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「クリスマスの銀座には、奇跡が住んでいる。」

＜GINZA SIX CHRISTMAS 2017＞
ホワイトクリスマスを叶える雪の演出や期間限定のアート作品を展示
クリスマス特別商品・メニューも展開
2017年4月20日に開業した銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」では、11月15日（水）よりクリスマス演出を
スタートします。GINZA SIXが初めて迎えるクリスマスのテーマは、「クリスマスの銀座には、奇跡が住んでいる。」。
メイン企画『Snow Dome City』では、東京ではなかなか体験することのできない本物の雪のクリスマスを実現しま
す。また、アーティストユニット・デイジーバルーンのアート作品『Mirror Bell Dress』を中央通り側エントランスに
設置、リビングウォールのチームラボ作品も期間限定バージョンになり、クリスマス気分を盛り上げます。
また、6Fの銀座 蔦屋書店では、現代美術作家・ヤノベケンジさんによる大型アート作品『SHIP’S CAT』を展
示し、「猫とアートとクリスマス」をテーマにしたクリスマスフェアを展開します。さらに、ワールドクラスクオリティの
241ブランドの中から、GINZA SIXでしか手に入れることのできないクリスマス限定商品や、この季節しか味わうこ
とのできない特別メニューを多数揃えました。期間限定のポップアップショップも登場。ブランドの世界観を体現
する最新のコレクションに加え、ポップアップショップ限定のアイテムやサービスを展開します。

■「クリスマスの銀座には、奇跡が住んでいる。」 GINZA SIX クリスマス演出
「クリスマスの銀座には、奇跡が住んでいる。」をテーマに、館内各所にて普段とは違うGINZA SIXを演出します。

＜Snow Dome City＞
場所：GINZA SIX 2F 三原テラス
期間：11月15日（水）～12月25日（月）
※降雪イベントは 11/15～19、25、26、12/2、3、9、10、16、17、20～25 の実施予定、変更の可能性もございます。
「Ginza White Christmas 銀座は、ホワイトクリスマスになるでしょう。」をキャッチコピーに、特別演出を展開しま
す。三原テラスに本物の雪を降らせ、本物の雪でつくるスノーマンがお客様をお出迎えします。東京で
はなかなか体験することのできないホワイトクリスマスを、GINZA SIXが叶え、最高の贅沢として提案します。また、
スノードームの中にスノーマンと一緒にいるかのような写真が撮れるステージをご用意、ステージの周
りにはヨーロッパの街並みをハイクオリティなジオラマで再現し、非日常気分を盛り上げます。
※いたずら好きなスノーマンは、ときたま、銀座のそこかしこや、館内に起きる小さな“奇跡”をみなさまにお届け
するかもしれません。どうぞお楽しみに。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

＜デイジーバルーン『Mirror Bell Dress』＞
場所：GINZA SIX 中央通り側エントランス
期間：11月下旬～12月25日（月）予定
バルーンアーティスト細貝里枝とアートディレクターでグラ
フィックデザイナーの河田孝志からなるアーティストユニッ
ト・デイジーバルーンによる、約 4m のクリスマスベルを思わ
せるミラー・ベル・ドレスを中央通り側エントランスに設置し
ます。
デイジーバルーンの作品のなかでもバルーンドレスは、繊
細さが細部まで行き渡った建築物を思わせ、多くの人々を

※画像はイメージです。

魅了しています。また、彼らは日々、哲学的テーマを探求
して、物や人とディスカッションすることをフィールドワークとしており、その眼差しは常に、他者との本質的な融合
に向けられています。今回のドレスは、ミラー素材のオーナメントで制作する、見る人や銀座の街の風景が映り
込みながら光輝くクリスマスベルの形とバルーンドレスが融合した『Mirror Bell Dress』です。
エントランスを彩る作品として、音楽、光、ミラーが醸し出す華やかな空間の体験をお楽しみ下さい。

＜チームラボ『Universe of Water Particles on the Living Wall –Gold』＞
場所：3～5F リビングウォール（中央通り側）
期間：11月中旬～12月25日（月）予定
高さ約 12ｍの壁面（リビングウォール）に常設展示している、日々の日没とともに様子
を変える滝を描いたウルトラテクノロジスト集団チームラボによるデジタルインスタレー
ション作品が、クリスマス期間限定で光り輝く金色に変化します。

【『Universe of Water Particles on the Living Wall –Gold』概要】
チームラボ作 2017 年製作 高さ 11810mm×幅 1920 mm
仕様： Digital Installation, LED, Endless
岩には、植物学者でアーティストのパトリック・ブラン氏によって植栽された対面の壁の植物と同じ種類の植物が
生えている。そして、作品は、日々の日没とともに、様子を変える。
仮想の三次元空間に岩を立体的につくり、その岩に水を落下させる。水は、無数の水の粒子の連続体で表現し、
粒子間の相互作用を計算している。滝を物理的な水の運動シミュレーションとして構築している。
そして、全体の水の粒子の中からランダムで選んだ 0.1%の水の粒子の挙動によって、空間上に線を描く。その
線の集合で滝を描いている。つまり、無数の線の裏側には、その 1000 倍もの水の粒子が存在し、それら全体の
相互作用によって、線の曲線が決定している。
そして、三次元空間上に立体的に描かれた滝を、我々が考える「超主観空間」によって映像作品にしている。
https://www.teamlab.art/jp/w/livingwall/

※画像はイメージです。

■6F「銀座 蔦屋書店」ではクリスマスフェア「猫とアートとクリスマス」を開催
ヤノベケンジ氏によるアート作品『SHIP’S CAT』を展示
GINZA SIX 6Ｆ「銀座 蔦屋書店」では、2017 年 11 月 15 日(水)～12
月 25 日(月)の期間中、「猫とアートとクリスマス」をテーマにクリスマス
フェアを開催。多くの作家を魅了し、何度となく作品のモチーフにも
なってきた「猫」に関するアート書籍や写真集、グッズを銀座 蔦屋書
店のコンシェルジュが選りすぐってご提案いたします。
また、12 月 5 日(火)からは、現代美術作家・ヤノベケンジ氏の大型ア
ート作品『SHIP'S CAT』2 体をイベントスペースで展示します。
※『SHIP'S CAT』の展示は、12 月 28 日（木）まで。
【『SHIP’S CAT（シップス・キャット）』概要】
ヤノベケンジ氏作

2017 年製作

展示作品点数 ２点
・高さ 3000mm×長さ 4800mm×幅 2400mm
・高さ 3300mm×長さ 2400mm×幅 2400mm （予定・現在製作中）
材質：ステンレススティール、真鍮、繊維強化プラスチック（FRP)、
アクリル、LED ライト
※画像はイメージです。

問い合わせ先：銀座 蔦屋書店 03-3575-7755

■豊富なラインナップで提案するクリスマス特別アイテム
GINZA SIXとして初めて迎えるクリスマスを記念し、ワールドクラスクオリティのブランドがGINZA SIX限定販売や数量
限定販売など、クリスマスの特別商品を展開します。
※下記は一例。各店舗のファッショングッズは別紙参照

▼ファッション／ファッショングッズ
上質な大人の着こなしを演出するコートやニットに加え、クリスマスギフトに最適なジュエリー、ウォッチ、ウォレット、
バッグ、マフラーなどのファッショングッズを幅広く揃えました。

Van Cleef & Arpels [B1～2F]
Limited edition Vintage
Alhambra pendant

FRANCK MULLER GENEVE [2F]
Heart to Heart

VERSACE [2F]
TAG BAG

quarant’otto [2F]
Una Storia Firenze

▼ライフスタイル
クリスマスリースなどの定番グッズに加え、ココットや
ブランケット、キャンドルなど、心や身体を温めてくれ
るアイテムが豊富に揃います。

▼ビューティ
限定パッケージのコフレや、ホリデーシーズン限定
の香りのボディケア、パフュームセットなど、クリスマ
ス限定アイテムを多数展開します。

Salon de Parfums [B1F]
レディース ミニチュア コレクション’17

OUREN [B1F]
ホーリードーナツ

■「銀座のクリスマスの新定番」 特別メニュー・フード
話題の絶えない人気のフードショップやレストラン・カフェでは、GINZA SIXならではの特別なクリスマスメニューや
商品を展開します。B2Fのフードフロアでは、有名シェフが手掛ける華やかなクリスマスケーキやスイーツに加え、ホ
リデーシーズンのパーティーシーンに活躍する手土産などを豊富に揃えました。レストランやカフェでは、大切な人
と過ごす特別な日を上質に演出するオリジナリティ溢れる限定メニューをご提供します。
※下記は一例。各店舗のメニュー・フードおよび販売期間など詳細は別紙参照

PHILIPPE CONTICINI [B2F]
シャルロットフランボワーズ

マーロウ [B2F]
クリスマスプリン

■期間限定のポップアップショップがオープン

▼TOCHIKA （B2F）
仕事に家事に子育てにせわしない時間を過ごしているあなたへ、ほん
の 30 分でもカラダとココロに優しいひとときを…。秘密の製法により実
現した、摘みたてそのまま、まるでフレッシュハーブのような澄んだハー
ブの味と香りをお楽しみください。世界タイトルを持つパティシエ JIRO
TANAKA 氏と TOCHICA のコラボ商品”食べるハーブティーシリーズ”
の焼き菓子とショコラも、GINZA SIX 限定で販売します。
【開催期間】 2017 年 10 月 3 日（火）～11 月 5 日（日）

THE GRAND GINZA [13F]
クリスマス限定ディナー

▼kolor POP UP（3F）
kolor メンズ＆ウィメンズ コレクションのポップアップストアをオープン。
デザイナー阿部潤一が、様々な角度（素材・パターン・価格・時代性）か
ら、一番良いバランスだと思える商品を提供するブランド、kolor。今シー
ズンは完璧に整えられた美しさではない、乱雑さが持つ美しさとエレガ
ントさを表現しています。期間中、ポーターとのコラボレーションによるバ
ックパックと人気のボアブルゾンが限定アイテムとして登場します。
【開催期間】 2017 年 9 月 27 日（水）～10 月 24 日（火）

▼VASIC（4F）
Timeless＆Classic、日常で使える私だけの定番“My Standard Bag”をテ
ーマに、ニューヨークにてコレクションを発表している VASIC の POP-UP
STORE を開催中。VASIC は、シンプルかつ機能的、エレガントでありな
がらも大人の遊び心を加えた、普遍的なデザインが特徴でおしゃれを楽
しむすべての女性へ、それぞれのライフスタイルにフィットする様々な
「バッグの在り方」を提案します。
GINZA SIX 先行発売としてタッセルをご用意しております。ハンドバッグ
のためのアクセサリーを提案、タッセルは 5 色展開でお好みのカラーを
チョイスし、バッグとのコーディネートをお楽しみいただけます。また期間
中にバッグをお買い上げ頂いた方にオリジナルキャンドルをプレゼントし
ます。（数に限りがございますので予めご了承ください。）
【開催期間】 2017 年 9 月 27 日（水）～10 月 24 日（火）

▼11 月・12 月には、クリスマスギフトにもおすすめのポップアップショップが登場予定
[3F]
2017 年 10 月 25 日（水）～11 月 21 日（火） MCM
2017 年 11 月 22 日（水）～1 月 16 日（火） HOORSENBUHS
[4F]
2017 年 10 月 25 日（水）～11 月 21 日（火） beautiful people
2017 年 11 月 22 日（水）～1 月 16 日（火） X JEWELLERY

■B2F フードフロアのショーウィンドウもクリスマス仕様に
場所：B2F フードフロア
期間：11月中旬～12月25日（月）予定
B2Fフードフロアにあるショーウィンドウでは、季節の食材をテー
マにディスプレイを展開。日常的に触れている食材に少しの想像力
を加えることで、いつもとは違った視線で日々の食を豊かに感じて
いただくことが、このウィンドウのメッセージです。クリスマス期
間の作品名は『Underwater Special Dinner』。タコや、牡蠣、カニなど
海の生物たちが、泡できらめく海中でクリスマスのディナーをして
いるストーリーを表現します。

※画像はイメージです。

■「GINZA SIX エディターズ」がウェブサイトで配信スタート
公式ウェブサイト（http://ginza6.tokyo/）では、GINZA SIXの歩き方や
楽しみ方を提案する新たなコンテンツとして、「GINZA SIXエディター
ズ」の配信をスタートしました。ファッション（メンズ／レディス）、ウォッチ
&ジュエリー、ライフスタイル、ビューティ、フードの各ジャンルに精通す
る個性豊かなエディターたちが、GINZA SIXをぶらぶらと歩いて見つ
けた楽しみ方を綴ります。
【配信期間】 2017 年 9 月～2018 年 2 月
※各ジャンルごとに毎月 1 本（計 6 本）の記事を公開予定
※Instagram 公式アカウント（https://www.instagram.com/ginzasix_editors_official/）でも配信中
※新世代デジタル・サイネージ Tokyo Primeを提供する株式会社IRISとパートナーシップを組み、
Tokyo Primeが設置されている都内4,100台の日本交通タクシー車内でも配信中

＜GINZA SIX 基本情報＞
【TEL】03-6891-3390 （GINZA SIX 総合インフォメーション 受付時間 10:30～20:30）
【ADDRESS】〒104-0061 東京都中央区銀座 6 丁目 10-1
【HP】http://ginza6.tokyo/
□営業時間 ショップ・カフェ（B2F～5F） 10:30～20:30
レストラン（6F、13F）

11:00～23:30

※一部営業時間が異なる店舗もございます。
□休館日

不定休

□アクセス

東京メトロ 銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座」駅 A3 番出口より徒歩 2 分

＜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： 石原、鈴木隆仁、鈴木紅美子
TEL: 03-6894-3200 FAX: 03-5413-3050 E‐MAIL： ginzasix_pr@ssu.co.jp HP： http://ginza6.tokyo/

