＜NEWS LETTER＞
報道関係各位
2019 年 2 月 6 日
GINZA SIX リテールマネジメント株式会社

＜GINZA SIX 2019 SPRING＞
“桜”や“苺”を使った見た目もキュートなピンクスイーツや、
ＫＵＧＥＮＵ
高さ 56m の屋上庭園に咲く桜を楽しみながら堪能したいテイクアウトグルメなど

「銀座の春」を五感で楽しむ逸品
銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」では、四季折々の美食が集う銀座において、桜や苺など春の味覚
を贅沢に使用した今春限定のスイーツやフードを展開します。高さ約56mに位置する屋上庭園「GINZA SIX
ガーデン」でお楽しみいただけるお花見に活躍するテイクアウトグルメも多数ご用意し、春の訪れを五感で感じら
れる逸品を揃えました。
また、期間限定のポップアップショップも続々と登場。パリで多数の受賞歴を誇る若手ショコラティエの日本初
出店チョコレートブランドや、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、
ディテールと着心地にこだわったイタリア生まれのファッションブランドなど、GINZA SIX だからこそ実現した個性溢
れるショップが今春限定で出店します。

■「春の訪れを五感で感じるスイーツ、グルメ」
①「桜」スイーツ・グルメ

クグロフ 桜＆抹茶
（パティスリー パブロフ）

③「春の行楽で主役になれる」ユニークグルメ

スイーツ弁当
（PAPABUBBLE）

②「苺」スイーツ・グルメ

苺づくしのアフタヌーンティーセット
（THE GRAND GINZA）

④「お花見」に持参したいテイクアウトグルメ

鈴富特製お花見弁当
（つきじ鈴富）

その他、ブランドを代表する春グルメや、
春限定のコスメなど特別商品も多数登場！
※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
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①「桜」スイーツ・グルメ
桜を洋菓子にアレンジしたベイクドスイーツや、桜の香りが漂うラング・ド・シャ、桜葉と花びらが入ったプリンなど、
香りや見た目も存分に楽しめる華やかな桜グルメが揃いました。蜜漬け、塩漬け、フリーズドライと調理方法に
よって変化する桜の多様な味わいをお楽しみいただけます。

DAMMY
※店舗から画像が出揃い次第
セレクトします

クグロフ 桜＆抹茶
（パティスリー パブロフ）
価格：1,667 円

Saqu（サク）さくら 12 枚入
（ISHIYA GINZA）
価格：1,200 円

桜プリン
（マーロウ）
価格：750 円

刻んださくらんぼを入れて焼き上げた生地に
桜花の蜜漬け、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」の詰め合わせ。

食べると最初にさくらの花の香りを感じ、その
後、塩漬けされたさくらの花の塩味が口の中に
広がります。パッケージは「エゾヤマザクラ」がモ
チーフになっています。

塩漬けの桜葉と花を使った春を感じる一
品。天然色素の紅麹で淡いピンク色を出
しています。底には丹波大納言の甘納豆
を入れ、プリン生地には桜の葉をアクセン
トとして混ぜています。

②「苺」スイーツ・グルメ
旬を迎える苺を心ゆくまで楽しめるアフタヌーンティーや、ブランド苺を贅沢に使用したアイス、果物専門店がこ
だわり抜いたフルーツサンドなどのスイーツに加え、苺から作ったお酢を使用したスパークリングビネガーなど、
苺を味わい尽くす逸品が勢揃いしました。
GINZA SIX
限定

GINZA SIX
限定

苺づくしのアフタヌーンティーセット
（THE GRAND GINZA）
価格：4,620 円

辻利ソフト春のパルフェ
（辻利）
価格：815 円

ストロベリーセット
（PALETAS）
価格：3,240 円

一品一品にこだわった目にも楽しい苺のスイーツ
＆タパスが 15 種類並ぶ苺づくしのアフタヌーン
ティー。オーガニックで香り高いマイティーリーフ
の紅茶とともにお楽しみください。

