
 

 

 

＜NEWS LETTER＞ 

報道関係各位 

2017 年 11 月 16 日 

GINZA SIX リテールマネジメント株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

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、有名ショコラティエや高級ブラン

ドが軒を連ねる銀座において、GINZA SIX ならではの上質なバレンタインを提案します。GINZA SIX でしか手に

入らない限定チョコレートや、特別な時間を演出する華やかなデザート、ギフトに最適なバレンタイン特別商品を

多数展開します。 

  

「バレンタインの新定番」 国内外の一流の作り手が提案するチョコレート、フード 

話題の絶えない人気のフードショップやファッション・ライフスタイルブランドが、GINZA SIXならではの特別なチョ

コレートやフードを展開します。素材にこだわり抜いて作られたプレミアムなチョコレートに加え、GINZA SIXで人

気を博している定番アイテムをアレンジしたバレンタイン限定のチョコレート、果実やお酒をふんだんに使用した

チョコレート、贅を尽くしたテリーヌショコラ、宝石箱のようにフォトジェニックなチョコレートなど、個性溢れるチョコ

レートが揃いました。その他、カヌレやビスコッティをはじめとしたフードや、ワインなどのお酒も多数ご用意し、銀

座らしく上質な「バレンタインの新定番」を提案します。 

※下記は一例。各店舗のフードおよび販売期間は別紙参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜GINZA SIX 2018 VALENTINE＞ 

話題のフードショップ、レストラン・カフェ、ファッションブランドが特別商品を展開 

バレンタインデーを華やかに演出するギフト・特別メニュー 

パティスリー パブロフ [B2F] 

アムールショコラ 

パティスリー銀座千疋屋 [B2F] 

銀座まるごとチョコいちご 

発酵酢屋 庄分酢 [B2F] 

純いちご酢のホワイト生ショコラ 

南風農菓舎・デザートハウス [B2F] 

Chocolat à la mode 

オリジンヌ・カカオ [B2F] 

ショコラ詰合せ 

Viennoiserie JEAN FRANCOIS [B2F] 

カヌレ バレンタインギフトボックス 

GINZA SIX 限定 GINZA SIX 限定 GINZA SIX 限定 

GINZA SIX 限定 



 

 

 

「GINZA SIXで過ごすバレンタイン」  銀座らしい大人のバレンタインメニュー 

レストランやカフェでは、GINZA SIXならではの上質なデザートを提供します。バレンタインデー当日にしか味わうこ

とのできない限定のデザートプレート、旬の素材を使用し、見た目も華やかなプチフール、アンチエイジングの“美

肌”効果が期待できるガナッシュ、老舗のレストランメイドの生チョコレートなど、個性あふれるデザートで、大切な人

とGINZA SIXで過ごす特別な時間を演出します。 

※下記は一例。各店舗のメニューおよび期間は別紙参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「GINZA SIXだからこそ叶うラインナップ」 ギフトに最適なバレンタイン特別アイテム 

レザーグッズ、ウォレット、ネクタイなど世代を問わない定番アイテムに加え、大人の男性の身だしなみに欠かせな

いシューケアセットやフレグランスなど、GINZA SIXに集うワールドクラスクオリティのブランドから、ギフトに最適なバ

レンタインの特別商品を集めました。女性が自分へのご褒美に手に入れたいアイテムも豊富に揃います。 

※下記は一例。各店舗の商品および販売期間は別紙参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Boutique Guerlain [B1F] 

ロム イデアル オーデトワレ コフレ 

THE GRAND GINZA [13F] 

オレンジと花の香る「マンジャリ」のガナッシュ 

深紅のベリーソース ナッツのアクセント 

La Maison VALMONT [B1F] 

IL PROFVMO 2018 バレンタイン限定キット 

World Footwear Gallery [5F] 

バレンタインセット 

Vulcanize London Ginza [4F] 

SMYTHSON ウォッチボックス 

KWANPEN [4F] 

Billfold Wallet 

SEIKO Boutique [5F] 

セイコー ゴールドフェザー デザイン 

復刻モデル SCXP076 

72 Degrees Juicery + Café 

by David Myers [5F] 

バレンタインチョコレートパフェ 

L'homme du Temps signé à nu [5F] 

バレンタインスペシャルプチフール 

GINZA SIX 限定 GINZA SIX 限定 

GINZA SIX 限定 

GINZA SIX 限定 

GINZA SIX 限定（刻印サービス） 

GINZA SIX 限定 



 

 

 

＜NEWS＞ 

■11月・12月オープン 期間限定のポップアップショップ 

 

▼ECHIRE Charette （B2F） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼Maison Bremond 1830 （B2F） 

 

 

 

 

 

 

 

Oba-to 

 

 

 

▼HOORSENBUHS （3F） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼X JEWELLERY （4F） 

 

 

 

 

 

 

 

 

フランス産伝統発酵バター「エシレ」の美味しさを手軽に楽しめる新業

態「エシレ シャレット」が日本初登場。バターたっぷりのパイ生地を

蝶々の形に仕上げた「パピヨン」や特製クリームをたっぷり使ったバター

ケーキ「ブール オ ブール」に「サブレサンド」。焦がしたエシレバター

をたっぷり練りこんだ「エシレ ソフトクリーム ブール」、ビスキュイを練り

込み、サクサクのサブレをトッピングした「エシレ ソフトクリーム ブー

ル・サブレ」など全てがエシレ シャレットだけの新商品。 

※製造数に限りがございますので、お一人様あたりの販売数量を制限

させていただく場合がございます。 

【開催期間】 2017 年 11 月 7 日（木）～12 月 3 日（日） 

南仏プロヴァンス生まれの食の新ブランド、メゾンブレモンド1830が初

上陸します。1830年創業、「ロクシタン」の創始者オリヴィエ・ポッサン

がオーナーです。“生産地域の人々と共に生きがいある仕事と誇れる

商品を作る”というメゾンブレモンド1830のスピリッツがあふれる、生産

者名付きのこだわりのオリーヴオイルや、多種のフレーヴァーを持つ

コンディメントビネガー、トリュフの調味料シリーズなどを日本初展開し

ます。オリヴィエ氏の手掛ける、ファッションアイテムとしても注目のカ

ラフルでスタイリッシュなボトルのデザインも注目です。 

【開催期間】 2017 年 12 月 5 日（火）～2018 年 1 月 7 日（日） 

ロバートGキースにより創設されたアメリカのファインジュエリーブラン

ド。商品は全てロサンゼルスにて、職人の手によるハンドメイドで製作

されています。非の打ちどころのないクラフトマンシップ、永遠にモダ

ンなデザイン、力強いアイコニックな存在がHOORSENBUHSの美学

を貫き、ファッション・音楽・エンターテインメント業界のトレンドセッタ

ーから絶大なる支持を得ています。 

【開催期間】 2017 年 11 月 22 日（水）～2018 年 1 月 16 日（火） 

古来より強さの象徴とされてきた“アンカーチェーン（船と碇をつなぐ

鎖）”をモチーフに、クラシカルな美しさと機能性を両立し、北欧デザ

インと見事なクラフトマンシップを融合。ベースとなる“リンク”と“ロッ

ク”、個性を発揮する“デザインリンク”の組み合わせにより、自分だけ

のブレスレットをデザインできます。11月22日～12月3日の期間中、税

抜25,000円以上お買い上げの方にノベルティをご用意しております。

（数に限りがございますので、予めご了承下さい） 

【開催期間】 2017 年 11 月 22 日（水）～2018 年 1 月 16 日（火） 



 

