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＜GINZA SIX VALENTINE’S DAY＆WHITE DAY 2022＞

コロナ禍で再認識した大切な人と共に過ごす特別な時間
華やかなスイーツやグルメ、洗練されたギフトで演出

ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ バレンタイン＆ホワイトデー情報
銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」では、トレンドの「ピスタチオ」を使ったチョコレートスイーツや、パートナーや友達と
バレンタインの時間を一緒に楽しむアフタヌーンティーやディナーメニュー、大人の方向けのパーソナルギフトに最適なお酒×
チョコレートのスイーツなど、GINZA SIXらしい華やかなバレンタイン商品を取り揃え、コロナ禍で再認識した「大切な人と会って
語り合う」という特別な時間を演出します。また、今注目を集めている「ジェンダーにとらわれない香り」が人気のフレグランスや
二人の癒しの時間を演出するキャンドル、女性に喜ばれるヘアケア商品など、センスがいいねと褒められる、洗練されたホワ
イトデー向けギフトをご提案します。

＜GINZA SIX バレンタインデー＆ホワイトデー グルメ＆ギフト情報＞
※下記は一例です。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。

特別な時間を演出するGINZA SIXの「バレンタイングルメ」
人気フレーバー｢ピスタチオ｣スイーツ

パートナーや友達と訪れたい｢アフタヌーンティー＆ディナー｣

お酒が好きな方に｢お酒×チョコレート｣

手軽で映える｢サンドスイーツ｣

センスがいいね！と褒められるGINZA SIX「ホワイトデーギフト」
昨年のNo1！人気急上昇中のジェンダーレスな香りの香水・キャンドル
（お酒を使ったチョコレート）（チョコレートと一緒に楽しむペアリング）

2人の癒しの時間

女性に贈ってセンスがいいね！と褒められるギフト
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特別な時間を演出するGINZA SIX「バレンタイングルメ」
［人気フレーバー｢ピスタチオ｣スイーツ］
温度変化とともに変わる食感を楽しめるテリーヌや、温かいフォンダンショコラからとろ～りと流れるピスタチオのガナッシュなど、
色鮮やかで濃厚な味わいが人気の「ピスタチオ」フレーバーのチョコレートスイーツが取り揃います。

NAGASHIKAKU PISTACHIO
（T’s GALLERY）
価格：2,376円

バーチ・ディ・ダーマ（ピスタチオ）
（Bicerin）
価格：1,350円

フォンダンショコラ・ピスターシュ
（ビストロ オザミ）[6Ｆ]
価格：イートイン 880円／テイクアウト 800円

NAGASIHKAKUは温度変化を楽しめる、大人の

イタリア語で＜貴婦人のキス＞と呼ばれる北イタリ

厳選したフランス産チョコレートを使用。温かいフ

ためのテリーヌブランド。長方形型のチョコレート

アの郷土菓子で、マカロンの原型になったといわ

ォンダンショコラをサクッと割ると、香ばしく、濃厚な

菓子で、冷凍しても硬くなりすぎず、程よい硬さを

れています。G20大阪・G7伊勢志摩の両サミット

ピスタチオのガナッシュがとろ～り。チョコレートと

お楽しみいただけます。凍らせて、冷やして、溶

で日本政府が各国首脳のおもてなしに提供した

相まって、至福の味わいが楽しめます。

かして、温度変化とともに変わる食感を味わえる

「バーチ・ディ・ダーマ」。濃厚なピスタチオペース

特別なテリーヌです。

トを贅沢に練りこみ焼き上げた人気のピスタチオ
フレーバーをお楽しみください。

［パートナーや友達と訪れたい｢アフタヌーンティー＆ディナー｣］
本物のバラを使用したスイーツや、ルビーチョコレートと苺づくしのアフタヌーンティー、ハートのラベルの素敵な味わいのグラス
赤ワイン付きバレンタイン特別コースなど、コロナ禍で会う機会が少なくなっていた昨今、パートナーや友達と一緒に満喫したい
メニューをご用意します。

ローズアフタヌーンティー
（食べるバラの専門店・玖島ローズ）
価格：1,980円

バレンタイン特別コース
ルビーチョコレートと苺づくしのアフタヌーンティーセット
（THE GRAND GINZA）［13F］
Valentine＆white Dayバージョン
価格：10,000円
（THE GRAND GINZA）[13F]
銀座でバラのティータイム。ジャム、スコーン、バタ
価格：6,292円
ハートのラベルの素敵な味わいのグラス赤ワイン
ー、カップケーキなどのスイーツにもすべてに本
物のバラを使用しています。ローズスパークリング
（ノンアルコール）＆バラ茶とともにお楽しみくださ
い。