※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※店舗により、別途サービス料が発生いたします。
※記載情報は2017年10月13日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

2017年10月13日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX クリスマスメニュー・商品リスト

フード
いまでや銀座（B2F）

いまでや銀座（B2F）

いまでや銀座（B2F）

商品名：エリック・ロデス アンボネイ ブラン・ド・ノワールNV
価格：8,500円

商品名：グレイス・エクストラ・ブリュット2013
価格：7,100円

商品名：THE MIZUBASHO PURE 2008
価格：15,100円

フランス・シャンパーニュ地方／モンターニュ・ド・ランス特
級アンボネイ村アンボネイ村の特級ピノ・ノワールを100％
使用。艶やかなコクと重厚な飲みごたえが楽しめます。綺
麗な酸とパワフルさ、濃密なストラクチャーを併せ持った
ゴージャスなシャンパーニュ。
※12月1日～取り置き受付開始

山梨県 中央葡萄酒 シャルドネ100%。瓶内2次醗酵、瓶内
熟成36カ月させた本格的なブラン・ド・ブランのスパークリ
ング。フルーツ・リーフ、デニッシュ・ペストリーやレモンコン
フィ―の様な極上の食欲をそそる香りは、成熟した柑橘類
の素晴らしい味わいへと続き、キビキビした酸がリッチで
トースティなイーストのトーンとのバランスを取っています。
心地よいクリーミーなテクスチャー、長く続く泡立ち、素晴ら
しい発展を伴った極上のスパークリングワイン。力強く、活
き活きしています。
※12月1日～取り置き受付開始

9年間寝かせすることによって生まれた、ヴィンテージにし
かない特有の奥深さを感じることの出来る味わいになって
おります。特別な時を彩るのに適したお酒です。
※12月1日～取り置き受付開始

いまでや銀座（B2F）

オリジンヌ・カカオ（B2F）

オリジンヌ・カカオ（B2F）

商品名：木戸泉 twelv. afs スパークリング
価格：10,100円

商品名：プランセス
価格：12cm 3,200円／15cm 4,800円

商品名：キャラメル カフェ
価格：12cm 2,700円／15cm 4,300円

【世界レベルの利酒師と木戸泉酒造がコラボ】
第4回世界利酒師コンクール3位に入賞し、日本文化に精
通するドミトリー氏と木戸泉酒造がコラボレーション。全て
の工程を女性だけで行い育てられた農薬不使用の食用米
を使用し、精米歩合90％、そして「高温山廃.」で仕込まれ
た酵母無添加 瓶内二次発酵スパークリング日本酒）
※12月1日～取り置き受付開始

ほんのりバラが香るライチとフランボワーズのクリームと、
ココナッツ風味のビスキュイアマンドをホワイトチョコレート
ムースで包み込み、飾りにはココナッツ風味のシャンティー
ショコラブランとイチゴ、グロゼイユ、フランボワーズを華や
かに盛り付けました。オリジンヌ・カカオがお届けする、今
年のクリスマスケーキの新作です。
※12月21日～12月25日予定（11月1日～予約開始予定）

クレームブリュレカフェの上品な苦みをなめらかなミルク
チョコレートとキャラメルのムースで包み込んでツリーの形
に絞ったコーヒーメレンゲを飾り付けました。ダックワーズ
やフィヤンティーヌのざくざくとした食感もお楽しみいただけ
ます。オリジンヌ・カカオがお届けする、今年のクリスマス
ケーキの新作です。
※12月21日～12月25日予定（11月1日～予約開始予定）

くろぎ茶々（B2F）

PHILIPPE CONTICINI（B2F）

PHILIPPE CONTICINI（B2F）

商品名：常葉 冬至（仮）
価格：4,000円

商品名：シャルロットショコラ
価格：6,000円

商品名：ブランネージュ
価格：4,000円

宇治抹茶と国産のクリームチーズにフレッシュなイチゴソー
スを組み合わせ、抹茶のほろ苦さとチーズの酸味にイチゴ
の甘酸っぱさが絶妙のバランス。もちもちの葛羹に優しい
イチゴのソースが和のクリスマスを演出します。
※1日20個程度

ココア生地にバニラのババロアを合わせたシャルロット。
中にはミッシェルクリュイゼルのチョコレートを使ったガナッ
シュと隠し味にプラリネのシュトロイゼルをしのばせて。
コポーをたっぷりとあしらったデコレーションケーキです。
※予約限定（50台限定）
※お渡し期間12月23日～25日
（予約期間11月20日～12月10日）

ホワイトチョコレートとヴァニラのムースで、イチゴとルバー
ブのコンポートを包みました。生地にはマドレーヌを用い、
軽い口当たりのしっとりとしたデコレーションケーキです。
※50台限定
※お渡し期間12月23日～25日
（予約期間11月20日～12月10日）

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定
GINZA SIX限定

PHILIPPE CONTICINI（B2F）

ル・ブーランジェ・ドゥ・モンジュ（B2F）

Viennoiserie JEAN FRANCOIS（B2F）

商品名：シャルロットフランボワーズ
価格：8,000円

商品名：シュトーレン
価格：2,500円

商品名：グルテンフリー クリスマスタルト
価格：2,400円

抹茶生地にフランボワーズのババロアを合わせたシャル
ロット。中には、ジューシーなフランボワーズのコンフィとコ
ンポートを軽いババロアでとじこめました。
抹茶の苦みとフランボワーズの甘酸っぱさが絶妙なバラン
ス。ノーブルな聖夜にぴったりなデコレーションケーキです。
※予約限定（50台限定）
※お渡し期間12月23日～25日
（予約期間11月20日～12月10日）

ラム酒とブランデーでじっくりとドライフルーツを漬け込み、
クルミとアーモンドを入れて焼き上げたシュトーレンです。
クリスマスを迎えるその日まで、少しずつスライスしてお召
し上がりください。
※11月1日～12月25日（10月25日～予約開始）

米粉を使用し、サクサクの生地に上品なアーモンドクリー
ムととろけるような自家製カスタードクリームを合わせ、タ
ルトいっぱいにフルーツを乗せました。大切な人を想い合
うひと時にぴったりなクリスマス限定のグルテンフリーのフ
ルーツタルトです。
※12月22日～12月25日（10月16日～予約開始）
※1日限30個
※サイズ：ホール15cm

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

Viennoiserie JEAN FRANCOIS（B2F）

Viennoiserie JEAN FRANCOIS（B2F）

St.Cousair wine&grocery（B2F）

商品名：グルテンフリー スノーボール
価格：3種類セット 950円／プレーン単品 330円
フレーズ単品 360円／抹茶単品 360円

商品名：シュトレン
価格：1,480円

商品名：フルーツケークショコラ
価格：800円

日々熟成し風味が増していくシュトレンは、味わうほどにど
んどんクリスマスが待ち遠しくなるクリスマスのお菓子です。
スパイスをきかせた生地に、洋酒漬けにしたドライフルーツ
や香ばしくローストしたナッツをたっぷりと練りこんで焼き上
げました。
※12月1日～12月25日（予約不要）

濃厚なチョコレートと生地に練り込んだドライりんごの相性
抜群！風味付けにサンクゼールのシードルを使用してい
ます。
※12月1日～25日まで
※限定50個

クリスマスカラーの赤、緑、そして雪をイメージしたカラーリ
ングと可愛らしいフォルムに仕上げました。
[プレーン・白]米粉とアーモンドパウダーを使用したバター
不使用のグルテンフリーのスノーボール。口の中でホロホ
ロと崩れ、中はしっとりとした口どけをお楽しみ頂けます。
[フレーズ・赤]濃縮したイチゴ果汁を加えイチゴの甘さと香
りが華やかな一品です。
[抹茶・緑]上品な抹茶の香りと苦みの中にしっかりと旨み
を感じる一品です。
※11月1日～12月末（予約不要）
GINZA SIX限定
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※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※店舗により、別途サービス料が発生いたします。
※記載情報は2017年10月13日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

2017年10月13日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX クリスマスメニュー・商品リスト

St.Cousair wine&grocery（B2F）

St.Cousair wine&grocery（B2F）

The Pie Hole Los Angeles(B2F)

商品名：シュトーレン
価格：1,200円

商品名：サンクゼールブリュット
価格：12,000円

商品名：Mom's Apple Crumble Christmas Special Ver.
(マムズ アップルクランブル クリスマススペシャル)
価格：3,900円

くるみとドライフルーツをふんだんに使った、上品な甘さの
シュトーレン！風味付けにサンクゼールの白ワインナイア
ガラブランを使用しています。
※12月1日～25日まで
※限定50個

パーティ向けの1500mlスパークリング！自社畑“大入りブド
ウ園”のシャルドネ100％。伝統的な瓶内二次発酵によって、
丁寧に仕上げたスパークリングワイン。長野県の冷涼な気
候がもたらす美しい酸味と6年の熟成期間がつくりだす奥
深い旨味と上品なハーモニーをお楽しみください。
※ヴィンテージ：2009
※通年
※87本限定（売り切れ次第終了）

The Pie Hole L.A.の大人気商品「Mom‘s Apple Crumble」
がクリスマス限定バージョン。雪景色をイメージした中にク
リスマスらしい飾り付けが加わったクリスマスにぴったりの
１品です。
※12月1日～12月25日（予約不要）

GINZA SIX限定

The Pie Hole Los Angeles(B2F)

The Pie Hole Los Angeles(B2F)

ワインショップ・エノテカ（B2F）

商品名：Chiken N Waffles Pie(チキン＆ワッフル)
価格：3,800円

商品名：海老のアメリケーヌソースキッシュ
価格：未定

本国で人気のパイの味を再現しつつ、中にはオリジナルの
特製チキンをぎっしり詰め込んだボリュームたっぷりの贅
沢パイ。クリスマスディナーにぴったりの一品です。
※11月1日～12月末（予約不要）

PieHoleで人気のキッシュに新商品が登場。有名フレンチ
シェフ考案のレシピで作られたキッシュの中にはたっぷり
の海老と濃厚な特製アメリケーヌソース。クリスマスにディ
ナーにぴったりの贅沢でスペシャルな１品です。
※11月1日～12月末（予約不要）

商品名：バロン・ド・ロスチャイルド・ブリュット
／シャンパーニュ ノン・ヴィンテージ
価格：1,500ml 14,000円／3,000ml 35,000円
／6,000ml 80,000円

CAFE´ EXPERTO（B2F）

銀座 千年こうじや（B2F）

銀座 平翠軒（B2F）

商品名：GINZA SIX限定クリスマスブレンド（仮）
価格：1,852円

商品名：瓶内二次発酵 あわ 八海山 720ml
瓶内二次発酵あわ 八海山 360ml
価格： 720ml 3,795円／360ml 2,160円

商品名：蒸しオマール海老
価格：3,240円（税込）

ロスチャイルド・ファミリーが、一家のこれまでの功績と ロ
スチャイルド家の精神的価値を代表するシンボルとして、
世界でも最も名声の高いワインの一つである シャンパー
ニュを造ろうと考案されたのが こちらの、バロン・ド・ロス
チャイルドです。1,500ml、3,000ml、6,000mlとBIGボトルを限
定で販売致します。
※12月1日～（11月23日～予約開始）
※数量限定（1,500ml 12本／3,000ml 12本／6,000ml 6本）

口の中ではじける泡の秘密は瓶内二次発酵。発酵の過程
で生じる炭酸ガスを閉じ込めました。グラスに注いだとき繊
細な一筋泡が立つ透明な日本酒です。フルーティーな香り
と上品な甘み、爽やかなスパークリングの口当たりをお楽
しみください。

カナダから空輸された新鮮なオマール海老をハーフカット
してあります。特に爪をむき身にしてあるので、存分に海
老の旨みが楽しめます。そのまま蒸すか又はバター焼き、
オーブン焼きにしてタルタルソースでお召し上がりください。
（冷凍 賞味期限365日）
※12月初旬～（11月中旬～予約開始）

銀座 平翠軒（B2F）

発酵酢屋 庄分酢（B2F）

BETJEMAN & BARTON（B2F）

商品名：パリパリチーズ
価格：999円（税込）

商品名：Okawa Sparkring Vinegar
価格：2,000円

商品名：クリスマス
価格：70g缶 1,800円／20g缶 800円

神戸・美野整司氏主催（ダンケシェーン）の自慢の一晩寝
かせたパン生地に2種類のチーズをのせて、じっくりと焼き
上げてあります。ワインやビールのお供にぴったり。パー
ティーでパリチータイムを楽しみください。
（常温 賞味期限60日）
※12月初旬～（11月中旬～予約開始）

福岡県大川市で、お酢を作り続けて300年。
老舗 庄分酢から、スパークリング ビネガーをお届けします。
福岡県のあまおう酢をベースに、さらにあまおうの果汁を
加えてすーっとした味わいに仕上げました。 どうぞ、食前
にお召し上がりください。ノンアルコールです。
※12月初旬～なくなり次第終了

BETJEMAN & BARTONのクリスマスティーは、伝統的なセ
イロンティーと中国茶をベースに、キャラメル、チェリーマラ
スキーノ、パイナップルの香りをブレンドしました。華やかな
クリスマスツリーの下で至福の紅茶をどうぞ。
※11月～12月25日
（10月1日～予約開始／無くなり次第終了）
※写真はイメージです

