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GINZA SIX リテールマネジメント株式会社

ワールドクラスクオリティの約100店舗が参加

ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ 2019 年 新春セール開 催
2019 年 1 月 2 日（水）～1 月 20 日（日）

観世能楽堂にて「GINZA SIX 新春能」無料公演を開催
各店舗で「福袋」や「お正月グルメ」「新春特別商品」を展開
銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」では、2019 年 1 月 2 日（水）より、世界の最新トレンドを発信する
約 100 店舗が参加する新春セール「GINZA SIX SALE（ギンザ シックス セール）」を開催します。
また、B3F の文化・交流施設「観世能楽堂」にて、1 月 2 日（水）・3 日（木）に「GINZA SIX 新春能」無料公演を
開催するほか、銀座の年末の風物詩となっている大型「江戸前風門松」の設置や、初開催となるブラスバンドの
ジャズ演奏など、年末年始の銀座を華やかに演出します。
また、ワールドクラスクオリティのブランドが揃う GINZA SIX だからこそ実現したプレミアムな福袋や、日本と
世界のお正月を体感できるグルメ、日本の伝統をアレンジしたモダンな新春特別商品などを多数展開します。

2019 年 新 春 セール「GINZA SIX SALE」
セール名称 ： GINZA SIX SALE
実施期間

:

2019 年 1 月 2 日（水）～1 月 20 日（日）
※一部開催期間が異なる店舗がございます。
※セール対象外の店舗・商品もございます。

割引率

： 10％～50％OFF
※セール参加店舗により割引率は異なります。

参加店舗

： 約 100 店舗

（一例 ※フロア、アルファベット順）
DENHAM、EYESTYLE、FREEMANS SPORTING CLUB、JOSEPH、MARK’STYLE TOKYO、
World Footwear Gallery 、ADORE 、BEAMS HOUSE WOMEN 、CIBONE CASE 、PARIGOT 、 Tabio Japan 、
漆器 山田平安堂、DIESEL BLACK GOLD、N°21、See By Chloé、UNDERCOVER、BALLY、SIXIÈME GINZA、
VERSACE、e.m.PICTURESQUE、PAÑPURI、meat & green 旬熟成 他
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＜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： 關（せき）、山口
TEL: 03-6894-3200 FAX: 03-5413-3050 E‐MAIL： ginzasix_pr@ssu.co.jp

■「GINZA SIX 新春能」
B3F の文化・交流施設「観世能楽堂」にて、無料でご覧いただける「GINZA SIX 新春能」を開催。能楽界を代表する
観世流の幽玄な能の世界を堪能できます。
日時：2019 年 1 月 2 日（水）、3 日（木） ※各日 2 公演
午前の部：11：30～12:30（10：30 開場予定）
素謡 神歌、仕舞 老松・東北、半能 高砂
午後の部：15：00～16:00（14：00 開場予定）
能 菊慈童
主催：GINZA SIX リテールマネジメント株式会社／協力：一般社団法人観世会
※無料でご覧いただけます。3 歳未満のお子さまのご入場はご遠慮いただいております。
※先着順にて定員に達し次第締め切りとなります。
（各公演の受付は開演の 1 時間前より観世能楽堂にて開始）
※お問合せ先 GINZA SIX 総合インフォメーション Tel: 03-6891-3390 (受付時間 10:30～20:30)

■銀座の風物詩、大型「江戸前風門松」設置
銀座のお正月の風物詩、大型「江戸前風門松」を GINZA SIX 正面エントランスに設置。3本の竹を芯にして周囲に
松を配し、藁を荒縄で結ぶ「江戸前風門松」は、1924年の銀座松坂屋開店当時より受け継がれている伝統的な形
であり、江戸時代から変わらない日本の伝統を味わっていただけます。
設置期間：2018 年 12 月 26 日（水）～2019 年 1 月 7 日（月）
設置場所：GINZA SIX 正面エントランス 2 箇所
門松仕様：高さ 3.6m（12 尺）、直径約 85cm、重さ 120kg