第四のチョコレートとして人気の「ルビーチョコレ

と青森県産鴨料理のメイン、日本全国から取り

ート」と例年人気の苺づくしのアフタヌーンティー

寄せた旬の食材で構成された、季節限定の特別

をご用意しました。バレンタイン・ホワイトデー期間

メニューをご用意しました。

限定で、シャンパンにパティシエ特製の甘く、口
に含むと食感が楽しいお菓子を浮かべた特別な
シャンパンをプレゼント。ノンアルコールもご用意
しています。

※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「バレンタイン・ホワイトデーのおすすめグルメ商品リスト」をご参照ください。
※掲載内容は変更になる場合がございます。 ※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 ※フロア記載がない店舗は全てB2Fになります。
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［お酒が好きな方に｢お酒×チョコレート｣］
オリジナルのお猪口の中に、口溶け滑らかな生チョコレートが入った「大吟醸ショコラ」や、ウイスキーの風味を感じるラング・ド
・シャや生チョコレートなど、大人のための贅沢なスイーツを取り揃えました。

大吟醸ショコラ 2個入り
（FRANCK MULLER GENEVE）[2F]
価格：5,076円

サク（ラング・ド・シャ）（ウイスキー）
（ISHIYA G）
価格：1,566円

アイリッシュウィスキー生チョコレート
（マーロウ）
価格：1,869円

FRANCK MULLER PÂTISSERIEオリジナルのお

国際的な酒類コンペティションSFWSC最優秀金

ウイスキーの風味、コクが強く感じられる大人の生

猪口に、口溶け滑らかな生チョコレートが入った

賞受賞の北海道・厚岸カムイウイスキー「サロルン

チョコレート。アイリッシュウィスキー最古の蒸留所

「大吟醸ショコラ」が登場。バランスに優れたベル

カムイ」を配合したミルクチョコレートを、プレーン

といわれるブッシュミルズ蒸留所のウイスキーと

ギー産クーベルチュールの深いコクに「FRANCK

なラング・ド・シャでサンドしました。チョコレートの

ウイスキーリキュールのベイリーズを合わせて仕

MULLER純米大吟醸」の豊かな香りが合わさっ

コクの中にウイスキーの風味を感じる、ちょっぴり

上げました。

た、大人のための贅沢なスイーツです。

大人な味わいの一品です。

［手軽で映える｢サンドスイーツ｣］
チョコレートクリームをたっぷり挟み込んだ人気スイーツマリトッツォや、口の中でシュワッととろける淡雪にラング・ド・シャを
重ねたストロベリー味のサンドや、オーガニックチョコチップとアーモンドがアクセントになったチーズバターサンドなど、見た目も
かわいいサンド系スイーツは日ごろのお礼にぴったりです。

ドモーリ社チョコレートのマリトッツォ
（EATALY）[6Ｆ]
価格：480円
カカオの栽培から焙煎、生産までこだわったドモ
ーリ社のチョコレートを使ったクリームをたっぷり挟
んだマリトッツォ。ビターチョコレートの芳醇で洗練
された味わいをご堪能ください。

本実堂サンド ストロベリー 4個入
（HONMIDO）
価格：980円
淡く優しい食感の淡雪に、うすく焼き上げたラン

チーズバターサンド
（オーガニックチョコアーモンド）
（ビオセボン）
価格：430円

グ・ド・シャを重ねた「本実堂サンド」。季節限定の

有機小麦で焼き上げたさっくりチョコサブレにクリ

甘酸っぱいストロベリー味は今だけのお味。サク

ームチーズバターをサンドしました、オーガニック

ッとしたラング・ド・シャとお口の中でシュワッととろ

チョコチップとオーガニックアーモンドが食感の

ける淡雪の食感をお楽しみいただけます。

アクセントに。

※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「バレンタイン・ホワイトデーのおすすめグルメ商品リスト」をご参照ください。
※掲載内容は変更になる場合がございます。 ※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 ※フロア記載がない店舗は全てB2Fになります。
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［GINZA SIXおすすめ「バレンタインスイーツ」］

