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＜NEWS RELEASE＞ 

報道関係各位 

2021年7月15日 

GINZA SIXリテールマネジメント株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」は、この秋、新たに11店舗をオープンします。機能性とファッション性の両方を 

追求し、タウンユースもできるラグジュアリーなスポーツ＆アウトドアファッションブランドが4店舗、今の時代の子育てを楽しむ

ベビー＆キッズ、ペアレンツに向けたブランド、ジェンダーフリーでご利用いただける目元の演出をお手伝いするサロンなどが

登場します。ここにしかないもの、ここでしか味わえない体験を追求したGINZA SIXの新店にご期待ください。 

 

 

GINZA SIX NEW OPEN情報 ※フロア別、オープン日順 

[5F]

G/FORE （ジーフォア） 

2011年ロサンゼルスにて設立された機能性・ファッション性を追求するラグジュアリーブランド。 

2011年ロサンゼルスにて設立されたラグジュアリーゴルフブランド。鮮やかな色のプレミアムゴルフグローブのコレクションを皮切りに、PGAショーで

大ヒットしたゴルフシューズのカテゴリーは大きな成長を遂げています。機能性だけでなく、ファッション性を追求し、カラフルなカラーを取り入れ 

クラシックな美学とモダンアスリートを融合させたデザインが特徴です。 

【カテゴリー】 ファッション（レディス、メンズ）、バッグ＆シューズ、 

   スポーツ＆アウトドア  

【出 店 状 況】 銀座エリア初 

【業 態 種 別】 － 

【オープン日】 9月10日（予定） 

 

 

muta MARINE （ムータ・マリン） 

銀座エリア初出店となる「ムータ・マリン」のオフィシャルショップ。 

2006年、「ラグジュアリー＆ユニーク」をコンセプトとするラグジュアリーグッズブランドとして「ムータ」は誕生しました。その新ラインとして2013年に 

スタートしたのが、アパレルライン「ムータ・マリン」です。マリンレジャーやゴルフなどアウトドアでも活躍する機能性と街でも活躍するファッション性

の両立を目指したクリエーションを展開しています。 

【カテゴリー】 ファッション（レディス、メンズ、キッズ、ペット）、 

   ジュエリー＆ウォッチ、バッグ＆シューズ、 スポーツ＆アウトドア 

【出 店 状 況】 銀座エリア初 

【業 態 種 別】 － 

【オープン日】 9月16日（予定） 

 

 

 

 

 

＜GINZA SIX AUTUMN RENEWAL＞ 

タウンユースもできるラグジュアリーなスポーツ＆アウトドアファッションブランド４店舗や、 

注目の台湾スイーツや、名店で腕を鳴らした料理長による中華の新店など 

ＧＩＮＺＡ ＳＩＸに今秋、新たに１１店舗がオープン 
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BRIEFING GOLF （ブリーフィング ゴルフ） 

継続性のある機能美を追求し、「都会とゴルフシーンをブリッジする」スタイリッシュなゴルフブランド。 

継続性のある機能美を追求し、「都会とゴルフシーンをブリッジする」スタイリッシュなゴルフブランドBRIEFING GOLF。コンセプトに「URBAN GOLF」

を掲げ、街に出かけるような着こなしでゴルフ場に行き、仲間とプレーを楽しみ、そのまま街のレストランやオフィスで仕事を片付けたり。ゴルフ  

コースとタウンをシームレスに繋ぐスタイリッシュで快適な着こなしを＜BRIEFING GOLF>が実現します。 

【カテゴリー】 スポーツ＆アウトドア 

【出 店 状 況】 － 

【業 態 種 別】 － 

【オープン日】 10月8日（予定） 

 

 

+phenix （プラスフェニックス） 

テクニカルアルパインスキーウエアとしてのDNAを残しながら、アーバンアウトドアスタイルを提案。 

1952年に日本で誕生した生粋のジャパンブランド。新たなフィールドが＋（プラス）され、多方面に進化する新しいフェニックス。テクニカルアルパ

インスキーウエアとしてのDNAを残しながら、テクニカルなマテリアルやディテールを使い登山、トレッキング、キャンプ、街、どのようなシチュエー 

ションにも対応出来るアーバンアウトドアスタイルを提案します。 

【カテゴリー】 ファッション（レディス、メンズ）、その他ファッショングッズ、 

   ライフスタイル、スポーツ＆アウトドア 

【出 店 状 況】 銀座エリア初 

【業 態 種 別】 旗艦店 

【オープン日】 10月14日（予定） 

 

 

[4F]

Chacott BALANCE （チャコット・バランス） ＜期間限定＞ 

しなやかに美しくありたいと願う女性たちに向けたライフスタイルを提案。 

70年にわたりバレエ・ダンスをサポートしているチャコットによる、しなやかに美しくありたいと願う女性に向けたライフスタイル提案ショップ。バレエ 

ならではのディテールや素材を活かし“バランスウエア”をコンセプトにした「チャコット・バランス」と、ステージメイクから誕生し、この春パッケージを

刷新、3つの新素材を加えて日常でも“映えるメイクアップ”を提案する「チャコット・コスメティクス」の2つのラインナップを展開。 

【カテゴリー】 ファッション（レディス）、バッグ＆シューズ、ライフスタイル、 

   ビューティ（コスメティック）、スポーツ＆アウトドア 

【出 店 状 況】 － 

【業 態 種 別】 － 

【オープン日】 8月20日 

 

 