■ジャズアンサンブル演奏
プロミュージシャンによるブラスバンドが館内を練り歩き、ジャズアンサンブルで年末年始のGINZA SIXを盛り上げます。
日時：2018 年 12 月 29 日（土）、30 日（日）、2019 年 1 月 2 日（水）、3 日（木）
場所：GINZA SIX 各階
バンド構成：6 名予定（サックス、トランペット、パーカッション、トロンボーン、スーザフォン）
演奏内容：ジャズアンサンブル（各日 5 ステージ、1 ステージは 15～20 分程度）

■プレミアムな「福 袋 」
ファッションからライフスタイル、ビューティ、フードまで、プレミアムな福袋を限定数で販売します。
2F「Maison de NADIA」では、『ペアシェイプダイヤモンド』を税込2,000,000 円（4,000,000 円相当）でご用意するほか、
B1F「BEAUTY TERRACE GINZA ～DRESS CIRCLE～」では、目標減量を達成すればハワイ旅行など豪華景品
がもらえる『福袋ダイエッター』（3kg 減量コース 税込 100,000 円/5kg 減量コース 税込 150,000 円/8kg 減量コース
税込 200,000 円/15kg 減量コース 税込 450,000 円)など、個性豊かな福袋を展開します。
販売期間：2019 年 1 月 2 日（水）～各店舗なくなり次第終了 ※一部開催期間が異なる店舗がございます。
参加店舗：約 50 店舗
（一例 ※フロア、アルファベット順）adidas Originals Shop、KURO、RAWLIFE、D-BROS、OKANO、TOWEL
THINK LAB、中川政七商店、H.P.FRANCE BIJOUX、Maison de NADIA、BEAUTY TERRACE GINZA ～DRESS
CIRCLE～、shu uemura、Viennoiserie JEAN FRANCOIS、オリジンヌ・カカオ、パティスリー銀座千疋屋 他

■「GINZA SIX のお正月」 上質なお正月を彩るグルメ、新春特別商品
銀座の新たな食文化を提案するB2Fフードフロアやレストランでは、定番のおせちや年末年始の帰省に最適な
手土産に加え、茶室でのお抹茶体験付きのアフタヌーンティーや、スイーツおせちなど、伝統を現代風にアレンジ
したお正月グルメや、日本と世界のお正月を感じられるフードを多数展開します。
また、ライフスタイル雑貨ブランドでは、木やガラスを使って表現した鏡餅飾りや、干支にちなんだアイテム、伝統
の職人技が光るカトラリーなど、新春を祝う特別商品を多数ご用意。平成最後のお正月を華やかに彩ります。
※価格は全て税別。
※各店舗のメニュー・商品の詳細および販売期間は別紙「お正月のおすすめメニュー・商品リスト」を参照。

