙ ﾈｲﾙのようなつやと仕上がりを
叶える「ﾃﾞｨｵｰﾙ ｳﾞｪﾙﾆ」です。
ｺｰﾗﾙ ﾋﾟﾝｸのｼｪｰﾄﾞが爪に輝きを添えます。
*写真右上

Dior BEAUTY GINZA
商品名:ディオールブラッシュ #849
価格:5,700円

SHISEIDO
商品名:資生堂エバーブルーム オードパルファム
価格/内容量:30ml 7,000円/50ml 10,000円

HABA
商品名:スクワラン美容セット
価格:8,800円

HABA
商品名:北のプラセンタ スペシャルセット
価格:5,800円

ﾌﾚｯｼｭな血色感で顔をより明るい印象に導く
「ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾌﾞﾗｯｼｭから春の暖かい日差しのよう
なｳｫｰﾑ ｺｰﾗﾙ ｼｪｰﾄﾞが登場します。
*写真左下

商品名:資生堂ｴﾊﾞｰﾌﾞﾙｰﾑ ｵｰﾄﾞﾄﾜﾚ
価格/内容量:30ml 6,500円/50ml 9,000円
たゆまなく咲き続ける女性の美しさを讃えるなぞ
らえた繊細さとｾﾝｼｭｱﾘﾃｨをあわせもつﾌﾛｰﾗﾙの
香り｡

しっとりプルプルの肌に導く植物ｽｸﾜﾗﾝの美容
ｵｲﾙ。高品位｢ｽｸﾜﾗﾝ」Ⅱを含むｽｷﾝｹｱｾｯﾄ｡
ｾｯﾄ内容:Gﾛｰｼｮﾝ（化粧水）、
高品位｢ｽｸﾜﾗﾝ」Ⅱ（化粧ｵｲﾙ）、
ぷるぷるｱｲｼﾞｪﾙ（目元用美容液）、
ﾊﾝﾄﾞｾﾗﾑ（ﾊﾝﾄﾞ用美容液）、
長尺ﾀｵﾙ

ﾏﾘﾌﾟﾗｾﾝﾀ®ｴｷｽをはじめ、北海道の恵みから生
まれた美肌成分をたっぷりと配合したｽﾍﾟｼｬﾙｹ
ｱｾｯﾄ｡

SUQQU
商品名:SUQQU オリジナル風呂敷
価格:12,000円以上お買い上げの方にﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

Maison DECORTÉ
ｺｰｽ名:for facial 75
価格:施術時間75分30,000円
（初回限定22,500円）

Maison DECORTÉ
商品名:デコルテ ヴィフュージョン
エッセンシャルズ
価格:20,000円

GINZA PEEK-A-BOO AVEDA
商品名:PEEK-A-BOO 限定ヘアケアセット
「さらさらヘア セット」
価格:6,000円

究極の五感美容とｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ「ﾏﾙｾﾙ･ﾜﾝﾀﾞｰｽ
氏」が手がけるｱｰﾄのような絶対空間による“六
感美容”をﾃｰﾏにしたﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ。

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞが持つ最先端技術の粋を結集したViFusion処方により｢身体のﾘｽﾞﾑと自然の力を連
動させながら､総体的に肌を整えていく｣を新ｺﾝ
ｾﾌﾟﾄに。GINZA SIXｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ限定ｽｷﾝｹｱｷｯﾄ｡

ﾌﾞﾗｼ部分が頭皮に刺激を与えて、ﾏｯｻｰｼﾞ効果
を高める大人気のｱｳﾞｪﾀﾞのﾊﾟﾄﾞﾙﾌﾞﾗｼと、髪に
自然なｻﾗｻﾗ感と美しい輝きを与える、ｵｰｶﾞﾆｯｸ
ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ配合の洗い流さないﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄの数量限
定ｾｯﾄ。

CLARINS SKIN SPA
ｺｰｽ名:プレミアム ボディ フィット スカルプター
90分
価格:36,000円

uka
商品名:uka nail oil〈ma/6〉
(ウカネイルオイル マロ)
価格:3,800円

BEAUTY TERRACE GINZA -DRESS CIRCLE商品名:テロメアエイジングケア コフレセット
価格:Aセット：98,000円（税込）、
Bセット：148,000円（税込）