 

 

 

＜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。 

※12 月 31 日（日）、1 月 2 日（火）は下記の通り短縮営業となります。 

12 月 31 日（日） 

ショップ・カフェ（B2F～5F） 10：30～18：00 

レストラン（6F、13F） 11：00～21：00 

1 月 2 日（火） 

ショップ・カフェ（B2F～5F） 10：30～20：00 

レストラン（6F、13F） 11：00～22：30 

□休館日 不定休 ※2018 年 1 月 1 日（月・祝）は全館休館 

□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、關、鈴木 

TEL:  03-6894-3200  FAX:  03-5413-3050  E‐MAIL： ginzasix_pr@ssu.co.jp  HP： http://ginza6.tokyo/ 

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


チョコレート 
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オリジンヌ・カカオ（B2F） 
 
商品名：リシェス ドゥ ラ ナチュール（6個入） 
価格： 2,200円 
 
国産素材にこだわり、相性の良いクーベルチュールを選び
抜いて創り上げるバレンタイン限定ショコラ。それぞれの素
材とカカオが持つ本来の風味を感じられる、日本のショコラ
トリーならではの繊細な逸品です。 
※1月20日～2月14日まで（予定） 

オリジンヌ・カカオ（B2F） 
 
商品名：ショコラ詰合せ（12個入） 
価格： 3,400円 
 
オリジンヌ・カカオのショコラは、その一粒を口に入れてか
らの温度や時間による溶け方を計算しながら、サイズ、ガ
ナッシュの柔らかさ、コーティングの厚さ、フレーバーの余
韻までもが緻密に決められていきます。素材の原産地（オ
リジンヌ）からこだわりぬいたボンボンショコラを是非ご堪
能ください。 

オリジンヌ・カカオ（B2F） 
 
商品名：バトン ノワール 7.5 （5本入） 
価格： 2,000円 
 
5種類の産地の異なるカカオの違いをいかしたガナッシュ
にビターチョコレートをコーティング。プレーンなガナッシュ
がカカオの香りと口溶けを際立たせる冬季限定商品。 
※1月20日～3月14日まで（予定） 

PHILIPPE CONTICINI（B2F） 
 
商品名：クラックネ バレンタインオリジナルパッケージ 
価格： 未定 
 
ひとくちサイズのチョコレート、クラックネ。可愛らしいバレ
ンタインオリジナルパッケージでご案内します。 
※2月～販売予定 

NO 
IMAGE 

GINZA SIX限定 

10FACTORY（B2F） 
 
商品名：みかんオランジェット（伊予柑） 
価格： 300円 
 
愛媛県を代表する柑橘『伊予柑』を使用した10FACTORY
オリジナルのオランジェット。スライス状にした伊予柑をセミ
ドライフルーツに仕上げチョコレートでコーティングしました。
「いよかん」オランジェットで今年のバレンタインは「いい予
感！」 
※1月20日～2月14日まで 

NO 
IMAGE 

PAPABUBBLE（B2F） 
 
商品名：バレンタイン限定ギフトセット 
価格： 2,381～2,857円 
 
職人さんの手仕事で作られたこだわりのブリキ缶に銀座店
限定ヌガーやロッキーロード、バレンタイン限定チョコキャ
ンディーを詰め合わせました。バレンタインのプレゼントは
もちろん、ちょっとづつ色々楽しみたい女性のお客様のご
自身へのご褒美にぴったりのギフトセットです。 
※1月下旬～2月中旬まで 
※1日50個限定 

NO 
IMAGE 

GINZA SIX限定 

パティスリー銀座千疋屋 （B2F） 
 
商品名：いちごのチョコレート 
価格： 1,500円 
 
香り豊かな国産いちごを丸ごとフリーズドライにし、口溶け
の良いホワイトチョコをじっくり染み込ませました。チョコの
甘みとふわっと香るいちごの香り、程よい酸味が味わえる
逸品です。 
※11月1日～なくなり次第終了 

パティスリー銀座千疋屋 （B2F） 
 
商品名：銀座まるごとチョコいちご 
価格： 1個 500円／3個入 1,500円 
 
いちごの洋酒で香り付けしたガナッシュに、銀座千疋屋の
目利きが厳選した、バランスが良くコクのあるいちごをまる
ごと乗せました。この時期だけの人気商品です。 
※2月1日～3月31日まで 
※いちごの入荷状況により限定販売になる可能性あり 

パティスリー銀座千疋屋 （B2F） 
 
商品名：銀座ショコラ 3種 
価格： 各300円 
 
ミルクショコラをベースに、国産のマロンペーストにラム酒
を香り付けに合わせた「栗」（上）、ホワイトショコラをベース
に、国産紅玉のピューレを混ぜ合わせた「りんご」（中央）、
ミルクショコラをベースに、ガナッシュには赤ワインに漬け
た干しぶどうを刻み混ぜ合わせた「ぶどう×赤ワイン」（下）
の3種をお楽しみいただけます。 
※10月27日～なくなり次第終了 

GINZA SIX限定 

PALETAS （B2F） 
 
商品名：Orange Chocolat 
価格： 500円 
 
ミルクチョコジェラートに、チョコレートと相性のいいオレン
ジとチョコレートビスキュイを貼り付けた見た目もかわいい
フレーバー。オレンジピールのほろ苦さとミルクチョコレート
の甘みが絶妙です。 
※1月中旬～なくなり次第終了 

NO 
IMAGE 

PALETAS （B2F） 
 
商品名：Chocolat Raspberry 
価格： 538円 
 
ビターチョコレートソルベに、山形県最上産ラズベリーを
たっぷりと入れた大人向けフレーバー。チョコレートはフラ
ンス・ヴァローナ社の高級チョコレートを使用。特別な日に
ぴったりの贅沢なアイスです。 
※2月上旬～なくなり次第終了 

NO 
IMAGE 

PALETAS （B2F） 
 
商品名：Mendiant 
価格： 1,500円 
 
ハート型のビターチョコレートにアプリコット、グリーンレー
ズン、いちじく、黒いちじく、オレンジのドライフルーツをデコ
ラティブにトッピング。チョコレートには、フィヤンティーヌ（薄
焼きクレープ）を入れてサクッとした食感をプラスしました。
化粧箱入りですので、ギフトにもおすすめです。 
※1月中旬～なくなり次第終了 

