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＜GINZA SIX 2019 SUMMER＞
ＫＵＧＥＮＵ
大人数で分け合えるこだわりの逸品から、さりげなく感謝の気持ちを伝えるプチギフトまで

夏の帰省みやげ＆銀座みやげ特集
銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」では、世界に誇る美食の街・銀座において、確かな品質で贈り手の
真心を伝える“ぎんざの夏みやげ”をご用意しました。GINZA SIX でしか手に入らない今夏限定のグルメを数多く
揃え、お盆の帰省時に活躍する手みやげや、上質でこだわり抜いたギフトなどを価格帯別にラインナップしました。
また、リニューアルオープンしたお菓子アートのミニミュージアムや、期間限定のポップアップショップも続々と
登場。伝統の製法と秘伝のレシピで作られたシンガポールスタイルのポークジャーキーや、スイス発のハンドバッ
グブランドなど、GINZA SIX だからこそ実現した個性溢れるショップが今夏限定で出店し、ショップ限定のサービ
スやアイテムを展開します。

■価格帯別に特集！「夏の帰省みやげ＆銀座みやげ」
ちょっとした感謝を伝える、小粋なプチギフト

大人のこだわり手みやげ

①「999円以下」

②「1,000～2,999円」

夏季限定 こはく単衣 金魚浴衣 Ver.
（ぎんざ鏡花水月）

生茶ゼリイ[深翠]
（中村藤𠮷本店）

KOHAKU Fruit Bar
（PALETAS）

水扇
（菓子匠 末広庵）

“美味しい”を分け合える、大人数向きの手みやげ

特別な相手に贈る、銀座らしく上質なプレミアムギフト

③「3,000～4,999円」

④「5,000円以上」

フリュイドール
（パティスリー パブロフ）

セミドライフルーツ彩 BOX
（綾 farm）

パルファン ドゥ ミエル シリーズ
（L’ABEILLE）

銀座フルーツジュレ
（パティスリー銀座千疋屋）

※価格は全て税抜です。
※上記は一例です。各テーマのピックアップ商品は次項以降をご参照ください。
＜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： 山口、大谷
TEL: 03-6894-3200 FAX: 03-5413-3050 E‐MAIL： ginzasix_pr@ssu.co.jp

ちょっとした感謝を伝える、小粋なプチギフト

①「999 円以下」の夏みやげ
涼やかで暑さを和らげてくれる冷菓や、定番を少しずつ味わえるアソートなど、さりげない中にもセンスが光るお
手頃ギフトが充実。金魚柄の浴衣デザインのパッケージなど、日本の夏を思い起こさせる趣のある限定デザイン
も登場し、夏気分を盛り上げてくれる逸品が揃いました。
GINZA SIX
限定

GINZA SIX
限定

GINZA SIX
限定

ふかみどり

生茶ゼリイ[深翠]
（中村藤𠮷本店）
価格：417 円

夏季限定 こはく単衣 金魚浴衣 Ver.
（ぎんざ鏡花水月）
価格：550 円

フワリ バターオムレット 3 個入
（ISHIYA GINZA）
価格：900 円

人気の抹茶の生茶ゼリイに、銀座店限定
の抹茶餡を添えました。白餡に特製の抹
茶を練りこんだ抹茶餡は、なめらかな食
感と優しい甘みがゼリイとマッチし、抹茶
の風味をさらに深くします。

こはく単衣が、夏季限定で金魚柄の浴衣デ
ザインのパッケージとなって登場。日本の夏
を思い起こさせる趣のあるデザインは、夏の
手みやげにもピッタリです。

ISHIYA オリジナルの北海道産発酵バターを
使ったバタークリームに、お酒と相性の良い
素材を合わせ、ふんわり生地で包みました。
「ワイン&チーズ」、「日本酒&いちじく」、「ラム
&レーズン」の 3 つの味が楽しめます。

大人のこだわり手みやげ

②「1,000～2,999 円」の夏みやげ
帰省みやげに是非使いたい、一流の作り手が腕をふるったこだわりの夏グルメを多数ご用意しました。和洋様々
な味わいを楽しめる華やかなスイーツから、大人が喜ぶご飯のお供まで、選ぶ楽しさも与えてくれる豊富なライン
ナップです。
GINZA SIX
限定

