＜NEWS LETTER＞
報道関係各位
2019 年 1 月 16 日
GINZA SIX リテールマネジメント株式会社

＜GINZA SIX WHITE DAY 2019＞
罪悪感ゼロの“ギルトフリー”フードや、“フルーツの進化系”スイーツ、 ＫＵＧＥＮＵ
周りに差をつける“GINZA SIX 限定”スイーツなど

ホワイトデーの最旬トレンドグルメ
銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」では、国内外の有名パティスリーが集う銀座において、GINZA SIX
ならではの上質でプレミアムなホワイトデーを提案します。世界を舞台に活躍するスターシェフが手がけるホワイ
トデー限定メニューや、目利きのパティシエが素材や産地にこだわって作ったスイーツなど、本物を知り尽くした
大人にこそ贈りたい特別なギフトを多数揃えました。
また、期間限定のポップアップショップも続々と登場。フランスから直輸入される希少価値の高いキャラメルを
堪能できるスイーツブランドや、アジアのストリートファッションシーンを牽引するブランドなど、GINZA SIX だからこ
そ実現した個性豊かなショップが今春限定で出店します。

■「2019 年ホワイトデー最旬スイーツ・グルメ」
“罪悪感ゼロ”で食べてキレイに！

目利きのパティシエが果物の新たな楽しみ方を提案！

①「ギルトフリー」のスイーツ・グルメ

②「フルーツの進化系スイーツ」

しっとりマドレーヌ 3 個セット
（Viennoiserie JEAN FRANCOIS）

ベリーベリー ※画像左
（パティスリー パブロフ）

ここでしか手に入らないラインナップで、周りに差をつけるお返しギフト

③「GINZA SIX限定」プレミアムスイーツ・グルメ

Dacquoise Assoties Set
（PALETAS）

フィナンシェ ギフトボックス 3 個入
（PHILIPPE CONTICINI）

ホワイトデーセレクション 3 缶セット
（BETJEMAN＆BARTON）

※上記は一例。各テーマのピックアップ商品は次項以降を参照
※各店舗のメニュー・フード詳細および販売期間は、
別紙「ホワイトデーのおすすめメニュー・商品リスト」参照
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“罪悪感ゼロ”で食べてキレイに！
①「ギルトフリー」のスイーツ・グルメ
話題のスーパーフードを使ったベイクドスイーツや、野菜・果物に含まれる栄養を凝縮した酵素ドレッシング、果
実そのものから作った飲む酢など、身体の内側からキレイになれるスイーツやフードを揃えました。美容と健康の
感度が高い女性へのギフトに最適です。
※ギルトフリー：
“身体に良い素材”や“低糖質・低カロリー”など、
「罪悪感ゼロ」で楽しむことができる注目のフード
GINZA SIX
限定

GINZA SIX
限定

しっとりマドレーヌ 3 個セット
（Viennoiserie JEAN FRANCOIS）
価格：800 円

飲む酢 あまおう
（発酵酢屋 庄分酢）
価格：1,900 円

酵素ドレッシングのアソートボックス
（meat & green 旬熟成）
価格：2,500 円（2 本セット）

バターの風味が甘く香る、しっとりとした食感のマド
レーヌ。オレンジの程よい甘みとスライスアーモンド
の食感がアクセントの「プレーン」、なめらかで濃厚
な味わいの「チョコ」、抹茶のような親しみやすい味
わいで“奇跡の木”と呼ばれる話題のスーパーフード
「モリンガ」の 3 つの味をお楽しみいただけるセット。
※ホワイトデー限定商品

あまおうそのものから作ったお酢に果
汁とはちみつのみを加えた、ギルトフ
リーで健康的な飲む酢です。

野菜と果物を生のまますりつぶした人気の酵素
ドレッシングのアソートセット。加熱調理をしてい
ないため、野菜や果物に含まれる酵素が生のま
またっぷりと入っています。色鮮やかな見た目
で野菜や果物の色合いや栄養もそのままに、身
体の内側からキレイになれるギフトです。

目利きのパティシエが果物の新たな楽しみ方を提案！
②「フルーツの進化系スイーツ」
旬を迎える国産苺をふんだんに使ったケーキや、果物専門店が厳選した果物とチョコレートのマッチングを楽し
めるショコラ、スターシェフが手掛けるホワイトデー限定スイーツなど、フルーツと様々な素材のマリアージュを堪
能できる逸品が揃いました。フレッシュな生フルーツ、ドライフルーツ、ピューレなど、調理方法によって変化する
フルーツの多彩な味わいをお楽しみいただけます。
GINZA SIX
限定