MARLMARL （マールマール）／MATO by MARLMARL （マトー バイ マールマール） 

赤ちゃんと大切な人へ「おめでとう」を贈るベビー＆キッズギフトブランドと、子育てにまつわるイット アイテムが揃うペアレンツのためのストア。 

360度どの角度からもよだれをキャッチできる“まあるいスタイ”がシグネチャーアイテム。服紗や熨斗など、昔から日本で大切にされてきた“贈り物”の

文化とスタイルをモダンにアレンジしたラッピングも特徴的です。銀座店はそんな日本の「おもてなし」の心を基調に和モダンを意識した内装。伝統

工芸である砂壁の左官、金継ぎ、竹を使った什器などの日本らしいディテールをちりばめました。世界各国から人の集まるダイバーマーケット

GINZAだからこそ、和に回帰したギフト体験を提案しています。 

また、「MARLMARL」がプロデュースする、子育てをするすべての人へ向けたペアレンツブランド「MATO by MARLMARL」も展開。ブランド初の 

実店舗で、性別・年齢・ファッションテイストを問わないダイバーユースなデザインや色、サイズ感にこだわった、誰もが心地よく使いたくなる、   

子どものお世話に便利な機能を盛り込んだアイテムを展開します。 

【カテゴリー】 ファッション（レディス、メンズ、キッズ）、バッグ＆シューズ、 

   その他ファッショングッズ、ライフスタイル              

【出 店 状 況】 MATO by MARLMARLは全国初（実店舗初） 

【業 態 種 別】 MATO by MARLMARLは旗艦店 

【オープン日】 9月8日 
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[B1F]

VITAE （ヴィタェ） 

My Eyes My Life 〜まなざし それは一人ひとりの生き方そのもの〜 

ジェンダーフリーなアイエクスプレッションサロンであるVITAEは、従来の女性向けアイラッシュメニューの他、アイブロウデザイン、眼精疲労ケアな

どどなたでもご利用いただけるメニューを展開。「生きる力」を意味するVITAEは、一人ひとりの「目」、「まなざし」は、現代社会において自分の意思

や生き方を表現する“Eye Expression”であると考えます。明日そして未来に向けた希望の「まなざし」をカスタマイズし生きる力をお客様と共に創

出していきます。 

【カテゴリー】 ビューティ（サービス） 

【出 店 状 況】 銀座エリア初 

【業 態 種 別】 － 

【オープン日】 9月初旬(予定)  

 

 

[6F]

家寶 跳龍門 （カポ チョウリュウモン） 

中華の名店で腕を鳴らした料理長による、広東料理から飲茶まで楽しめる中国料理店。 

総料理長は、『袁家寶（えんかぽ）』。16歳から学び続けたその技術を生かし、金鶏の姿揚げやフカヒレ料理などを看板料理とし、その奥深い味わ

いや見た目の美しさは、高級食材に引けを取らず素晴らしい仕上がりとなっております。ランチタイムには、本国から呼び寄せた点心師による飲茶

セットを、ティータイムにも本場の点心メニューをご用意しております。 

【カテゴリー】 レストラン（中国料理） 

【出 店 状 況】 GINZA SIXでのデビュー店舗 

【業 態 種 別】 － 

【オープン日】 9月10日（予定） 

 

 

[B2F]

食べるバラの専門店・玖島ローズ（タベルバラノセンモンテン・クシマローズ） ＜期間限定＞ 

バラを味わう至福のひととき。環境にやさしい国産の新鮮な食用バラを贅沢に使用した美味しいスイーツ。 

お手土産やお誕生日プレゼント、ご自分のご褒美にぴったりな、国産の食用バラで丁寧に手作りしたスイーツや、ジャム、バラの雑貨など、こだわりの

アイテムを取り揃えております。 

【カテゴリー】 フーズ 

【出 店 状 況】 銀座エリア初 

【業 態 種 別】 － 

【オープン日】 7月24日 

 

 

SunnyHills ginza（サニーヒルズ ギンザ） 

台湾発のスイーツブランドSunnyHillsの、銀座エリア初常設店。 

SunnyHillsの代名詞である台湾産の甘酸っぱいパイナップルがぎっしりと詰まったパイナップルケーキと、青森県産の紅玉りんごを使用したりんご

ケーキを販売します。太陽をたっぷりと浴びて育った素材そのものの甘みと酸味、食感を生かすため保存料や香料など余計なものは一切加えずに

作ったシンプルなケーキは、大切な方への贈り物にもぴったりです。 

【カテゴリー】 フーズ 

【出 店 状 況】 銀座エリア初 

【業 態 種 別】 － 

【オープン日】 7月30日 
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T’s GALLERY （ティーズギャラリー） 

関東初の常設店、メディアに引っ張りだこのスイーツが集結した「T’s GALLERY」。 

スイーツプロデューサーTSUBASAが手がける、おむすびケーキを始めとしたさまざまなスイーツたちを集めました。SNSやメディアで話題のスイーツ

ブランドの数々をお楽しみいただきます。 

【カテゴリー】 フーズ 

【出 店 状 況】 関東初常設店 

【業 態 種 別】 新業態 

【オープン日】 8月4日 

 

 

 

 

 

＜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 

 ※一部の店舗、レストランは営業時間が異なります。  

 ※詳細は公式ホームページをご確認ください。 

 ※営業日時については、変更になる場合がございます。 

□休館日 不定休  

□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） 

 

 

 

＜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：荒川（080‐7045-8071）、須田（080-4071-7269） FAX：03-5413-3050  E‐MAIL：ginzasix_pr@ssu.co.jp 

https://ginza6.tokyo/
mailto:ginzasix_pr@ssu.co.jp

