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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、世界中の美食が集まる銀座に

おいて、一流の作り手が春の味覚をアレンジした今春限定のスイーツやフード、特別メニューを展開します。また、

新生活に活躍するライフスタイル雑貨や、春の歓送迎シーンに欠かせないギフト、春限定カラーのビューティア

イテムなど、季節を楽しむアイテムを多数揃え、春の訪れを華やかに彩ります。 

 

「銀座の春の新定番」 五感で“春”を楽しむスイーツ、フード、特別メニュー 

「銀座の新たな食文化」を提案する人気のフードショップやレストラン・カフェが、GINZA SIXならではの上質な春

メニューを展開します。B2Fのフードフロアでは、桜の花びらをあしらったマカロンや、厳選された宇治抹茶を使

用した和スイーツ、春のお出掛けに最適なお弁当など、日本ならではの四季を愉しむ美食を揃えました。 

また、レストラン・カフェでは、日本の“春の味覚”を詰め込んだ新感覚フレンチ、旬の海の幸を堪能できる寿司、

桜香るフォトジェニックなパフェや、パティシエがお客様の目の前で仕上げるグラススイーツなど、スターシェフや

パティシエがこだわり抜いた渾身の春メニューを提供。GINZA SIXでしか味わえないフードや特別メニューが多く

揃い、春の訪れを五感で感じられる「銀座の春の新定番」をお届けします。 

※下記は一例。各商品・メニューの詳細および販売期間は別紙参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜GINZA SIX 2018 SPRING＞ 

話題のフードショップ、レストラン・カフェ、多彩なブランドが「春の新定番」を提案 

春の訪れを華やかに演出する逸品 

PALETAS [B2F] 

Macaron Sa_ku_ra 

旬彩三山 [B2F] 

筍ご飯と鼓弁当 

72 Degrees Juicery + 

Café by David Myers 

[5F] 

桜と抹茶の彩りパフェ 

THE GRAND GINZA [13F] 

春の味覚×四国エリアの食材を使った 

新感覚フレンチ 

つきじ鈴富 [13F] 

春子鯛の桜葉漬 

パティスリー パブロフ [B2F] 

クグロフ 桜＆抹茶 

GINZA SIX 限定 

GINZA SIX 限定 

GINZA SIX 限定 

PHILIPPE 

CONTICINI [B2F] 

ヴェリーヌパフェ 

アグリュウム  

ジャンジャンブル柚子 

GINZA SIX 限定 



 

 

 

「上質な大人の暮らしを彩る」 春のお出掛けや新生活に最適なアイテム 

桜をモチーフにした食器、日本の古き良きファーニチャーをスタイリッシュに生まれ変わらせた新生活に活躍するイ

ンテリアグッズ、ギフトとしても最適なライフスタイル雑貨、上質な大人の暮らしに彩りを添えるアイテムなど、バラエ

ティ豊かな商品が揃いました。春限定カラーのビューティアイテムや、フレッシュな春の香りを詰め込んだルームフ

レグランスなど、春の訪れと共に気分を盛り上げてくれるアイテムも多数展開します。 

※下記は一例。各店舗の商品および販売期間は別紙参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間限定のポップアップショップ 

 

▼Minimal （B2F） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

snow peak MOBILE [5F] 

ワンアクション ちゃぶ台 竹 M 

PANPURI [B1F] 

ディスタントショアーズ 

ミニ ディフューザーセット 

Leica Store [5F] 

ライカ CL 

D-BROS [4F] 

フラワーベース 

漆器 山田平安堂 [4F] 

桜盃 

HABA [B1F] 

UV スペシャルケアセット 

世界中のカカオ農園に直接足を運び、品質の良いカカオ豆を選び仕入れ、

自社工房でカカオ豆から板チョコレートができるまでの全工程（選別・焙煎・摩

砕・調合・成形）を管理し製造する“Bean to Bar Chocolate”専門店が期間限定

でオープン。 

カカオ豆の個性を活かし、豆本来の味わいや香りの表現に徹底的にこだわっ

ています。できたての香り豊かな“Bean to Bar Chocolate”をお楽しみくださ

い。 

【開催期間】 2018 年 1 月 30 日（火）～3 月 4 日（日） 



 