NO 
IMAGE 

PALETAS （B2F） 
 
商品名： Ichigo Chocolatte 
価格： 463円 
 
ミルクとミルクチョコのジェラートに国産のイチゴとクランブ
ルを入れた、サクサクッと食感も楽しいフレーバー。パレタ
スのアイスの中では、甘めのフレーバーなので、甘党の男
性やお子様にもオススメです。 

NO 
IMAGE 

L’ABEILLE（B2F） 
 
商品名：ボンボンショコラ オ ミエル 
価格： 1,296円 
 
「はちみつ専門店のチョコレート」をコンセプトにした一粒ご
とに異なるはちみつの風味が楽しめるボンボンショコラ。 
チョコレートはエクアドル産ダークチョコレート（カカオ70％）
を使用し、ガナッシュは砂糖不使用。はちみつはラベイユ
を代表する風味豊かでコクのある味わいのはちみつをチョ
イスしました。チョコレートを食べ慣れた方やグルメな方に
もご満足いただけるボンボンショコラです。 

NO 
IMAGE 

マーロウ（B2F） 
 
商品名： ジャンドゥーヤ生チョコレート 
価格： 1,500円 
 
イタリア・ピエモンテで作られるヘーゼルナッツペーストを 
ふんだんに使った生チョコレートです。チョコレートもベル
ギー・ベルコラーデ社のチョコを使用し、ペーストと合うよう
に生クリームを多く使い、口どけ滑らかな生チョコレートに
仕上げています。 

GINZA SIX バレンタインメニュー・特別商品リスト 
※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11月16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11月16日 

GINZA SIX PR事務局 



チョコレート 
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マーロウ（B2F） 
 
商品名： チョコレートビスコッティ 
価格： 950円 
 
3種類の小麦粉にココアパウダー・アーモンドプードル・砕
いたチョコレートをふんだんに使っています。ザクザクした
食感にアーモンドとチョコレートの香りが贅沢なビスコッティ
です。 
※1月上旬～3月中旬まで 

マーロウ（B2F） 
 
商品名： チョコラータブリュレ 
価格： 750円 
 
スイス・フェルクリン社のココアパウダーをふんだんに使用
し、ビターな大人のチョコレートブリュレです。乳脂肪47%の
北海道特選生クリームと卵黄で作っているので濃厚な仕
上がりになっています。上にはチョコレートの原料であるカ
カオ豆を砕いてチップ状にした有機栽培の「カカオニブ」が
のっています。 
※1月上旬～3月中旬まで 

マーロウ（B2F） 
 
商品名： チョコレートプリン 
価格： 750円 
 
チョコレートシロップとスイス・フェルクリン社のココアパウ
ダーをたっぷり使ったなめらかなプリンです。香りづけにコ
コナッツリキュールを使用しています。お子様からお年寄り
まで人気の幅が広いプリンです。 
※1月上旬～2月中旬まで 

パティスリー パブロフ（B2F） 
 
商品名： テリーヌショコラ 
価格： 大 1,481円／小 555円 
 
テリーヌのように濃厚で滑らかな口どけのチョコレートパウ
ンドをガナッシュクリームやベリー類で華やかに仕上げまし
た。 
※2月1日～販売開始 

パティスリー パブロフ（B2F） 
 
商品名： アムールショコラ 
価格： 大 1,852円／小 694円 
 
チョコレート生地の中にガナッシュクリームとフランボワー
ズコンフィチュールをサンド。金箔をあしらい大人のパウン
ドケーキに仕上げました。 
※2月1日～販売開始 

GINZA SIX限定 

パティスリー パブロフ（B2F） 
 
商品名： ルージュアメール（写真左） 
価格： 518円 
 
ビターなチョコレートパウンドケーキの中に甘酸っぱいドラ
イベリーと口どけのいいガナッシュチョコレートを入れ焼き
上げ、ビターチョコレートとドライベリーでシックにデコレー
ション。 
※1月15日～販売開始 

パティスリー パブロフ（B2F） 
 
商品名： フリュイ オ レ（写真右） 
価格： 518円 
 
キャラメル風味のミルクチョコレートパウンドケーキにオレ
ンジ、イチジク、ガナッシュチョコレートを入れ焼き上げ、ミ
ルクチョコレートとドライフルーツで可愛らしくデコレーション。 
※1月15日～販売開始 

パティスリー パブロフ（B2F） 
 
商品名： プティクール 10個入り 
価格： 1,852円 
 
しっとりとしたビターなチョコレートパウンドと、優しい甘さの 
キャラメル風味のホワイトチョコレートパウンドを小さなハー
ト型に焼き上げ 
詰め合わせにしました。 
※1月15日～販売開始 

GINZA SIX限定 

南風農菓舎･デザートハウス（B2F） 
 
商品名：Chocolat à la mode 
価格： 単品 500円／2つセット 1,000円／4つセット 1,945円 
 
初めて出会う贅沢な味わいショコラ ア・ラ・モード。キレの
ある甘美なクーベルチュールチョコレートをフルーティーな
スイートポテトムースで包みこみました。すっきりとした甘さ
の中に爽やかな香りと口いっぱいに広がる苦みが特徴の
イタリア産アリバクーベルチュールチョコレート×大隅半島
の農場で無農薬栽培した彩り豊かな唐芋のムース。とって
おきのひとときをお過ごしください。 
※1月10日～2月15日まで 

GINZA SIX限定 

ふふふあん by 半兵衛麸（B2F） 
 
商品名：梢(ココア／紅茶／抹茶) 
価格： 各700円 
 
麸づくりの技をひと技プラスした、お茶やお酒の時間が楽
しくなるチョコレートをコーティングした甘さ控えめな大人の
お菓子です。ふふふあんシリーズの「梢(こずえ)」は、たくさ
んの小さな枝先をイメージしました。ココア、紅茶、抹茶の3
種類の味をご用意しております。  
 

辻利（B2F） 
 
商品名： 辻利 マーブルガトーショコラ 
価格： 3,000円 
 
抹茶×ショコラ・ノワールのマーブル模様が美しい、濃厚で
リッチなガトーショコラです。 
※2018年1月～販売開始 

辻利（B2F） 
 
商品名： 辻利 コレクション 12個入り 
価格： 3,540円 
 
茶匠がチョコレートに合う宇治抹茶を厳選。抹茶を引き立
てる素材が織りなす、辻利のスペシャリテです。  
濃い茶、ゆず、プラリネごま、山椒、さくら苺、新商品「マン
ダリンオレンジシナモン」6種の味わい。  
※2018年1月～販売開始 

NO 
IMAGE 

カフェ・ユーロップ（B2F） 
 
商品名：カフェテリーヌマロン 
価格：3,000円 
 
カフェ・ユーロップのオリジナルブレンドコーヒーを使ったテ
リーヌショコラ。芳醇で力強いコーヒーの香りに合わせたの
は、カカオ分70％のチョコレート。大粒の渋皮マロンを丸ご
と贅沢に敷き詰め、低温でじっくり時間をかけて優しく焼き
あげました。 
※1月中旬～2月14日まで 
サイズ：159×46×H37mm 