▼グルメ （一例）
＜伝統を現代風にアレンジしたお正月グルメ＞
GINZA SIX
限定

本格茶室でのお抹茶体験付き
和×苺新春プレミアムアフタヌーンティーセット
（THE GRAND GINZA）
価格：6,500 円

吟醸酒のプリン
（マーロウ）
価格：750 円

スイーツおせち
（荻野屋）
価格：4,000 円

＜日本と世界の味覚を味わうお正月グルメ・メニュー＞
「フランスの伝統を味わう」

「和とフレンチが融合したおせち」

「紅茶と伝統菓子のペアリング」
GINZA SIX
限定

ガレットデロワ
（Viennoiserie JEAN FRANCOIS）
価格：1 ホール 1,300 円

「手土産に最適な日本の伝統菓子」

オザミ特製おせち料理
（ビストロオザミ）
価格：29,630 円

ニューイヤーセレクション
（BETJEMAN＆BARTON）
価格：4,200 円

「新春に相応しい旬の逸品」

「金箔入り大吟醸で新年を祝う」

GINZA SIX

GINZA SIX

GINZA SIX

限定

限定

限定

こはく単衣
（ぎんざ鏡花水月）
価格：550 円

FRANCK MULLER 純米大吟醸
金箔入特製限定 祝酒
（FRANCK MULLER GENEVE）
価格：10,000 円（720ml）

大間産本鮪の鮪づくし
（つきじ鈴富）
価格：15,000 円

▼ライフスタイル雑貨 （一例）
＜伝統を現代風にアレンジしたお正月アイテム＞
GINZA SIX
限定

鏡餅飾り
（中川政七商店）
価格：4,000 円～20,000 円

酔独楽
（D-BROS）
価格：35,000円 ／40,000円
（サイズ違いの盃 4 個セット、台座 1 個入り）

小箱 麻の葉 朱・黒
（漆器 山田平安堂）
価格：各 3,000 円

＜干支（亥）アイテム＞

ビールカップ 亥
（玉川堂）
価格：各 25,000 円

干支丸盆
（漆器 山田平安堂）
価格：4,000 円

ふきん、お飾り、ポチ袋、食品
（中川政七商店）
価格：300 円～50,000 円

＜店舗を代表する個性豊かなお正月アイテム＞
「お正月ならではの最高級品」

「職人技が光る伝統のカトラリー」

「江戸小紋モチーフの和のフラワーベース」

四段重 熨斗蒔絵
（漆器 山田平安堂）
価格：2,500,000 円

Cutipol GOAホワイトマットゴールド
オハシセット
（#0107 PLAZA）
価格：4,900 円

フラワーベース
（D-BROS）
価格：1,800 円（2 柄入り）

＜GINZA SIX NEWS＞
■期間限定のポップアップショップ
＜フード＞
▼美珍香 BEE CHENG HAING （B2F）
炭火でじっくりと燻製する、秘伝のポークジャーキーなどを販売します。
【開催期間】 2019年1月8日（火）～2月3日（日）

▼EDWART （B2F）
2014年のオープンからわずか3年で、2016年「Salon du Chocolat Paris」最高
位金賞、オリジナリティ賞のダブル受賞。その後、4年連続で最高位金賞連続
受賞。2017年「NY Timesが選ぶ、パリで最も優秀なショコラティエ」第3位など
の受賞歴を持つ、今もっとも注目される20代の実力派若手ショコラティエ。
旅からインスピレーションを受けたチョコレートは、アフリカのバオバブの実、プ
ロヴァンスのはちみつ、アジアの生姜やコリアンダーなどが世界中の食材が使
われ、まるで味の世界旅行を楽しむよう。バイヤーが交渉を重ね、世界で初め
て日本に出店することになりました。GINZA SIX限定コフレもご用意しています。
【開催期間】 2019年2月5日（火）～3月3日（日）
「EDWART」シェフ：EDWIN YANSANÉ（エドウィン・ヤンサネ）
1989 年パリ生まれ。製菓分野で非常に優れた人材を輩出している「パリ外食
業専門学校（Ecole de Paris des Métiers de la Table）」にて、5 年間ショコラティ
エの勉強・職業訓練を受け、パリの「Michel Chorin」やパリ郊外の「Charles
Chocolatier」で修業を積む。卒業後、24 歳で友人のアルチュールと共同で起
業し、「EDWART」を立ち上げる。

＜ファッション／ライフスタイル＞
▼燕三条スタイルショップ(4F）
世界有数の金属加工業の産地である新潟県燕三条の地域ブランド。受け継
がれる技を、現代のライフスタイルに沿った形に落とし込んだ酒器やカトラリー
などを販売します。
【開催期間】 2018 年 12 月 26 日（水）～2019 年 1 月 15 日（火）