 

 

▼ル･ボヌールパリス （B2F） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼LAUNER LONDON （3F） 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼MARK & LONA （4F） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 ※2018 年 2 月 26 日・27 日は休館 

□アクセス 東京メトロ 銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座」駅から地下通路にて直結 

 

  

＜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/ 

60年代に、ロウナーが作り出す全ての革製品が英国王室御用達メーカー

として指定されて以来、女王陛下のお気に入りとしてスタイルを磨き続

けています。革の加工から始まる全ての伝統の工程を英国内自社工場に

て行っており、熟練の職人が時間をかけて作品を生み出します。 

【開催期間】 2018 年 2 月 28 日（水）～3 月 27 日（火） 

伝統的なスポーツである“ゴルフ”をテーマとし、プレッピー、パンク、

マリン等の異なるコンセプトを取り入れて、世界に類のない次世代のス

ポーツウエアを提案しています。ラグジュアリーゴルフの代名詞として

各国で知られているブランドです。2018 年春夏のテーマ The Art of Golf

からインスピレーションを受けたコレクションを展開します。 

【開催期間】 2018 年 2 月 28 日（水）～3 月 27 日（火） 

フランスの老舗《パリキャラメル社》より直輸入し、日本で唯一の独占販売権

を得ている洋菓子店。果汁 50％以上の配合で作られるパート･ドゥ･フリュイ

や高級発酵バターで作られるキャラメルが人気。パート･ドゥ･フリュイ 全 18

フレーバーより、バランス良く 6 粒を詰め合わせた商品などを展開します。

果汁 50％以上の配合で作られるフルーツゼリーで、希少価値の高いフラ

ンス産の厳選されたフルーツを使用しており、ワインやシャンパンとの相性

も抜群です。 

【開催期間】 2018 年 3 月 6 日（火）～4 月 1 日（日） 

http://ginza6.tokyo/
mailto:ginzasix_pr@ssu.co.jp
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GINZA SIX 春のおすすめメニュー・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2018年2月2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。 

2018年2月2日 

GINZA SIX PR事務局 

ル・ブーランジェ・ドゥ・モンジュ（B2F） 
 
商品名：新玉ねぎとチキンのキッシュ 
価格：1カット 360円 
 
ソテーした新玉ねぎとチキンを入れて焼き上げたキッシュです。 
販売期間：3月1日～ 

GINZA SIX限定 

カフェ・ユーロップ（B2F） 
 
商品名：銀座のカレーパイ 
価格：280円 
 
オリジナルバターを丁寧に織り込んだパイ生地でドミグラ
スソースをベースにしたこだわりのカレーを包み込みました。 
販売数量：1日50個～80個 

カフェ・ユーロップ（B2F） 
 
商品名：銀座ロール（珈琲・バニラ） 
価格：各360円 
 
100年前には珍しかったバタークリームをミニサイズのロー
ルケーキに仕上げました。チョコレートでくるりと巻いたロー
ルケーキは銀座のお土産にぴったりです。常温でお持ち歩
きいただけるケーキです。 
販売数量：1日各15個～30個 GINZA SIX限定 