ISHIYA GINZA（B2F） 
 
商品名：恋するチョコレート 
価格： 800円 
 
※本商品の情報解禁は2018年1月10日となります 
新ブランド「ISHIYA CHOCOLATE」の第一弾となる商品。
「白い恋人」のチョコレートをベースに、サロマ湖の塩など
厳選した北海道の素材を使って創作した“板チョコ”、その
名も「恋するチョコレート」です。レシピは出来るだけシンプ
ル＆ナチュラルに、素材と素材のピュアな出会いを大切に、
香りや口どけなどを計算し尽くして、北海道らしいチョコ
レートに仕上げました。 
※1月12日～販売開始（予定） 
※写真はイメージです 

いまでや銀座（B2F） 
 
商品名：西酒造焼酎ボンボンショコラ 6個入り 
価格： 1,600円 
 
「薩摩の宝」は、厳選された素材を使い、一つ一つ丁寧に
作られています。使われた宝山はなんと6種類！（富乃、吉
兆、白天、綾紫印、白豊印、紅東印）それぞれの宝山の味
わいと、特製チョコレートとの絶妙なハーモニー。お酒好き
な方へのバレンタインギフトにおすすめです。 
※2月1日～なくなり次第終了 

GINZA SIX バレンタインメニュー・特別商品リスト 
※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11月16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11月16日 

GINZA SIX PR事務局 
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いまでや銀座（B2F） 
 
商品名：焼酎屋のぼんぼん 
価格： 1,500円 
 
お酒好きにはたまらない、大人のチョコレートです。大切な
方へのプレゼントにも最適！ウィスキーを彷彿とさせる大
人気の麦焼酎、「百年の孤独」を贅沢にチョコレートで包み
ました。カリッとチョコレートを噛むと中から「百年の孤独」
がトロッと出てきます。焼酎の香ばしい麦の香り、熟成によ
る甘みが、包まれているチョコレートと見事にマリアージュ。
異質とも思える組み合わせの中に、芳醇な味わいをお楽し
みいただけます。 
※2月1日～なくなり次第終了 

銀座 平翠軒（B2F） 
 
商品名：吟醸入りチョコレートボンボン(5個入り) 
価格： 1,080円（税込） 
 
萬年雪の吟醸酒をまろやかなチョコレートに封じ込めまし
た。極上の吟醸酒の香りとチョコレートのあやしいミスマッ
チをお楽しみください。 
 

発酵酢屋 庄分酢（B2F） 
 
商品名：純いちご酢のホワイト生ショコラ 
価格： 1,500円 
 
福岡県大川市で、酢づくり300年。発酵酢屋 庄分酢から、
発酵食品であるお酢とチョコが出会った「純いちご酢のホ
ワイト生ショコラ」をお届けします。博多あまおうの果実と果
汁を仕込んだ純粋ないちご酢と、ホワイトチョコがとけあい、
まるでヨーグルトのようなすっきりとした味わい。いちごが、
ふわっと香ります。 
※1月15日～販売開始 

GINZA SIX限定 

TAKAZAWA 180 ICHI HACHI MARU（B2F） 
 
商品名： チョコレートベイクンコロッケ 
価格： 371円 
 
高澤義明シェフが監修する油で揚げない焼いたコロッケの
スイーツがGINZA SIX限定で登場。北海道の男爵いもと
チョコレートが美味しくマッチした新感覚スーツです。 

GINZA SIX限定 

JOTARO SAITO（4F） 
 
商品名：Coffret a bijoux Chocolat 
価格：2,700円 
 
その名の通り“チョコレートの宝石箱”をイメージした商品で
す。 
オープン時から人気の高い3種類のチョコレート（ビーンズ、
ボンボンショコラ、オランジェット各種）を少しずつ詰め合わ
せたバレンタイン限定のギフトボックスとなっております。 
※1月15日～2月14日まで 
※300個限定 
※写真はイメージです 

GINZA SIX限定 

#0107 PLAZA（4F） 
 
商品名：BENOIT CHOCOLATS  キャラモンド 110g ミックス 
価格： 2,500円 
 
フランスのロワール地方に位置するアンジェの町の中心地
にあるブノワ・ショコラ。2009年、パリ1号店オープンと共に、
キャラモンド®が評判を呼び、パリでも話題のショコラトリー
となりました。キャラメリゼしたアーモンドスライスを平らに
敷いて、チョコレートをコーティング。三角形にカットしたオ
シャレなショコラです。 
※2月1日～2月14日まで 

中川政七商店（4F） 
 
商品名：ハートチョコあられ 
価格：800円 
 
ハート形あられにチョコレート（ホワイト・ストロベリー･チョコ
レートの3味）をかけたお菓子です。カラフルなハートのあら
れはバレンタインやホワイトデーにおすすめです。 
販売期間：12月下旬～なくなり次第終了 
販売数量：数量限定 

銀座 蔦屋書店（6F） 
 
商品名：濃い和三盆しょこら 
価格：2,500円（予定） 
 
本命チョコではなく、「自分へのご褒美」「大切な友人、お世
話になっている先輩」へ。お洒落で強いこだわりのチョコで
す。 
※1月中旬～販売開始 
※300個限定 
※画像はイメージです 

GINZA SIX限定 
（パッケージ） 

ビストロ オザミ（6F） 
 
商品名：オザミ特製ヴァレンタイン生チョコレート 
価格：800円 
 
オザミのパティシエが一つ一つ手作業で心を込めて仕上
げた口どけ滑らかな生チョコレートです。毎年人気なレスト
ランの味わいを是非お楽しみください。 
※2月7日～2月14日まで 

GINZA SIX バレンタインメニュー・特別商品リスト 
※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11月16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11月16日 

GINZA SIX PR事務局 
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くろぎ茶々（B2F） 
 
商品名： 宇治抹茶カステラ（仮） 
価格： 2,000円 
 
老舗茶舗「福寿園」の宇治抹茶とビターなカカオを使用し、
ほのかに香るお酒を隠し味にしっとり、ふわっとする食感
の生地に焼き上げました。 
ポルトガルから伝わった南蛮菓子を元に日本独自に発展
したカステラは現在では皆様から愛される和菓子になりま
した。この菓子を日本料理店「くろぎ」ならではに味付けを
し、新たな菓子へと生まれ変わらせます。 
※2月1日～2月28日まで 

NO 
IMAGE 

GINZA SIX限定 

HONMIDO（B2F） 
 
商品名：本実堂 バレンタイン 
価格： 445円 
 
冬季限定「本実堂サンド ストロベリー」を二個セットした、
バレンタイン限定スペシャルパッケージ。 
※1月8日～2月14日まで 

GINZA SIX限定 

綾farm（B2F） 
 
商品名：綾farmセミドライフルーツonショコラ 
価格：1,111円（6種入り） 
 
桃、りんご、キウイ、レモン、ネクタリン、みかん(不知火)を
可愛くデコレーション。ドライフルーツの酸味とチョコがほど
よく溶け合います。 
※1月13日～2月14日まで 