▼FUEGUIA 1833 (3F）
アルゼンチン発、話題のフレグランスブランド「FUEGUIA 1833」のポップアップ
ストアを開催します。セクシャリティに関係なく、すべての人々を魅了するエキ
ゾチックでユニークな香りの数々。パタゴニアや南米の多様な植物からインス
パイアされたフレグランスが織りなす、冒険の世界へと誘います。最高峰の
希少な植物由来の原料のみを厳選して作られるため、パルファンにはシリアル
ナンバーが刻まれる、リミテッド・エディションのフレグランスです。香水のセオ
リーを覆す、唯一無二の香りをお楽しみください。
【開催期間】 2018 年 11 月 21 日（水）～2019 年 1 月 15 日（火）

▼BVLGARI POP (UP) CORN (2F「SIXIÈME GINZA」内）
1960年代の映画のセットを大胆に再解釈したブルガリのポップ アップ ストア
「ブルガリ ポップ (アップ) コーン」が期間限定で登場。
鮮やかな光、色、モチーフで彩られたショップでは遊び心あふれる世界観の
中で、本ストアのみでお求めいただける限定モデルのバッグをはじめ、数多く
のアイテムをご用意しています。
＜GINZA SIX 限定商品＞
商品名：セルペンティ フォーエバ―
価格：295,000円
【開催期間】 2018年12月12日（水）～2019年1月15日（火）

▼Happy Socks(B1F）
スウェーデン・ストックホルム発のブランド。現在90ヶ国で販売されており、日常
のあらゆるものからインスピレーションを得た、ポップでカラフルなコレクション
を展開します。
【開催期間】 2018 年 12 月 26 日（水）～2019 年 2 月 17 日（日）

※価格は全て税別

＜GINZA SIX Information＞
【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）

11:00～23:00

※一部営業時間が異なる店舗もございます。
※12 月 31 日（月）、1 月 2 日（水）は下記の通り短縮営業となります。
12 月 31 日（月）
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（水）
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 ※2019 年 1 月 1 日（火・祝）は店舗休業

□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
駐車場完備（お買い上げ金額に応じたサービス有）

※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12月11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12月11日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX お正月メニュー・特別商品リスト

伝統を現代風にアレンジしたお正月グルメ

PALETAS（B2F）

荻野屋（B2F）

マーロウ（B2F）

商品名：KOHAKU Fruits Bar Gift Set
価格： 3,240円

商品名：スイーツおせち
価格：4,000円

商品名：吟醸酒のプリン
価格：750円

お正月のご挨拶に日本の和菓子とヒーリングボトルのセッ
ト商品をご用意しました。”Healing Bottle”（ヒーリングボト
ル）はフレッシュ、ドライ加工した植物そのものをbottleに閉
じ込めた”植物標本”です。動かすとbottleの中でやさしく揺
れる 、その動 きも癒しに 繋が る 。相手 へ贈りたい思い
を”Healing Bottle”に込めて。
販売期間：12月26日～1月14日まで
販売数量：20個限定

「峠の釜めし」をお菓子で表現したスイーツや信州の厳選
食材を使用したスイーツが入ったスイーツおせち。大切な
人が集まる新年ならではの笑顔あふれるスイーツをお届
けします。
販売期間：12月30日、31日
（予約期間：11月1日～12月23日まで）
※予約限定販売

神戸、灘の酒粕を使用しています。吟醸酒ならではのフ
ルーティーな味わいが魅力です。年に1回登場する限定の
お味です。
販売期間：12月26日～1月中旬まで
（12月26日～予約開始）

ふふふあん by 半兵衛麸（B2F）

FRANCK MULLER GENEVE（2F）

THE GRAND GINZA（13F）

商品名：ふィナンシェ
価格：1,200円

商品名：FRANCK MULLER 純米大吟醸
金箔入特製限定 祝酒
価格：720ml 10,000円／1,800ml 18,000円

メニュー名：本格茶室でのお抹茶体験付き
和×苺新春プレミアムアフタヌーンティーセット
価格：6,500円

通常の金箔入り日本酒とは明らかに異なる量の金箔を多
く内包させていますが、飲み口は本来のお酒の味を損ねる
ことなく至福の時を約束してくれます。
販売期間：12月中旬～ ※無くなり次第終了
販売数量：720ml 350本限定／1,800ml 100本限定