GINZA SIX限定 

Viennoiserie JEAN FRANCOIS（B2F） 
 
商品名：桜あんぱん 
価格：280円 
 
人気のあんぱんを桜あんにし、餅を包んだ商品です。 
販売期間：3月15日～4月30日まで 
 

NO 
IMAGE 

Viennoiserie JEAN FRANCOIS（B2F） 
 
商品名：菜の花のガレット 
価格：380円 
 
魚介のビスクソースをベースにし、春らしい菜の花や空豆
をのせたタルティーヌです。 
販売期間：3月15日～4月30日まで 

NO 
IMAGE 

パティスリー銀座千疋屋（B2F） 
 
商品名：銀座フルーツタルト 
価格：6個入 1,500円、12個入 3,000円 
 
ほんのりチーズが香る生地と香ばしく焼き上げたタルトに、
フルーツゼリーと果肉をトッピング。冷やしても美味しくお
召し上がりいただけます。 

パティスリー銀座千疋屋（B2F） 
 
商品名：銀座アップルクーヘン 
価格：1,500円 
 
丁寧に煮た甘酸っぱい国産のふじりんごを、丸ごとバウム
クーヘンで包みました。柔らかなりんごの果肉と、しっとりし
た生地の相性が良く、ほんのり効かせたシナモンの香りが
美味しさを引き立てます。 

PALETAS（B2F） 
 
商品名：Macaron Sa_ku_ra 
価格：1,667円 
 
穏やかさの中にサクラの風味が優しく香る2種のマカロンです。 
【抹茶と桜のマカロン】は、抹茶と桜のタブレットに、桜餡とク
リームチーズのバタークリームとグリオットチェリーのハード
ジュレが隠し味です。【桜マカロン】は、木苺と桜の花のタブ
レットに、クリームチーズのバタークリームと桜の花の塩漬け
とグリオットチェリーのコンフィチュールが隠し味です。 
販売期間：3月～4月中旬まで（未定) 
 

L’ABEILLE（B2F） 
 
商品名：フランス産春の花々 
価格：1,296円 
 
ミルキーな印象ときめ細やかな余韻がいつまでも続くはち
みつ。やさしい味わいは、やわらかいパンや、こんがり焼
いたトーストと合わせることで思わず笑顔になる美味しさに
なります。 
春の訪れを感じさせるイチゴに直接合わせるのもおすすめ
です。イチゴのフレッシュな酸味と、はちみつのミルキー差
がお互いを引き立て合いはちみつのもつわずかなフルー
ティーさが全体のバランスを整えてくれます。 

L’ABEILLE（B2F） 
 
商品名：イタリア産春の百花蜜 
価格：1,080円 
 
ソラマメ、れんげ、ゆりなどの百花蜜。フルーティーさの中
に凝縮されたコクも感じられ紅茶にぴったりの味わい。スト
レートティーに入れると酸味、甘み、コクのバランスがとれ
たまとまりのある味わいが口いっぱいに広がります。ジャ
ムのようにヨーグルトに添えると、爽やかな甘酸っぱさがよ
く合います。リコッタチーズ、クリームチーズなどのフレッ
シュチーズに合わせるとフルーティーなデザートのような味
わいに。 

マーロウ（B2F） 
 
商品名：桜プリン 
価格：750円 
 
桜餅をイメージした春限定商品です。塩漬けの桜の花と葉
を使った春をとても感じるプリンです。天然色素の紅麹で
淡いピンク色を出しています。プリンの底には丹波大納言
のぬれ甘納豆を入れプリン生地には桜の葉の塩漬けをア
クセントとしていれています。卵は有精卵を使ったコクのあ
るプリンです。 
販売期間：2月下旬～4月初旬まで 

マーロウ（B2F） 
 
商品名：抹茶と丹波大納言のケーキ 
価格：2,600円 
 
春の限定商品。京都宇治田原の抹茶を使った生地に丹波
大納言の餡子をたっぷり入れ、桜の葉の塩漬けもアクセン
トに使用しています。見た目も華やかな春らしいパウンド
ケーキです。 
販売期間：3月下旬～4月中旬まで 

パティスリー パブロフ（B2F） 
 
商品名：プランタン 
価格：大1,667円  小611円 
 
イタリア産ピスタチオとクランベリーを生地に加え4種類の
ベリーで仕上げました。 
販売期間：3月～4月まで 

パティスリー パブロフ（B2F） 
 
商品名：クグロフ 桜＆抹茶 
価格：1,667円 
 
さくらんぼの刻みをいれて焼き上げた生地に桜花のみつ
漬け、フリーズドライの桜花を飾った「桜」と、十勝産ゆであ
ずきを宇治高級抹茶の生地と合わせ、希少価値の高い白
小豆を飾った「抹茶」。春の訪れを感じる2種類のフレー
バーのアソート。 
販売期間：3月1日～4月30日まで 