KOHAKU Fruit Bar
（PALETAS）
価格：1,482 円

水扇 5 個入カゴ
（菓子匠 末広庵）
価格：1,759 円

辻利 京濃い茶テリーヌ 彩り果実
（辻利）
価格：2,000 円

琥珀羹は、煮て溶かした寒天に砂糖や水
飴などの甘味を加えて固めた伝統的な和
菓子です。琥珀糖の透明感ある質感を涼し
げなアイスキャンディーのモチーフに。職人
が一つひとつ心を込めて仕上げました。

5 種類の味を一度に楽しめる手みやげに
ぴったりなお試しセット。この時期にしか
味わえない季節限定の味が楽しめます。

果実とナッツがごろごろ入った、濃厚な
宇治抹茶のテリーヌショコラです。よく
冷やして、とろける口どけをお楽しみく
ださい。

※価格は全て税抜です。
※上記は一例です。各店舗の商品の詳細および販売期間は別紙「夏の帰省みやげ＆銀座みやげリスト」をご参照ください。

“美味しい”を分け合える、大人数向きの手みやげ

③「3,000～4,999 円」の夏みやげ
みんなでシェアできるスイーツのアソートや、伝統の職人技が光る和菓子の詰め合わせなど、大人数が集まる帰省
時に活躍するグルメが揃いました。
GINZA SIX
限定

GINZA SIX
限定

セミドライフルーツ彩 BOX
（綾 farm）
価格：3,519 円

玉 12 個入
（ふふふあん by 半兵衛麸）
価格：3,600 円

フリュイドール 16 個入
（パティスリー パブロフ）
価格：3,704 円

こだわりの国産果実を使ったセミドライフ
ルーツの 9 種類が入った BOX です。丸
型の箱で可愛く仕上がっていて、贈り物
にぴったりです。ひとつひとつ個包装に
なっているため少量ずつお召し上がり
いただけます。

半兵衛麸が 330 年培ってきた技で焼き
上げた焼き麸に、菓子職人の技をプラ
スして作った、ほろほろとした口どけの
クッキーです。

宝石箱をイメージしたパウンドケーキの詰め
合わせ。8 種類の異なる生地にそれぞれ合
うドライフルーツをちりばめました。GINZA
SIX 店限定のオリジナル BOX に入れてお渡
しします。

特別な相手に贈る、銀座らしく上質なプレミアムギフト

④「5,000 円以上」の夏みやげ
ローズやブランデーのアロマを閉じ込めた上質なはちみつのギフトボックスや、銀座の老舗果物店が作るフルーツ
を閉じ込めたジュレ、贅沢なひとときを楽しめるワインなど、本物を知る大人にこそ贈りたいサマーギフトを厳選。
銀座の確かな品質が伝わる、まさにプレミアムな逸品です。
GINZA SIX
限定

銀座フルーツジュレ 12 個入
（パティスリー銀座千疋屋）
価格：5,000 円

サク&シトリ アソート 42 個入
（ISHIYA GINZA）
価格：5,000 円

パルファン ドゥ ミエル シリーズ
（L’ABEILLE）
価格：6,000 円

フルーツの美味しさをぎゅっと閉じ込めた、
2 層の果肉入りのゼリーの詰合せです。

サク（ラング・ド・シャ）をメインに、人気商
品の焼き菓子 2 種を詰め合わせました。

上質なはちみつに芳醇な香りを封じ込めた、
オリジナルのはちみつです 。「ベ ルガモッ
ト」、ブランデーの「コニャック」、「ローズ」の 3
種類を詰め合わせたギフトボックスでご用意
しました。紅茶やアイスとの相性も抜群です。

その他、各ショップがおすすめする「夏の帰省みやげ＆銀座みやげ」が GINZA SIX に勢揃い！

※価格は全て税抜です。
※上記は一例です。各店舗の商品の詳細および販売期間は別紙「夏の帰省みやげ＆銀座みやげリスト」をご参照ください。

＜GINZA SIX NEWS＞
■リニューアルオープン
アートの街銀座に、お菓子アートのミニミュージアムがオープン！
▼キャンディアートミュージアム by PAPABUBBLE （B2F）
キャンディ製オブジェなど、スイーツで作ったアート作品を展示するミュージアム
がB2Fフーズフロアにオープン。
パパブブレは、スペインのバルセロナが発祥の「世界一おもしろいお菓子屋
さん」。今まで数々の衝撃的なスイーツオブジェをリリースしてきました。ギャラ
リーや画廊が多いことで知られる銀座で、また、吹き抜けを中心に館内に数
多くのアートがあることで有名なGINZA SIX内で、遊び心を大切にする大人の
ニーズにいっそう応えたいと、アート性のあるスイーツに力を入れることにしま
した。世界30都市以上で展開しているパパブブレですが、このようなミュージ
アム形式の店舗は世界初で唯一となり、展示作品はほとんどが購入も可能です。
※製作に日数がかかる場合があります。
【オープン日】2019年7月1日（月）
【展示数】15種20点前後
＜主な展示作品＞