THE GRAND GINZAのVIP席に併設された茶室で、お抹茶
をい た だ く特別な 体験付きのお 正月特別アフタヌ ーン
ティーセット。Salon de KANBAYASHI-上林春松本店-より
取り寄せたオリジナル煎茶や雁ヶ音ほうじ茶、京番茶の他、
オーガニックにこだわった「マイティ－リーフ」やコーヒーな
ど約15種よりお選びいただけます。日頃は開放していない
VIP席で、和×苺をテーマにした特別なスイーツとともにお
楽しみください。
提供期間：1月2日～1月6日(11:00～23:00(L.O.22:00))まで
（11月下旬～予約開始）
提供数量：50食限定

やき麸を砕いて作った「ふィナンシェ」は、洋菓子屋さんの
フィナンシェと違い、さくっと焼けた表面に対して中はお麸
の粒がしっとり、もっちり。上質なバターと京白みその香り
がひろがり、コーヒーだけでなく、日本茶にもよく合います。
正月限定で、ふふふあん本店限定商品を銀座店でも販売
します。
販売期間：1月2日～1月4日まで
（予約期間：12月26日～12月31日まで）
販売数量：各日15箱限定

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

日本と世界の味覚を味わうお正月グルメ・メニュー

PHILIPPE CONTICINI（B2F）

Viennoiserie JEAN FRANCOIS（B2F）

BETJEMAN＆BARTON（B2F）

商品名：ミルフィーユ フレーズピスターシェ
ニコラ・ビュフデザイン
価格：4,000円

商品名：ガレットデロワ
価格：1ホール（フェーブあり）1,300円
1/4カット（フェーブあり）500円、（フェーブなし）380円

商品名：ニューイヤーセレクション
価格：4,200円

イチゴの酸味と濃厚なピスタチオが絶妙なミルフィーユ。
ニコラ・ビュフ氏デザインの期間限定商品です。
販売期間：2月28日まで

サクサクのパイにアーモンドクリームをたっぷり詰めたフラ
ンスのお正月を代表するお菓子。小さな人形（フェーブ）に
当たった人は、その日王様となって家族や友人から祝福さ
れ、幸運が1年続くと言われています。
販売期間：1月2日～1月15日まで
（予約期間：12月中旬～）

GINZA SIX限定

バニラ、フランボワーズ、バナナ、ブルーベリーの香りのフ
レーバードティーと、バターたっぷりのカカオガレットとの
セットです。
販売期間：12月26日～1月31日まで
（12月1日～予約開始）
販売数量：50個限定
GINZA SIX限定

荻野屋（B2F）

meat&green 旬熟成（B2F）

meat&green 旬熟成（B2F）

商品名：おせち弁当
価格：3,500円

商品名：旬熟成正月ギフトセット（上）
価格：1,980円

商品名：旬熟成正月ギフトセット（特選）
価格：3,500円

年明け最初の「美味しい。」を独り占めできる、老舗弁当屋
が作るこだわりの味に仕上げました。鴨土佐煮、ロースト
ビーフをはじめ、お正月を代表する紅白蒲鉾、伊達巻等を
使用した一人用おせち弁当です。
販売期間：12月30日、31日
（予約期間：11月1日～12月23日まで）
※予約限定販売

当店で人気のNYスタイルサラダに使用しているお肉３種
詰め合わせセット。
＊牛しぐれ煮、豚の味噌煮、ハーブチキン 各100g
真空パックにそれぞれ小分けで包装してあり、加工済みの
ためそのままでも湯煎で温めても美味しくお召し上がりい
ただけます。ご家庭でサラダやサンドイッチはもちろん、パ
スタやお酒のおつまみにでも熟成肉を手軽に楽しめるセッ
トです。
販売期間：1月2日～1月14日まで
（12月26日～予約開始）