10FACTORY（B2F）

PAPABUBBLE（B2F）

PAPABUBBLE（B2F）

商品名：クリスマスオレンジ
価格：7,000円

商品名：ヌガーギフト（クリスマス限定クグロフ型）
価格：3,000円～

商品名：クリスマス ロリポップ
（雪だるま・ケーン・ツリー）
価格：1,000円

日本が原産のみかんは、海外へも輸出され、その多くがカ
ナダへの輸出です。柑橘が少なくなるクリスマスシーズン
に日本から輸入したみかんをX’mas Orange（クリスマスオ
レンジ）と呼び、また季節を告げる大切なフルーツ「聖なる
果実」とまで呼ばれております。そのようなみかんをぜひ大
切な家族、友人、恋人へ藍を込めてプレゼントしてみませ
んか。
※11月20日～12月19日（11月20日～予約開始）
＜予約販売のみ＞発送着日指定12/23・24・25
※50セット限定

銀座店限定ヌガーをクリスマス仕様に！
プレーンとベリーの2種類のヌガーをクグロフ型に流し、チョ
コレートでコーティング。ナッツやバラの花びらをあしらいま
した。桐の箱入りでギフトにもオススメです。
※11月中旬～12月中旬（11月中旬～予約開始、要予約）
※1日10個限定

GINZA SIX限定

720ml

360ml

毎年ご好評頂いているクリスマス仕様のロリポップ。お部
屋に飾るだけでクリスマス感を演出してくれます。
※11月中旬～（予約不要）

GINZA SIX限定
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※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※店舗により、別途サービス料が発生いたします。
※記載情報は2017年10月13日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

2017年10月13日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX クリスマスメニュー・商品リスト

パティスリー銀座千疋屋（B2F）

パティスリー銀座千疋屋（B2F）

PALETAS（B2F）

商品名：ラグジュアリーデコレーションケーキ
価格：10,000円

商品名：苺のデコレーションケーキ
価格：4号 4,000円／5号 6,000円／6号 7,000円

商品名：Noёl Rouge（ノエル ルージュ）
価格：602円

果物の老舗 銀座千疋屋自慢の大粒の苺を、スポンジの
間にもふんだんに敷き詰めたGINZA SIX店限定の贅を極
めたデコレーションケーキです。
※12月22日～12月24日
（予約受付11月1日～12月16日まで。限定数に達し次第、
受付終了）

しっとりとしたスポンジの間に苺を敷き詰め、素材の美味し
さを存分に味わっていただける、銀座千疋屋ならではのデ
コレーションケーキです。
※12月22日～12月25日（予約受付、当日販売有）

イチゴソルベ＆マスカルポーネジェラートのアイスに、クリ
スマスツリーやヒイラギの形のビスキュイ、金箔を貼り付け
たクリスマス限定商品。一口食べるごとにいろんな味、食
感を楽しめるアイスに仕上げました。
※11月下旬～12月25日（予約不要）
※200本限定

GINZA SIX限定
※写真 上

PALETAS（B2F）

meat&green 旬熟成（B2F）

meat&green 旬熟成（B2F）

商品名：Noёl Vert（ノエル ヴェール）
価格： 602円

商品名：熟成ベーコンと春菊のシーザーサンド
価格：850円

商品名：ハーブチキンと春菊のビターサラダ
価格：1,180円

ピスタチオ＆ミルクジェラートにクリスマスツリーや星の形
のビスキュイ、銀箔を貼り付けたGINZA SIX限定のフレー
バー。見た目もかわいくクリスマスパーティーやギフトにも
オススメです。
※11月下旬～12月25日（予約不要）
※400本限定

熟成豚のベーコンは芳醇な香りで旨味が濃く、深い味わい。
これに合わせるのがたっぷりの生の春菊。香り、食感、苦
味によってより旬を感じられる。豚肉に含まれるビタミンB
群と合わせることでコレステロール低下、風邪予防、美肌
効果があります。
※12月～販売開始

ハーブとオリーブオイルで低温調理した香り豊かなチキン
と生の春菊のほろ苦い香り。 旬のお野菜と合わせて、冬
の免疫力をアップしよう！春菊には免疫力を高めるβカロ
テンや食物繊維が豊富で、鶏肉に含まれるタンパク質、粘
膜を強化するビタミンAの相乗効果により風邪予防が期待
できます。
※12月～販売開始

meat&green 旬熟成（B2F）

マーロウ（B2F）

マーロウ（B2F）

商品名：春菊×りんご×レモンの酵素ドレッシング
価格：780円

商品名：クリスマスケーキ
価格：2,800円

商品名：ホワイトクリスマスケーキ
価格：3,600円

冬に旬を迎える野菜と果物による苦味、甘み、酸味の三重
奏。 春菊は『食べる風邪薬』と言われるほどカロテンが多く
免疫力を高める働きがあり、また香り成分は喉の調子を改
善する効果があります。 りんご、レモンと合わせることで疲
労回復を早め、二日酔いの解消や消化不良の改善を助け
ます。
※12月～販売開始

ラム酒に着けたフルーツをたっぷり使ったラムミックスケー
キを土台にシナモンシュガーバターを塗り、シャリシャリし
た食感をお楽しみ頂けます。上には口どけ滑らかな生チョ
コレートをふんだんにデコレーションしてあります。
※12月上旬～12月25日（11月1日～予約開始）

ベルギーのベルコラーデ社のチョコを使ったチョコレート
ケーキを土台にシナモンシュガーバターを塗り、シャリシャ
リした食感をお楽しみ頂けます。上にはバニラビーンズを
入れた風味豊かなホワイトチョコの生チョコレートをたっぷ
りかけています。
※12月上旬～12月25日（11月1日～予約開始）

マーロウ（B2F）

マーロウ（B2F）

パティスリー パブロフ（B2F）

商品名：クリスマスパーティープリン
価格：4,800円

商品名：クリスマスプリン
価格：1,200円

商品名：ノエルホワイト
価格：大 3,241円、小 1,852円

放し飼い有精卵と北海道産生クリームと牛乳を使った贅沢
なプリンです。 中身は1.2ℓ。マーロウのビーカープリン6個
分です。 直径21㎝・高さ7㎝・総重量は2㎏の大きなプリン
です。 プリンの焼き目は特別にモミの木柄でお作りします。
※12月上旬～12月25日（11月1日～予約開始）
※3日前までに要予約

いちごのショートケーキをイメージしたプリンです。
プリン生地はいちごを引き立たせるために生クリームにレ
モン果汁を入れ さわやかに仕上げています。プリンの上
には紅ほっぺいちごのプレザーブをたっぷりかけ、国産の
いちごを丸ごと一つのせました。
※12月上旬から12月25日（予約なし）

バニラ風味の軽いパウンドケーキ生地に、マスカルポーネ
クリームとベリー類をサンドし、表面を軽い生クリームでホ
ワイトローズのブーケをイメージして仕上げました。
※12月22日～12月25日（11月1日～予約開始）

パティスリー パブロフ（B2F）

パティスリー パブロフ（B2F）

南風農菓舎・デザートハウス（B2F）

商品名：ノエルショコラ
価格：大 3,241円、小 1,852円

商品名：ローブ ド マロン
価格：5,556円

商品名：カラー芋 à la mode 『Joyeux Noël』（5個入）
価格：1,852円

フランス産のオーガニックチョコレートを使用したパウンド
ケーキ生地に軽めのチョコレートクリームとフランボワーズ
の酸味のアクセント。 表面をもみの木のツリーをイメージし
て仕上げました。
※12月22日～12月25日（11月1日～予約開始）

栗の名産地、フランス・アルディッシュ県の創業１００年を超
える伝統職人が手塩にかけた最高級マロングラッセを贅
沢に使用。 栗の風味を生かしたパウンドケーキ生地に生
クリーム、カスタードクリーム、マロングラッセを贅沢にサン
ド。 表面はドレスをイメージしてマロングラッセを絞り、美し
く上品に仕上げています。
※12月22日～12月25日（11月1日～予約開始）
※数量限定（個数未定）

美しい大隅半島の南風農場で自然栽培した150品種のカ
ラー芋の中から厳選した4品種を使用した、クリスマス限定
デコレーションの新しいスイートポテト。ベースはフランス
MOF／ダヴィッド・ヴェスマエル プロデュースです。カラー
芋の特性をいかしたトッピングとチョコのコラボレーションを
お楽しみください。
※11月8日～12月25日（11月1日～予約開始）
※合計200箱限定

GINZA SIX限定
※写真 下

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定
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※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※店舗により、別途サービス料が発生いたします。
※記載情報は2017年10月13日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

2017年10月13日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX クリスマスメニュー・商品リスト

ふふふあん by 半兵衛麸（B2F）

HONMIDO（B2F）

辻利（B2F）

商品名：フィンガースナック詰合せ
価格：3,200円

商品名：本実堂サンド クリスマス
価格：797円

商品名：辻利 ブッシュ・ド・ノエル
価格：3,600円

創業1689年、京都の麸の専門店〈半兵衛麸〉が提案する
「大人のお菓子」の詰合せ。職人が一つ一つ手作りするお
麸のスナック菓子は、さくさくとした食感が楽しめます。クリ
スマスのフィンガースナックとして、ワインやシャンパンと共
に。
※内容量：
（枝 チーズ&ペッパー50g／種 トマト&バジル55g／
種 ポルチーニ&オニオン60g）
※予約受付中（12月はクリスマス限定ラッピング可）

冬季限定「本実堂サンド ストロベリー」をセットにしたクリス
マス限定商品です。
※11月8日～12月25日（11月8日～予約開始）
※1日50個限定

辻利の宇治抹茶とフランス産AOP発酵バターをたっぷり使
用したプレミアムなブッシュ・ド・ノエルです。フィリングのフ
ランボワーズのバタークリームが更なる華やかさを演出。
特別なクリスマスタイムに、素材にこだわった贅沢な逸品
です。
※お渡し日12月22日～12月24日（11月1日～ 予約開始）
※ 30台限定

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

KUGENUMA SHIMIZU（B2F）

KUGENUMA SHIMIZU（B2F）

綾farm（B2F）

商品名：KUGENUMA SHIMIZUもなか CHRISTMAS BOX
価格：未定

商品名 KUGENUMA SHIMIZU CHRISTMASもなか
価格：未定

商品名：生ドライフルーツ クリスマスピンチョス
価格：5,556円

クリスマス限定もみの木を形どったおてづくりもなかのギフ
トBOX入り。カラフルなもみの木と星が入ったセットで、
パーティーシーンにもおすすめ。餡以外にもチョコレートク
リムなど和と洋を楽しんでいただけるもなかです！
※11月下旬～無くなり次第終了（予約不要）

クリスマス限定のカラフルなもみの木を形どったおてづくり
もなか。プラスワンギフトにもおすすめ。 餡以外にもチョコ
レートクリムなど和と洋を楽しんでいただけるもなかです！
※11月下旬～無くなり次第終了（予約不要）

綾farmの生ドライフルーツからクリスマス限定のピンチョス
が登場いたします。普段のドライフルーツでは味わえない、
生の果物の食感や風味を味わえる特別な生ドライフルー
ツです。 みんなで過ごす夜、大切な人と過ごす時間に特
別な生ドライフルーツを添えて、より輝くクリスマスにしませ
んか？
※12月20～25日（11月上旬～予約開始）
※200箱限定

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

菓子匠 末広庵（B2F）

カフェ・ユーロップ（B2F）

カフェ・ユーロップ（B2F）

商品名：抹茶deクリスマス
価格：3,518円

商品名：ショートデコレーション
価格：3,500円

商品名：ブッシュ・ド・ノエル
価格：3,500円

アレルギー7品目を使用せずに作った「上生菓子のクリス
マスケーキ」です。練り切りで求肥を包み、上生のトナカイ
やクリスマスツリーをデコレーションしました。アレルギーを
持っているお子様にもクリスマスパーティーを楽しんでもら
いたいという気持ちから作った商品です。
※12月23日～12月25日（11月1日～予約開始）
※予約限定120台

甘酸っぱいイチゴと生クリームのシンプルなデコレーション
ケーキ。
※12月22日～25日
※限定100台

コーヒー風味のバタークリームをサンドと仕上げに使った
ブッシュ・ド・ノエルです。マジパンが入ったしっとりとした生
地がコーヒーの風味をより引き立てています。
※12月22日～25日
※限定100台

カフェ・ユーロップ（B2F）

ISHIYA GINZA（B2F）

FRANCK MULLER PÂTISSERIE（2F）

商品名：コーヒーシュトレン
価格：5,000円

商品名：ISHIYA GINZA Primeur Noel Chocolat 2017
価格：5,000円

商品名：Baci di Dama
価格：4,000円

生地、ドライフルーツ、マジパンそれぞれにしっかりとコー
ヒーの風味をつけたオリジナルシュトーレンです。
※11月下旬～
※限定50個

しっとりとしたブラウニー生地にベリーのマリネ、塩みを効
かせたガナッシュショコラをサンドし、クランチビスケットを
加えたクーベルチュールチョコレートで包みました。ケーキ
に使用しているベースチョコレートは、ICA（インターナショ
ナル・チョコレート・アワード）2017で金賞を受賞したチョコ
レートを使用しています。
サイズ：H約5cm×W約23cm×D約8cm
※12月22日～12月25日（予約期間11月1日～12月8日）
※1日90個限定

イタリア語で「貴婦人のキス」を意味し、唇のようにころんと
した丸いフォルム。食べる時にそっとキスするような形にな
るところから、愛を告白するギフトとしても人気を博してい
ます。優しくほのかな甘さのプレーン、爽やかなアールグレ
イを用いた紅茶、深みのある味わいのコーヒーは、それぞ
れのフレーバーがまるで成熟した愛のように芳醇な香りを
醸し出します。

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定
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※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※店舗により、別途サービス料が発生いたします。
※記載情報は2017年10月13日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

2017年10月13日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX クリスマスメニュー・商品リスト