ｸﾗﾗﾝｽﾎﾞﾃﾞｨ製品の代表とも言えるﾘﾌﾄﾏﾝｽｰﾙ
がさらにﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟした｢ﾎﾞﾃﾞｨ ﾌｨｯﾄ｣の新ﾄﾘｰﾄﾒﾝ
ﾄと製品ｷｯﾄをが一緒になったGINZA SIX店の限
定ｾｯﾄです｡理想のﾎﾞﾃﾞｨを手に入れて。
内容量:ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ90分+「ﾎﾞﾃｨ ﾌｨｯﾄ」200g
+ﾎﾞﾃﾞｨｽｸﾗﾌﾞ30g+ﾎﾞﾃﾞｨｸﾘｰﾑ28g
+ﾎﾞﾃﾞｨｵｲﾙ10mL +ｵﾘｼﾞﾅﾙﾎﾟｰﾁ

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを代表するﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ「uka ﾈｲﾙｵｲﾙ」から
GINZA SIXだけの限定品が登場。ﾘｯﾁで淑やか
な輝く女性を表現した大人の香り｡持ち運びにも
便利なｻｲｽﾞ感とこぼれないﾛｰﾙｵﾝﾀｲﾌﾟでいつ
でもどこでも保湿できます｡

「BEAUTY TERRCE GINZA」と「Defytime」の世
界で唯一のｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱｺﾌﾚｾｯﾄ。老化の原因と
なるﾃﾛﾒｱ短縮を抑制する成分を配合した唯一
のｺｽﾒである、ｸﾘｰﾑ・ｱｲﾊﾟｯﾁ・舌ｽﾌﾟﾚｰの3点
セット。
内容量:Aｾｯﾄ：TAAｸﾘｰﾑ2本、TAMｽﾌﾟﾚｰ1本、ｱ
ｲﾊﾟｯﾁ2枚。Bｾｯﾄ：TAAｸﾘｰﾑ2本、TAMｽﾌﾟﾚｰ4
本、ｱｲﾊﾟｯﾁ2枚

clé de peau BEAUTÉ
商品名:Serene Beauty Makeup Box
価格:15,000円
ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰなｵﾌﾀｲﾑ気分を高めるﾒｰｷｬｯﾌﾟｱｲﾃ
ﾑを、建築家・田根剛氏ﾃﾞｻﾞｲﾝの“BRILLIANT
CELL BOX”と共に限定発売。
内容:ﾀﾝｽﾃｨｯｸｴｸﾗ＜ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ＞ｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟ
SPF17・PA++、・ｵﾝﾌﾞﾙｸﾙｰﾙﾃﾞｭｵ＜ｱｲｼｬﾄﾞｰ＞
（ﾚﾌｨﾙ）、・ｵﾝﾌﾞﾙｸﾙｰﾙｹｰｽ（ﾁｯﾌﾟ2本付）*ｱｲｼｬ
ﾄﾞｰの色はお選びいただけます。
La Boutique Guerlain
商品名:モン ゲラン オーデパルファン
スペシャル ボトル
価格/内容量:430,000円/1,000ml
ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ ﾒｿﾞﾝとして長い歴史を持つｹﾞﾗﾝが､
力強くも優しい現代女性を表現した香りを新た
に創作｡2017年3月1日に世界同時発売予定の
新製品の1Lｻｲｽﾞを日本ではGINZA SIX限定で
販売します｡

結んだ時や包んだ時一層華やかさが増す、両
面使える風呂敷です。伊砂文様のﾓﾁｰﾌは自然
物や風景、心象や目に見えない対象物をも表
現しているのが特徴です。
伝統技法を用いながらも斬新、かつ繊細な文様
は、 新しい発見と 人々の心を引き付けます。
今回は菊のﾓﾁｰﾌを採用しました。
GINZA PEEK-A-BOO AVEDA
商品名:PEEK-A-BOO 限定ボディケアセット
価格:5,400円
ｵｰｶﾞﾆｯｸのﾛｰｽﾞﾏﾘｰ、ﾍﾟｯﾊﾟｰﾐﾝﾄ、ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰなど
の香りで、肌を爽やかに洗い上げるﾊﾞｽﾊﾞｰと、
乾燥した手をなめらかに保湿する人気のﾊﾝﾄﾞｸ
ﾘｰﾑを組み合わせた数量限定ﾎﾞﾃﾞｨｹｱｾｯﾄ。

フレ
ﾚ ｾﾞｸｽｸﾙｼﾞﾌのｵｰﾄﾞｩ ﾊﾟﾙﾌｧﾑ14種と、ｵｰﾄﾞｩ ｺ
ﾛｰﾆｭの全15種の 4mLﾐﾆﾁｭｱ ﾎﾞﾄﾙが収められ
たｺﾚｸｼｮﾝです。
内容量：各4ml