ランプシェード（キャンディ）

きのこ（キャンディ）

古美術の壺（バウムクーヘン）

どくろ

その他、髑髏、イノシシ、新幹線、カビが生えた鏡餅、桜餅、ぞうさんジョウロなどを展示します。
＜オープン記念プレゼント＞
７月中に限り、5,000円（税込）以上購入されたお客様に「ミニ脳みそ」または
「ミニ入れ歯」をプレゼント。
ミニ脳みそ

ミニ入れ歯

＜銀座限定商品＞
日本ではまだ珍しいロッキーロードやスノーシュガーなどカラフルでフルーティーなチョコレートやソフト
キャンディ菓子を販売。

■期間限定のポップアップショップ
▼BEE CHENG HIANG（ビーチェンヒャン） (B2F）
1933 年創業のシンガポールスタイルポークジャーキー“Bakkwa(バクワ）”の老舗、
「BEE CHENG HIANG」。
炭火でじっくり燻製にした香ばしさと特製ソースによる風味豊かな味わいは、
シンガポールを含む世界 12 の国と地域で愛されています。伝統の製法と秘伝
のレシピを守り、人工添加物を一切使用しない安全な美味しさでつくられた
ポークジャーキー。定番に加え、GINZA SIX 限定商品も販売します。
【展開期間】 7 月 31 日（水）まで

▼Miller Haris ポップアップストア （ミラー ハリス ポップアップストア）(4F）
ロンドンで 2000 年に誕生し、ボタニカルをコンセプトに天然香料を贅沢に使用
した優しい香りで定評のあるミラー ハリス。ロンドンのアーバンストーリーのテイ
ストを加え、香りをアーティスティックに表現するモダンなフレグランスブランド
です。本国の路面店と同じく、香りを音で楽しめるドームなどを設けた、フレグラ
ンスの世界を新たな切り口で体験できる期間限定ストアがオープンします。
【展開期間】 2019 年 7 月 24 日（水）～8 月 25 日（日）
▼アクリス ハンドバッグ コレクション ポップアップストア (3F）
スイス発ラグジュアリーファッションブランド「Akris（アクリス）」のハンドバッグの
ポップアップストアが期間限定でオープン。エアポートをテーマにしたストアで
は、GINZA SIX 限定のキャンバスバッグをはじめ、旅先を楽しく彩るさまざまな
スタイルやカラーのバッグをラインアップ。
お買い上げの方にはオリジナルキーホルダーや、さらには抽選でミニバッグ
が当たるチャンスも。
【展開期間】 2019 年 7 月 24 日（水）～8 月 25 日（日）

■フェア
▼「サマージュエリー＆ウォッチ」フェア (全館）
ジュエリー、アクセサリー、時計の各ショップにて、夏のジュエリー＆ウォッチ2019
を特集します。期間中、対象商品をご購入のお客様に、各ショップより素敵な
プレゼントを差し上げます。ご購入金額に応じたプレゼントもご用意しました。
【展開期間】7月31日（水）まで
＜ご購入金額に応じたプレゼント＞
30 万円以上ご購入

50 万円以上ご購入

100 万円以上ご購入

チョコレートのヴェリーヌパフェ
（ペア・ドリンク付き）
（PHILIPPE CONTICINI）

パブロフセレクション
10 種詰め合わせ
（パティスリー パブロフ）

ディナーコース
（ペア･ウエルカムドリンク付き）
（THE GRAND GINZA）

※詳しくは GINZA SIX 公式 WEB サイト（https://ginza6.tokyo/news/57317）をご参照ください
＜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】https://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 ※2019 年 8 月 26 日（月）はショップ＆レストランは休業日となります。

□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。詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2019年7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。