Ben’s cookies（B2F） 
 
商品名：Family Pack［Large Box（15 Cookies）］ 
価格：2,700円 
 
10枚のお値段で15枚が買えるお得な Family Pack。 
全16種類のクッキーからお好きなお味をお選びいただけます。
お一人でも、お友達でも、ご家族でも。お花見シーズンにぴっ
たりのFamily Packをお楽しみ下さい。 
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フード 

GINZA SIX 春のおすすめメニュー・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2018年2月2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。 

2018年2月2日 

GINZA SIX PR事務局 

ふふふあん by 半兵衛麸（B2F） 
 
商品名：梢(ストロベリー) 
価格：700円 
 
一本一本手作業で焼いたお麸にチョコレートをコーティング
したふふふあんの人気商品「梢」にストロベリー味が新登
場。春にちなんだイチゴの香り豊かなお麸のお菓子で、お
茶の時間をお楽しみください。 
販売期間：4月1日～ 

中村藤吉本店（4F） 
 
メニュー名：別製まるとパフェ「春雲」 
価格：2,223円 
 
銀座店限定の別製まるとパフェに、春の魅力を詰め込ん
だ一品。特製さくら餡・苺・しっとり抹茶バウムクーヘンなど、
このパフェ限定の内容です。手づみの上質な抹茶がもつ
旨み、香りとの共演をぜひご堪能ください。 
提供期間：3月1日～4月30日まで（予定） 
提供数量：数量限定 

GINZA SIX限定 

中川政七商店（4F） 
 
商品名：季節のおやつ 桜くす玉 
価格：800円 
 
奈良の吉野葛を使った桜餅のような見た目の桜飴を、満
開の桜で彩られた薬玉のようなデザインの巾着に詰めまし
た。袋は丈夫な麻生地で巾着タイプですので、別の小さな
お菓子や薬などを収納する小物入れとしてもお使いいただ
けます。 

旬菜三山（B2F） 
 
メニュー名：筍ご飯と鼓弁当 
価格：1,980円 
 
鼓型のお弁当と旬の筍ご飯のセット。 
提供期間：3月15日～3月31日まで 
提供数量：限定20個 

GINZA SIX限定 

レストラン・カフェ 

PHILIPPE CONTICINI（B2F） 
 
メニュー名：ヴェリーヌパフェ ヴァンブラン＆ベリー 
価格：2,000円（単品）、2,600円（ドリンク付き） 
 
辛口シャブリのワインゼリーがアクセントのベリー尽くしの
大人のパフェ。5種のベリー（イチゴ、フランボワーズ、ブ
ルーベリー、グロゼイユ、ブラックベリー）にソルベフレーズ
を合わせて甘味と酸味の織りなす華やかな味わいをお楽
しみください。 
提供期間：2月～3月31日まで 
 

PHILIPPE CONTICINI（B2F） 
 
メニュー名：ヴェリーヌパフェ アグリュウム 
                ジャンジャンブル柚子 
価格：1,600円（単品）、2,200円（ドリンク付き） 
 
生姜と柚子の香りが際立つパフェ。柚子クリームと生姜の
アイスクリーム、にスパイシーなスペキュロスを合わせ、仕
上げに日向夏を飾りました。生絞り生姜入りの柚子シロッ
プをお好みでかけてお楽しみください。 
提供期間：1月20日～3月31日まで 
 

PHILIPPE CONTICINI（B2F） 
 
メニュー名：ヴェリーヌパフェ フレーズシソ 
価格：1,800円（単品）、2,400円（ドリンク付き） 
 
イチゴと紫蘇のさっぱりとした春を感じるパフェ。クリーミー
な紫蘇と華やかなイチゴのふたつのグラスがポイント。仕
上げに花穂紫蘇を添えて春らしい装いに仕上げました。 
提供期間：4月～5月まで 