GINZA SIX限定 

ル・ブーランジェ・ドゥ・モンジュ（B2F） 
 
商品名：フェーブ ド カカオ 
価格： 800円 
 
フランス産の2種類のチョコレートとクランベリー、レーズン、
チェリー、アプリコット、ヘーゼルナッツを入れて焼き上げま
した。 
※1月25日～2月14日まで 
※1日20個限定 

GINZA SIX限定 

Viennoiserie JEAN FRANCOIS（B2F） 
 
商品名：カヌレ バレンタインギフトボックス(4個入り) 
価格： 1,000円 
 
ラム酒が香る、外はカリっと中はむっちりしっとり食感のカ
ヌレに４種類の華やかで大人な味わいを乗せたバレンタイ
ン限定のギフト ボックスです。 
パティシエがいるジャン・フランソワGINZA SIX店でしか買
えない自分用にも贈り物にもぴったりな特別なカヌレです。 
(4種内容:ショコラフリュイグ、チョコナッツ、 フランボワーズ、
ショコラオランジェ) 
※2月1日～2月15日まで 

GINZA SIX限定 

il Cardinale（6F） 
 
商品名：Biscotti al cioccolato 
価格：小缶1,700円／小袋700円 
 
フィレンツェの定番菓子、ビスコッティのバレンタイン特別
バージョン、香り高いチョコレート風味に仕上げました。 
エスプレッソやヴィンサントなどと合わせてお楽しみくださ
い。 
※1月中旬～2月14日まで 

GINZA SIX バレンタインメニュー・特別商品リスト 
※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11月16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11月16日 

GINZA SIX PR事務局 
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framboise（3F） 
 
メニュー名：Aumoniere Bijoux (オモニエール ビジュー) 
       ～ババロア包みのクレープ、色鮮やかな 
       チョコレートソース～ 
価格：1,780円 
 
口あたりの良いババロア、酸味のあるジュレをふっくらとし
たクレープ生地で包みあげ、一体感のあるデザートに仕上
げました。色鮮やかなピンク色のチョコレートソースが全体
をまとめ、優しい味わいになっています。 

GINZA SIX限定 

72 Degrees Juicery + Café by David Myers（5F） 
 
メニュー名：GINZA SIX限定バレンタインチョコレートパフェ 
価格：1,580円 
 
濃厚なチョコレートを贅沢に使用したブラウニー、アイス、
そしてマカロン。さらにスポンジにはチョコレートの味を引き
立てる特製オレンジソース。味はもちろん見た目にも美し
いChef David Myersがあなたのために作ったチョコレート
パフェは、GINZA SIXでしか味わえません。 
※2月1日～2月14日まで 

GINZA SIX限定 

銀座大食堂 Ishida（6F） 
 
メニュー名：神戸牛食べ比べコース 
価格：10,000円 
 
神戸牛ロースと神戸牛ランプを各50ｇずつ、お召し上がり
いただける全10品のスパークリングワイン付きご予約限定
コース。 

GINZA SIX限定 

銀座大食堂 松重（6F） 
 
メニュー名：松阪牛・黒毛和牛食べ比べコース 
価格：7,800円 
 
松阪牛A5サーロインと黒毛和牛をすき焼き又は、しゃぶ
しゃぶのお好きな方で、お召し上がりいただける全7品のス
パークリングワイン付きご予約限定コース。 

GINZA SIX限定 

Grill & PUB The NICK STOCK（6F） 
 
メニュー名：ショコラドリンク 
価格：ノンアルコールホットドリンク 720円 
    チョコレートカクテル 780円 
 
PUBだからこそできるプレゼントドリンク。チョコレートをふ
んだんに使用し、甘く仕上げたノンアルコールホットドリンク
と甘酸っぱい大人なチョコレートカクテルをご用意していま
す。 
※2月1日～2月14日まで 

GINZA SIX限定 

ビストロ オザミ（6F） 
 
メニュー名：オザミ特製！生チョコレートのお土産付き 
        ヴァレンタインコース 
価格：ランチ4,500円／ディナー7,500円 
 
オザミのパティシエが一つ一つ手作業で心を込めて仕上
げた口どけ滑らかな生チョコレートがお土産についた特別
なヴァレンタイン限定コースです。 
※ランチ：2月7日～2月14日まで 
※ディナー： 2月7日～2月14日まで 

THE GRAND GINZA（13F） 
 
メニュー名：オレンジと花の香る「マンジャリ」のガナッシュ  
              深紅のベリーソース ナッツのアクセント 
価格：1,200円  
 
国際薬膳調理師・坂井美穂さんとコラボした、ベリー、ナッ
ツ、オレンジピールなどアンチエイジングの効果がある食
材を使い、「美肌」を意識したバレンタイン限定のチョコレー
トデザート。華やかな酸味とベリー風味が印象的な「マン
ジャリ」のガナッシュにオレンジピールを合わせ、その下に
はオレンジの果肉が入ったパウンドケーキ。季節の可愛ら
しいお花と色んなベリーをトッピングしました。同期間、「美
肌とアンチエイジング」をテーマにしたフレンチのフルコー
スもご提供。 
※2月1日～2月14日まで 
※1日20食限定 

GINZA SIX限定 

L’homme du Temps signé à nu（13F） 
 
メニュー名：バレンタインスペシャルプチフール 
価格：ランチコース7,700円、ディナーコース14,300円の 
    最後のプチフール 
 
ヴァローナ社マンジャリの華やかな酸味と香り高いショコラ
のフィナンシェ、ブリュレショコラや柚子、あんぽ柿とショコ
ラのマリアージュなど、個性あふれるプチフールをぜひお
楽しみ下さい。 
内容：ショコラと柚子のマカロン／あんぽ柿のショコラがけ
／フィナンシェショコラ／ブリュレショコラ 
※2月上旬～2月14日まで 
※写真はイメージです 

GINZA SIX限定 

旬熟成 GINZA GRILL（13F） 
 
メニュー名：バレンタイン限定デザートプレート 
価格：通常コース内のデザート 
 
パティシエ特製デザートの盛り合わせ 
※2月14日限定 

NO 
IMAGE 

GINZA SIX限定 

GINZA SIX バレンタインメニュー・特別商品リスト 
※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11月16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11月16日 

GINZA SIX PR事務局 

レストラン・カフェ 
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アルコール 

いまでや銀座（B2F） 
 
商品名：ゆきの美人 貴醸 
価格： 2,044円 
 
「ゆきの美人」初の貴醸酒。留の仕込みに日本酒を用いた、 
伝統的な仕込み方法で発酵されています。 トロピカルフ
ルーツのような上品な甘みと酸味が表現されています。 

いまでや銀座（B2F） 
 
商品名：B-Qa 2013 
価格： 未定 
 
紫色の色調を持つ深い赤。赤い果実、スパイスのフレー
ヴァーが感じられます。フレッシュなアタックと共に、果実味、
酸味は強くタンニンも豊かで、肉厚な印象と共にフィネスと
ミネラルが特徴のワインです。滑らかで、伸びのある統合
されたタンニンとエレガントな味わいをお楽しみください。 