独自の発酵熟成法で仕上げた厳選された黒毛和牛の赤
身が存分に味わえる熟成牛3種盛り合わせセット。
＊発酵熟成肉ウチモモ、ソトモモ 各100g
＊発酵熟成牛ローストビーフ 100g
熟成肉の芳醇な香り、旨味溢れる赤身のうまさがご家庭で
味わえます。ローストビーフのみ調理済みのためそのまま
でもお召し上がりいただけます。
販売期間：1月2日～1月14日まで
（12月26日～予約開始）

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2018年12月11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12月11日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX お正月メニュー・特別商品リスト

日本と世界の味覚を味わうお正月グルメ・メニュー

マーロウ（B2F）

ぎんざ鏡花水月（B2F）

商品名：栗抹茶プリン
価格：1,000円

商品名：こはく単衣
価格：550円

京都、宇治の抹茶をふんだんに使った濃厚な抹茶プリンで
す。お正月限定で、プリンの上に国産の渋皮栗をのせまし
た。金箔もあり華やかな一品です。
販売期間：12月26日～1月中旬まで
（12月26日～予約開始）

ぎんざ鏡花水月の看板商品のかりんとう「こはく」。ツヤツ
ヤと美しい琥珀色のかりんとう。パッケージはまるで艶や
かな着物のようなデザインで、年末年始のお手土産にも最
適です。

KUGENUMA SHIMIZU（B2F）

NO
IMAGE

商品名：亥もなか
価格：1,000円
干支の亥を形どったもなか。国産もち米を使用し、北海道
産あずきで上品な甘さのもなかに仕上げました。
販売期間 ：1月2日～

GINZA SIX限定

NO
IMAGE

KUGENUMA SHIMIZU（B2F）

ISHIYA GINZA（B2F）

ISHIYA GINZA（B2F）

商品名：幸“銀座限定”
価格：3,200円

商品名：Saqu&Sitoli アソート 42個入
価格：5,000円

商品名：Sitoli ガトー （ヘーゼルナッツ）6個入
価格：1,800円

七つの縁起物を形どったおてづくりもなかは、いつでもつく
りたての香ばしさでお召し上がりいただけます。銀座限定
の「幸」は、紅白招き猫が入りより華やかになっています。
※つぶ餡・白餡各5個入。

「Saqu（サク）LANGUE DE CHAT」をメインにISHIYA GINZA
限定のお菓子を詰め合わせました。

北海道産生乳から作られたチーズパウダーを隠し味に、バ
ターとホワイトチョコレートを練り込みました。キャンディー
コーティングしたナッツの芳醇な香りと、しっとりとした食感
をお楽しみください。

il Cardinale（6F）

ビストロ オザミ（6F）

つきじ鈴富（13F）

メニュー名：ビステッカアラフィオレンティーナ
価格： 800g 8,000円～

商品名：オザミ特製おせち料理
価格：29,630円

メニュー名：大間産本鮪の鮪づくし
価格：15,000円

トスカーナ名物のTボーンステーキ（800g～）は、赤身の旨
味をしっかり味わえるブラックアンガス牛のサーロインと柔
らかなフィレを一緒に楽しめる欲張りな一品で、表面はカ
リッと香ばしく中はジューシー。
提供数量： 1日3組限定
※3日前までに要予約

毎年多くのお客様よりリピート注文いただくオザミ自慢のお
せち料理。和とフレンチのこだわりの味で新春の食卓を一
層和やかにお過ごしいただけるよう、おもてなしの心ととも
にお届けします。
販売期間：12月31日お渡し（配送可／予約受付中）
販売数量：120セット限定

一年の間で最も美味しい時期の、大間産本鮪の大トロ・中
トロ・赤身を堪能できる、新春に相応しい一品です。
提供期間：12月26日～1月7日まで
（12月1日～予約開始）

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2018年12月11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12月11日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX お正月メニュー・特別商品リスト