レストラン・カフェ
il Cardinale（6F）

ビストロ オザミ（6F）

焼肉山水（6F）

メニュー名： Menu di Natale（メニュー ディ ナターレ）
価格：8,000円

商品名：ブッシュドノエルショコラベリー
価格：3,889円

メニュー名：クリスマスディナーセット
価格：10,000円

クリスマスならではの特別コース。長年サバティーニ・ディ・
フィレンツェにて腕を振るってきた、小柴シェフの経験を活
かし、ポルチーニや鴨など季節の食材を使ったフルコース
をご用意しました。
※12月22日～25日（11月1日～予約受付開始）

甘酸っぱいブラックベリーとカシスのコンフィチュールにショ
コラのムース。可愛くクリームで仕上げたオザミレストラン
ズのパティシエ特製のブッシュドノエルです。
※12月21日～無くなり次第終了（10月1日～予約開始）
※数量限定
※冷凍配送販売のみ
※送料・コレクト手数料は店舗負担

当店熟練の職人が厳選した赤身肉3種（ヒレ、厚切り生ハ
ラミ、生ロース）とシャンパン（ハーフボトル）のセットです。
仕入れからご提供まで冷凍せずに徹底した管理のもと仕
込み・保存をしており、赤肉の旨味をご堪能いただけます。
※11月25日～12月25日（11月1日～予約開始）
※ディナータイム（17時～）1日10セット限定
※当日の仕入れの状況により内容が変わります

THE GRAND GINZA（13F）

THE GRAND GINZA（13F）

THE GRAND GINZA（13F）

商品名：クリスマス限定ケーキ
価格：3,800円（サービス料別）

メニュー名：クリスマス限定ランチ
価格：5,000円／7,000円／10,000円（サービス料別）

商品名：クリスマス限定ディナー
価格：10,000円／12,000円／15,000円（サービス料別）

チョコレートでかたどったボックスを開けると、雪のように
真っ白なブッシュ・ド・ノエルが。ほのかな柑橘の酸味、まろ
やかな味わいのマロンクリーム、プラリネのザクザクとした
食感などが絶妙に合わせられています。プレゼントボック
スに似せた見た目もクリスマスシーズンにぴったり。SNS映
えすること間違いなしです。
※12月1日～12月31日
（レストランのご利用日の3日前から予約可能）

ご家族やご友人揃ってお楽しみいただける、クリスマス
マーケットをイメージした半ビュッフェ式のランチをご用意。
見た目が華やかな冷製・温製料理全10種類をはじめとして、
メイン料理は白身魚のパイ包み焼き・北海道産仔牛肩
ロース肉の低温調理・オマール海老のローストなど、6種類
からひと皿を選べます。さらにパティシエ特製デザートもつ
いて、ボリューム満点です。
※12月22日～12月25日（10月上旬～予約開始）

大切な人へのクリスマスプレゼントをイメージし、「ジュエ
リー」をテーマにした特別メニューが登場。「食の宝庫」北
海道の新鮮な魚介、採れたての野菜、蝦夷鹿肉に和牛、
チーズに加え、「海の宝石」キャビアや「森の宝石」トリュフ
など高級食材を贅沢に使用。味はもちろん、見た目もフォト
ジェニックな仕上がりになっています。
※12月22日～12月25日（10月上旬～予約開始）

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

L’homme du Temps signé à nu（13F）

L’homme du Temps signé à nu（13F）

旬熟成 GINZA GRILL（13F）

メニュー名：ムニュー・ドゥ・ノエル～デジュネ～
価格：7,700円 （全6皿）

商品名：ムニュー・ドゥ・ノエル
価格：19,800円 （全7皿）

メニュー名：クリスマス特別コース
価格：16,666円／23,148円

「ロムデュタン シニエ ア・ニュ」がお届けいたします、 ス
ペシャルクリスマスランチコースです。クリスマスといえばフ
ランス料理。 GINZA SIXの最上階で最高のクリスマスをお
過ごしください。
※12月22日～12月25日 ランチの時間帯
（10月1日～予約開始）
※1日24席

「ロムデュタン シニエ ア・ニュ」がお届けいたします、フォ
アグラやトリュフ、キャビアなどを織り交ぜた最高級のクリ
スマスコースです。 GINZA SIXの最上階で最高のクリスマ
スをお過ごしください。
※12月22日～12月25日 ディナーの時間帯
（10月1日～予約開始）
※17:30～20:00（24席）、20:30～23:30（24席）の二部制に
なっております。お席に限りがございますので、お早めの
ご予約をお勧めいたします。

旬熟成の発酵熟成肉を堪能する、クリスマス特別コース
※12月22日～12月25日（11月1日～予約開始）
※写真はイメージです

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

中村藤𠮷本店（4F）

JOTARO SAITO（4F）

商品名： ショコラショー
価格：700円～（店内イートインの場合1,000円～）
ショコラショーはフランス語で“温かいチョコレート”を意味す
るデザート ドリンクです。濃厚なカカオの香りに様々な風
味（バニラ、ラズベリー、オレンジなど） をプラスしました。
店内でも人気のメニューがクリスマス期間限定で自宅でも
お楽しみ頂けます。
※11月24日～12月25日（予約不要）
※1日30個限定
GINZA SIX限定

NO
IMAGE

メニュー名：とっておきの日本茶時間を楽しむセット
「クリスマス」
価格：3,519円 （1食2名様分）
好評の銀座店限定スイーツ&ティーセットをクリスマス限定
アレンジ。チョコレートやケーキなど、当店こだわりの抹茶
ほうじ茶スイーツの他、生茶ゼリイ、おいなりさん付き。より
どり選べる日本茶と一緒にとっておきの時間をお楽しみく
ださい。
※12月1日～12月25日（予約不要）
※数量限定
GINZA SIX限定
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※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2017年10月13日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

GINZA SIX クリスマス特別商品リスト

2017年10月13日
GINZA SIX PR事務局

□中央通り路面ブランド
Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels

商品名：ヴィンテージ アルハンブラ ホリデーシーズン
限定ペンダント（レディス）
価格：385,000円

商品名： アルハンブラ ダイヤモンド
ミディアムモデル ウォッチ（レディス）
価格：1,575,000円（イエローゴールド）
1,675,000円（ホワイトゴールド）

バーガンディからブラウンに至る縞模様が美しいハードス
トーン、ブルズアイが今年のヴィンテージ アルハンブラ ホ
リデーシーズン 限定ペンダントを飾ります。ペンダントの中
央には１石のラウンドカットダイヤモンドが輝きます。ペン
ダントの裏側にエングレービングを施して、パーソナライズ
することができます。
販売期間：10月4日～
※ホリデーシーズン限定

大きめのアルハンブラ モチーフが印象的なウォッチ。ケー
スは、ジュエリーと同様に最高級の品質のダイヤモンドで
縁取られています。
カラー展開：ホワイトゴールド、イエローゴールド
サイズ：スモールサイズあり

□1F
Jaeger-LeCoultre（1F）

DAMIANI（1F）

LOEWE（1F）

商品名：レベルソ・クラシック・スモール・デュエット（レディス）
価格：1,800,000円

商品名：ABBRACCIO
価格：149,000円

商品名：HAMMOCK CAMO SMALL BAG（レディス）
価格：227,000円

1931年に誕生して以来、常に斬新さを失わない反転式
ケースとアールデコ様式により、時計界のアイコン的モデ
ルとして君臨するレベルソ。幾何学的なフォルムのケース、
ゴドロン、まっすぐなアラビア数字が、流れる時と移り行く
流行を静かに見守っています。
カラー展開：ピンクゴールド、ステンレススチール
サイズ展開：S、M

艶やかなピンクゴールドと丸みのあるセラミックを組み合わ
せたエレガントで優しい印象を与え、洗練されたデザイン
に仕上げました。ワンポイントにセッティングされたダイヤ
モンドがDAMIANIらしく遊び心のある輝きに。
販売期間：10月28日発売予定
サイズ：チェーン約50cm、アジャスター約8cm

英国の思想家、詩人であり、アーツ＆クラフツ運動で近代
デザイン史上に大きな影響を与えたウィリアム・モリスのデ
ザインを用いた、2018年ロエベのクリスマスコレクション。
リーフ柄をまるでカモフラージュ柄のようにミリタリー要素で
表現し、ロエベの新しいアイコンバッグ「ハンモック」に新た
な表情を与えています。フォルムを自在に変えることが可
能で、シーンに合わせて様々な表情をお楽しみいただけま
す。
販売期間：11月下旬～
サイズ展開：2サイズ

MOYNAT MAISON（1F）

FRED（1F）

CITIZEN FLAGSHIP STORE TOKYO（1F）

商品名：エイトデグリーゼロ（ユニセックス）
価格：ブレスレット33,000円／58,000円
リング 395,000円

商品名：クロスシー（レディス）
価格：100,000円

商品名：Rejane PM（レディス）
価格：572,000円
フランスの名女優、ガブリエル・レジェンヌにちなんで名付
けられたアイコンバッグ『レジェンヌ』。しなやかで上質なト
リヨン・ジェックスレザーを使い、エレガントなフォルムなが
ら収納力も兼ね備えています。今回は特別にゴールド金具
を使用し、取り外し可能なショルダーストラップも付いてい
ます。
販売期間：11月中旬発売
販売個数：3点

NO
IMAGE

メゾンフレッドのクリエイティビティが光る「8°0（エイト デグ
リー ゼロ）」コレクションより、リングやネックレスが加わり
ました。数字の8や永遠を連想させ、流れるようなラインか
ら生まれる「8°0」のデザインは、ラッキーチャームとして
様々なシーンでお楽しみいただけます。
サイズ展開：#46～#58

「強さ」と「美しさ」を合わせもって今を生きる「美しい人」の
ための時計、クロスシー ティタニアラインからクリスマス
シーズンに向けた百貨店限定モデルです。大人の魅力が
ある表情のアラビアインデックスに、内周を繊細なチェーン
リング、外周を力強いメンタリングで囲むことで、その両面
を表現します。替えバンド付。
販売期間：11月11日～（予定）
販売個数：国内限定350本

1

※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2017年10月13日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

GINZA SIX クリスマス特別商品リスト

2017年10月13日
GINZA SIX PR事務局

□2F
discord Yohji Yamamoto（2F）

discord Yohji Yamamoto（2F）

商品名：カラーヌメ下駄ミニショルダーバッグ（ユニセックス）
価格：155,000円

商品名：8匁シルクシフォンカラーバラスカーフ（ユニセックス）
価格：26,000円

延長された持ち手がバッグ全体を包み込む様配された、
革新的なデザインです。
カラー展開：グレー、ブラック

逆光でバラを撮影し、インクジェットでシルクシフォンにプリ
ントされた90ｃｍ×90ｃｍサイズのスカーフです。

Sergio Rossi（2F）

NO
IMAGE

商品名：sr1 Bootie（レディス）
価格：183,000円
セルジオ ロッシの新時代を象徴するsr1コレクションに今季
からブーツが加わりました。2017年秋冬の注目トレンドアイ
テム、ホワイトベースのブーツがGINZA SIX限定で登場。
極めてソフトなナッパレザーが上質な履き心地を約束し、
アイコニックなシルバープレートとレースアップが足元から
スタイリングをモードにアップデートします。
サイズ展開：34～39+（38+を除く）
GINZA SIX限定

MIMI（2F）

MIMI（2F）

FRANCK MULLER GENEVE（2F）

商品名：VICTORIA PENDANT（レディス）
価格：ペンダント 220,000円

商品名：VICTORIA RING（レディス）
価格：リング 280,000円

商品名：Heart to Heart（レディス）
価格：赤インデックス 540,000円
カラードリームインデックス 610,000円

VICTORIA（ヴィクトリア）は凛とした美しさを醸し出すコレク
ションです。ひとつひとつのパールに沿ってハンドメイドさ
れる繊細でニュアンスのあるサークルライン。 そのライン
に散りばめられた光り輝くダイヤモンドが光沢のあるバロッ
クパールを引き立てます。揺れるデザインのリングも合わ
せて大切な方へのプレシャスな贈り物として。

VICTORIA（ヴィクトリア）は凛とした美しさを醸し出すコレク
ションです。ひとつひとつのパールに沿ってハンドメイドさ
れる繊細でニュアンスのあるサークルライン。 そのライン
に散りばめられた光り輝くダイヤモンドが光沢のあるバロッ
クパールを引き立てます。揺れるデザインのペンダントも
合わせて大切な方へのプレシャスな贈り物として。
サイズ展開：9号、10号（リング）

GINZA SIX限定

ひとりひとりの想いをハートに託し、その情熱的な想いを大
切な人、愛しい人に贈り届けて欲しいというフランク ミュ
ラーの想いが込められた作品。1～12のインデックス位置
にハートモチーフがデザインされ、お好きなハート位置をお
選び頂けます。
カラー展開：赤インデックス、カラードリームインデックス

GINZA SIX限定

FRANCK MULLER GENEVE（2F）

Jo Malone London（2F）

Jo Malone London（2F）

商品名：Curvex Glass
価格：クリア 17,000円／カラー 各18,000円
※組み合わせにより、価格は異なります。
※カラーには個体差があります。

商品名：コロン コレクション
価格：16,000円

商品名：オレンジ ビター コロン
価格： 16,800円

フレグランス コンバイニング（香りの重ねづけ）をお楽しみ
いただけるミニチュアサイズのコロンが5本セットされたコロ
ン コレクション。ベストセラーの香りや最新フレグランスが
揃い、気分やシチュエーションによって、香りを着替えたい
方にぴったりです。ご自分へのご褒美に、または大切な方
へのギフトに最適です。
販売期間：10月20日数量限定発売
内容：ライム バジル & マンダリン コロン、
イングリッシュ ペアー & フリージア コロン
ネクタリン ブロッサム & ハニー コロン、
イングリッシュ オーク & レッドカラント コロン
ウッド セージ & シー ソルト コロン
内容量：各9ml