St.Cousair wine&grocery（B2F） 
 
商品名： サンクゼール・ブーケ 
価格： 1,700円 
 
美しいすみれ色とベリー系の香りがチャーミングな軽やか
な赤ワイン。柔らかい酸味と滑らかな渋みが心地よく口の
中に広がります。ラベルがピンクなので、バレンタインの時
期の贈り物にもおすすめです。ワインに合うおつまみや
チーズ等もご用意しておりますので、大切な方への贈り物
にどうぞ。 
※ビンテージの変更あり 

GINZA SIX バレンタインメニュー・特別商品リスト 
※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11月16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11月16日 

GINZA SIX PR事務局 
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特別商品 

Jaeger-LeCoultre（1F） 
 
商品名：ランデヴー・ムーン・ミディアム 
価格：2,500,000円 
 
ジャガー・ルクルトのサヴォアフェール（ノウハウ）と、希少
なクラフトマンシップを象徴するランデヴー・コレクション。
985年にたった１日しか誤差の生じることのない、究極の精
度を誇るムーンフェイズ機能を搭載。ギョーシェ彫りを施し
たグレイン仕上げのダイヤルは、 ライトピンクのカラーをま
とっています。 
サイズ：直径34mm 

LOEWE（1F） 
 
商品名：BARCELONA HEARTS SMALL BAG  
価格：240,000円 
 
ブラックの背景にカラフルなハートとポップなエレクトリック
ブルーのライニング（内側）を施した、思いがけない配色が
印象的なバッグです。LOEWEが誇るユニークな技法（マル
ケトリーインレザー）で、ハートモチーフを象眼細工のように
仕上げています。 
サイズ：W19×H12×D7.5cm 

NO 
IMAGE 

JIMMY CHOO（2F） 
 
商品名：DEREK 
価格： DEREK 139,000円 
 
ジミー チュウの人気クラッチ”DEREK”の新作が登場。深み
のあるレッドカラーに、大小のスタッズがエッジなアクセント
をプラスしています。 

JIMMY CHOO（2F） 
 
商品名：CARNABY 
価格：92,000円 
 
ラウンドジップウォレット”CARNABY”。マルチカラーのス
タッズが個性を引き立てます。 

JIMMY CHOO（2F） 
 
商品名：HOWICK 
価格：42,000円 
 
レザーキーケース”HOWICK”。エッジなデザインで、ギフト
にもおすすめです。 
 

Maison de NADIA（2F） 
 
商品名：LA SOMA  K18 リング 
価格：180,000円 
 
大人の男性にぴったりのボリュームリングで、ゴールド色
の高級感あるデザインが特徴です。飽きの来ないフォルム
と地金のみというシンプルさを兼ね備えており、肌身離さず
着けられるスタンダードリングとして永らくご愛用いただけ
ます。 
販売期間：2月1日～2月28日まで 
販売数量：3点 
サイズ展開：基本サイズ15号、その他サイズオーダー可 

MIMI（2F） 
 
商品名：JULIET RING 
価格：950,000円 
 
PG/GARNET/WHITE SAPPHIRES RING 
ロミオとジュリエットの甘く切ないストーリーのコレクションで
す。上質なガーネットをオリジナルカットのハート形をリング
いっぱいに施しふっくらとしたフォルムが大人可愛い女性
にぴったりのアイテムです。 
販売期間：1月25日～2月14日まで 
販売数量：1点 

GINZA SIX限定 

The Showcase by DELUPIN（2F） 
 
商品名：REVERSIBLE BASIC CLUTCH BAG 
価格：26,000円～53,000円 
 
カラーバリエーション豊富なクラッチバッグ。色や素材の組
み合わせでオリジナリティーを出していただけるデザインで
す。多色・多素材の中からオーダーいただけます。 
※あらかじめ決まったバリエーションもございます。 
サイズ展開：small、large 

PERRIN（2F） 
 
商品名：RIVA S  
価格：166,000円 
 
丸くて優美なフォルムが、モダンとエレガントさを併せ持つ
バッグ。かごバッグのようなデザインが魅力的です。ヴァレ
ンタインらしいカラーは冬のシーンで活躍が期待できます。  
販売期間：2月上旬～ 
販売数量：3個 
カラー展開：ピンク（限定色） 

GINZA SIX限定 

NO 
IMAGE 

NO 
IMAGE 

DSQUARED2（3F） 
 
商品名：Short Sleeve Sweatshirts 
価格：39,000円 
 
DSQUARED２のロゴが胸に入ったブランドらしいスウェット
です。コットン100%なので素肌で着ても着心地よく、重ね着
にも最適な１枚です。 
販売期間：1月中旬～ 
販売数量：5点 
サイズ展開：XS～XL 

GINZA SIX限定 

Vulcanize London Ginza（4F） 
 
商品名： SMYTHSON ウォッチボックス 
価格： 49,000円 
 
英国王室の証、エリザベス女王、エディンバラ公、チャール
ズ皇太子と全てのロイヤルワラントを持つ「スマイソン」より、
クロスグレインカーフレザーのウォッチボックスが登場。取
り外し可能な時計用クッションとゴールドの留め具が魅力
です。 
販売期間：11月16日～2月14日まで 
販売数量： 3点 
サイズ：W19 x H6 x D8.5 cm 

GINZA SIX限定 

KWANPEN（4F） 
 
商品名：Billfold Wallet 
価格：82,407円 
 
ミニマムなフォルムがとても美しく、クロコダイルの高級感
を最大限に引き出しています。ウォレットの中には小銭入
れが無い為、スーツやジャケットの中でも邪魔にならず、ス
マートな出し入れが可能です。 
カラー展開：表面（ ブラック、グレー、ブラウン） 
        中面（レッド、グリーン、イエロー、 
           ブルー、パープル） 
※なくなり次第終了 

Tabio Japan（4F） 
 
商品名：ハートドットストライプレギュラー 
価格：1,000円 
 
定番のピンドットストライプをベースに、さりげなくハートドッ
トのラインを入れたバレンタイン商品です。普段のビジネス
スタイルに合わせていただけるソックスです。 
販売期間：1月下旬（予定）～ 
カラー展開：3色 
サイズ展開：25cm～27cm 

NO 
IMAGE 

Tabio Japan（4F） 
 
商品名：JQハート迷彩ショート 
価格：900円 
 
ハートモチーフを迷彩柄に見立てており、コーディネートの
アクセントになるデザインのソックスです。 
販売期間：1月下旬（予定）～ 
カラー展開：3色 
サイズ展開：25cm～27cm 

NO 
IMAGE 

Tabio Japan（4F） 
 
商品名：フライングハートアーガイルレギュラー 
価格：1200円 
 
定番のアーガイル柄をハートで表現したソックスです。カラ
フルなバレンタイン仕様のハート柄が、最大のギフト感を
演出してくれます。 
販売期間：1月下旬（予定）～ 
カラー展開：3色 
サイズ展開：25cm～27cm 