もっちりした桜餡、白玉、カット苺を
一番人気の濃い抹茶のソフトクリー
ムにトッピングした贅沢なパルフェ
です。

PALETAS で人気の苺のフレーバー詰め合わせ。
「ガトーフロマージュ」「ストロベリーヨーグルト」「ミガ
キイチゴ」「キャラマロイチゴ」「ストロベリービターチ
ョコ」「イチゴショコラテ」の春のおすすめアイスキャ
ンディー6 本セットです。

GINZA SIX
限定

いちごバニラレレ
（Viennoiserie JEAN FRANCOIS）
価格：240 円

Okawa sparkling Vinegar
（発酵酢屋 庄分酢）
価格：2,000 円

フルーツサンド
（パティスリー銀座千疋屋）
価格：1,000 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「春のおすすめメニュー・商品リスト」参照

③「春の行楽で主役になれる」ユニークグルメ
サンドイッチをマシュマロやグミなどで表現した“サンドイッチにしか見えない”スイーツや、いちご大福をアレンジ
したパンなど、行楽シーンに持参すれば話題になること間違いなしのユニークなグルメをご用意しました。
GINZA SIX
限定

スイーツ弁当
（PAPABUBBLE）
価格：546 円

いちご大福パン
（Viennoiserie JEAN FRANCOIS）
価格：240 円

スイーツで表現した見た目も楽しいサンドイッチ。
たまごサンド（パン＝マシュマロ、具＝チョコレート/マシュマロ）
フルーツサンド（パン＝マシュマロ、具＝チョコレート/グミ）

もっちり生地の中にぎゅうひとあんこが隠れています。
飛び出たいちごがアクセント。

④「お花見」に持参したいテイクアウトグルメ
日本の食文化を牽引する和食の名店のお花見弁当、シェアできるお菓子のアソートなど、定番から個性派まで、
お花見を華やかに盛り上げるグルメを揃えました。
GINZA SIX
限定

GINZA SIX
限定

鈴富特製お花見弁当
（つきじ鈴富）
価格：8,000 円
桜の葉で締めた春子鯛、旬のサヨリ、香りの
良い活海老など旬の魚をふんだんに使い、
春野菜を巻き込んだロール寿司。色とりどり
の野菜で春一番をイメージしました。

ヴェリーヌパフェ
アンポルテ フレジェ
（PHILIPPE CONTICINI）
価格：930 円
苺とクリームの相性を考え、コンポー
トやシュトロイゼルを散りばめた美し
い層のパフェ。

春のひとくちフルーツゼリーセット
（パティスリー銀座千疋屋）
価格：600 円
長野県産グレープ、青森県産アップル、国産温州み
かん、瀬戸内産レモン、国産ピーチ、国産いちご（とち
おとめ）の果汁を使用したひとくちサイズのフルーツゼ
リー。口に入れた瞬間、フルーツの香りが広がります。

※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「春のおすすめメニュー・商品リスト」参照

地上約 56m の屋上庭園「GINZA SIX ガーデン」で楽しむお花見
高さ約 56m に位置し、銀座エリア最大となる約 4,000 ㎡の敷地に広がる屋上
庭園「GINZA SIX ガーデン」には、“日本初の街路樹”の 1 つと言われている
桜が植えられており、種類の異なる桜をお楽しみいただけます。
出勤前やショッピングの合間、ディナー後の夜桜まで、緑と水に囲まれた桜を
愛でながら、銀座の空に浮かぶ屋上庭園で寛ぎのひとときをお過ごしください。
※「GINZA SIX ガーデン」内での飲酒はご遠慮いただいております。

【開放時間】7:00～23:00
【主な桜の品種／見頃の目安】
カワヅザクラ／2 月上旬～中旬
オオシマザクラ／4 月上旬～中旬
エドヒガンザクラ／4 月上旬～中旬
ジュウガツザクラ／10 月～4 月にかけて断続的