2016年、クリスマス限定フレグランスとして爆発的な人気を
誇ったビター オレンジが装いも新たに再登場。冬を彩るカ
クテルをイメージしたオレンジ ビターははじめにジューシー
で甘いオレンジが感じられ、やがてフレッシュなマンダリン
が広がります。
販売期間：10月20日数量限定発売
内容量：100ml

Manolo Blahnik（2F）

VERSACE（2F）

ANYA HINDMARCH（2F）

商品名： HANGISI(ハンギシ)／CARLTON(カールトン)
価格：HANGISI 154,000円／CARLTON 170,000円

商品名：TAG BAG（レディス）
価格：黒・赤 146,000円／マルチカラー 227,000円

世界中の女性を虜にしているビジューが美しい“ハンギシ”
また、同じくビジューが施されたメンズシューズ“カールトン”で
す。
サイズ展開：HANGISI 34～39(ハーフ展開あり)
CARLTON 5～10(ハーフ展開あり)
カラー展開：HANGISI ブラック、ミッドナイトブルー
CARLTON ブラック、バーガンディ

ヴェルサーチ タージ ショルダーバッグ。インドのタージ・マ
ハルからインスピレーションを受けて誕生した新作TAJバッ
グ。素材はナッパレザーを使用しており、ゴールドのハード
ウェアと内側にはスリップポケットが付いたメタルフレーム
とレザーのハンドメイドで取り付けたフラワーアップリケが
特徴のショルダーバッグです。
販売個数：黒・赤 各4点、マルチカラー 2点
サイズ：W25×H17×D6cm

トノウ型で手に優しくなじみ、薄く口あたりのなめらかな
カーベックスグラスにフランク ミュラー特有のビザン数字が
軽やかにあしらわれています。2個入の特別ギフトボックス
をご用意しました。お好きなカラーをお選び頂けます。
カラー展開：クリア、グリーン、パープル、イエロー、ピンク

NO
IMAGE

NO
IMAGE

商品名：Small Pouch Circulus Eyes（レディス）
価格：45,000円

ファスナーを開けるたびに話かけられそう？ 楽しげな
「Eyes」のリストレットは、ファッションとは微笑みをもたらす
ものでなくては、というアニヤの考えを具現化したものなの
です。ちょっとしたお出かけに、ストラップをはずしてポーチ
として…。日本限定の淡いグリーンとパープルの色合いが
ホリデー・シーズンを彩ります。
サイズ：H11.5XW15cm

GINZA SIX限定

DELVAUX（2F）

SIXIÈME GINZA（2F）

SIXIÈME GINZA（2F）

商品名：Couture Exclusive Christmas Collection（レディス）
価格：857,000円

商品名：Charlotte Chesnais チャーム
価格：28,000円

商品名： Hirotaka（ヒロタカ） ピアス
価格：58,000円

オートクチュールの歴史からインスピレーションを得た「ク
チュール・エクスクルーシヴ・コレクション」は、2017-2018年
秋冬コレクションにも登場。クラスプから昇る黄金の太陽を
表現した「ゴールデン・グローリー（黄金の栄光）」は美のた
めに、美を守ろうとして戦う哲学的な王の姿を描き、永遠な
る美徳の支配を象徴しています。
販売期間：11月27日～
サイズ：W15.6 ×H12.3×D8.5cm

ミニマルな中に遊び心を感じる、構築的なジュエリー。すべ
て、パリ市内のアトリエで制作され、シルバーもしくはシル
バーにゴールヴェルメイユというフランスの伝統的技法が
使われています。今回、初めての企画として「キーホル
ダー」がデビュー。

抽象的、都会的に削ぎ落としたパンクシックなスタイルを提
案する「Hirotaka」のジュエリー。まるで浮かんでいるような、
軽やかなデザイン＝フローティングシリーズのイヤリングを、
「SIXIEME GINZA」先行販売にてご紹いたします。
販売期間：11月29日発売予定

GINZA SIX限定
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※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2017年10月13日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

GINZA SIX クリスマス特別商品リスト

2017年10月13日
GINZA SIX PR事務局

□2F
AHKAH（2F）

AbHerï（2F）

quarant’otto（2F）

商品名：フィルージュオーブネックレス（レディス）
価格：230,000円

商品名：Paraiba tourmaline diamond ring（レディス）
価格：プラチナ 410,000円
K18シャンパンゴールド 330,000円

商品名：UnaStoriaFirenze（レディス）
価格：200,000円

運命の相手を連想させる朱い糸をモチーフにした、一粒ダ
イヤのネックレス。ダイヤモンドの魅力を楽しめるデザイン
に仕上がっており、カジュアル・フォーマルを問わず、多様
なシーンにフィットします。
販売期間：11月1日～
GINZA SIX限定

AbHerïの2017年クリスマスコレクションテーマは、フランス
語で「花」を意味する“fleurs”。咲きほころぶ花々をフレー
ムに寄せ集めたような豪華なデザインにパライバトルマリ
ンを添えたGINZA SIX限定商品は、傍らに咲く花のように、
身に着ける人の気持ちに寄り添ってくれます。
販売期間：11月1日～
販売個数：3点
サイズ展開：6号～18号（オーダー可能）

フィレンツェが世界に誇る伝統技法、フィレンツェ彫りを贅
沢に取り入れた、煌びやかで心踊るリング。日本人デザイ
ナーならではな繊細で緻密な透かしのデザインとなってお
ります。教会の回廊で少し離れて向き合う男女。～これは
出会い？それとも・・～ クアラントットの代表作の指輪【あ
る物語】にはこんな詞が添えられています。
GINZA SIX限定

GINZA SIX限定
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※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2017年10月13日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

GINZA SIX クリスマス特別商品リスト

2017年10月13日
GINZA SIX PR事務局

□3F
MOSCHINO（3F）

ALEXANDER McQUEEN（3F）

See By Chloé（3F）

商品名：BOX BAG 16 クロコエンボス
価格：185,000円

商品名：HANA
価格：59,000円

アンティークのラゲージやジュエリーボックスからインスパ
イアされた“Box Bag （ボックス バッグ ）”は、付属のレザー
ストラップとチェーンでショルダーやクラッチとして楽しめる
デザイン。カジュアルからクラシックまで幅広いスタイルで
活躍します。

シーバイクロエらしい丸みのあるクロスボディーバッグ。ス
トラップの取り外しができクラッチとしても使えます。パール
ベージュカラーをベースにヨーロピアンバロックスタイルを
イメージしたデザインです。

FABIANA FILIPPI（3F）

FABIANA FILIPPI（3F）

rag & bone（3F）

商品名：コート
価格：1,100,000円

商品名：ＡＬＩＳＡ
価格：158,000円

商品名：Drea Boot（レディス）
価格：81,000円

南フランスにある牧場の仔羊とカシミヤのリブニツトとの洗
練されたコンビネーションコートは上品で柔らかく、着心地
がいい今シーズンのファビアナフィリッピの逸品です。直営
店限定のクリスマスシーズン一押し商品です。
販売期間：10月中旬～
販売個数：2点
サイズ展開：38、40（各1点ずつ）

イタリアで作られた高いハンドメイド秘術と、上質な素材、
洗練されたデザインが融合した、ファビアナフィリッピの人
気シリーズ。上質な牛革にフラップ部分がウールカシミヤ
のフランネル素材を使用しております。
販売期間：11月～
販売個数：1点
サイズ：W32×H22×D15cm

2017Holiday/Pre Springシーズンでは、ホリデーシーズンに
きらびやかなムードをプラスするベルベットを使ったアイテ
ムが多数登場します。Drea Bootは、ブラックのベルベット
とシャンパンカラーのクリアヒールが特徴的なブーツです。
カラー展開：Black Velvet、 Dove Velvet
サイズ展開：36、37、38

商品名：BOMBER NYLON CHAIN BAG
価格：79,000円
今シーズンから展開を始めたナイロン素材のBAG。レザー
のような難しい手入れも不要な、軽くて扱いやすいBAGで
す。
販売期間：11月15日～先行販売（東日本）
販売個数：ブラック3個、ピンク2個
カラー展開：ブラック、ピンク
サイズ：W16×H20×D8cm

NO
IMAGE

GINZA SIX限定

NO
IMAGE

rag & bone（3F）

BELSTAFF（3F）

商品名：MANSTON JACKET (メンズ）
価格：81,000円

商品名：HEYFORD GLOVES（メンズ）
価格：25,000円

rag & bone Mens ラ イ ン の 中 で も 定 番 の 人 気 を 誇 る
Manston Jacketに、2017Holiday Collectionのシーズンカ
ラーのブラウンが登場します。シンプルでオーセンティック
なデザインがrag & boneならではのアイテムです。
サイズ展開：XS、S、M

レザーブルゾンにも使用されるカーフスキン製のグローブ
です。
カラー展開：BLACK、COGNAC
サイズ展開：S、M

Neil Barrett（3F）

3.1 Phillip Lim（3F）

3.1 Phillip Lim（3F）

商品名：TRAVEL T-SHIRT 3 PACK（メンズ）
価格：36,000円

商品名：Plexi Flower Drop Choker(チョーカー／レディス)
価格：79,000円

商品名：Hammered Plate with Plexiball Earring
(ピアス・片耳)
価格：25,000円

「僕はTシャツのシワすら嫌で仕方が無い、朝着てきたT
シャツを昼には着替えるほどなんだ」と言う性格のニール
バレットがこだわり抜いて作成したBLACK、WHITE、NAVY
の3色入りのパックTシャツ。ご自身用にもクリスマスギフト
にも最適です。
販売期間：12月入荷予定
サイズ展開：XS、S、M、L、XL

コレクションで着用したジュエリーがGINZA SIX・青山店・
EC限定で販売されます。
販売期間：10/25(水)～
カラー展開：シルバー
※数量限定

ADEAM（3F）

lucien pellat‐finet（3F）

lucien pellat‐finet（3F）

商品名：LACE UP FLOUNCE DRESS（レディス）
価格：100,000円

商品名：CRYSTAL SKULL SCARF（ユニセックス）
価格：120,000円

商品名：Crystal 4 icons Cashmere Knit（メンズ・レディス）
価格：350,000円

身頃の切替から裾にかけてのドレープが美しいワンピース。
トップステッチや裾裏についた配色のテープなどさりげない
ディティールにもこだわっています。サイドのレースアップ
ディティールはウエストの絞り具合も調節できる機能的な
面も。フィットアンドフレアで身体のラインが美しく見えるの
もポイントです。
販売期間：11月下旬入荷予定
販売個数：14点
カラー展開：PINK DAHLIA、ブラック、ベージュ
サイズ展開：0.0、0.2

lucien pellat-finetよりメンズ・レディース共に冬を楽しんで
いただけるカシミヤストールがリリース。最高級カシミヤを
100％使用したスコットランド製のストールに『スカル』のモ
チーフをクリスタルにて表現しました。
カラー展開：BLACK、GREY

lucien pellat-finetよりスペシャルなカシミヤセーターがリ
リース。最高級カシミヤを100％使用したスコットランド製の
セーターに『SKULL』『LIPS』『EIFFEL TOWER』『MALTESE
CROSS』の4つシンボリックなモチーフをそれぞれ異なる色
のクリスタルで表現しました。
カラー展開：BLACK、WHITE
サイズ展開：メンズ・レディス 各S,M

GINZA SIX限定
（PINK DAHLIA）

Mulberry（3F）

NO
IMAGE

商品名：XMASDarley
価格：100,000円
Darleyは洗練された印象を与えるストラクチャードバッグで
す。その中よりXmas限定企画となる刺繍入りのイブニング
BAGは、フェミニンでモダンな印象を醸し出します。
販売期間：11月下旬～1週間
販売個数：2個
サイズ：W19×H12×D4

コレクションで着用したジュエリーがGINZA SIX・青山店・
EC限定で販売されます。
販売期間：10/25(水)～
カラー展開：シルバー
※数量限定
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※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2017年10月13日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

GINZA SIX クリスマス特別商品リスト

2017年10月13日
GINZA SIX PR事務局

□3F

NO
IMAGE

EQUIPMENT（3F）

EQUIPMENT（3F）

商品名：BRYCE CREW（レディス）
価格：39,000円

商品名：SELENA SCARF（レディス）
価格：16,000円

軽くて暖かい、カシミヤ100％の着心地の良いニット。ラン
ダムなボーダーがポイントとなり、いつものコーディネート
のアクセントになります。柔らかな肌触りの良いアイテム達
は、大人の女性の冬の定番です。
カラー展開：ベージュ、グレー
サイズ展開：XS、S

NO
IMAGE

軽くて暖かい、カシミヤ100％の着心地の良いマフラー。ラ
ンダムなボーダーがポイントとなり、いつものコーディネー
トのアクセントになります。柔らかな肌触りの良いアイテム
達は、大人の女性の冬の定番です。
カラー展開：ベージュ、グレー

BY MALENE BIRGER（3F）
商品名：トートバッグ（ユニセックス）
価格：42,000円
ブランドアイコン「アラビックフラワー」プリントのミニトート
バッグ、ポーチ、パスケースの新色。ミニトートは普段使い
に最適な大きさ。取り外し可能な手のひら大のポーチが付
属。ポーチ、パスケース共に人気商品です。
カラー展開：チャコール（先行販売）、他