NO 
IMAGE 

GINZA SIX バレンタインメニュー・特別商品リスト 
※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11月16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11月16日 

GINZA SIX PR事務局 
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特別商品 

OKANO（4F） 
 
商品名： ERIOBI 
価格：24,000円  
 
OKANOのネクタイ「ERIOBI」。生地は700年以上続く伝統工
芸博多織になります。バレンタイン限定は3色、「鱗柄」（ウ
ロコ柄）が特徴です。鱗柄は武家の陣羽織や能装束につ
かわれ、身を守る、身を固めるという意味も込められており
ます。大切な方への贈り物に最適です。 
販売期間 ：1月中旬～2月14日まで 
販売数量：20点 
カラー展開：バレンタイン限定カラー3色 
        白×青紺、白×黒紺、白×黄 

GINZA SIX限定 

玉川堂（4F） 
 
商品名：靴べら 
価格：7,000円 
 
１枚の銅板を叩いて作った携帯サイズの靴べら。表と裏で
表情が異なります。経年により色が深くなり、艶が出てきま
す。叩きや着色など、全て職人による手作りです。 
カラー展開：3色 

TOWEL THINK LAB（4F） 
 
商品名：イニシャル入りミニハンカチ 
価格：1,000円～（＋刺繍代50円～） 
 
男性、女性問わすバックやポケットに常に入れているハン
カチタオル。お手軽な価格から相手のイニシャルを選べる
イニシャル入りハンカチです。義理で手軽にプレゼント、本
命の方とおそろいでもOK。事前にご注文の方はお名前の
刺繍を入れるカスタマイズも可能！ 
販売期間：1月20日～2月14日まで 
カラー展開：白、ピンク、ブルーなど全5色 
サイズ：W25×H25cm 

GINZA SIX限定 

kashwére at home（4F） 
 
商品名：ミニピローケース 
価格：13,500円 
 
カシミアのような肌触りでありながら、洗濯・乾燥機の使用
が可能なカシウエア。その柔らかな風合いと素材のクオリ
ティの高さから多くのハリウッドセレブを魅了してきました。
そんなカシウエアから、人気のMINI PILLOW CASEにホリ
デーシーズン限定の新色が登場。ギフトにも自分へのご褒
美にもぴったりです。 
販売期間：11月10日～2月14日まで（予定） 
カラー展開：2色（creme/red、creme/charcoal） 
       ※写真はcreme/redです 

adidas Originals Shop（5F） 
 
商品名：SUPERSTAR 80s HH W 
価格：14,000円 
 
定番スニーカーに、楽しいひねりを加えたウィメンズシュー
ズ。足を合わせるとハートが型になるようスウェードのハー
トモチーフをあしらっているデザイン。 
販売期間：未定 
サイズ展開：22.5～25.5cm（予定） 

World Footwear Gallery（5F） 
 
商品名：バレンタインセット 
価格：20,000円 
 
イタリア屈指のベルト工房GIORGIO ZONIと日本のソックス
ブランドHALISONより、チョコレートブラウンのベルトとチョ
コレートブラウンのソックスをチョコレートと一緒にご用意い
たしました。 
販売期間：2018年2月初旬～2月中旬まで 

GINZA SIX限定 

SEIKO Boutique（5F） 
 
商品名：セイコー ゴールドフェザー デザイン 復刻モデル   
      SCXP076 
価格：22,000円 
 
1960年代に、「羽のような薄さとやわらかな着け心地」をコ
ンセプトに誕生した「セイコー ゴールドフェザー」をペアモデ
ルとしてリメイク。薄型形状の美しいフォルムと無駄のない
文字盤のデザインが特徴で、カジュアルにもフォーマルにも
合わせやすく、オールマイティにコーディネートできるシンプ
ルなデザインです。 
 
販売期間：1月14日～2月14日まで 
カラー展開：シルバー、ダークグリーン、オフホワイト、ブラック 
サイズ：メンズ直径38mm×厚さ7.3mm、 
     レディ直径30mm×厚さ7mm 
                  
 
 
 
 
※時計裏ブタにバレンタイン期間限定でハートの絵文字を刻印できます。 
 （2週間程度お時間を頂きます） 

GINZA SIX限定 
（刻印サービス） 

SOMÈS SADDLE（5F） 
 
商品名：革製リングノート 
価格：6,500円（予定）  
 
ソメスサドルのバッグに使用しているフルタンニン鞣し革を
使用しており、使い込むほどツヤと風合いが増します。ま
た、ノートを使い切っても、ノート交換サービス（紙代別）が
あり永続的にご使用いただけます。  
 
販売期間：1月下旬～ 
カラー展開：キャメル、ダークブラウン、グレー、 
         ネイビー、ブラック 

NO 
IMAGE 

Form-i×Cordonnier（5F） 
 
商品名：バレンタインシューケアセット(仮) 
価格：未定 
 
男性が日常から必要なシューケア用品をコンパクトな丸缶
にセットした、ギフトにおすすめの商品です。 
 
販売期間：2月1日～2月14日まで 
販売個数：10個 

RAWLIFE （5F） 
 
商品名：バーミリオン 小銭入れ 
価格：15,000円 
 
クロコダイルレザーを使った小銭入れ。使えば使うだけ艶
が増し、ハードさの中に色気も兼ね備えた逸品になります。 
カラー展開：5色 

1PIU1UGUALE3（5F） 
 
商品名：1PIU1UGUALE3SPECIALコラボ 
            MASTEROFARTS×Disney×1PIU1UGUALE3 
価格：38,000円（予定） 
 
2018年生誕90周年を迎えるMickey Mouse。国内外のアー
ティストとのセッションを掲げる1PIU1UGUALE3の夢のトリ
プルコラボレーションが実現。国内では2018年2月発売予
定です。12月末日には限定先行予約解禁を予定していま
す。1PIU1UGUALE3×Disney×MOAの登場です。 
販売期間：2月上旬～ 
カラー展開：ブラック、ホワイト 
サイズ展開：未定（39～44予定） 

NO 
IMAGE 

Gente di Mare（5F） 
 
商品名：カルトゥージア オードパルファン メディテラネオ 
      カルトゥージア ハンドクリーム メディテラネオ  
      カルトゥージア ルームフレグランス メディテラネオ 
価格：オードパルファン 12,000円 
    ハンドクリーム  2,700円 
    ルームフレグランス 4,500円 
 
カプリ島伝説のフレグランス、カルトゥージアのメインフレグラ
ンスであるメディテラネオは、身にまとった瞬間、摘みたての
爽やかなレモンリーフに新鮮なグリーンティーの香りが弾け
て、地中海の開放感に包まれます。 
内容量：オードパルファン50ml ／ハンドクリーム75ml  
      ／ルームフレグランス100ml 
 