コフレ・オ・トレゾール
（アルノー・ラエール パリ）
価格：9,180円

クールショコラ
（パティスリー パブロフ）
価格：2,800円

綾プラチナムショコラ
（綾farm）
価格：3,500円

アルノー・ラエール パリの新作コフレ「コフレ・オ・

バレンタイン限定のハート型ホールケーキです。

綾farmのドライフルーツの中から厳選された5種類

トレゾール」。日本限定の新作フレーバーと、オリ

チョコレートクリームをチョコレート生地でサンド

のフルーツ(洋梨､キウイ、レモン､いちご､マンゴー)

ジナルのボンボンショコラ25個入りのアソート。＜

し、ハート型のチョコレートやマカロンを添えて、

をビターチョコレートでディップし、上品に仕上げま

宝箱＞と名付けたゴージャスなコフレは、アルノ

華やかに仕上げました。

した。ドライフルーツの酸味、甘味とビターチョコレ

ー・ラエール パリの珠玉のボンボンショコラを存

ートのほろ苦さのハーモニーは贅沢なひとときを演

分にお楽しみいただけます。ご自身へのご褒美

出します。

にも、大切な方への贈り物にもおすすめです。

※マンゴー欠品後は、白桃に変更となります。

価格：540円

ストロベリーマカチーノ
（TOKYO MACAPRESSO）
価格：840円

いちごりんごケーキ
（SunnyHills ginza）
価格：2,400円

くちびるロリポップがプチギフトにぴったりなミニサ

苺牛乳を連想させる苺飲料とふわふわとしたマシ

昨年好評だった「いちごりんごケーキ」が期間限定

イズで新発売。蓋を開けた瞬間、どきっとするかわ

ュマロ、 苺のマカロンで作られた三位一体の乙

で新発売。青森県産の紅玉りんごを使ったりんご

いさだけでなく、しっかり美味しく召し上がれるキャ

女心を掴むフラペチーノです。

ケーキに、フランスの老舗ショコラブランド「ヴァロー

くちびるキャンディ
（キャンディアートミュージアム by PAPABUBBLE）

ンディに仕上げました。「いちご（赤）」「ピーチ（ピ

ナ」のストロベリーチョコレートをたっぷりとかけた春

ンク）」「オレンジ（オレンジ）」のフレーバーをお楽

らしいケーキです。ピンク色の華やかな装いはギフ

しみください。

トにもぴったり。

プティフールセック ローズ缶
（食べるバラの専門店・玖島ローズ）

価格：3,240円

SPECIAL GIFT BOX
（AND THE FRIET）
価格：1,600円

ヴァンヴリット ハンマー付き
オーガニックチョコレートタブレット
（ダーク・ミルク・ストロベリー）
（ビオセボン）
価格：各1,944円

宇治茶ボンボンアソート
（くろぎ茶々）
価格：3,888円

※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「バレンタイン・ホワイトデーのおすすめグルメ商品リスト」をご参照ください。
※掲載内容は変更になる場合がございます。 ※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 ※フロア記載がない店舗は全てB2Fになります。
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センスがいいね！と褒められるGINZA SIXの「ホワイトデーギフト」
［人気急上昇ジェンダーレスな香り］
大切なパートナーへ渡すギフト選びは悩ましい中、昨今人気のフレグランスアイテム。その中でも性別を問わず、男女ともに
使いやすい、パートナーや夫婦でシェアできると人気急上昇しているジェンダーレスな香りの香水やアロマキャンドルがおす
すめです。