2019年7月11日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX夏の帰省みやげ＆銀座みやげリスト

「999円以下」 ちょっとした感謝を伝える、小粋なプチギフト

パティスリー パブロフ（B2F）

ぎんざ鏡花水月（B2F）

PHILIPPE CONTICINI（B2F）

商品名：オリジナルアソート4個入
価格：741円

商品名：夏季限定 こはく単衣 金魚浴衣Ver.
価格：550円

商品名：クイニータタン
価格：450円

人気のパウンドケーキ（オリジナルアソート）の中から特に
人気の高い4種類のテイスト（オレンジ・抹茶・バニラフレー
ズ・ピスタチオショコラ）を期間限定のお試しサイズでご用
意しました。
販売期間：7月15日～8月31日まで

こはく単衣が、夏季限定で金魚柄の浴衣デザインのパッ
ケージとなって登場。日本の夏を思い起こさせる趣のある
デザインは、夏の手みやげにもピッタリです。
販売期間：7月下旬～8月31日まで

カリっと甘い表面と内側に潜むリンゴのタタンの絶妙なバ
ランスをお楽しみいただけます。

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

夏限定

夏限定

NO
IMAGE

ワインショップ・エノテカ（B2F）

発酵酢屋 庄分酢（B2F）

キャンディアートミュージアム by PAPABUBBLE（B2F）

商品名：MONTES CLASSIC CHARDONNAY（375ml）
価格：900円

商品名：SOY美EAN
価格：各500円

商品名：プレーンヌガー
価格：555円

チリを代表するワインメーカー、モンテスが生み出すハイコ
スパデイリーワイン。フレッシュな果実味をストレートに出し
たシャルドネです。

大豆に有機玄米くろ酢をまぶした健康的なお菓子です。
「黒糖」「ブルーベリー」「有明のり」の3種類の味わいが楽
しめます。

フワッとした口どけに仕上げたオリジナルのメレンゲ菓子
です。じっくりローストした3種のナッツを混ぜ込みました。
GINZA SIX限定

※写真は「黒糖」です

パティスリー銀座千疋屋（B2F）

旬菜三山（B2F）

南風農菓舎・デザートハウス（B2F）

商品名：缶入りひとくちフルーツゼリー
価格：800円

商品名：丹波黒豆絞り
価格：各694円

商品名：スィートポテトクラッシック
価格：778円

国産果汁を使用、果汁のおいしさをぎゅっと閉じ込めた
ピーチ・ストロベリー・メロン・日向夏の「フルーツゼリー」 詰
合せです。銀座千疋屋伝統のバラ柄の缶も目を引く可愛さ
です。

京都丹波の黒豆に甘さをじっくり染み込ませて乾燥させた、
とても柔らかいお豆です。味は「プレーン」「抹茶」「きなこ」
の3種類をご用意しました。

完熟芋「紅はるか」をクラッカーの上に絞り、焼き上げまし
た。ザクザククラッカーとしっとりしたお芋の食感をお楽しみ
いただけます。

GINZA SIX限定

辻利（B2F）

綾farm（B2F）

綾farm（B2F）

商品名：辻利 京茶ラスク抹茶 5枚入
価格：540円

商品名：セミドライポッピング5種セレクト
価格：834円

商品名：彩り6種ミックス
価格：926円

薄くカットしたバゲットをやさしくじっくり焼き上げて、辻利の
宇治抹茶チョコレートでコーティングしました。

独自の熟成乾燥法でやわらかい口当たりに仕上げている
セミドライフルーツ。人気の5種類をセレクトしました。箱が
薄型のため持ち運びしやすく、リボンラッピングにも対応し
ているため、お世話になっている方や大切な人への贈り物
におすすめです。

綾ファームの定番のセミドライフルーツを6種類セレクトしま
した。巾着型の箱で可愛らしく仕上がっていて、そのままお
みやげとしてお使いいただけます。やわらかい口当たりの
ため、お子様や年配の方でも食べやすい仕上がりです。ひ
とつひとつ個包装で2ヶ月以上お日持ちするため長く楽し
めます。

ISHIYA GINZA（B2F）

中村藤𠮷本店（4F）

商品名：フワリ バターオムレット3個入
価格：900円

商品名：生茶ゼリイ[深翠] （ふかみどり）
価格：417円

ISHIYAオリジナルの北海道産発酵バターを使ったバターク
リームに、お酒と相性の良い素材を合わせ、ふんわり生地
で包みました。「ワイン&チーズ」「日本酒&いちじく」「ラム&
レーズン」の3つの味が楽しめます。