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

BY MALENE BIRGER（3F）
商品名：ショルダーバッグ（ユニセックス）
価格：43,000円
ブランドアイコン「アラビックフラワー」プリントのミニトート
バッグ、ポーチ、パスケースの新色。ミニトートは普段使い
に最適な大きさ。取り外し可能な手のひら大のポーチが付
属。ポーチ、パスケース共に人気商品です。
カラー展開：ダークチョコレート（先行販売）、
チャコール（先行販売）、他

KAREN WALKER（3F）

CoSTUME NATIONAL（3F）

商品名：Girl with a pearl
価格：25,000円

商品名：モヘヤ7Gボーダー（メンズ）
価格：33,000円

ニュージーランド発信のブランド、カレン ウォーカーよりホ
リデーシーズンに向けて、GINZA SIX限定のネックレスを発
売します。モチーフとなっているのは、冒険心を意味する、
ブランドのアイコンであるランナウェイガール。彼女がいつ
も持っている荷物を、今回ブランド初となるソフトピンクパー
ルで表現しています。

フューチャリスティックな世界観を表現した今シーズンの
テーマからインスパイアされたボーダーのモヘヤニット。パ
ンクテイストを取り入れ、退廃的な世界観を表現しつつ素
材はCoSTUME NATIONALでも定番のモヘヤに置き換え
モード感を加えたアイテムです。
販売個数：25点
サイズ展開：44、46、48

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

CoSTUME NATIONAL（3F）

ALEXANDRE DE PARIS（3F）

商品名：モヘヤニット（レディス）
価格：38,000円

商品名：CAMELIA BLANC
価格：26,000円

今シーズンのテーマ「アゲインスト」をパンクテイストから取
り入れたモヘヤニット。シルク混の上質なモヘヤを使用して
いるため、軽量で肌触りの良い仕上がりになっています。
販売個数：25点
サイズ展開：36、38、40

フランスを代表するヘアアクセサリーブランド。GINZA SIX
店限定で、11月中旬よりブランドのベストセラー「カメリア」
を象ったバレッタの限定モデルが登場。真っ白な花びらに
細かなフラワーモチーフのカットワークを施し、全体にクリ
アストラスを散りばめた繊細なアイテムは、冬の装いをクラ
スアップします。
販売期間：11月中旬～
販売個数：20個

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定
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※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2017年10月13日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

GINZA SIX クリスマス特別商品リスト

2017年10月13日
GINZA SIX PR事務局

□4F
BEAMS HOUSE WOMEN（4F）

Vulcanize London Ginza（4F）

Vulcanize London Ginza（4F）

商品名：ピアス、リング
価格：ピアス 39,000円 ／リング 28,500円

商品名：SMYTHSON オーガナイザー（ユニセックス）
価格：小、49,000円／中、58,000円／大、70,000円

商品名：SMYTHSON パナマノート（ユニセックス）
価格：8,000円

日本のパールを専門に扱うアクセサリーブランド
＜LAWRENCE（ローレンス）＞のピアス、リングです。
カラー展開：ピアス ホワイト、ピンク（BEAMS別注）
リング ホワイト、ブラック、ピンク（BEAMS別注）

創業１８８７年・３つのロイヤルワラント＝極めて権威ある
栄誉の証であるスマイソン。最高級のカーフスキンでしな
やかな手触り・ギルトエッジ仕上げのルーズリーフとアドレ
ス帳（フェザーウェイトペーパー）です。
サイズ展開 ：Bijou（小）、Bondstreet（中）、Dukes（大）
※なくなり次第終了

創業１８８７年・３つのロイヤルワラント＝極めて権威ある
栄誉の証であるスマイソン。ギルトペンシル付・美しく機能
的なデザインノートは、羽根のように軽く薄い、且つ万年筆
でも裏抜けしないフェザーウェイトペーパーです。
※なくなり次第終了

PETIT BATEAU（4F）

PETIT BATEAU（4F）

CIBONE CASE（4F）

商品名：Marie-Agnes Gillot ラメチュールロングドレス
価格：3～5才 11,000円／6～12才 12,000円

商品名：Marie-Agnes Gillot ラメチュールドレスボディ
価格：6～12 ヵ月 8,500円／6～12才 18～24 ヵ月9,000円

商品名：Merodic Chime / Ladies & Gentlmen Studio
価格：10,000円

プチバトーとパリ・オペラ座のエトワール、 マリ＝アニエス・
ジロのコラボレーション。バレリーナのワードローブにイン
スパイアされたエレガントなドレスや小物はクリスマスプレ
ゼントにも最適です！

プチバトーとパリ・オペラ座のエトワール、 マリ＝アニエス・
ジロのコラボレーション。バレリーナのワードローブにイン
スパイアされたエレガントなドレスや小物はクリスマスプレ
ゼントにも最適です！

シ ア ト ル と ブ ル ッ ク リ ン を 拠 点 に 活 動 す る Ladies ＆
Gentlmen Studioによる作品。一点一点異なるこのチャイム
シリーズは、シンプルに成型された金属やガラスの欠片が
打ち鳴らす音色が美しい、ギフトにも最適な作品です。

CIBONE CASE（4F）

ebure（4F）

ESSEN.LAUTRĒAMONT（4F）

商品名：MOUSE LAMP / SELETTI
価格：15,000円

商品名：カシミアストール（レディス）
価格：35,000円

商品名：LARSSON&JENNINGS
価格：29,800円

イタリアのデザインブランドSELETTIによる、忠実に再現さ
れたねずみのシルエットが愛らしい照明。えさを求めて動
き回るねずみの動作を照明に置き換え、食卓から、リビン
グ、ベッドルームまで駆け回り、空間を照らします。
販売期間：11月中旬入荷予定

ebureらしく素材に 拘った オリジ ナ ルストール 。カシ ミア
100％の大判ストールは肌触りの心地よさと、確かな保温
性を兼ね備えた一点です。
カラー展開：ネイビー、グレー、パープル

2016年日本初上陸のスェーデン発ブランド。
＜北欧のミニマルデザインと、英国発の伝統的なドレス
ウォッチの融合＞をコンセプトにしています。普遍的なクラ
シックデザインでありながら、現代的な装いにもフィットする
汎用性の高さと、高級時計にも負けないスペックが最大の
魅力。メイドインスイスです。
販売個数：各フレーム5個限定
カラー展開：ブラック×ゴールドフレーム
ブラック×シルバーフレーム

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

#0107 PLAZA（4F）

Tabio Japan（4F）

CA4LA（4F）

商品名：Ring-a-Date Perpetual Calendar
価格：18,500円

商品名：クリスマスモチーフクルー（レディス）
価格：1,100円

商品名：SI-XMAS PRECIOUS （レディス）
価格：37,000円

イタリアのデザイナージョージオ デラ ベファ氏によって
1971年に製作された万年カレンダーの名作「Ring-a-Date
カレンダー」の復刻版です。製造も当時と同じメーカーが手
掛けています。世界で999個だけの限定生産品で、今回も
その当時と同様に一つ一つにシリアルナンバープレートが
ついています。
サイズ：W47.3×H48.5×D5.4cm

ツリーやリースなど、たくさんのクリスマスモチーフが散り
ばめられた華やかで温かみのあるデザイン。ゴム口は締
め付けのないゆったり仕様で、どちらの年代の方にもオス
スメな、履き心地抜群の一点です。
販売期間：11月下旬発売予定
カラー展開：グレー、クロ、チャコールグレー、ベージュ、
アカ、コン
サイズ展開：22.5cm〜24.5cm

兎毛を原料とした贅沢なフェルト帽体を上品なクロッシェに
仕立てました。1つの帽子に使われている兎毛は凡そ20羽
程です。日本トップクラスの技術を帽子工場で1つ1つ丁寧
に完全なる手作業で木型に入れて帽子にしています。クラ
シカルな形に、アシンメトリーなリボンをあしらい品の良さと
斬新さをプラスしました。
販売期間：11月末～
販売個数：ブラック 5点 、ホワイト 2点 カーキ 3点（予定）
※材料の都合上、変更になる場合があります
GINZA SIX限定

PARIGOT（4F）

PARIGOT（4F）

HELEN KAMINSKI（4F）

商品名：ライツ×パリゴコラボ限定イヤリング（レディス）
価格：未定 ※パーツにより、価格は異なります

商品名：コズリ×パリゴコラボ限定ニットグローブ
（レディス）
価格：4,800円

商品名：CASHMERE HAND KNIT ”BERYL”（レディス）
価格：34,000円

アンティークボタンをイヤリングにした限定アクセサリーで
す。

まるでアクセサリーを付けたような、きらめく天然石をあし
らったグローブです。
カラー展開：ベージュ、チャコール、グレー、ブラック

贅沢で柔らかいカシミヤを手編みしたベレー帽。ブドウの
つるからインスピレーションを得た波状のケーブルが立体
感を引き立てます。
カラー展開：ミンク、クリーム、ブラック
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※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2017年10月13日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

GINZA SIX クリスマス特別商品リスト

2017年10月13日
GINZA SIX PR事務局

□4F
Theatre H.P.FRANCE（4F）
商品名：GEM KINGDOM（2017 NOEL COLLECTION）
価格：ネックレス 43,000円 ／ ブレスレット 33,000円
ピアス 14,000円
デザイナーはアムステルダム在住のヨハンナ・テェラーとベ
ルナルド・ヨングストラ。1990年にブランドを設立しました。
ブランド名のGEMは貴石、貴い人々、価値を、KINGDOMは
王または王女により統治された平和な国を意味しています。
販売期間：11月中旬～

商品名：大判クリスマスカード
価格：920円
金の箔や蛍光色をふんだんに使用したクリスマスという特
別な日にふさわしい豪華なクリスマスカードです。
カラー展開：4種

NO
IMAGE

TOWEL THINK LAB（4F）

商品名：2017 クリスマス リース
価格：100,000円
店頭の正面にて展示販売します。直径1メートルの大きな
リースのオブジェになります。
販売期間：11月～1月末まで
販売個数：各1点
カラー展開：レッド、グリーン
サイズ：直径1メートル
GINZA SIX限定

中川政七商店（4F）

商品名：ジャパン・スカーフ KAI 2017X‘mas Ver.
（ユニセックス）
価格：57,000円

商品名：ハンカチ包みの贈り物（ユニセックス）
価格：1,200円
クリスマス時期にぴったりの小さなハンカチで飴を包んだ
贈り物。いちご、リンゴ、マスカットの飴が計12個入ってい
ます。
カラー展開：レッド、グリーン
※なくなり次第終了

OKANOのジャパン・スカーフ「KAI」の2017年クリスマス限
定Ver.が登場します。シックで落ち着いた色目の大人の配
色に仕上げています。OKANOのキャラクターである鳳凰丸
の帆をツリーに見立て、トナカイが鳳凰丸を導くユーモア溢
れるデザインを金彩加工で表しました。四方には星と雪の
結晶をデザインしたワンポイントが光ります。
販売個数：25枚
サイズ：W90cm×H90cm

D-BROS（4F）

NO
IMAGE

OKANO（4F）

NO
IMAGE

D-BROS（4F）

玉川堂（4F）

商品名：フラワーベース専用ボックス（仮）
価格：500円

商品名：ワイングラス ボルドー 銀色
価格：35,000円

クリスマスデザインのフラワーベース専用ボックスです。
※数量限定

グラスを支えるステムは、銅を叩いて成形したものを特殊
な接着でとめた繊細なつくり。異素材を組み合わせること
で日本の伝統工芸を現代のテーブルの上で使えるように
しました。
カラー展開：青色、銀色

TOWEL THINK LAB（4F）

kashwere at home（4F）

商品名：2017 クリスマス タオル
価格：バスタオル 8,000円 ／ フェイスタオル 2,500円
ミニハンカチ 1,000円（価格は全て予定）
冬らしいゴールド、シルバー、ブラックの配色をもたせ、きら
びやかなライトの発色の様なデザインです。今までには無
いシャーリングの手法を使い、デザインを鮮やかに出して
います。
販売期間：11月～1月末まで
販売個数：バスタオル 100枚、フェイスタオル 200枚
カラー展開：シルバー、ブラック

NO
IMAGE

商品名：HOLIDAY HALF BLANKET（仮）
（ユニセックス）
価格：19,000円

国内4店舗の直営店のみで販売しているLOCAL HALF
BLANKETにシーズン限定アイテムが登場。この時期のみ
展開されるcreme/redの配色に、「HAPPY HOLIDAY」のロ
ゴは今しか手に入らないスペシャルなブランケットです。
販売期間：11/10〜無くなり次第終了
サイズ：W110×H85

GINZA SIX限定
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※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2017年10月13日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

GINZA SIX クリスマス特別商品リスト

2017年10月13日
GINZA SIX PR事務局

□5F

NO
IMAGE

DENHAM(5F)

BARBOUR（5F）

WOOLRICH（5F）

商品名：BO CRAFT CARDIGAN（レディス）
価格：33,000円

商品名： Barbour watch
価格：28,000円～54,000円

商品名： WOOL BASEBALL CAP（メンズ）
価格：9,000円

前後で異なるニット素材の切り替えが目を引くカーディガン。
フロント部にあしらった着脱可能な大きなファーが可愛らし
く、ワクワクするような楽しい見た目がクリスマスらしさを演
出します。特徴あるデザインも優しげなナチュラルカラーで
まとめることで、普段づかいも外さない欲張りな1枚になっ
ています。
カラー展開：アイボリー、ネイビー
サイズ：36、38

リーズナブルなプライスのBarbourロゴ入りのwatch、カジュ
アルからドレスまで幅広くご用意します。

ウールリッチのブランケット生地を用いた、MADE IN USA
のベースボールキャップ。最もアイコニックなレッド×ブラッ
クのバッファローチェックを選びました。
販売個数：10個
GINZA SIX限定