イングリッシュ ペアー & フリージア コロン
（Jo Malone London）[2Ｆ]
価格：18,150円

SANTAL 33 eau de parfum
（LE LABO）[1F]
価格：50ml 23,650円／100ml 34,650円

オードパルファン オルフェオン
（diptyque）[B1F]
価格：23,100円

秋のエッセンスを凝縮したかのよう。英国の果樹

世代と性別を超えて愛されるアイコン的パフュー

ウッディで、ミドルノートのあたたかみのあるトンカ

園で収穫した熟したての洋梨の官能的なみずみ

ム。インスピレーションソースは、一人のカウボー

ビーンズ、シダーの深み、そしてジュニパーベリ

ずしさを白いフリージアのブーケで優しく包み、

イが広大な空の下、馬に寄りかかり優雅にタバコ

ーの生き生きとした香りが特徴。ジェンダーレスで

アンバー、パチョリ、ウッドで豊潤に仕上げていま

をふかしている光景。そんな“マールボロ”の古い

男女問わず選ばれる香り。

す。

ポスターの光景にある、古き良きアメリカのファン
タジーからインスパイアされた魅惑的な香りで構
成されています。

GINZA SIX人気フレグランスショップ2店舗の、昨年のホワイトデーギフト人気の香りベスト1は…
どちらも＜ジェンダーレスな香り＞でした！
Jo Malone London（ジョー マローン ロンドン）[2F]
独創的な香りとエレガンスなギフトギビングで英国スタイルを象徴するブランド、ジョー マローン ロンドン。
大切な人のために。ご家庭に。お選び頂いた全てを思い出に残る洗練されたラッピングで仕上げます。
店舗内の「テイスティング バー™」ではお気に入りの香りを選び、ハンド ＆ アーム トリートメントを通して
「フレグランス コンバイニング™」（香りの重ねづけ）をご体験いただけます。（ご予約優先）

＜2021年ホワイトデーギフト人気の香りベスト3＞
1位 イングリッシュペアー＆フリージア 男性女性問わず選ばれる香り
2位 ピオニー＆ブラッシュスエード

華やかで可愛らしい印象の香り、20～30代女性に人気

3位 ブラックベリー＆ベイ

男性に人気のある香り、ON/OFF問わず選ばれる香り

LE LABO（ルラボ）[1F]
2006年NYに誕生したパフューマリー。時間と共に完成度を失う香水は鮮度が関係している事を初めて
明かにしたブランド。香水ボトルのラベルに製造日とカスタマイズ可能なメッセージを印字してお渡し。

＜2021年ホワイトデーギフト人気の香りベスト3＞
1位 サンタル33

不動のルラボで人気No.1の香り。男女ともに愛用者が多くギフトに選ばれる傾向あり

2位 アナザー13

男性人気が高い香り。いつも良い香りと言われるので、この機会にプレゼントをという声も

3位 リス４１

純度の高いユリの香りで花束に包まれたような女性らしい印象で女性人気が高い香り

※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「バレンタイン・ホワイトデーのおすすめグルメ商品リスト」をご参照ください。
※掲載内容は変更になる場合がございます。 ※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 ※フロア記載がない店舗は全てB2Fになります。
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［2人の癒しの時間］
穏やかな灯りと香りで2人の時間を彩るキャンドルや、枕カバーやシーツに吹きかけて、ベッドルームを心地よい空間にして
くれるフレグランスやミストなど、2人が癒されるアイテムを取り揃えました。

RATHBORNES 1488
ボタニカル ビー コレクション
ジャスミン＆プチグレン
（Gluxury）[B1F]
価格：7,700円

レ マティエール コンフィダンシエル
オーデ リ
（La Boutique Guerlain）[B1F]
価格：21,450円

プロヴァンスアロマ ピローミスト
（リラクシング）
（ロクシタン アトリエ・ド・プロヴァンス）[B1F]
価格：3,960円

天然の蜜蝋、菜種蝋、ココナッツ蝋に、ミツバチが

“ベッドの水”を意味するフレグランス。シルクのベ おやすみ前の枕に吹きかけるミスト。シュッと、
ッドシーツのように、チュニジアンネロリのフレッシ ハーブの息吹。ラベンダーの香りで、心地良い

好む花やハーブの繊細な香りを加えて、一つ一

ュな香りが肌をベールで包み込み、カラブリア産 上質な眠りを。

つ丁寧に手作業で蝋を注いで作られたアロマキ

ベルガモット、コリアンダーとスターアニスのグリー

ャンドル。プチグレンの香りには、心を落ち着かせ

ンノートのさわやかな香りが続きます。最後には、

穏やかにし、明るく前向きな気持ちに導く効果が

シダーウッドとホワイトムスクのベースが果てしな

あるといわれています。燃焼時間は約50時間。

い心地よさで包み込みます。枕カバーやシーツ
に吹きかければベッドルームが癒しの空間に。

［女性に贈ってセンスがいいね！と褒められるギフト］
女性らしいフローラルな香りのフレグランスや、髪に爽やかな香りとともにしなやかさとツヤを与えるヘアミスト、大人の女性に
似合うシックなデザインのバレッタなど、女性に喜ばれるフレグランスやヘアアイテムが取り揃います。