当店人気の抹茶の生茶ゼリイに、銀座店限定の抹茶餡を
添えました。白餡に特製の抹茶を練りこんだ抹茶餡は、な
めらかな食感と優しい甘みがゼリイとマッチし、抹茶の風
味をさらに深くします。涼やかで夏に人気のヒット商品です。
※詰合せ（6個入） 2,695円もご用意しています

GINZA SIX限定
GINZA SIX限定

1

※価格は全て税抜です。詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2019年7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。

2019年7月11日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX夏の帰省みやげ＆銀座みやげリスト

「1,000円～2,999円」 大人のこだわり手みやげ

旬菜三山（B2F）

パティスリー パブロフ（B2F）

辻利（B2F）

商品名：絶品ご飯のお供
価格：2,250円

商品名：ローブドエテ
価格：2,778円

商品名：宇治抹茶わらび餅 6個入
価格：1,500円

京都産の実山椒を使った「ちりめん」と茨城県のほれぼれ
牛を使った「しぐれ煮」をセットにしました。程良い味付けで
ご飯のお供にぴったりの一品です。
販売期間：8月31日まで

ビワの花から採れる希少なハチミツ「ビワ蜜」と有機レモン
で風味付けしたパウンドケーキに鮮やかな夏のフルーツを
デコレーション。メロンのスライスを柔らかなドレープに見立
てて華やかな夏の装いをイメージしました。
販売期間：8月25日まで

抹茶の濃い味わいと、本蕨粉を使ったなめらかな食感が
特徴です。
販売期間：8月31日まで

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

NO
IMAGE

夏限定

夏限定
夏限定

オリジンヌ・カカオ（B2F）

PHILIPPE CONTICINI（B2F）

商品名：ケーク アリキャンテ
価格：1,800円

商品名：クラックネ4個入
価格：1,400円

自由が丘本店オープン当初から続く人気の生菓子「アリ
キャンテ」を焼菓子で表現した一品です。厳選したピスタチ
オをふんだんに混ぜ合わせた生地で、ミルクチョコレートと
ヘーゼルナッツのコンフィチュールを包み込んで焼き上げ
ました。表面にはホワイトチョコレートとピスタチオペースト
を合わせたグラサージュに、砕いたヘーゼルナッツやピス
タチオなどのナッツを散らして仕上げています。上質な素
材を使いしっとりと焼き上げた生地の旨味と、ナッツの香ば
しさが融合した上品な味わいをお楽しみいただけます。

新感覚の噛むチョコレート菓子です。

ワインショップ・エノテカ（B2F）

銀座 千年こうじや（B2F）

発酵酢屋 庄分酢（B2F）

商品名：CELLAR SELECTION SPARKLING
SAUVIGNON BLANC（750ml）
価格：1,850円

商品名：吟醸 八海山 ・純米吟醸 八海山
ひょうたん瓶2本箱入り
価格：1,179円

商品名：飲む酢 夏みかん
価格：1,900円

日本で一番売れているニュージーランドワイン、シレーニ。
果実をそのまま味わうようなフレッシュなスパークリングワ
イン。 草原のような爽やかなアロマで夏におすすめです。

瓢箪をモチーフとしたオリジナルの瓶に詰めた180mlの飲
みきりサイズの日本酒。凛とした品位ある味わいの「吟醸」、
米の旨みとまろやかな喉ごしの「純米吟醸」の2種類が楽し
めます。

GINZA SIX限定

The Pie Hole Los Angeles（B2F）

NO
IMAGE

商品名：POT PIE 4種Set
価格：1,680円
お惣菜系のパイをオリジナルの箱に詰めて、特製の熨斗
を巻いて提供します。
販売数量：1日15箱限定

国産りんごで作ったりんごのお酢に、甘夏の果汁とはちみ
つで甘さをつけました。甘夏のほろ苦い味わいが暑い夏に
ぴったりです。
販売数量：300本限定（予定）
GINZA SIX限定