ベリーベリー
（パティスリー パブロフ）
価格：928 円

GINZA SIX 店限定ショコラ 6 個
（パティスリー銀座千疋屋）
価格：2,500 円

生地やクリームに国産苺を贅沢に練り込んだ
大人気商品を、ホワイトデー限定のハーフサイ
ズでご用意しました。
※画像左
※ホワイトデー限定商品

果物専門店ならではの、果物とチョコレート
が融合したボンボンショコラ。GINZA SIX 店
限定のりんごと栗、人気のメロン、柚子ヘー
ゼル、オレンジ、パッションフルーツの 6 種
詰め合わせ。口に入れた瞬間に広がる、果
物とカカオの表情豊かな味わいをお楽しみ
ください。

GINZA SIX
限定

パッションフルーツとメレンゲのパフェ
（72Degrees Juicery + café
by David Myers）
価格：1,680 円
真っ白に焼き上げた自家製のメレンゲがア
クセントの期間限定パフェ。生クリームと相
性の良い、甘酸っぱいパッションフルーツの
ソルベ、ソースとともにご賞味ください。
※ホワイトデー限定商品

※価格は全て税抜です。
※上記は一例です。各店舗のメニュー・商品の詳細および販売期間は別紙「ホワイトデーのおすすめメニュー・商品リスト」参照

ここでしか手に入らないラインナップで、周りに差をつけるお返しギフト
③「GINZA SIX 限定」プレミアムスイーツ・グルメ
日本や世界の名店が軒を連ねる GINZA SIX では、パティシエのこだわりが随所にちりばめられた GINZA SIX 限
定のスイーツが数多く揃います。他では手に入らない“GINZA SIX クオリティ”のプレミアムなラインナップは、周り
に差をつけたいバレンタインのお返しギフトに最適です。
GINZA SIX
限定

GINZA SIX
限定

GINZA SIX
限定

Dacquoise Assoties Set
（PALETAS）
価格：2,314 円（予定）

フィナンシェ ギフトボックス（3 個入り）
（PHILIPPE CONTICINI）
価格：800 円

ホワイトデーセレクション 3 缶セット
（BETJEMAN＆BARTON）
価格：2,800 円

アーモンド風味のメレンゲを使用した、焼
き菓子の詰め合わせ。
※ホワイトデー限定商品

焼菓子なのに潤いを感じさせる、しっとりとし
た食感をお楽しみいただけるフィナンシェ。
限定ボックスでご用意しました。
※ホワイトデー限定商品

女性に人気 No.1 の紅茶「エデンロー
ズ」、キーマン茶にカカオ豆の香りを加
えた「クロックモワ」、チョコレートとバニ
ラ香るノンカフェインルイボスティー「ル
イボスストラッチアテッラ」、各 20ｇ入りの
3 缶セットです。
※ホワイトデー限定商品