その他、ブランドを代表する春グルメや限定コスメが GINZA SIX に勢揃い
GINZA SIX
限定

抹茶と丹波大納言のケーキ
（マーロウ）
価格：2,600 円

麹だけでつくったあまさけ
春ラベル 825g
（銀座 千年こうじや）
価格：800 円

アンリミテッド ラスティング
フルイド ファンデーション
（shu uemura）
価格：5,400 円

“季節限定”北海道産亜麻仁の恵み牛
スキヤキバーガーセット
（桜のスムージー、皮付きポテト）
（72 Degrees Juicery + Café by David Myers）
価格：2,686 円

チェリーアーモンド
ソフトニングシャンプー
ソフトニングコンディショナー
（GINZA PEEK-A-BOO AVEDA）
価格：シャンプー 250ml 2,200 円/1000ml 6,600 円
コンディショナー 200ml 2,300 円／1000ml 8,650 円

バガンドーン パフューム
ディフューザー
（PAÑPURI）
価格：7,800 円
※GINZA SIX 先行販売

※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「春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
▼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）
▼CIRCOLO 1901（チルコロ 1901） (4F）
コレクションのほとんどが、オリジナルのジャージーやカットソーで構成されるイタ
リア・バーリ生まれの CIRCOLO 1901。テイラーリングのディテールを踏襲した端
正なルックスとストレスを感じさせないラフな着心地が魅力です。メンズ・ウィメンズ
が一堂に揃うのは今回のポップアップのみとなります。
【展開期間】 2019 年 2 月 27 日（水）～3 月 26 日（火）

日本初出店
▼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、オリジナリティ賞をダブル受賞。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、日本のウイスキー、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。
【展開期間】 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。

▼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

＜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2月6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2月6日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX 春のおすすめメニュー・特別商品リスト

「桜」スイーツ、グルメ

NO
IMAGE

銀座 千年こうじや（B2F）

PAPABUBBLE（B2F）

マーロウ（B2F）

商品名：季節のバウムクーヘンBOU（桜）
価格：800円

商品名：桜ロッキーロード
価格：722円

商品名：桜プリン
価格：750円

桜の花びらから抽出したエキスと刻んだ桜の葉の塩漬け
を生地に練りこんでしっとり焼き上げました。ほのかな桜の
香りが楽しめる春限定のバウムクーヘンです。
販売期間：3月～4月まで

桜フレーバー入りチョコレートにフルーツマシュマロ、グミ
キャンディ、フリーズドライストロベリーを加えた鮮やかなピ
ンク色のロッキーロードです。
販売期間：3月4日～

塩漬けの桜葉と花を使った春を感じる一品。天然色素の
紅麹で淡いピンク色を出しています。底には丹波大納言の
甘納豆を入れ、プリン生地には桜の葉をアクセントとして混
ぜています。年に一度の限定商品です。
販売期間：3月上旬～4月上旬まで

春限定

春限定

春限定

パティスリー パブロフ（B2F）

ISHIYA GINZA（B2F）

中川政七商店（4F）

商品名：クグロフ 桜＆抹茶
価格：1,667円

商品名：Saqu（サク）さくら 12枚入
価格：1,200円

商品名：桜もなか
価格：1,500円

刻んださくらんぼを入れて焼き上げた生地に桜花の蜜漬け、
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」の詰め合わせです。
販売期間：3月15日～5月末まで

食べると最初にさくらの花の香りを感じ、その後、塩漬けさ
れたさくらの花の塩味が口の中に広がります。チョコレート
は、「恋するチョコレート さくら」をベースに、ラング・ド・シャ
に合うよう、さくらの塩味を調整しました。パッケージは「エ
ゾヤマザクラ」がモチーフになっています。
販売期間：2月15日～4月上旬まで

定番人気の麻の葉もなかの桜バージョン。もなかは桜のお
花の形をしており、餡には塩漬した桜の葉を練り込みピン
ク色に仕上げました。お召し上がりの直前に餡を詰めてい
ただくので、ぱりぱりの食感もお楽しみいただけます。
※無くなり次第終了