GINZA SIX限定
（アイボリー）

BRITISH MADE（5F）
商品名： POCKET SHOE HORN
BUSINESS CARD HOLDER (NO SUTDS)
MONEY CLIP WITH COIN POCKET
ROUND LONG PURSE
価格：未定
イギリスのクリスマスにちなんだ、新色のオレンジ×シガー、
ボトルグリーン×ダークブルーのコンビネーションで、マ
ネークリップや名刺入れ、シューホーンなどギフトに最適な
7型のモデルが登場します。色鮮やかなオレンジと、落ち
着いた気品のあるボトルグリーンは、ブリティッシュなクリ
スマスを感じさせてくれるはずです。
販売期間：11月9日～
カラー展開：Orange×Cigar×Gold、
Bottle Green x Dk Blue×Silver

NO
IMAGE

NO
IMAGE

商品名： ウォレット（メンズ）
価格：30,000円
重厚感のあるカウレザーを使用した経年変化も楽しめる二
つ折りの長財布。色の異なるドットのスタッズを配したデザ
インはインパクトのある存在感を放ちます。中身は週能力
も抜群で機能性も兼備。同じシリーズでキーケース、ポー
チなども展開。
販売期間：12月予定

DIESEL（5F）

NO
IMAGE

商品名： クラッチバッグ、ウォレット（レディス）
価格：クラッチバッグ 29,000円／ウォレット 21,000円
上質なブラックのシープレザーを使用したクラッチバッグは、
ブルーデニムをあしらったチェーンがアクセント。ストラップ
も付いているので、使い勝手も便利。同シリーズで財布も
展開します。
販売期間：12月予定

FREEMANS SPORTING CLUB（5F）

JOSEPH（5F）

JOSEPH（5F）

商品名：FREEMANS MOBILE TUMBLER
価格：3,700円

商品名： 限定パンツ（メンズ）
価格：26,000円

商品名： ゼブラプリント（レディス）
価格：43,000円～78,000円

鞄にいれて持ち運べるありそうでなかった真空二重構造で
安心の密封タイプ。外に熱が伝わらないモバイルタンブ
ラーです。
販売個数：50個
カラー展開：WHITE、BLACK

迷彩やペイズリーなど全3柄のGINZA SIXだけの限定スト
レッチパンツです。
販売個数：各色30点
サイズ展開：44～52
カラー展開：グレー、ネイビー、その他

10月18日からのイベントに合わせ打ち出すプリントブラウ
スとワンピースです。
販売個数：8点
サイズ展開：36、38

GINZA SIX限定

NO
IMAGE

DIESEL（5F）

GINZA SIX限定

THE NORTH FACE UNLIMITED（5F）

OSKLEN（5F）

World Footwear Gallery（5F）

商品名：Wool Ventrix Cardigan（メンズ）
価格：35,000円

商品名：ピラルクミニポーチ（ユニセックス）
価格：16,000円

商品名：TUCCHINO カードケース（ユニセックス）
価格：12,000円

ストレッチする中綿を使用したカーディガン。表面生地を
ウール素材にした特別仕様です。
サイズ展開：S、M、L、XL、XXL
カラー展開：ミックスグレー、ミックスチャコール

ブラジルアマゾン川の世界最大の淡水魚ピラルクーの皮を
使用したポーチ。エコ素材であり個性あるオスクレンならで
はのアイテムです。
販売個数：35点
カラー展開：ブラック、オフホワイト、ブラウン、ライトブルー、
ロイヤルブルー

ダブルハンドステッチを駆使し、完全手作業で鞄のオー
ダーを承っているTUCCHINOのカードケース。手縫いで仕
上げ、今回は色もお好みの色に染めあげます。
販売期間：12月初旬～12月25日頃まで

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定
（ロイヤルブルー）

NO
IMAGE
※画像の御手配をお願いします

SEIKO Boutique（5F）

SOMÈS SADDLE（5F）

CONVERSE TOKYO（5F）

商品名：セイコー ルキア（レディス）
価格：SSQV034 78,000円（左）
SSQW037 72,000円（右）

商品名：CARGO MINI
価格：110,000円

商品名：JAM HOME MADE × CONVERSE TOKYO
heather and star combi pair ring & necklace
（メンズ／レディス）
価格：リング 21,000円（メンズ）、20,000円（レディス）
ネックレス 36,000円（メンズ）、26,000円（レディス）

女性の憧れであるダイヤモンドを品良く取り入れた、シンプ
ルでエレガントな新シリーズ「Lady Diamond(レディダイヤ)」
が登場。SSQV034はダイヤルを一周するよう6箇所にダイ
ヤモンドが施された上品なモデルです。またシンプルなス
タイルを格上げするSSQW037は7時位置に輝く一粒のダイ
ヤモンドがポイントです。
販売期間：11月8日～12月25日
※購入のお客様にGINZA SIX限定オリジナルストラップを
プレゼント（各先着10本）
GINZA SIX限定
（ノベルティ）

シューズデザイナー坪内浩氏とのコラボレーションによる
HT LABELコレクションの17AWの新作。こだわりのナチュラ
ルレザーに、HTLを象徴する「しぼり」の技法を用い、丸み
のあるフォルムにフラップや金具のシャープなデザインとの
バランスが絶妙な逸品です。
販売期間：11月末～
サイズ展開：M、L（写真はMサイズ）
カラー展開：ネイビー、キャメル、グレー

ジャムホームメイドとコンバーストウキョウ、それぞれを象
徴するモチーフである羽と星を絶妙なバランスで組み合わ
せた、ペアリングとネックレス。ボリュームのあるフェザーリ
ングをベースに小さめの星スタッズを乗せることで程よい
アクセントとまとまりが生まれました。
販売期間：11月23日～
サイズ展開：リング （メンズ）15、17、19号
（レディス）7、9、１１号
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※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2017年10月13日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

GINZA SIX クリスマス特別商品リスト

2017年10月13日
GINZA SIX PR事務局

□5F
MSPC PRODUCT SELECTED（5F）

1PIU1UGUALE3（5F）

Gente di Mare（5F）

商品名：西陣SPEC（ユニセックス）
価格：130,000円

商品名：EMMETI×1piu1uguale3 別注ダウンジャケット
(メンズ／レディス)
価格：DOWN HOODED COAT(MEN) 290,000円
DOWN HOODED LONG COAT(LADY) 450,000円
GOWN ROPE COAT(MEN) 350,000円

商品名： CIRCOLO1901(チルコロ1901) ニットカーディガン
（メンズ）
価格：69,120円

京都の伝統的な西陣織で織られた大人の高級レザーバッ
クパックです。
販売個数：18個
GINZA SIX限定

Paraboot（5F）

THE GENERAL STORE（5F）

Leica Store（5F）

商品名： エンベロープ型クラッチバッグ（ユニセックス）
価格：未定

商品名：ライカ モノビット レッドレザーケース付き
価格：60,000円

人気のクラッチバッグのクリスマス限定カラーです。
販売個数：5個

クリスマスらしいエレガントな赤いレザーケースとレザース
トラップがセットになった単眼鏡。優れた光学性能を備え、
小型軽量なので旅行の携行にも便利で、近接用のレンズ
も付属されているので美術鑑賞や植物観察にも最適です。

SJX（5F）

SJX（5F）

N.HOOLYWOOD（5F）

商品名：TOP OF STARSチャーム
価格：68,000円

商品名：ROSE GOLD GLITTERネックレス
価格：230,000円、150,000円

商品名：N.HOOLYWOOD × G-SHOCK（メンズ）
価格：18,000円

ダイヤモンドが輝くホワイトゴールドのスターチャームは
GINZA SIX店の限定カラー。バチカンにもダイヤモンドが
セットされたこだわりを感じる1点です。
販売期間：11月3日～なくなり次第終了

カットされたゴールドグリッターの輝きは、1本使いでもリッ
チな印象に。冬季限定でROSE GOLDを発売します。女性
へのギフトにもオススメです。同色でブレスレットも展開しま
す。
販売期間：11月3日～なくなり次第終了

ミリタリーに特化したラインN.HOOLYWOOD EXCHANGE
SERVICEのシーズンカラーに合わせて、初めてのBEIGE色
を製作。フェイス上下には当モデルのオリジナルスペックを
印字。G-SHOCKの魅力はそのままに、同ラインらしいスト
イックな印象に完成しました。カジュアルシーンはもちろん、
フォーマルなスタイルにも活躍する１本。男女問わずに着
用できるシンプルなデザインです。

ATTACHMENT.（5F）

junhashimoto（5F）

SOPH.（5F）

商品名：ソックス（メンズ）
価格： 未定

商品名：別注トートバッグMM GENTIL BANDIT
（ユニセックス）
価格：27,000円

商品名：SOPHNET. TOUCH LEATHER GLOVE
価格：11,000円

商品名： MICHAEL LAPIN（レディス）
価格：65,000円
ブランドを象徴するチロリアンシューズの甲革にふわふわ
としたウサギの毛をあしらったデザインです。
サイズ展開：UK2～5.5
カラー展開：NOIR、NEIGE、NATUREL

GINZA SIX限定

NO
IMAGE

高級感のある素材を使ったショールカラーカーディガン。
しっかりとしたボリュームのある変則的なリブ編みで仕上
げたショールカラーカーディガン。 秋口はアウターとして、
シーズンが深まればミドルレイヤーとしても着用ができ、
様々な着こなしが楽しめます。
サイズ展開：S、M、L、XL

1piu1uguale3 独自のパターンにより全てのバランスを再構
築し製作された特別なラグジュアリーモデルです。コンセプ
トは「エレガンテ・スポルティーヴォ」。レザーとファー、レ
ザーとファブリックなど高級素材を巧みに組み合わせるこ
とによって程よいラグジュアリー感を演出します。

ファッションブロガーMBとATTACHMENTのスペシャルコラ
ボレーションアイテム。

NO
IMAGE

日本製の生地と縫製の巧みさは日本の職人が作りにこだ
わっているバッグです。耐久性や使い勝手も丹念に仕上げ
られており、「インパクトと職人のもの作り」この両輪をもつ
ブランド「GENTIL BANDIT」を、junhashimotoは自信を持っ
て送り出します。

GOAT LEATHER と LIGHT WOOLMELTON を 使 用 し た
GLOVE。全3色展開で着用したままスマートフォン使用可
能なTOUCH GLOVE。
販売期間：10月7日～
販売個数：15個
サイズ展開：FREE

EYESTYLE（5F）

snow peak MOBILE（5F）

BRIEFING（5F）

商品名：GUCCI（メンズ／レディス／ユニセックス）
価格：29,000円～50,000円

商品名：スノーピーク グランピングココットラウンド
価格：37,000円

グッチの新しいラウンドスクエアタイプはトレンドのメタルと
セルのコンビネーション。GUCCIを象徴するアイコンである
"ビー(蜂)”モチーフがテンプルのエンドチップに配され、モ
ダンな雰囲気を演出できる、誰ともかぶらない一本です。
GUCCIフェア期間：12月14日～12月30日

フランスのストウブ、日本のスノーピーク。両社の食への愛
と情熱が結実し誕生したコラボレーションです。ココットは
グレー、グレナディンレッド、グランブルー、料理を引き立て
る美しい３色。金属製のノブにはスノーピークグランピング
のオリジナルのロゴを掘り込んでいます。オリジナルキャリ
ングケースも付属します。
カラー展開：グレー、グランブルー、グレナディン

NO
IMAGE

商品名：NEO TRINITY LINER（メンズ）
価格：56,000円
ブリーフ、ショルダー、リュックと3wayタイプのバッグ。シル
エットをコンパクトにすることで、電車内や移動時もスッキリ
と持ち運び可能です。タテ型、ヨコ型どちらで持った時にも
取り出しやすい用にインナーポケットは斜めスリットの仕様
になっています。
カラー展開：ブラック、ネイビー、オリーブ

9

※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2017年10月13日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

GINZA SIX クリスマス特別商品リスト

2017年10月13日
GINZA SIX PR事務局

□5F
ZERO HALLIBURTON（5F）
商品名： ZRL Polycarbonate
価格：28L 55,000円／35L 60,000円
55L 64,000円／81L 70,000円
美しいフォルムと堅牢性、機動力というゼロハリバートンの
遺伝子を受け継ぐと同時に、軽さも両立させたZRL。浮き
上がるような軽さをイメージした新たなリブデザインが、衝
撃に強いポリカーボネートシェルと見事に融合した。身軽
に、そしてスタイリッシュに旅をするモダンなトラベラーに向
けたMADE IN USA次世代スーツケース。
カラー展開：ブラック、ガンメタリック、シルバー、ゴールド

□6F
銀座 蔦屋書店(6F)
商品名：Alice’s adventure in Wonderland by Robert
Sabuta
価格：3,570円
ルイス・キャロル作の名作「不思議の国のアリス」を世界的
に有名な飛び出す絵本のアーティスト、ロバート・サブタが
手がけた、ポップアップブック。毎年クリスマスになると海
外の書店に並ぶベストセラーです。
販売期間：11月8日～12月25日

10

※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2017年10月13日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

GINZA SIX クリスマス特別商品リスト

2017年10月13日
GINZA SIX PR事務局

□B1F
Maison DECORTÉ（B1F）

La Boutique Guerlain（B1F）

clé de peau BEAUTÉ（B1F）

商品名：コスメデコルテ AQMW フェイスパウダー
エターナル ブーケ
価格：5,500円

商品名： Lui
価格：24,000円

商品名：コフレ エクラ エサンシエル
価格：12,000円

一貫した、女性らしさに潜む「マスキュリン」な印象。今では
マニアの間でプレミアム化している、八角形のリウのボトル
をモダンなスプレータイプにアレンジしました。お一人だけ
でなくパートナーとも楽しめる作品です。
内容量：50ml