その他、ブランドを代表するホワイトデーグルメが GINZA SIX に勢揃い

京濃い茶とほうじ茶のブラウニー9 個入
（辻利）
価格：1,800 円

ストロベリーチーズプリン
（マーロウ）
価格：950 円

フラワースイーツセット
（PAPABUBBLE）
価格：1,185 円

カラー芋
（南風農菓舎・デザートハウス）
価格：1,112 円

※ホワイトデー限定商品

※ホワイトデー限定商品

ボンボンショコラ詰合せ 20 個入
（オリジンヌ・カカオ）
価格：5,500 円

S’MORE PIE
（The Pie Hole Los Angeles）
価格：スライス 480 円
ホール 3,800 円

※価格は全て税抜です。
※上記は一例です。各店舗のメニュー・商品の詳細および販売期間は別紙「ホワイトデーのおすすめメニュー・商品リスト」参照

＜GINZA SIX NEWS＞
■期間限定のポップアップショップ
▼ル・ボヌールパリス（B2F）
フランスより直輸入されるパート･ドゥ･フリュイ（フルーツの果肉を煮詰め、ペク
チンで固めた洋菓子）18 フレーバーと、キャラメル 23 フレーバーなどが揃う洋
菓子店。詰め合わせには数多くのバリエーションがあり、高級且つエレガント
なパッケージに入っています。
希少価値の高い原材料を贅沢に使用しており、どれも一級品の味わい。AOP
認証の上質な発酵バターを贅沢に使用したキャラメルと果汁感たっぷりの濃
厚なパート･ドゥ･フリュイをお楽しみください。期間中、お買い上げのお客様
先着 1,000 名様にイタリア「ペリーノ社」のコンフェッティフラワー(幸せのお花)
をプレゼントします。
【展開期間】 2019 年 3 月 5 日（火）～3 月 31 日（日）
＜GINZA SIX 限定イベント＞高級キャラメル詰め放題
16 フレーバーの高級キャラメルが詰め放題！
【開催期間】 2019 年 3 月 15 日（金）～3 月 31 日（日）
【参加料金】 1,500 円（税抜）
【参加人数】 各日先着 50 名様

▼InstanFunk（インスタント ファンク） (4F）
ソウルのストリートファッションシーンを牽引するInstantFunk（インスタント ファ
ンク）が日本に上陸。Instant＝「今、まさにこの瞬間、必要なニーズを満たす」、
Funk＝「様々なサブカルチャーからエッセンスを拾い上げたスタイル」を提案
し、防弾少年団や少女時代など様々なセレブのスタイリングを手掛けるソウル
のトップスタイリスト、キム・ジヘがクリエイティブディレクターを務めます。
【展開期間】 2019年1月16日（水）～2月24日（日）

▼DEVIALET（デビアレ） (3F）
2007 年にパリで創設。音響技術分野で革新を続け、世界で最も高い評価を
受けているオーディオブランド。フランス国内でデザイン、生産、組み立てを
行っている DEVIALET の音響システムは、精密なエンジニアリングと超高性
能な素材を必要とし、108 の特許と 76 の世界的な受賞歴を誇っています。
デジタルとアナログがスムーズにブレンドされたハイブリッドテクノロジーが生み
出す、これまでに体験したことのないような音のクオリティを感じていただけます。
【展開期間】 2019 年 1 月 16 日（水）～3 月 26 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） 11:00～23:00
※一部営業時間が異なる店舗もございます。
□休館日
不定休 ※2 月 25 日（月）、26 日（火）はショップ＆レストランは休業となります
□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2019年1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。

2019年1月16日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX ホワイトデーメニュー・特別商品リスト

「ギルトフリー」のスイーツ・グルメ

Viennoiserie JEAN FRANCOIS（B2F）

発酵酢屋 庄分酢（B2F）

meat&green 旬熟成（B2F）

商品名：しっとりマドレーヌ 3個セット
価格：800円

商品名：飲む酢 あまおう
価格：1,900円

商品名：酵素ドレッシングのアソートボックス2本セット
価格：2,500円

バターの風味が甘く香る、しっとりとした食感のマドレーヌ
です。オレンジの程よい甘みとスライスアーモンドの食感が
アクセントの「プレーン」、なめらかで濃厚な味わいの「チョ
コ」、抹茶のような親しみやすい味わいでミラクルツリーや
奇跡の木と呼ばれる話題のスーパーフード「モリンガ」の3
つの味をお楽しみいただけるセットです。
販売期間：3月1日～3月15日まで

あまおうそのものから作ったお酢に果汁とはちみつのみを
加えた、ギルトフリーで健康的な飲む酢です。

野菜と果物を生のまますりつぶした人気の酵素ドレッシン
グのアソートセットです。加熱調理をしていないため、野菜
や果物に含まれる「酵素」が生のままたっぷりと入った贅
沢なドレッシング。サラダはもちろん、お魚やお肉のソース
としてもオススメです。色鮮やかな見た目で野菜や果物の
色合いや栄養もそのままに、身体の内側からキレイになれ
るギフトです。

GINZA SIX限定

ホワイトデー限定

GINZA SIX限定

「フルーツの進化系スイーツ」

10FACTORY（B2F）

パティスリー銀座千疋屋（B2F）

パティスリー銀座千疋屋（B2F）

商品名：みかんチョコレート ブラック／ホワイト
価格：各300円

商品名：GINZA SIX店限定ショコラ6個
価格：2,500円

商品名：銀座ボンボンショコラ
価格：600円

ビターチョコレートやホワイトチョコレートに、愛媛県産の柑
橘のドライフルーツやピールをトッピング。プチギフトにおす
すめです。
販売期間：2月22日～3月14日まで
販売数量：各100個限定