NO 
IMAGE 

GINZA SIX バレンタインメニュー・特別商品リスト 
2017年11月16日 

GINZA SIX PR事務局 
※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11月16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。 
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特別商品 

La Maison VALMONT（B1F） 
 
商品名： IL PROFVMO 2018 バレンタイン限定キット 
価格：10,000円 
 
イタリアからお届けするナチュラルアロマのアーティス
ティックな香り。太陽が燦々と降り注ぎ、香り高いフルーツ、
花々、オリーブの木々が茂る豊かな自然に囲まれたイタリ
アの田舎町。そこで生まれ育ったアーティスト調香師シル
ヴァナ・カソーリが自然でエレガントな香りを奏でます。3つ
のカスタマイズの香りが楽しめるミニボトルキットです。 
販売期間：1月末～2月初旬発売予定 
内容量：各10mL（3本セット） 
 
  
 

CLARINS（B1F） 
 
商品名：美肌トリートメント＆ホームケア セット 
価格：20,000円～ 
        ※お選びいただく製品によって金額が変わります 
 
女性限定で受けられるうるおいフェイシャルトリートメント60
分と男性用のスキンケア現品がセットになった、バレンタイ
ンに男性も女性もうれしい限定セットです。 
販売個数:：5セット 

GINZA SIX限定 

john masters organics select（B1F） 
 
商品名：ハンドクリーム／リップカーム 
価格：ハンドクリーム 2,300円／リップカーム 1,500円 
 
乾燥やダメージの気になる部分を保湿成分がやさしく潤し、
しっとりとみずみずしい手肌に導くハンドクリームと、なめら
かなテクスチャーで１度塗ったら長時間潤いをキープする
リップクリーム。ミニ巾着が付いたハンドクリームとリップ
カームのセットもご用意しています。豊かなアロマの香りを
お楽しみください。 
販売期間：2月1日～14日まで 
販売数量：各20個 
香り展開：ハンドクリーム 
       （オレンジローズ・レモンジンジャー・ライムスプルース） 
       リップカーム 
       （オリジナルシトラス・バニラ・ラズベリー・ペパーミント） 
 

NO 
IMAGE 

diptyque（B1F） 
 
商品名：ローズ ディライト キャンドル 190g 
価格：8,200円 
 
Leslie David（レスリー・ダヴィッド）のデザインによる淡いピ
ンク色のtoiles de Jouy（トワル・ド・ジュイ）に包まれたRose 
Delight（ローズディライト）は、独自に、ユニークにリミテッド
コレクションとして制作されたものです。 
販売期間 ：1月2日～2月14日まで 

NO 
IMAGE 

diptyque（B1F） 
 
商品名：ヘアフレグランス オー ローズ 
価格：6,000円 
 
新しいヘアフレグランスEau Rose（オーローズ）は、髪の毛
になめらかさや輝き、ツヤを与えます。髪にうるおいを与え
て保護する作用のある気高いカメリアオイルが含まれてお
り、さらにローズの残り香をいっそう官能的なものにしてい
ます。髪からも香りを堪能できることがより明らかにわかる
ヘアフレグランスなのです。 
販売期間 ：1月2日～2月14日まで 

PANPURI（B1F） 
 
商品名：レザーアワーズキャンドルセット 
価格：6,000円 
 
エッセンシャルオイルを贅沢に使用し、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と、心落ち
着くラベンダーが香るハンドクリームのセットです。 
販売期間：2月1日～2月14日まで（予定） 
販売数量：未定 
内容量：キャンドル260g、ハンドクリーム10ml 
 

GINZA SIX限定（予定） 

PANPURI（B1F） 
 
商品名インドシン オード トワレ セット 
価格：6,500円 
 
爽快なレモングラス、穏やかなマンダリン、安らかなベルガ
モットを基調としたトロピカルシトラスが香るオードトワレと
ハンドクリームのセットです。 
販売期間：2月1日～ 2月14日まで（予定) 
販売数量：未定 
内容量：EDT50ml、ハンドクリーム10ml 

GINZA SIX限定（予定） 

PANPURI（B1F） 
 
商品名：ロータススキンケアキット 
価格：16,300円 
 
ロータス(蓮)を配合した、新たなナチュラル&オーガニックス
キンケア「ロータスディフェンス」より限定キット。 
販売期間：2月1日～ 2月14日まで（予定） 
販売数量：未定 
内容量：エッセンシャル デイリー モイスチャライザー50ml 
      トーニング エッセンス100ml 
      ジェントル クレンジング フォーム110ml 
      リップ トリートメント バーム10ml 

GINZA SIX限定（予定） 

Salon des Parfums（B1F） 
 
商品名：フレグランス ライブラリー 
価格：12,000円 
 
ペンハリガンの人気の香り。 
ブレナム ブーケ オードトワレ/ハルフェティ オードパルファ
ム／エンプレッサ オードトワレ/エンディミオン コロン／
ジュニパー スリング オードトワレが5本セットされたバレン
タインギフトにぴったりのアイテムです。カップルでシェアす
るのも素敵です。 
販売期間：1月31日～ 
数量限定：10個 
内容量：各10mL（5本セット） 

GINZA SIX バレンタインメニュー・特別商品リスト 
2017年11月16日 

GINZA SIX PR事務局 

GINZA SIX限定 

MARK’STYLE TOKYO（5F） 
 
商品名：SPQR×MARK'S 限定腕時計 
価格：130,000円／150,000円 
    ※文字盤・竜頭・バンドの組み合わせにより価格が    
      異なります 
 
arita ism×urushi kiso×SOMES のコラボレーション。 
漆塗り、有田焼、革加工など日本の伝統工芸要素の組み
合わせ。 
使い勝手の良い男女兼用外径30mmのボーイズサイズ。 
販売期間：1月中旬（予定）～ 
販売数量：4種各1点 
カラー展開：4種 
 

La Boutique Guerlain（B1F） 
 
商品名：ロム イデアル オーデトワレ コフレ 
価格：8,200円 
 
人気のメンズフレグランスライン、理想の男性を香りで表現
した「ロム イデアル」のオーデトワレがバレンタインにぴっ
たりなコフレとして登場。オードトワレとシャワージェルのト
ライアルサイズ特別セット。ボックスには、“壁のタトゥー師”
と称されるパリ在住アーティストデュオ、ALEX&MARINEに
よる芸術的でありながらフェスティブなデザインが施されて
います。 
販売期間：1月12日～ 
販売数量：数量限定 
内容量：オーデトワレ 50mL 
      ロム イデアル シャワージェル 75mL 
      （ALEX & MARINEデザイン ボックス付） 
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YVES SAINT LAURENT BEAUTÈ（ B1F ） 
 
商品名：ヴォリュプテ ウォーター カラーバーム  
価格：4,000円 
 
ウォータリーな色艶が唇を包み込み、翌朝は生まれたての
ようなふっくら唇に。唇が二度恋に落ちる革新的ココナッツ
ウォーター テクノロジー。 
販売期間：2月2日～ 
カラー展開：全12色 

※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11月16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。 