72 Degrees Juicery + Café by David Myers（5F） 
 
メニュー名：桜と抹茶の彩りパフェ 
価格：1,480円 
 
桜と抹茶のアイスクリームを白玉とグラノーラの食感をアク
セントにパフェを仕上げた、GINZA SIX桜の期間限定の一
品。 
提供期間：3月15日～4月10日まで 
提供数量：1日20食 

GINZA SIX限定 

il Cardinale（6F） 
 
メニュー名：ベーコンを巻いた ホワイトアスパラガスの 
      オーブン焼き ビスマルク風 
価格：2,600円（予定） 
 
旬の甘みたっぷりなホワイトアスパラガスに目玉焼きを添
える伝統的なスタイル。相性ばっちりの一皿を是非お楽し
みください。 
提供期間：3月上旬～4月下旬まで 
提供数量：数量限定（入荷状況により異なる） 

GINZA SIX限定 

il Cardinale（6F） 
 
メニュー名：ホワイトアスパラガスとパンチェッタの 
      スパゲッティ カルボナーラ 
価格：2,800円（予定） 
 
定番大人気のカルボナーラに旬のホワイトアスパラを加え
ました。甘みたっぷりのアスパラと卵を使ったカルボナーラ
ソースのハーモニーを是非お楽しみください。 
提供期間：3月上旬～4月下旬まで 
提供数量：数量限定 

GINZA SIX限定 

Salt grill & tapas bar by Luke Mangan（6F） 
 
メニュー名：‘glass’ シドニークラブオムレツ 
        エノキとハーブのサラダ  味噌マスタードブロス 
価格：1,800円 
 
当店のオーナーシェフ、ルーク・マンガンによる代表メニュー。 
洋のテイストであるクラブ入りのオムレツに和のテイストであ
る味噌を合わせた一品。 
提供期間：3月31日まで 
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レストラン・カフェ 

GINZA SIX 春のおすすめメニュー・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2018年2月2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。 

2018年2月2日 

GINZA SIX PR事務局 

THE GRAND GINZA（13F） 
 
メニュー名：春の味覚×四国エリアの食材を使った 
        新感覚フレンチ 
価格：ランチ3,800円～／ディナー7,000円～ 
 
日本列島をエリア分けして期間ごとにテーマを決め、その
土地ならではの“おいしい”が集結する新感覚フレンチ。 
四国エリアから取り寄せる食材を使った前菜やスープ、
“ハーブ媛ひらめ”や“オリーブ豚”のメイン料理など、銀座
にいながらにして四国の春の味がお楽しみいただけます。 
 提供期間：2月15日～3月31日期間限定  

GINZA SIX限定 

L’homme du Temps signé à nu（13F） 
 
メニュー名：さよりとキャビア 蕎麦粉のワッフル 
価格：14,300円のコース（こちらの前菜になります） 
 
今が旬のサヨリの中でも、大きめのカンヌキを使った一皿。  
透き通った綺麗な色と鮮度の良い張りのある食感、ほんの
りとした甘さを生かしてタルタルに。キャビアに季節感と奥
行きを与えます。焼きたての蕎麦粉を使ったワッフルと一
緒にお楽しみください。おすすめのカクテルも合わせてご
提供いたします。  
提供期間：2月～４月上旬まで（なくなり次第終了）  