10FACTORY（B2F）

キャンディアートミュージアム by PAPABUBBLE（B2F）

パティスリー銀座千疋屋（B2F）

商品名：愛媛みかんのセレクトギフト
価格：1,389円

商品名：グミキャンディ オーナメントセット
価格：2,315円

商品名：銀座フルーツタルト6個入
価格：1,500円

10FACTORYの人気商品4点をお試しいただけるギフトセッ
トです。愛媛県産柑橘の果汁を100％使用した「ストレート
ジュース」や飲むタイプの「ゼリー」、柑橘の風味を生かした
甘さ控えめの「ドライフルーツ」、「みかんコーヒー」を詰め
合わせました。

りんご由来のペクチンを使用した、フルーツの香りが口
いっぱいに広がるフルーティなグミです。濃厚な味わいが
楽しめます。
販売数量：1日10個限定

香ばしく焼き上げたチーズタルトに、フルーツゼリーと果肉
をトッピングしました。
販売期間：10月上旬まで（予定）

PALETAS（B2F）

荻野屋（B2F）

マーロウ（B2F）

商品名：KOHAKU Fruit Bar
価格：1,482円

商品名：峠の釜めし（パルプモールド容器）
価格：1,000円

商品名：葉山ボーロ6個入り
価格：1,620円

琥珀羹は、煮て溶かした寒天に砂糖や水飴などの甘味を
加えて固めた伝統的な和菓子です。琥珀糖の透明感ある
質感を涼しげなアイスキャンディーのモチーフに。職人が
一つ一つ心を込めて仕上げました。

こだわりの製法が受け継がれた、創業から愛される人気
の駅弁です。「うずらの卵」「栗」「ごぼう」「杏子」「椎茸」
「筍」「鶏肉」「グリーンピース」「紅生姜」「ごはん」「香の物」
が入っています。陶器に入った峠の釜めしも販売していま
す。
※無くなり次第終了

葉山の夕日をイメージして作りました。たっぷりのバニラ
ビーンズと北海道特選バター、アーモンドプードルを100％
使用したしっとりとした焼き菓子です。
小麦粉を使わないグルテンフリーの商品です。

GINZA SIX限定
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※価格は全て税抜です。詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2019年7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。

2019年7月11日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX夏の帰省みやげ＆銀座みやげリスト

「1,000円～2,999円」 大人のこだわり手みやげ

Ben's Cookies（B2F）

南風農菓舎・デザートハウス（B2F）

HONMIDO（B2F）

商品名：Medium Gift Tin
価格：2,600円

商品名：スィートポテトアラモード2箱入
価格：1,936円

商品名：夏の詰合せ12個入
価格：2,408円

お店で焼き上げた無添加無着色クッキーをかわいい真っ
赤な丸缶に入れました。お好きなクッキーを8枚お選びいた
だけます。

当店人気のアイスケーキ製法で作った生スィートポテト3種
類としっとりしたお芋が特徴のスィートポテトが楽しめる詰
め合わせです。

完熟マンゴーの果実を使用。果肉のコクのある美味しさと
フレッシュ感を活かし、みずみずしくフルーティにつくり上げ
たHONMIDO特製の「マンゴーゼリー」と「本実堂サンド」の
詰合せです。
※無くなり次第終了
GINZA SIX限定

辻利（B2F）

KUGENUMA SHIMIZU（B2F）

菓子匠 末広庵（B2F）

商品名：辻利 京濃い茶テリーヌ 彩り果実
価格：2,000円

商品名：夏もなか
価格：2,000円

商品名：水扇5個入カゴ
価格：1,759円

果実とナッツがごろごろ入った、濃厚な宇治抹茶のテリー
ヌショコラです。よく冷やして、とろける口どけをお楽しみく
ださい。
販売期間：8月31日まで

いつでも作りたての香ばしさをお召し上がりいただけるお
てづくりもなか。ひまわりなど夏をイメージしたもなか6個と
ふやきおせんべい3枚入り。涼しげな籠入り限定もなかで
す。
※無くなり次第終了

5種類の味を一度に楽しめるお手みやげにもぴったりなお
試しセット。この時期にしか味わえない季節限定の味が楽
しめます。
販売期間：9月頃まで（予定）
※無くなり次第終了