伝統を現代風にアレンジしたお正月アイテム

漆器 山田平安堂（4F）

中川政七商店（4F）

D-BROS（4F）

商品名：小箱 麻の葉 朱・黒
価格：各3,000円

商品名：鏡餅飾り
価格：4,000円～20,000円

商品名：酔独楽
価格：35,000円 ／40,000円
（サイズ違いの盃4個セット、台座1個入り）

虫がつかないことや丈夫で長持ちすることなどから古来よ
り身につける生地として重宝されてきた麻。そのためこの
麻の葉を繋げた文様は厄除けや魔除けになると云われ、
縁起物にも使われます。蓋の柄を麻の葉繋ぎにし、その中
に「GINZA」の文字を紛れさせた、お正月の贈り物や銀座
のお土産に最適なお正月らしい一品です。
販売期間：1月2日～

昔からある鏡餅を木やガラスを使って表現したお飾り。
「酔独楽」は独楽をモチーフにデザインされたユニークな酒
器です。日本に古くより伝わる、飲み干さないとテーブルに
置けないという「可杯(べくはい)」から着想を得て、日本の
伝統工芸を担う優れた職人の技術とD-BROSのデザイン
によって誕生した新しい盃です。

GINZA SIX限定

干支（亥）アイテム

玉川堂（4F）

玉川堂（4F）

漆器 山田平安堂（4F）

商品名：ビールカップ 亥（150ml） 紫金色・黒銀
価格：各色25,000円

商品名：ぐい呑 亥（60ml） 紫金色・黒銀
価格：各色20,000円

商品名：干支汁椀（亥）、干支小椀（亥）
価格：干支汁椀 8,500円／干支小椀 7,000円

亥を彫金で表現した毎年恒例のビールカップ。内側の錫を
手で引いているため、ビールの泡立ちがクリーミーに。冷
酒用としてもおすすめです。
販売期間：11月17日～1月15日まで
販売数量：各色5個限定

毎年恒例の干支彫金を施した酒器。銅イオンの作用でま
ろやかな口当たりの酒をお楽しみください。
販売期間：11月17日～1月15日まで
販売数量：各色10個限定

可愛い干支の入った汁椀です。小さな小椀もあり、こちら
はご出産のお祝いや小さなお子さま用にご自宅用に購入
される方も多いです。有料ですがお椀に名前を入れること
もできるためギフトにも最適です。

写真は、干支小椀（亥）です

漆器 山田平安堂（4F）

中川政七商店（4F）

D-BROS（4F）

商品名：干支丸盆・干支角盆
価格：干支丸盆 4,000円／干支角盆 4,500円

商品名：ふきん、お飾り、ポチ袋、食品
価格：300円～50,000円

商品名：年賀状
価格：600円（同柄5枚入り）

毎年、丸盆にはその年の干支の絵を、角盆には干支を漢
字であしらったロングセラーの商品です。お歳暮やお年賀
に、軽いのでちょっとしたお土産にも向いている、可愛らし
いお盆です。
販売期間：11月上旬～ ※無くなり次第終了

小さく可愛らしいお飾りから政七恒例の干支の刺繍入りふ
きん、食品や食器・お箸・・・と見ているだけでほっこりとす
る干支のアイテムを多数ご用意しました。

新たな年のはじまりを明るい気持ちで迎えられるようにと、
2019年の干支・亥やお正月のめでたいアイテムをモチーフ
にデザインした全30種類。10人のデザイナーの個性がた
のしい十人十色のデザインです。
販売期間：1月5日頃まで（予定）

漆器 山田平安堂（4F）

中川政七商店（4F）

MARK' STYLE TOKYO（5F）

商品名：一刀彫 福の神
価格：400,000円前後（予定)

商品名：梅鶴
価格：1,150,000円

奈良特有の伝統技術である奈良人形一刀彫。高橋勇二氏作。
販売期間：12月～（予定）

縁起の良い「梅鶴」をモチーフにした作品。紫舟氏作。
販売期間：12月27日～1月16日まで
販売数量：現品のみ
サイズ：H830mm×W530mm
※上記期間に開催する書道家紫舟氏のギャラリーにて
作品を販売します。