GINZA SIX限定 

つきじ鈴富（13F） 
 
メニュー名：春子鯛の桜葉漬 
価格：1貫 1.000円 
 
春が旬の春子鯛を桜の葉とともに漬けた春の香りの一貫です。 
 
提供期間：2月10日～3月31日まで 
提供数量：1日15個 

GINZA SIX限定 

つきじ鈴富（13F） 
 
メニュー名：春香鍋 
価格：2.800円 
 
春の海鮮と野菜をふんだんに使った春の香りを送る鍋です。 
提供期間：2月10日～3月15日まで 
提供数量：1日10台 

つきじ鈴富（13F） 
 
メニュー名：飯蛸白酢がけ 
価格：1.200円 
 
子を沢山持った春の飯蛸に豆腐仕立ての白酢をあしらい
ました。 
提供期間：2月20日～ 
提供数量：1日15個 

GINZA SIX限定 

GINZA SIX限定 

てんぷら山の上 Ginza（13F） 
 
商品名：ばら巻き 
価格：3,800円 
 
てんぷら山の上の中でもGINZASIXのみのお土産商品。 
季節の食材を使用した春限定のばら巻きです。車海老と
帆立、そら豆と筍かき揚げを塩味で御飯と混ぜ合わせ寿
司海苔で細巻きに仕立てたオリジナル商品です。ご贈答
用にも喜ばれるようなパッケージと別途料金でオリジナル
ロゴ入り風呂敷のご用意もしています。 
販売期間：2月1日～4月30日まで 
販売数量：1日限定10個（要予約） 

GINZA SIX限定 



4 

特別商品 

GINZA SIX 春のおすすめメニュー・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2018年2月2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。 

2018年2月2日 

GINZA SIX PR事務局 

漆器 山田平安堂（4F） 
 
商品名：桜盃 
価格：7,000円 
 
月に見立てた刷毛目に桜の花びらが描かれた盃。お酒を
注ぐと花びらが揺れて綺麗です。木製・漆塗りのため、使
い心地も良く、贈り物にも最適です。 

漆器 山田平安堂（4F） 
 
商品名：座興盃 橙 
価格：45,000円 
 
松竹梅鶴亀の柄が書かれた盃がマトリョーシカの様に入
れ子になり、同じ柄と「うた」と書かれたサイコロがついてい
る。振って出た目の盃で頂き、「うた」を引いた時は一曲披
露、という昔ながらの遊びを取り入れた商品。 

中川政七商店（4F） 
 
商品名：桜石鹸 
価格：1,400円 
 
奈良の石けんメーカーで丁寧に作られた、桜の香りの石け
んです。薄紅色の石けんの中に、桜の花びらの形がうっす
らとのぞく、春らしいデザイン。保湿成分のサクラ葉エキス
を配合し、肌をしっとりと洗い上げます。缶入りなので、贈
りものにもおすすめです。 

D-BROS（4F） 
 
商品名：フラワーべース 
価格：1,000〜1,800円 
 
D-BROSの「フラワーベース」は水を入れるだけで美しい花
瓶に変身するビニール製の花瓶です。ビニール製のため、
折りたたんで持ち運んだり、収納したりすることができます。 
ゼリーをイメージしたグラデーションや、江戸切子のモチー
フなど、シンプルなものからモダンなデザインまで、約80種
を超える豊富なデザインとサイズバリエーションをご用意し
ていますので、インテリアを着せ替えるように気軽に花の
ある暮らしを楽しんでいただけます。この春新生活をスター
トさせる方や、春の贈り物にぴったりなアイテムです。 

玉川堂（4F） 
 
商品名：急須平形500ml 桜 
価格：100,000円 
 
純銅の色を桜の花びらに見立て、職人が手作業で彫金を
施した平形の急須。中には銅製の茶漉しが入っており、目
詰まりしにくい仕様となっています。 
※写真右 

玉川堂（4F） 
 
商品名：茶筒 桜 100g 
価格：55,000円 
 
桜の急須と併せてお使いいただける茶筒。桜は全て彫金
師による手彫りです。密閉性が高く、茶葉の良い状態を長
く保てます。 
※写真左 

TOWEL THINK LAB（4F） 
 
商品名：さざ波 18春 
価格：BT 6,000円 FT 2,000円 
 
人気の「さざ波」アイテムの18春限定バージョンです。デザ
インも春らしく新緑の緑に。ナミナミの不思議な肌触りとボ
リュームのある安心感、もちろん吸水性も抜群です。 
販売期間：3月～6月までの期間限定（予定） 