パラッツォ ノービレ ブルーミング バレエ
（オード トワレ）
（La Maison VALMONT）[B1F]
価格：19,800円

モン パリ ヘアミスト
（YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ）[B1F]
価格：6,600円

6センチバレッタ
（ALEXANDRE DE PARIS）[3F]
価格：各16,500円

ストロベリー、ラズベリー、そしてペアーがもたらす

大理石のような厳かで美しいパターンは、シックな

優美なフローラルアロマの中に女性らしさを解き

爽快感のある甘さとジューシーな刺激が一瞬で

カラーリングでスタイルやシーンを問わず使いや

明かします。ベースにバラのつぼみ、鮮やかに輝

心をとらえ、その後、魅惑的なダチュラの香りとホ

すいのが特長です。風合いの良いシンプルなニ

くフリージア、そして甘いホワイトムスクを組み合わ

ワイトピオニー、オレンジフラワーのフローラルノ

ットやコートなどベーシックなものにも合わせれば

せた、みずみずしい花たちの美しい香りです。力

ートが重なり合います。最後に澄んだホワイトムス

ポイントになるため、冬のコーディネイトをさりげな

強く、斬新かつ印象的なこのフレグランスに、クラ

クの香りが驚くほどピュアでクリアなパチョリの香り

く格上げしてくれるアイテムです。

シックで気軽に身に付けられるフローラルの香り

にハイライトされます。髪にしなやかさとツヤを与

をより繊細で魅力的に仕上げました。

え、ソフトな仕上がりに。

※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「バレンタイン・ホワイトデーのおすすめグルメ商品リスト」をご参照ください。
※掲載内容は変更になる場合がございます。 ※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 ※フロア記載がない店舗は全てB2Fになります。
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＜GINZA SIX NEWS＞
■フードデリバリーサービス kurukuru(クルクル) タイアップ スタート
GINZA SIXではこの度、フードデリバリーサービス「クルクル」とタイアップ。お家にいながら、
ご希望の場所へ数時間でGINZA SIXの美味しいグルメをお届けします。配送サービスとし
ては珍しく、生菓子も一部お届けが可能。21店舗、200種以上の商品を取り揃え、「今日
突然手土産が必要になった、お中元・お歳暮を持ってご挨拶に行くことになった」などの
要望に幅広くお応えします。
＜商品例＞
【THE GRAND GINZA】

【パティスリーパブロフ】

苺のミルフィーユ フルサイズ

GINZA SIXバリエ13個入

保冷バック付き

¥3,500

¥7,200
対象はGINZA SIX食物販・飲食店舗の中のクルクル加盟店になります。
[B2F] Bicerin、くろぎ茶々、T's GALLERY、Viennoiserie JEAN FRANÇOIS、Jule's Whisky Collection、ベッジュマン＆バートン、10FACTORY、
パティスリー銀座千疋屋、Signifiant Signifié + plus、マーロウ、パティスリーパブロフ、Ben's Cookies、甚五郎、ふふふあんby半兵衛麸、
恵那栗工房 良平堂、KUGENUMA SHIMIZU、GINZA 芭蕉堂、アルノー・ラエールパリ [4F] 中村藤吉本店 [13F] THE GRAND GINZA、
熊本あか牛しゃぶしゃぶ 甲梅
※商品価格の10％を配送手数料として頂戴します。※ご利用は東京23区内に限ります。
※お届け時間、締め切り時間、お届け対象店舗などの詳細は下記フードデリバリーサービス「クルクル」の
WEBページよりご確認ください。https://kurukuru.tokyo/special/ginzasix

■期間限定ショップ
＜ファッション＞
▼ＭＡＣＫAGE（マッカージュ）［4F］
1999年にデザイナーのエラン・エルファシーとエリサ・デーハンによりカナダ・モントリオールで
設立。上質素材、仕立ての良いシルエット、印象的なディテールにこだわり、ファッション性と
優れた機能性を併せ持つ世界有数のアウターブランドとして支持されています。ダウンを
はじめ、レザージャケットやウールコート等アイテムバリエーションの豊富さも魅力です。
【展開期間】 2021年10月27日(水)～2022年3月1日（火）