春限定
春限定

中川政七商店（4F）
商品名：桜の吹き寄せお菓子缶
価格：1,800円
人気の吹き寄せお菓子缶の桜バージョン。吹き寄せなの
で目にも華やかで、お花見などで皆さんでお召し上がりい
ただくにも最適です。
※無くなり次第終了

＜その他、春をイメージしたピンクのグルメがGINZA SIXに大集合！＞
St.Cousair wine & grocery（B2F）

ワインショップ・エノテカ（B2F）

KUGENUMA SHIMIZU（B2F）

商品名：ロゼスパークリング
価格：2,800円

商品名：BY. OTT ROSE
価格：3,000円

商品名：KUGENUMASHIMIZUもなか 招き猫 紅
価格：290円

色は鮮やかなピンク色。いちごの様な甘酸っぱい香りです
が、味わいは香りの印象とは異なり、やや渋みを感じる辛
口のワインです。生き生きとした果実味に加えて、スパーク
リングの爽やかさが引き立ち、どんなお料理にも合わせや
すいのが特徴です。ぶどうはすべて長野県産で、メルロー
84％、サンジョベーゼ11％、カベルネソーヴィニヨン5％で
ブレンドしています。

“キング・オブ・ロゼ”と称されるフランストップクラスのロゼ
ワインの造り手ドメーヌ・オット。限りなく贅沢な製法で造ら
れるワイナリーの名を冠した初のセカンドワイン。ふくよか
な果実味にほのかな苦味が重なり、繊細で上質な味わい
が魅力です。
※無くなり次第終了

いつでも作りたてのおいしさでお召し上がりいただけるお
手作りもなか。縁起物の招き猫を形どったピンク色の可愛
らしいもなかです。

THE GRAND GINZA（13F）

NO
IMAGE

メニュー名：スプリング・バーガーセット
価格：1,980円

赤ワインとベリーでアクセントをつけた見た目にも可愛いピ
ンク色のハンバーガーと、シャンパンやビールにも合うタパ
ス2種付の「銀座で過ごす大人の春」をイメージしたシェフ
特製メニュー。
提供期間：4月1日～4月30日まで
提供数量：1日15食限定
GINZA SIX限定

春限定

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2月6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2月6日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX 春のおすすめメニュー・特別商品リスト

「苺」スイーツ、グルメ

PHILIPPE CONTICINI（B2F）

Viennoiserie JEAN FRANCOIS（B2F）

発酵酢屋 庄分酢（B2F）

メニュー名：ヴェリーヌパフェ フレジェ
価格：単品 1,800円／ドリンクセット2,400円

商品名：いちごバニラレレ
価格：240円

商品名：Okawa sparkling Vinegar
価格：2,000円

クリームと苺の相性を考えたシンプルなパフェ。華やかな
香りと酸味のソルベフレーズとさっぱりとしたグラスヴァ
ニーユを添えて。
提供期間：1月中旬～3月末まで（予定）

人気のレレに甘酸っぱいイチゴをトッピングしました。

あまおうから作ったお酢にあまおう果汁と甘さを加えた、飲
みやすいノンアルコールスパークリングビネガーです。お
酒が飲めない方も、飲めない時も、お子様も安心して飲ん
でいただける無添加のスパークリングです。
※無くなり次第終了

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

春限定

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：フルーツサンド
価格：1,000円

商品名：銀座プレミアムアイス とちおとめ
価格：400円

商品名：ストロベリーセット
価格：3,240円

いちご、メロン、黄桃、りんご、栗といった果物店ならでは
のフレッシュフルーツと、こだわり抜いた生クリームをサンド
した、長年愛されている定番の商品です。
販売数量：1日10～20個限定（日により異なる）

素材にとことんこだわった銀座千疋屋オリジナルスイーツ
です。美味しいアイスの一番のポイントは、「良質の素材」
につきます。銀座千疋屋が厳選した高品質のフルーツは、
香り高く芳醇な味わいが濃厚なクリームと絶妙に調和して
います。香り高い「とちおとめ」を使用し、甘酸っぱいイチゴ
ソースが爽やかさをさらにアップさせます。
販売期間：3月下旬～