GINZA SIX限定 

TOWEL THINK LAB（4F） 
 
商品名：フレアスクエアエプロン 
価格：14,000円 
 
春らしい桜ピンク、優しいベビーブルーの2配色。胸元、ポ
ケットには上品なレース、裾は丸いデザイン、とってもかわ
いいエプロンです。タオル生地なのでそのまま丸洗いが可
能で吸水や肌触りも抜群のアイテムです。 

GINZA SIX限定 

kashwére at home（4F） 
 
商品名： TRAVEL BLANKET 
価格：18,000円 
 
持ち運びができるポーチ付きの桜色のブランケットはお花
見や旅行などこれからの季節に大活躍なアイテムです。 
カラー展開：pink/blue、malt/silverblue、navy/malt、 
        black/silverblue 
サイズ：ポーチ W25×H35cm 
     ブランケット W82×H125cm 

Leica Store（5F） 
 
商品名：ライカCL 
価格：340,000円（ボディ） 
 
ライカの伝統を継承したデザインのボディに、最先端の革
新技術を搭載したライカCL。対応レンズは幅広いライン
アップで高性能なカメラとレンズの組み合わせにより、ライ
カらしい美しい描写を実現します。 

snow peak MOBILE（5F） 
 
商品名：ワンアクション ちゃぶ台 竹 M 
価格：18,800円 
 
日本に古くから伝わるローテーブルのちゃぶ台。円い形状
のテーブルは無駄がなく使い勝手に優れています。天板に
竹の集成材を採用して、天板を開くと脚部が出てくるワン
アクションシステムも採用しました。 

snow peak MOBILE（5F） 
 
商品名：お猪口 Titanium 
価格：3,300円 
 
二重構造のお猪口なので、お酒の味を左右する温度を適
温に保ちます。 

snow peak MOBILE（5F） 
 
商品名：酒筒 Titanium 
価格：15,800円 
 
日本の情景によく合う日本酒を、粋に持ち運べる酒筒。 
すっきりシェイプされた酒筒はお猪口に注ぎやすい形状で
す。 

BEAUTY TERRACE GINZA ～DRESS CIRCLE～（B1F） 
 
商品名：春のスタイルアップビューティー初回体験コース 
価格：初回5,000円 
 
新生活に向け、新しい自分に生まれ変わるビューティー特
別体験コースです。メディアで話題のNewエクササイズコラ
ボレーションを実感ください。  
以下Ａ，Ｂコースよりお選びいただけます。  
Ａ：全身引締め（X BODY ＋加圧ビューティー 60分）  

Ｂ：姿勢改善（シルクサスペンション＋加圧ビューティー 60分）  

販売期間：2月28日まで 
販売個数：先着30名様限定 

GINZA SIX限定 

GINZA PEEKｰAｰBOO AVEDA（B1F） 
 
商品名：(春の)リフレッシュ アロマオイル マッサージ 
価格：3,800円～ 
    ※3,800円以上のサロンメニューをご利用の方対象 
 
季節の変わり目特有のストレスや疲れによる頭皮のコリを、
メントール配合の100% 自然界由来オイルを使用したヘッド
マッサージでほぐします。爽やかなアロマでリフレッシュし
ていただけます。 

GINZA SIX限定 
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特別商品 

GINZA SIX 春のおすすめメニュー・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2018年2月2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。 