果物専門店ならではの、果物とチョコレートが融合したボン
ボンショコラ。GINZA SIX店限定の「りんご」と「栗」、人気の
「メロン」、「柚子ヘーゼル」、「オレンジ」、「パッションフルー
ツ」の6種を詰め合わせた商品です。口に入れた瞬間に広
がる、果物とカカオの表情豊かな味わいをお楽しみくださ
い。
販売期間：3月下旬まで
販売数量：500個限定

練乳クリームをフルーツフレーバーのチョコレートで包んだ
まろやかな味わいの「ストロベリー」と「マンゴー」、香ばし
いナッツテイストのクリームをミルクチョコレートで包んだ
「ヘーゼルナッツ」の3種の風味豊かなアソートです。
販売期間：3月下旬まで

GINZA SIX限定

ホワイトデー限定

GINZA SIX限定

マーロウ（B2F）

パティスリー パブロフ（B2F）

綾farm（B2F）

商品名：ストロベリーチーズプリン
価格：950円

商品名：ベリーベリー
価格：ハーフサイズ928円

商品名：綾farmポッピングホワイトデー
価格：926円

フランス、ブルターニュのフルーツ加工専門「ラ•フルティ
エール社」のストロベリーピューレを贅沢に使ったプリンで
す。果実が完熟してからピューレにするため、濃厚な苺の
香りと味をお楽しみいただけます。クリームチーズとの相
性が抜群な春の限定商品です。
販売期間：2月後半～4月上旬まで

苺の生地、クリームに国産苺を贅沢に練り込んだ大人気
商品を、ホワイトデー限定のハーフサイズでご用意しまし
た。
販売期間：3月9日～3月14日まで

綾farmの人気のセミドライフルーツ5種に香り高いショコラ
をディップしました。フルーツの酸味とショコラの甘さが口の
中に溶け合う風味をお楽しみください。
販売期間：2月15日～3月14日まで ※無くなり次第終了

写真左

ホワイトデー限定

GINZA SIX限定

ホワイトデー限定

72 Degrees Juicery + café by David Myers（5F）
メニュー名：パッションフルーツとメレンゲのパフェ
価格：1,680円
真っ白に焼き上げた自家製のメレンゲがアクセントの期間
限定パフェです。生クリームと相性の良い、甘酸っぱいパッ
ションフルーツのソルベ、ソースとともにご賞味ください。
提供期間：3月1日～3月14日まで
GINZA SIX限定

ホワイトデー限定

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。
※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2019年1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。

2019年1月16日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX ホワイトデーメニュー・特別商品リスト

「GINZA SIX限定」プレミアムスイーツ・グルメ

PHILIPPE CONTICINI（B2F）

BETJEMAN＆BARTON（B2F）

BETJEMAN＆BARTON（B2F）

商品名：フィナンシェ ギフトボックス（3個入り）
価格：800円

商品名：ホワイトデーセレクション3缶セット
価格：2,800円

商品名：ガレットセレクション
価格：1,600円

焼菓子なのに潤いを感じさせる、しっとりとした食感をお楽
しみください。限定ボックスでご用意しました。（数量限定）
販売期間：2月28日～3月14日まで

女性に人気No.1の紅茶「エデンローズ」、キーマン茶にカカ
オ豆の香りを加えた「クロックモワ」、チョコレートとバニラ香
るノンカフェインルイボスティー「ルイボスストラッチアテッ
ラ」、各20ｇ入りの3缶セットです。
販売期間：3月1日～3月14日まで
販売数量：100個限定

発酵バターのリッチな味わいとゲランドの塩が後引く美味し
さのガレット2種セットです。プレーンな味わいの「クラシッ
ク」とほろ苦さを加えた「カカオ」各7枚入り。
販売期間：3月1日～3月14日まで
販売数量：300個限定