PALETASで人気の苺のフレーバーを詰め合わせました。
「ガトーフロマージュ」「ストロベリーヨーグルト」「ミガキイチ
ゴ」「キャラマロイチゴ」「ストロベリービターチョコ」「イチゴ
ショコラテ」の春のおすすめアイスキャンディー6本セットで
す。
販売期間：2月15日～3月31日まで
春限定

春限定

ふふふあん by 半兵衛麸（B2F）

辻利（B2F）

商品名：梢(ストロベリー)
価格：700円

商品名：辻利ソフト春のパルフェ
価格：815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」の春限定ストロベリー味
です。お麩の専門店による春にちなんだイチゴの香り豊か
なお麸のお菓子をお楽しみください。
販売期間：3月1日～4月15日まで

もっちりした桜餡、白玉、カット苺を一番人気の濃い抹茶の
ソフトクリームにトッピングした贅沢なパルフェです。
販売期間：2月15日～4月30日まで
GINZA SIX限定

JOSEPH（5F）

春限定

NO
IMAGE

メニュー名：フルーツサンドウィッチ．ストロベリー
価格：980円

シグネチャーメニューとも言えるフルーツサンド。写真映え
する断面が芸術的な一品です。
※原材料が無くなり次第終了
GINZA SIX限定

春限定

THE GRAND GINZA（13F）
メニュー名：苺づくしのアフタヌーンティーセット
価格：4,620円
昨年大好評いただいた苺づくしのアフタヌーンティーセット
が更にグレードUPして6月末まで登場します。一品一品に
こだわった目にも楽しい苺のスイーツ＆タパスが15種類並
びます。オーガニックで香り高いマイティーリーフの紅茶と
ともにお楽しみください。
提供期間：4月1日～6月30日まで
GINZA SIX限定

春限定

2

※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2月6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2月6日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX 春のおすすめメニュー・特別商品リスト

「春の行楽で主役になれる」ユニークグルメ

Viennoiserie JEAN FRANCOIS（B2F）

PAPABUBBLE（B2F）

商品名：いちご大福パン
価格：240円

商品名：スイーツ弁当
価格：546円

もっちり生地の中にぎゅうひとあんこが隠れています。飛び
出たいちごがアクセント。

パンの部分をマシュマロ、具材をグミ・マシュマロ・チョコ
レートで表現した、見た目も楽しいスイーツサンドイッチで
す。たまごサンド（パン＝マシュマロ、具＝チョコレート/マ
シュマロ）とフルーツサンド（パン＝マシュマロ、具＝チョコ
レート/グミ）をぜひご賞味ください。
販売期間：4月8日～

GINZA SIX限定
写真左：フルーツサンド
写真右：たまごサンド

春限定

「お花見」に持参したいテイクアウトグルメ・アイテム

PHILIPPE CONTICINI（B2F）

銀座 千年こうじや（B2F）

商品名：ヴェリーヌパフェ アンポルテ フレジェ
価格：930円

商品名：発泡にごり酒 八海山720ml
価格：1,650円

発酵酢屋 庄分酢（B2F）

苺とクリームの相性を考え、コンポートやシュトロイゼルを
散りばめた美しい層のパフェ。
販売数量：1日3～5個限定（予定）

さわやかな酸味と華やかな香り、きれいですっきりとした後
味、炭酸の泡が口の中で心地よくはじける発泡にごり酒で
す。

GINZA SIX限定

NO
IMAGE

商品名：南関くろ酢いなり
価格：1,400円
熊本の南関揚げと有機玄米くろ酢で作りました、優しい味
わいの南関くろ酢いなりです。 揚げでシャリをクルッと巻い
た、食べやすいサイズの8個（生姜3個、たけのこ3個、ごま
とわさび2個）入りです。
※具材は季節により異なります
GINZA SIX限定