写真は干支丸盆です

超高額なお正月アイテム

商品名：四段重 熨斗蒔絵
価格：2,500,000円
作られて40年経つ輪島塗の重箱。四段で床の間に飾り、
大勢が集まる食卓に並べるときは二段づつ分けて置くた
めに、蓋が2枚ついています。おめでたい熨斗の柄が、40
年経ったことで鮮やかに発色している様子が美しい重箱で
す。
販売期間：11月下旬～
販売数量：現品のみ

NO
IMAGE

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2018年12月11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12月11日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX お正月メニュー・特別商品リスト

店舗を代表する個性豊かなお正月アイテム

#0107 PLAZA（4F）

D-BROS（4F）

D-BROS（4F）

商品名：Cutipol GOAホワイトマットゴールド
オハシセット
価格：4,900円

商品名：フラワーベース
価格：1,800円（2柄入り）

商品名：ぽち袋
価格：小 300円／大 450円（同柄3枚入り）

水を入れるだけで自立する、ビニールの割れない花瓶。
使用しないときは降り畳んで収納でき、何度でも使用する
ことができます。より光度の高い金と銀を表現するため、
通常のフラワーベースにはないアルミ蒸着加工を特別に
施しました。江戸小紋をモチーフに和をイメージしたデザイ
ンなのでお正月にもおすすめです。

開いた時に思わずクスッとする仕掛けが施してあるポチ袋
です。袋には切れ込みが入っており、蓋を止められる構造
になっています。

TOWEL THINK LAB（4F）

Artglorieux GALLERY OF TOKYO（5F）

玉川堂（4F）

商品名：GIZAファースト
価格：バスタオル23,000円／フェイスタオル8,000円

商品名：グスタフ・クリムト「接吻」複製版画
価格：190,000円（税込） ※2019年に合わせた特別価格
(通常価格270,000円（税込））

商品名：ぐい呑 赤富士・青富士 （60ml）
価格：各色15,000円

クチポールは、ポルトガルのタイパスという街で1920年から
続くカトラリーメーカーです。重要な工程のほとんどはいま
だに昔ながらの手作業で行っています。洗練されたデザイ
ンはどのようなテーブルシーンにもマッチし、食卓を華やか
に彩ります。GOAシリーズは2016年にグッドデザイン賞を
受賞しました。お箸セットはナイフやフォークとも合わせや
すいのが魅力です。

NO
IMAGE

最高級綿のGIZA45を使用して作られた希少なタオルです。
真っ白の光沢感がとても美しく上品で、吸水性と肌触りに
も優れたご満足いただけるタオルに仕上がっています。愛
媛五十崎社中の手すき和紙付き。
GINZA SIX限定

世界的に有名な名作をご自宅でお楽しみいただける本格
的な版画です。来春には東京都美術館でクリムト展も控え、
クリムトに再度注目が集まることが予想されます。彼の代
表作をクオリティーの高い版画技法（リトグラフ＋セリグラ
フ）で制作、華やかな重厚感ある仕上がりです。限定100枚
で2016年に制作。
販売期間：12月27日～1月9日まで
販売数量：5枚（予定）
サイズ：画寸H53cm×W53cm、額寸H68cm×W68cm

お正月のお酒を酌み交わすのにふさわしい、おめでたい
雰囲気の酒器。別売りの桐箱（2,300円）に入れればギフト
にも最適です。
販売期間：11月17日～1月15日まで
販売数量：各色10個限定

フェア・イベント

中川政七商店（4F）
イベント名：フィリップワイズベッカーの
郷土玩具十二支めぐりー原画巡回展ー
開催期間：12月19日～12月31日まで
フランス人アーティストの眼差しで描かれた郷土玩具達。
直線的なのに不思議なあたたかみのある絵になって、楽し
い表情を見せてくれます。
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