ベーシックスキンケア4品のコフレです。華やかな限定パッ
ケージがホリデーシーズンにときめきを与えてくれます。
販売期間：10月21日～無くなり次第終了
販売個数：90個

ふんわりなめらかな質感をかなえる、フェイスパウダーの
人気色とコンパクトタイプの限定カラーを、ウエディングを
イメージしたパッケージにしました。セット内、既存色のパ
ウダーは2色(11、80)のいずれかをお選びいただけます。
販売期間：12月1日～
販売個数：170セット

GINZA SIX限定

GINZA PEEKｰAｰBOO AVEDA（B1F）

La Maison VALMONT（B1F）

CLARINS（B1F）

商品名： GINZA PEEK-A-BOO AVEDA GINZA SIX
限定ホリデーギフト
価格：11,200円

商品名： 2017 イル プロフーモ クリスマス限定コフレ
価格：10,000円

商品名： ダブル セーラム EX コフレ
価格：M アクティブ 11,400円
ファーミング EX 11,500円

パワーアップしたインヴァティの頭皮用美容液とアヴェダ
定番のブラシのセット。オーガニックコットンタオル付きで
(非売品)、美容液が年内手に入るのは、世界中で日本
だけです。
販売個数：15セット

自然の香りのリズムやメッセージからインスピレーションさ
れた、自然で優雅な香りで包み込む。ファッション、気分、
シーンによって様々な香りを纏い、至福の空間を満たして
ください。
内容量：10ml×3本
GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

2017年9月、更なる革新を遂げ、パワーアップして登場した
エイジングケア美容液「ダブル セーラム EX」の現品をメイ
ンにしたコフレが登場。20+1種類の植物が若々しく美しい
肌の維持に働きかけます。さらに、年齢による肌悩みに合
わせて選べるデイ＆ナイト クリームをセット。クラランスの
最新で最高のエイジングケアを堪能できるスペシャルな
セットです。
販売期間：11月2日～無くなり次第終了
サイズ：W26×H18×D6cm（ポーチ）
内容量：M アクティヴ デイ＆ナイト クリーム 各 15g
ファーミング EX デイ＆ナイト クリーム 各 15g
（いずれかを選択）

CLARINS（B1F）

LIVING NATURE organics（B1F）

shu uemura（B1F）

商品名： ボディ フィット コフレ
価格：8,700円

商品名：ＰＡＴＹＫＡ（レディス）
価格：13,000円

商品名： 2017 HOLIDAY COLLECTION
SHU UEMURA ☆ SUPER MARIO BROS.
価格：1,300円～28,000円

2017年上半期のベストコスメを多数受賞した、ボディ フィッ
トをメインに、肌を引き締めるマストアイテム2品、乾燥やざ
らつきの気になる足もとの肌を整えるフット用クリームのト
ライアルに、ゴールドのラインが可愛いバニティがセット。
キュッと引き締まった理想のボディを目指せます。
販売期間：11月2日～無くなり次第終了
サイズ：W23×H13×D15cm（ポーチ）
内容量：ボディ フィット 200g（現品）
スムージング ボディスクラブ 30g（トライアル）
ボディ オイル“アンティオー” 30mL（トライアル）
フット ビューティ ケア30g（トライアル）

フランスの伝統的なオーガニックコスメパティカ。保湿とア
ンチエイジング効果の高い美容オイルと指先に栄養を与え
るハンド＆ネイルクリームと、パティカオリジナルポーチの
セットです。

SABON（B1F）

Aēsop（B1F）

john masters organics select（B1F）

商品名：SABON Christmas Collection Celebration Wishes
価格：11,111円

商品名：プロクシミティ
価格：9,050円

商品名：スパークルヘアケアコフレ（ユニセックス）
価格：22,800円

今年SABONがお贈りする、ホリデー限定の香り”Celebration
Essence”。五感を揺さぶられるような刺激に溢れる今年の
コレクションです。マンダリンオレンジやピンクベリーが弾け
るドラマティックな香りに包まれるボディは思う存分贅沢な
気分へ、そして柔らかなお肌へと導きます。
販売期間：11月2日～無くなり次第終了

イソップのギフトキットは「エニグマティック マインド」という
メインテーマで、1950年代、60年代、70年代に台頭した影
響力のある社会心理学実験を称賛しています。キットには、
フェイシャルケアの厳選された3点、フェブラス フェイス ク
レンザー、B&T バランシング トナー、カミリア フェイシャル
クリームが入っています。

ジョンマスターオーガニック最高級ラインのH＆Hシリーズを
堪能できるプレミアムなコフレです。ローズの香り豊かなR
＆Aヘアミルク、髪のダメージをケアしながらスタイルを
キープするヘアスプレーのミニサイズのセットです。
販売期間：11月1日～
販売個数：10個

KIEHL’S SINCE 1851 （B1F）

diptyque（B1F）

MAKE UP FOR EVER（B1F）

商品名：キールズ ベストヒットセット 2017
価格：16,900円～

商品名：フォレ ジブレ、フダ グリュム、ラルム ダンサン
（ユニセックス）
価格：未定
販売期間：12月25日まで

商品名：ラストラスシャドウパレット
価格：5,900円

キールズベストセラー製品とケイトモロスのデザインポーチ
のセットは、初めてお使い頂く方にもオススメです。人気の
美容オイルは大きさを選べ、リップステックはお好きな色を
選べます。
販売期間：11月3日～

2017年のクリスマス、シュウ ウエムラと日本を代表する伝
統的なゲームキャラクター「スーパーマリオブラザーズ」の
コラボレーションが実現しました。全31アイテムを展開しま
す。
販売期間：第1弾 11月1日～（予約は10月25日～）
第2弾 11月15日～（予約は11月1日～）
※無くなり次第終了

ホリデーシーズンを彩る全12色が入ったアイシャドウパレッ
ト。暖色と寒色、メタリックとマットの異なる質感の組み合わ
せで無限にパーフェクトなルックを実現します。
販売期間：11月1日～12月31日
販売個数：60個

11

※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2017年10月13日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

□B1F

GINZA SIX クリスマス特別商品リスト

2017年10月13日
GINZA SIX PR事務局

OUREN（B1F）

OUREN（B1F）

e.m.PICTURESQUE（B1F）

商品名：ホーリードーナツ
価格：30,000円

商品名：ホーリーボール
価格：16,000円

商品名：little emblem 2017 CHRISTMAS LIMITED（レディス）
価格：K18ネックレス 60,000円／K18リング 46,000円

摘んだばかりの新鮮な花をマイナス温度で冷却、乾燥させ
た新しいベルギー 製のフリーズドライの花を使用したフラ
ワードーナツ。アレンジとしてコンポートに装飾したり、玄関
先のリースとしてもお楽しみいただけます。
販売期間：10月下旬～12月25日
（予約販売・無くなり次第終了）
販売個数：30個
カラー展開:レッド、ピンク
サイズ：W30×H10cm

摘んだばかりの新鮮な花をマイナス温度で冷却、乾燥させ
た新しいベルギー 製のフリーズドライの花を使用したクリ
スマスオブジェボール型が可愛らしく、コンパクトなサイズ
ながら存在感があり、ラグジュアリーなクリスマスを演出し
ます。
販売期間：10月下旬～12月25日
（予約販売・無くなり次第終了）
販売個数：50個
サイズ：W12×H16cm

カラフルで優しく輝く、天然石でつくるリースのデザインです。
途切れの無いデザインに永遠の幸せを込めた、クリスマス
の特別な贈り物におすすめの1点です。
販売期間：11月1日～12月31日
サイズ：7号、9号、11号（リング）

e.m.PICTURESQUE（B1F）

RMK（B1F）

RMK（B1F）

商品名： e.m. 2017 CHRISTMAS LIMITED（レディス）
価格：ダイヤモンド ネックレス 28,0000円
アコヤパール ネックレス 22,000円

商品名：シルバーミラークローゼットキット

商品名：カラークローゼットウィンターリミテッドエディション
ベースメイクキット

K18とsilverの素材を使用したクリスマスだけの特別なデザ
インのネックレスは、華奢なモチーフでデイリーに身につけ
ることができます。
販売期間：11月1日～12月31日

ほのかに色気が香りたつまなざし、ふんわりと色づく頬、セ
クシーな唇。ぬれたようなきらめきを放つ、ヌードのような
解放感のある肌。セダクティブなフルメイクを完成させるア
イテムをそろえました。パレットは佐藤翠氏が描き下したデ
ザイン。カラークローゼットの真髄が堪能できるキットです。

人気のベースメイクアイテム3品に、ピンポイントでぬれた
ようなツヤをプラスするインスタントハイライトカラーをセット。
冬の肌にセダクティブな輝きを添える、限定アイテムです。
パンジーのデザインがされたオリジナルポーチ付き。一度
知ったら手放せないRMKならではの完成度の高い透明感
あふれるツヤ肌を、ぜひこの機会に体感してください。

bareMinerals（B1F）

JILL STUART Beauty & PARTY（B1F）

PAÑPURI （B1F）

商品名：ファンデーション オブ ユア チョイス
ホリデー キット 2017
価格：8,100円～9,800円

商品名： ジルスチュアート ドリーミィーウィッシュ アイシャドウ
価格：2,200円

商品名： Limited Edition Andaman Sails Perfume Candle
（ユニセックス）
価格：7,000円（予定）

透明美肌、ヘルシーマット肌、ツヤ肌、ヌード肌、ハイカ
バーマット肌...お好きなファンデーションとブラシが選べ、さ
らに肌色を美しく魅せるベビーピンクのチークとリップグロ
ス、目もとを華やかに印象づけるゴールドベージュのアイ
カラー、そしてさりげなくパーティ感を演出してくれるポーチ
のセットです。ファンデーションは5種から、ブラシは10種か
ら各1つずつお選びいただけます。
販売期間：11月1日～

2色が織り成す絶妙な彩りと透明感のあるピュアな目もとを
叶える、限定のアイカラーです。2色の趣がひとつひとつ異
なるため、世界でひとつのツヤのある発色に仕上がります。
カラー展開：限定5種

ベルガモット・グリーンティー・ナツメグのエッセンシャルオ
イルを使用し、ブレンドしたキャンドルです。
内容量：260g
GINZA SIX限定

PAÑPURI （B1F）

Salon des Parfums（B1F）

Salon des Parfums（B1F）

商品名： Limited Edition Leather Hours Perfume Candle
（ユニセックス）
価格：7,000円（予定）

商品名：プチシェリー オードトワレ ギフトセット
価格： 20,100円

商品名：レディース ミニチュア コレクション’17
価格：8,700円

アニック・グタールが娘のカミーユのために創ったフレグラ
ンス「プチシェリー オードトワレ」のギフトセット。優しく包み
込むように香り立つペアのフルーティな香りを、ムスキーロ
ズのフェミニンな香りが引き立てます。クリスマスにぴった
りのギフトボックス付き。
販売期間：11月8日～無くなり次第
内容量：プチシェリー オードトワレ 100ml
プチシェリー ボディクリーム 100ml

ペンハリガンで人気の香りを集めた、個数限定のミニチュ
ア コレクションです。ボックスは、クリスティヤーナ・S.ウィリ
アムズデザインの華やかなスリーブがついています。
販売期間：11月22日～無くなり次第
内容量：ヴァーラ オードパルファム 5ml
アイリス プリマ オードパルファム 5ml
ハルフェティ オードパルファム 5ml
エンプレッサ オードトワレ 5ml
アルテミジア オードパルファム 5ml

エッセンシャルオイルだけを使用し、トンカビーンズ、アン
バー、サンダルウッドをブレンドしたキャンドルです。
内容量：260g
GINZA SIX限定

GINZA SIX限定
（ハルフェティ オードパルファム）

NO
IMAGE

HACCI（B1F）

SUQQU（B1F）

IPSA（B1F）

商品名： GINZA SIX 1st Christmas
価格：9,900円

商品名： SUQQU 2017 クリスマスメイクアップキットPG/WG
価格：9,000円

商品名：クリスマスローズ コレクション
価格：7,000円

はちみつ洗顔石けん＆ネットセットなど、6点の限定コフレ
です。

昼の雪。夜の雪。それぞれの光を浴びて魔法のように煌
めく雪の結晶は、可憐ではかなく、凛とあでやか。触れたら
とける初雪のような、一瞬の輝きを無限に変えるもの。ま
ぶたに、頬に、唇に降る、光のプリズムと色の歓びが昼も
夜も、この季節に華やぐ肌をみずみずしく彩ります。
販売期間：11月1日～12月25日（無くなり次第終了）
カラー展開：ピンク×ゴールド、ホワイト×ゴールド
（ポーチのカラー）

クリスマスローズをモチーフにしたフェイスパウダーを中心
に、生命感あふれる輝く印象に導くリップグロス、アイライ
ナー、アイグロスをセットにしたメイクアップコレクションです。
販売期間：11月1日～12月25日まで（無くなり次第終了）
※10月13日よりご予約開始
販売個数：100個

GINZA SIX限定
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※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2017年10月13日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

GINZA SIX クリスマス特別商品リスト

2017年10月13日
GINZA SIX PR事務局

□B1F
SHISEIDO（B1F）
商品名：資生堂 パレットオブライト 紫舟
リミテッドエディション
価格：5,000円
日本人書道家アーティスト紫舟とコラボレート。これ1つで
目もと、リップのメイクが仕上がるホリデーシーズン限定の
パレットです。なめらかに広がり、つややかな光をダイレク
トに演出するアイカラー3色と、異なる光を放つグロス2色
＆鮮やかに発色するルージュ1色が楽しめます。
販売期間：11月1日～
販売個数：57個
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