パティスリー銀座千疋屋（B2F）
商品名：春のひとくちフルーツゼリーセット
価格：600円
長野県産グレープ、青森県産アップル、国産温州みかん、
瀬戸内産レモン、国産ピーチ、国産いちご（とちおとめ）の
果汁を使用したひとくちサイズのフルーツゼリーです。口に
入れた瞬間、フルーツの香りが広がります。
販売期間：3月16日～無くなり次第終了
販売数量：300個限定
春限定

NO
IMAGE

TAKAZAWA 180 ICHI HACHI MARU（B2F）

ISHIYA GINZA（B2F）

商品名：TAKAZAWA巻スペシャル
価格：1,389円

商品名：サク＆シトリ スプリングアソート
価格：2,000円

ジャンルにとらわれない自由な発想で日本の食文化に通
じる料理を提供する高澤シェフの世界観を巻物で表現しま
した。彩り豊かでバラエティ豊富な巻物です。
販売期間：3月下旬～4月末まで
※季節や仕入れ状況により、内容と価格が変更になる可
能性がございます。

新味の「さくら」を加えたサク ラング・ド・シャをメインに
ISHIYA GINZA限定のお菓子を詰合せました。サク12枚（さ
くら×6枚、北海道チーズ、ハイミルク、キャラメル、ジャン
ドゥーヤ、北海道ワイン、抹茶ミルク各1枚）、シトリ ガトー
×1個、シトリ フィナンシェ×2個の計15個入です。
販売期間：2月15日～4月上旬まで

GINZA SIX限定

春限定

つきじ鈴富（13F）

漆器 山田平安堂（4F）

商品名：鈴富特製お花見弁当
価格：8,000円

商品名：六角三段小重 朱塗
価格：38,000円

桜の葉で締めた春子鯛、旬のサヨリ、香りの良い活海老な
ど旬の魚をふんだんに使い、旬のアスパラガスなど春野菜
を巻き込んだロール寿司。上に散らした色とりどりの野菜
で春一番をイメージしました。満開の桜の下で、丹精込め
てお作りしたお花見弁当をぜひご賞味ください。
販売期間：3月～4月上旬まで
販売数量：1日10食限定
※本商品はご注文いただいてからお作りするため、前日ま
での予約がおすすめです。

六角形なので広げて並べると亀甲状になり、華やかに演
出できます。また、サイズも小さめで持ち運びにも適してい
て、お花見や運動会などこれからの季節に活躍する小さな
重箱です。
サイズ：W18.8cm×D16.4cm×H15.7cm
※漆塗、木製品

GINZA SIX限定

春限定

春限定

3

※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2月6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2月6日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX 春のおすすめメニュー・特別商品リスト

ブランドを代表する春グルメ

銀座 千年こうじや（B2F）

BETJEMAN＆BARTON（B2F）

マーロウ（B2F）

商品名：麹だけでつくったあまさけ 春ラベル825g
価格：800円

商品名：HANAMI 70g缶
価格：2,500円

商品名：抹茶と丹波大納言のケーキ
価格：2,600円

麹が造りだす甘みを活かしたすっきりと上品な味わいの甘
酒です。ノンアルコールなのでお子様や酒粕の香りが苦手
な方にもお楽しみいただけます。この時期だけの華やかな
「春ラベル」は贈り物にもおすすめです。
販売期間：2月初旬～（予定）

ジャスミン、チューリップ、スミレの花にバニラやチェリモヤ
（トロピカルフルーツ）の香りを加えた、春の訪れを感じさせ
るお花のブーケティーです。
販売期間：3月15日～無くなり次第終了

挽きたての京都宇治の抹茶粉を生地には使用し、丹波大
納言の餡子をたっぷり入れました。生地と餡子の間に桜の
葉の塩漬けがアクセントとして入っています。抹茶の薫りと
桜の葉のほんのりした塩味が甘さ控えめな丹波大納言餡
の美味しさを上品に引き立てています。
販売期間：3月中旬～4月上旬まで