GINZA SIX限定
夏限定

ISHIYA GINZA（B2F）

ISHIYA GINZA（B2F）

ISHIYA GINZA（B2F）

商品名：サク（ラング・ド・シャ）18枚入
価格：1,800円

商品名：パリパイ8個入
価格：2,000円

商品名：シトリ フィナンシェ（ハニー）6個入
価格：1,200円

様々な味わいのチョコレートを色とりどりのラング・ド・シャ
でサンドしたSaquは、「白い恋人」のDNAを受け継いだお菓
子です。軽くて口どけがよいサクサク食感のラング・ド・シャ
は、6種のフレーバーそれぞれを最適な温度管理のもと、
オーブンで丁寧に焼き上げて仕上げました。チョコレートと
ラング・ド・シャの“掛け算”による味わいをお楽しみいただ
けます。

何層にも焼き上げたオリジナルのパイをつやのあるチョコ
レートクリームでコーティング。パイと8種それぞれに異なる
クリームをあわせ、ふんわりパリッとした食感に仕上げまし
た。1つずつ職人が手作りし、北海道からお届けしています。
※季節によりフレーバーが入れ替わります

口にすればすぐにその名「シトリ」の由来がわかる、しっと
りとした食感のフィナンシェ。はちみつの香りが広がった後
に 、 や さ し い ミ ル ク 感 が 残 る 味 わい に 仕上 げ ま し た 。
ISHIYAオリジナルの北海道産シナはちみつを使用してい
ます。

GINZA SIX限定
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※価格は全て税抜です。詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2019年7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。

2019年7月11日
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX夏の帰省みやげ＆銀座みやげリスト

「3,000円～4,999円」 “美味しい”を分け合える、大人数向きの手みやげ

銀座 平翠軒（B2F）

PHILIPPE CONTICINI（B2F）

商品名：夏ギフト 爽
価格：4,715円

商品名：ル フィナンシェ ブールフランセ
価格：3,000円

「わさび海苔茶漬」「ガーリックライス醤」「ピリ辛つぶ貝」「4
ナッツアソート」「フルーツコンポート」「広島菜ごはん混ぜ
ご飯2合」を詰め合わせたギフトセットです。
販売期間：9月30日まで
※箱代210円（税抜）が含まれています

フランス産ボルディエバター を使用したフィナンシェです。

ワインショップ・エノテカ（B2F）

NO
IMAGE

商品名：ARPA SOLSI（750ml）
価格：3,400円
イタリアを代表するファッションブランド「サルヴァトーレ・
フェラガモ」のファミリーが造り出す、上質なスパークリング
ワイン。フレッシュでエレガントな味わいは、友人との食事
やちょっとした手みやげ、プチ贅沢な休日のひとときにおす
すめです。

夏限定

NO
IMAGE

ワインショップ・エノテカ（B2F）

銀座 千年こうじや（B2F）

BETJEMAN＆BARTON（B2F）

商品名：BY. OTT ROSE（750ml）
（生産者：DOMAINES OTT★）
価格：3,000円

商品名：あまさけ3種詰合せセット
価格：4,500円

商品名：ティーバッグセレクション17個入り
価格：3,000円

蔵人こだわりの麹が造り出すすっきりと上品な甘みのあま
さけ。「麹だけでつくったあまさけ」「麹だけでつくったすっき
りあまさけ」「乳酸発酵の麹あまさけ」の3種類を詰合せまし
た。ノンアルコールですので、お子様から幅広い世代の方
までお楽しみいただけます。

ティーバッグ17個入りのギフトボックスです。パリ本店で1番
人気の「プーチキン」や、ミルクティーにもおすすめの「エデ
ンローズ」、「ブレックファストロイヤル」等の紅茶6種類、緑
茶の「マルゼルブ」、ノンカフェインハーブティー「ルイボス
ジャルダンルージュ」の全8種類からお好きな組み合わせ
をお選びいただけます。

“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
ワインの造り手が、限りなく贅沢な製法で造るワイナリーの
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、繊細でありながら上質な味わいが魅力
です。

GINZA SIX限定

パティスリー銀座千疋屋（B2F）

パティスリー パブロフ（B2F）

ふふふあん by 半兵衛麸（B2F）

商品名：銀座ゼリー9個入
価格：3,000円

商品名：フリュイドール16個入
価格：3,704円

商品名：玉 12個入
価格：3,600円

厳選したフルーツの果肉を使用して作った、喉ごしの良い
上品な甘さのゼリーです。

宝石箱をイメージしたパウンドケーキの詰め合わせです。8
種類の異なる生地にそれぞれ合うドライフルーツをちりば
めました。GINZA SIX店限定のオリジナルBOXに入れてお
渡しします。
※ 8個入1,852円もご用意しています