2018年2月2日 

GINZA SIX PR事務局 

MAKE UP FOR EVER（B1F） 
 
商品名：アーティストハイドラブルーム 
価格：2,800円 
 
1日中続く潤いを与える、サクラカラーのリップバーム。フ
レッシュで自然な光りの輝きを取り入れた、健康的な唇へ
と導きます。 
販売期間：3月15日～ 

bareMinerals（B1F） 
 
商品名：ジェン ヌード パテント リップラッカー 
価格：3,000円 
 
肌に溶け込むナチュラルなカラーにラッカーのような光沢を
融合させた、ヌードリップカラー。ひと塗りでフルカバー、
ふっくらした立体的な唇で今までのヌードリップとは一線を
画する、次世代のハイシャインを叶えます。保湿効果に優
れた植物と海藻など天然由来成分を配合し、乾燥からも唇
をしっかり守ります。心地よい甘さが広がるバニラの香り。 
販売期間：2月21日～ 
カラー展開：全10色 

bareMinerals（B1F） 
 
商品名：ジェン ヌード パウダー ブラッシュ 
価格：3,000円 
 
しっとりとしたクリーミーなテクスチャーで、一瞬にして肌と
一体化するチークカラーです。ソフトフォーカス効果で、肌
の凹凸のないなめらかで、美しい仕上がりが長時間持続し
ます。まるで肌がもともと持っている自然な血色とツヤが肌
の内側からにじみ出たかのような、いきいきと躍動感あふ
れるヘルシー＆ナチュラルな仕上がりです。 
販売期間：2月21日～ 
カラー展開：全8色 

bareMinerals（B1F） 
 
商品名：プレップ ステップ ミネラル シールド 
      (SPF50・PA++++) 
価格：4,500円 
 
肌に密着してファンデーションのカラーそのものを美しく引
き出します。気になる肌の凹凸を目立たなくし、長時間ヨレ
や崩れ知らずのベースを保ちます。肌色を均一に整え、白
浮きせずに肌にぴたっとフィット。植物由来成分により、肌
にうるおいを届けながら、乾燥などの外的刺激から肌を守
ります。 
販売期間：2月21日～ 
内容量：40ml 

JILL STUART Beauty & PARTY（B1F） 
 
商品名：ルースブラッシュ 
価格：3,800円 
 
やわらかなパフスティックで、ふんわり肌に溶け込んだよう
な繊細なツヤと内側から上気したような血色感を叶える
ルースタイプの単色チークカラーです。コットンキャンディの
ようなパフスティックでふわふわポンポンと、つける仕草ま
で可愛らしく演出します。 

NO 
IMAGE 

PANPURI（B1F） 
 
商品名：ディスタントショアーズ ミニ ディフューザーセット 
価格：7,800円 
 
オリジナルブレンドのエッセンシャルオイルを贅沢に使用し
たディフューザーセット。みずみずしいユーカリとゼラニウ
ム、爽やかなタイ・ミントが、心くすぐる華やかで女性らしい
アロマで空間を優しく包み、春の訪れを祝福します。 

Salon des Parfums（B1F） 
 
商品名：ペンハリガン ルナ オードトワレ 100mL 
価格：22,000円 
 
ギリシア神話に出てくる月の女神からインスピレーションを
得た、ロマンティックなフレグランスです。 ビターオレンジや
ジュニパーベリーが軽やかに香る、三日月の光のように繊
細な香り。 
※2月28日より、お買上げプレゼントキャンペーンを実施し
ます。当該製品ご購入で、ルナ オードトワレ ロールオン 
7.5mLをプレゼント！（10個限定） 

IPSA（B1F） 
 
商品名：ホワイトプロセス エッセンス OP 
価格：50mL 12,000円   20mL 6,000円 
 
より透明感高い肌を目指しながらも、自身の肌に最適な美
白ケアを見出せないというすべての女性を、みずみずしく
透明感あふれるまっさらな印象の肌へと導く春におすすめ
の美白美容液。 
販売期間：3月1日～ 

NO 
IMAGE 

HABA（B1F） 
 
商品名： UVスペシャルケアセット 
価格：3,600円 
 
うららかな春の日差しの中、紫外線量は急増しています。
紫外線吸収剤不使用、シーン別に選んで使える4品のUV
ケアで、紫外線を徹底ブロックしましょう。 
販売期間：2月23日～ 
販売数量：50セット 