GINZA SIX限定

春限定

春限定
春限定

72 Degrees Juicery + Café by David Myers（5F）
メニュー名：“季節限定”北海道産亜麻仁の恵み牛
スキヤキバーガーセット
（桜のスムージー、皮付きポテト）
価格：2,686円
表面をクリスピーに焼き上げたバターロールバンズに、特
製ソースを絡めた和牛のすき焼き肉、旬の菜の花、ポーチ
ドエッグをサンド。皮付き山椒ポテト、限定スムージーの
セット。桜、バナナ、豆乳、アサイー、ヨーグルトなどを使用
した72 Degreesオリジナルの春のスペシャルスムージーを
ぜひお楽しみください。
提供期間：3月15日～4月10日まで
提供数量：1日20食限定
GINZA SIX限定

春限定

ブランドを代表する春コスメ・アイテム

BEAUTY TERRACE GINZA ～DRESS CIRCLE～（B1F）

BEAUTY TERRACE GINZA ～DRESS CIRCLE～（B1F）

GINZA PEEK-A-BOO AVEDA（B1F）

商品名：新コースお披露目初回体験ご優待
加圧バレエ、加圧キックボクササイズ
価格：初回体験2,000円

商品名：～クレオパトラの朝食～リアラーサ
価格：17,300円

商品名：チェリーアーモンド ソフトニングシャンプー
ソフトニングコンディショナー
価格：シャンプー 250ml 2,200円／1000ml 6,600円
コンディショナー 200ml 2,300円／1000ml 8,650円

加圧バレエはバレリーナのような美しいボディラインを目指
し、加圧キックボクササイズはパーソナルキックボクササイ
ズで燃焼効果を高めます。
販売期間：2月１日～2月28日まで
販売数量：各コース先着20名様限定
GINZA SIX限定

食べるだけで絶世の美女に！古来から伝わる美の聖品・
天然アナツバメの巣を配合した、オーガニックジュレ50ｍｌ
×5本入です。

春限定

フルーティーさと花の甘さが混ざり合った魅力的なアロマ。
38種類のピュアな花と植物のエッセンスがリフレッシュさせ
てくれます。コンディショニング力の高い自然で健康な脂質
が配合された、シリコンフリーフォーミュラが髪に柔らかさと
輝きを与えます。
販売期間：2月14日～
春限定

shu uemura（B1F）

shu uemura（B1F）

john masters organics select（B1F）

商品名：アンリミテッド ラスティング フルイド
ファンデーション
価格：5,400円

商品名：ブランクロマ ライト&ポリッシュ クレンジングオイル
価格：150ml：3,700円／450ml：9,600円

商品名：G＆CリーブインコンディショニングミストN
価格：3,400円

クレンジングからはじまるブライトニング誕生。素肌の透明
感を左右するライトリフレクション(肌の光の反射)に着目し
た新クレンジングオイル。光をきれいに反射する肌に整え、
クリアな素肌へ導きます。備長炭配合でしっかりメイクにも
にごりの元も一度にオフして洗うたびメイク映えする肌キャ
ンバスへ。
販売期間：2月20日～

紫外線や熱による乾燥ダメージから髪を守り、驚きのサラ
サラ感を叶えることで大人気だったGCミストが復刻！天然
のシリコンと言われるブロッコリー種子油をキー成分に備
え、しっかり保湿しながら、サラサラとした指通りの良い髪
に導きます。
販売期間：3月7日～

アーティストがこだわり抜いた24色ものバリエーション。素
肌に溶け込むかのようにシンクロする仕上がりで豊かな表
情にもぴったりと寄り添うロングラスティング。ひとりひとり
のためにオーダーメイドされたように個性を輝かせるヌード
コンシャス肌。
販売期間：2月20日～

春限定
春限定

春限定
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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2月6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2月6日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX 春のおすすめメニュー・特別商品リスト