半兵衛麸が330年培ってきた技で焼き上げた焼き麸に、菓
子職人の技をプラスして作った、ほろほろとした口どけの
クッキーです。
GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

HONMIDO（B2F）

ぎんざ鏡花水月（B2F）

商品名：本実堂サンド20個入
価格：3,056円

商品名：夏季限定丸缶2本セット（金魚柄風呂敷包み付き）
価格：4,500円

KUGENUMA SHIMIZU（B2F）

淡く優しい食感の淡雪に、2枚のうすく繊細に焼き上げたラ
ング・ド・シャを重ねた本実堂サンドです。夏季限定の爽や
かな香りと味わいの「オレンジ」、定番の「きな粉」、「抹茶」
を詰合せました。
※無くなり次第終了
※14個入 2,176円もご用意しています

美しく高級感のあるデザインのオリジナル風呂敷で包んだ、
夏季限定の丸缶2本セットです。上白糖の飴掛けがつやや
かで美しい看板商品「こはく」と黒胡麻の風味豊かな「まゆ
ずみ」の2種類のかりんとうを詰め合わせました。大切な方
への手みやげにおすすめです。
販売期間：8月31日まで
※無くなり次第終了

NO
IMAGE

商品名：KUGENUMASHIMIZUもなか“幸”
価格：3,200円

いつでも作りたての香ばしさでお召し上がりいただけるお
てづくりもなか。縁起物を形どった紅白の招き猫が入った
桐箱入り商品は、GINZA SIX限定で贈り物におすすめです。
（もなか10個入：北海道産粒餡5袋、白餡5袋）
GINZA SIX限定

GINZA SIX限定
GINZA SIX限定

夏限定

綾farm（B2F）

綾farm（B2F）

商品名：セミドライフルーツ彩BOX
価格：3,519円

商品名：セミドライフルーツ8種ギフト
価格：4,630円

こだわりの国産果実を使ったセミドライフルーツの9種類が
入ったBOXです。丸型の箱で可愛く仕上がっていて、贈り
物にぴったりです。ひとつひとつ個包装になっているため
少量ずつお召し上がりいただけます。

8種類32個入りのボリュームで、大人数の方やお世話に
なっている方への贈り物におすすめです。色とりどりの果
物が入っているため、袋から取り出して器に並べても見栄
えが良いです。

4

※価格は全て税抜です。詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2019年7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。

GINZA SIX夏の帰省みやげ＆銀座みやげリスト

2019年7月11日
GINZA SIX PR事務局

「5,000円以上」 特別な相手に贈る、銀座らしく上質なプレミアムギフト

NO
IMAGE

ワインショップ・エノテカ（B2F）

L'ABEILLE（B2F）

パティスリー銀座千疋屋（B2F）

商品名：BELLAVISTA ROSE（750ml）
価格：9,000円

商品名：パルファン ドゥ ミエル シリーズ
（ベルガモット／コニャック／ローズ）
価格：6,000円

商品名：銀座フルーツジュレ12個入
価格：5,000円

一度飲んだら忘れられない芳醇なアロマと優美な味わい。
フランチャコルタの名門ベラヴィスタが手掛ける、生産量が
非常に少ない稀少なロゼ。

上質なはちみつに芳醇な香りを封じ込めた、ラベイユオリ
ジナルのはちみつです。「ベルガモット」、ブランデーの「コ
ニャック」、「ローズ」の3種類を詰め合わせたギフトボックス
でご用意しました。紅茶やアイスとの相性も抜群です。
※単品各2,000円、2個入4,000円もご用意しています
※「ベルガモット」「コニャック」はGINZA SIX限定です

フルーツの美味しさをぎゅっと閉じ込めた、2層の果肉入り
のゼリーの詰合せです。
販売期間：9月頃まで（予定）

GINZA SIX限定

辻利（B2F）

ISHIYA GINZA（B2F）

商品名：辻利詰合せ 室町
価格：5,000円

商品名：サク&シトリ アソート42個入
価格：5,000円

辻利こだわりの玉露と煎茶をギフト用の箱に詰め合わせま
した。
※清明 3,000円もご用意しています

サク（ラング・ド・シャ）をメインに、人気商品の焼き菓子2種
を詰め合わせました。
※23個入3,000円もご用意しています
※内容は一部変更となる場合があります
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