■期間限定のポップアップショップ
＜ファッション＞
▼CANADA GOOSE（カナダグース）［3F］
1957年に、カナダ・トロントで設立されたパフォーマンスラグジュアリーブランド。パーカや
レインウェアといったアパレルアイテムからアクセサリーまで、極寒地でも耐え得る高い機能
性とデザインを提供し続けています。
【展開期間】 2021年11月10日（水）～2022年2月20日（日）
▼Priv. Spoons Club（プライベート・スプーンズ・クラブ）［4F］
プライベート・スプーンズ・クラブは、パジャマを中心に、おうち時間を充実させる上質なアイ
テムを揃えるブランド。代表作は、19匁シルクを100％使用したしっかりとした厚みと素材の
軽さが際立つシルクパジャマです。
【展開期間】 2021年12月10日（金）～2022年1月11日（火）
7

＜グルメ＞
▼CheesePige（チーズピゲ）［B2F］
静岡県発！チーズ好き女子３人から始まったお店、チーズピゲ。厚さ１.５センチのクリーム
チーズをクッキーでサンドしたオリジナルスイーツ『クッキーチーズサンド』を中心にチーズを
使った焼菓子も販売。プレゼントをコンセプトとし、パッケージも全てオリジナル。GINZA SIX
でしか味わえない限定商品もご用意いたします。
【展開期間】 2021年11月2日(火)～2021年11月28日（日）
▼ＯＩＭＯ（オイモ）［B2F］
焼かずに仕上げる「生スイートポテト」専門店のOIMO。バターの香り豊かなパイ生地に、
滑らかな食感のさつまいもペーストを重ねたスイートポテトは、東京・三軒茶屋のキッチンで
一つひとつ手作りで作っています。豊富なフレーバーとカラフルな見た目、ワンハンドで
召し上がれる手軽さがお手土産としても人気です。他に、さつまいもを使用したタルトや
シュークリームなどのスイーツも展開いたします。
【展開期間】 2021年11月30日（火）～2021年12月26日（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。
※店内の状況などにより、予告なく入店規制を行う場合がございます。
□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
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※価格は全て税込です。店舗により別途サービス料が発生いたします。
※予約期間・販売期間・販売数量等は店舗により異なります。詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2021年11月11日の情報です。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、内容が予告なく変更・中止になる場合がございます。

2021年11月11日時点
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIXバレンタイン・ホワイトデーグルメ・商品リスト

人気フレーバー｢ピスタチオ｣スイーツ

Bicerin（B2F）

T’s GALLERY（B2F）

Viennoiserie JEAN FRANCOIS（B2F）

商品名：バーチ・ディ・ダーマ（ピスタチオ）
価格：1,350円

商品名：NAGASHIKAKU PISTACHIO
価格：2,376円

商品名：カヌレ ギフトボックス
価格：1,512円

イタリア語で＜貴婦人のキス＞と呼ばれる北イタリアの郷
土菓子で、マカロンの原型になったといわれています。G20
大阪・G7伊勢志摩の両サミットで日本政府が各国首脳の
おもてなしに提供した「バーチ・ディ・ダーマ」。濃厚なピスタ
チオペーストを贅沢に練りこみ焼き上げた人気のピスタチ
オフレーバーをお楽しみください。
販売期間：1月19日～3月14日まで（予定）

NAGASIHKAKUは温度変化を楽しめる、大人のためのテ
リーヌブランド。長方形型のチョコレート菓子で、冷凍しても
硬くなりすぎず、程よい硬さをお楽しみいただけます。凍ら
せて、冷やして、溶かして、温度変化とともに変わる食感を
味わえる特別なテリーヌです。
販売数量：1日10個限定（予定）

外はカリッ、中はしっとり食感のラム酒の香るカヌレにバレ
ンタイン限定で「チョコレート」 「紅茶」 「ピスタチオ」 「フラン
ボワーズ」 の4種のフレーバーを纏わせました。
販売期間：2月1日～2月14日まで

ビストロ オザミ（6F）

EATALY（6F）

商品名：フォンダンショコラ・ピスターシュ
価格：イートイン 880円／テイクアウト 800円

商品名：ピスタチオ ジェラート
価格：シングル 550円／ダブル 610円

厳選したフランス産チョコレートを使用。温かいフォンダン
ショコラをサクッと割ると、香ばしく、濃厚なピスタチオのガ
ナッシュがとろ～り。チョコレートと相まって、至福の味わい
が楽しめます。
販売期間：2月上旬頃～3月中旬頃まで