GINZA SIX限定

ホワイトデー限定

GINZA SIX限定
GINZA SIX限定

PALETAS（B2F）

ふふふあん by 半兵衛麸（B2F）

NO
IMAGE

商品名：Dacquoise Assoties Set（予定）
価格：2,314円（予定）

アーモンド風味のメレンゲを使用した、焼き菓子の詰め合
わせです。
販売期間：2月下旬頃～3月14日まで（予定）
GINZA SIX限定

ホワイトデー限定

商品名：玉・梢ストロベリーセット
価格：1,500円

お麸のクッキー「玉」とお麸のチョコレート「梢」のストロベ
リー味を詰合せた、ホワイトデー限定商品です。「玉」は
クッキー生地の中に砕いたやき麸が入っており、さくさくと
した食感に加えて、きめの細かいお麸の粒が口の中でほ
ろほろとほどけます。「梢」は京麸にチョコレートをコーティ
ングした甘さ控えめの大人のお菓子です。
販売期間：3月1日～3月14日まで
GINZA SIX限定

ホワイトデー限定

ホワイトデー限定

旬熟成 GINZA GRILL（13F）

NO
IMAGE

メニュー名：パティシエール特製デザート盛り合わせ
価格：ディナーコースに含まれる一品

パティシエール特製のホワイトデー限定のデザート盛り合
わせです。
提供期間：3月14日ディナーコースを注文された女性限定
GINZA SIX限定

ホワイトデー限定

ホワイトデー限定

ブランドを代表するホワイトデーグルメ

オリジンヌ・カカオ（B2F）

オリジンヌ・カカオ（B2F）

The Pie Hole Los Angeles（B2F）

商品名：ボンボンショコラ詰合せ20個入
価格：5,500円

商品名：焼菓子詰合せ5個入
価格：1,200円

商品名：S’MORE PIE
価格：スライス480円／ホール3,800円

グランシェフの川口行彦がヨーロッパ修行時代に培った技
術をもとに、帰国後「ル・ショワ（和光）」「オリジンヌ・カカオ」
で磨きをかけたボンボンショコラの詰合せ。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た、オリジンヌ・カカオ
の逸品です。

オリジンヌ・カカオの焼菓子は、一般的に小麦粉を使用す
るものにも、アトリエでホールから粉末に挽いたアーモンド
パウダーを使用しています。挽き立てのアーモンドを使用
することで、より香ばしい風味豊かな味わいをお楽しみい
ただけます。

チョコレートとマシュマロをグラハムクラッカーで挟むアメリ
カの定番スイーツ『スモアサンド』を再現した、見た目も可
愛らしい季節限定パイです。
販売期間：2月1日～

PAPABUBBLE（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：フラワースイーツセット
価格：1,185円

商品名：ジュール ブラン
価格：ハーフサイズ648円、フルサイズ1,204円

商品名：カラー芋
価格：1,112円

すべての女性が好きな“フラワー”をテーマにした、ホワイト
デー限定キャンディセット。小さな花がクリスタルなキャン
ディに浮かぶエディブルフラワーキャンディ、キャンディ製
の香るフラワー型ロリポップに、カスミソウ代わりのエディ
ブルグリーンを添えました。
販売期間：2月18日～3月14日まで

軽やかなパウンドケーキに、コクのあるマスカルポーネク
リームとホワイトデーらしくホワイトチョコレートをあしらいま
した。
販売期間：3月9日～3月14日まで

3色（黄金千貫、綾紫、紅ハヤト）のカラー芋を使用した、
1口サイズのスイートポテト。
販売期間：3月初旬～4月初旬まで
販売数量：200個限定

写真右

ホワイトデー限定

ホワイトデー限定

ホワイトデー限定
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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2019年1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。

2019年1月16日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX ホワイトデーメニュー・特別商品リスト

ブランドを代表するホワイトデーグルメ

HONMIDO（B2F）

辻利（B2F）

辻利（B2F）

商品名：ショコラパイ（ホワイト）
価格：1,186円

商品名：京濃い茶とほうじ茶のブラウニー9個入
価格：1,800円

商品名：辻利 京茶クレープロール10本入
価格：1,080円

パイ生地に厳選したバターを折り込み、一枚一枚手づくり
で香ばしく焼き上げました。ホワイトチョコをデコレーション
したこの時期限定のおいしさをお楽しみください。
販売期間：3月2日～3月14日まで

茶匠が厳選した宇治抹茶と宇治ほうじ茶を贅沢に使用しま
した。ピーカンナッツ、マカダミアナッツを入れてふんわりと
焼き上げたブラウニーです。

薄く焼いたクレープ生地をロール状にし 、中にクリーム
（パータグラッセ）を流し入れました。お茶の深い味わいと、
サクサクとした心地よい食感をお楽しみください。

ホワイトデー限定

3