ブランドを代表する春コスメ・アイテム

john masters organics select（B1F）

john masters organics select（B1F）

KIEHL'S SINCE 1851（B1F）

商品名：H＆Hリペアヘアマスク
価格：5,900円

商品名：H＆Hリペアシャンプー
H＆Hリペアコンディショナー
価格：シャンプー 3,900円／コンディショナー 5,900円

商品名：ハーバルトナーＣＬアルコールフリー
価格：4,000円

カラーリングやパーマ、乾燥で傷んだ髪や枝毛などのダ
メージヘアを濃密美容成分で集中補修する、H＆Hシリー
ズ初の集中ヘアマスク。根本から指先までしっとりとした潤
いを満たしながらコシのある髪に整え、指通りの良いツヤ
のある髪に導きます。ダメージヘアを集中補修するトリート
メント。サロン帰りのクオリティをご自宅で。
販売期間：3月7日～
春限定

保湿成分たっぷりの泡で洗う、美容液のようなリッチなシャ
ンプーと優れた保水＆補修で毛先までしっとり、リッチなコ
ンディショナー。ハチミツやシアバターなどの保湿成分が髪
を内側からしっかりと潤し、補修。頭皮に潤いを与え、健や
かな状態へ導きます。
販売期間：3月7日～

みずみずしい感触で、肌にすーっとなじむ化粧水。気にな
る毛穴・ニキビ・赤み・紫外線や花粉などの外的環境にさら
された肌表面をやさしく清らかに整え、健康的な素肌へ。

春限定

e.m.PICTURESQUE（B1F）

bareMinerals（B1F）

PAÑPURI（B1F）

商品名：フラワーモチーフピアス/イヤリング
価格：各14,000円

商品名：ムーンライト マジック オリジナル ファンデーション
ブラシ セット
価格：8,000円

商品名：ボタニーアンビエンスディフューザー
サイアミーズ ウォーター100ml
価格：8,800円

ベアミネラルのアイコンファンデーション“オリジナル ファン
デーション“と専用ブラシがセットになったスペシャルパッ
ケージが数量限定で登場！スペシャル感溢れるシャンパ
ンゴールドのミラータイプのフタがついた“オリジナル ファ
ンデーション”と、同じくシャンパンゴールドの持ち手の専用
ブラシ“ビューティフル フィニッシュ ブラシ”がブック仕様の
ボックスに入ったリミテッド エディションで登場します。
販売期間：2月20日～無くなり次第終了

パンピューリを代表するジャスミンの香りで天然の香りの
み使用。瓶はハンドメイドで作っているためインテリアにも
人気です。

人気ブランドDRESS UP EVERYDAYの新作コレクションア
イテムです。春らしいフラワーモチーフは、細かいパーツの
揺れ方までこだわりが見えるデザイン。顔周りを華やかに
演出します。ピアス、イヤリング両方でご用意しているので、
ピアスホールの無い方でもご着用いただけます。

春限定

PAÑPURI（B1F）

Salon des Parfums（B1F）

SHISEIDO（B1F）

商品名：バガンドーン パフューム ディフューザー
価格：7,800円

商品名：ジェントル フルイディティ ゴールド
オードパルファム
ジェントル フルイディティ シルバー
オードパルファム
価格：各24,600円

商品名：SHISEIDO ホワイトルーセント デーエマルジョン
価格：6,500円

レモンやオレンジ、グリーンティなど爽やかな香りの中にバ
ジルの深みがある香り。
販売期間：4月30日まで
販売数量：20個限定
※GINZA SIX先行販売
春限定

“同じ香料から生まれた2つのフレグランス” 「ジェントル
フルイディティ」。同じ香料を使い、2つの異なる香りを表現
するという、フランシス・クルジャンの調香師のチャレンジと
もいえる作品が完成しました。男女の垣根も取り払った、フ
ランシス・クルジャンが想像力を働かせて作り上げた、彼に
しか作ることが出来ないジェンダーフリー、ボーダレスな
デュオフレグランスです。

なめらかな感触で、メラニンの生成を抑え、シミ・そばかす
を防ぎながら、紫外線や空気中の微粒子による肌ダメージ
からも守ります。乾燥によるくすみなどの肌ダメージも、ま
だ見えないサインも先回りしてケア。
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