香り高いシチリア州ブロンテ産のピスタチオを加えた贅沢
なジェラート。上品で濃厚な味わいをお楽しみください。

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

パートナーや友人と訪れたい｢アフタヌーンティー＆ディナー｣

食べるバラの専門店・玖島ローズ（B2F）

THE GRAND GINZA（13F）

THE GRAND GINZA（13F）

メニュー名：ローズアフタヌーンティー
価格：1,980円

メニュー名：ルビーチョコレートと苺づくしの
アフタヌーンティーセット
Valentine＆white Dayバージョン
価格：6,292円

メニュー名：バレンタイン特別コース
価格：10,000円

銀座でバラのティータイム。ジャム、スコーン、バター、カッ
プケーキなどのスイーツにもすべてに本物のバラを使用し
ています。ローズスパークリング（ノンアルコール）＆バラ茶
とともにお楽しみください。
提供期間：5月31日まで
提供数量：1日16食限定
※要予約

熊本あか牛しゃぶしゃぶ 甲梅（13F）

NO
IMAGE

第四のチョコレートとして人気の「ルビーチョコレート」と例
年人気の苺づくしのアフタヌーンティーをご用意しました。
バレンタイン・ホワイトデー期間限定で、シャンパンにパ
ティシエ特製の甘く、口に含むと食感が楽しいお菓子を浮
かべた特別なシャンパンをプレゼント。ノンアルコールもご
用意しています。
提供期間：バレンタイン 2月10日～2月20日まで
ホワイトデー 3月10日～3月20日まで

ハートのラベルの素敵な味わいのグラス赤ワインと青森県
産鴨料理のメイン、日本全国から取り寄せた旬の食材で
構成された、季節限定の特別メニューをご用意しました。
提供期間：2月10日～2月20日まで
GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

メニュー名：バレンタイン・ホワイトデーセット
価格：1,200円（コースの中の期間限定セット）
コースにプラスして楽しめる、グラスワインとデザートの期
間限定セットです。グラスワインは、赤、白、スパークリング
の3種類。デザートは、苺あまおうの特大サイズと自社製
苺アイスに豆腐ショコラをトッピングした「バレンタインセッ
ト」、苺のムースと豆乳アイスの「ホワイトデーセット」をご用
意しました。
提供期間：バレンタインデーセット 2月11日～2月14日まで
ホワイトデーセット 3月12日～3月14日まで
提供数量：1日10食限定
GINZA SIX限定
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※価格は全て税込です。店舗により別途サービス料が発生いたします。
※予約期間・販売期間・販売数量等は店舗により異なります。詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2021年11月11日の情報です。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、内容が予告なく変更・中止になる場合がございます。

2021年11月11日時点
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIXバレンタイン・ホワイトデーグルメ・商品リスト

お酒が好きな方に｢お酒×チョコレート｣
■テイクアウトグルメ・商品
ワインショップ・エノテカ（B2F）

Jule’s Whisky Collection（B2F）

マーロウ（B2F）

商品名：BRUT COLLECTION 242／LOUIS ROEDERER
価格：4,400円（375ml デミサイズ）

商品名：ザ・マッカラン イチローズモルト2本セット
価格：12,000円

商品名：アイリッシュウィスキー生チョコレート
価格：1,869円

世界で最も称賛されるシャンパーニュブランド2021ドリンク
ス・インターナショナルにて、2年連続で第1位に選出された
ルイ・ロデレール社のスタンダード・キュヴェ。ブレンドに
よって異なるヴィンテージやテロワールを表現するというコ
ンセプトのもと、ルイ・ロデレールの真骨頂であるエレガン
トで力強いスタイルを軸に、リザーヴワインによる熟成感、
そしてヴィンテージの個性が引き出された味わいが見事に
融和されたシャンパーニュです。

スコッチウイスキーの代表格と言えるザ・マッカラン12年は、
ビターやフルーティーなチョコレートと好相性。クセのないブ
レンドウイスキーのイチローズモルトホワイトラベルは、ミ
ルクチョコとよく合います。バレンタインにおすすめのチョコ
レートとのペアリングが楽しめるお酒のセットです。
販売期間：1月1日～2月14日まで
販売数量：1日10セット限定

ウイスキーの風味、コクが強く感じられる大人の生チョコ
レート。アイリッシュウィスキー最古の蒸留所といわれる
ブッシュミルズ蒸留所のウイスキーとウイスキーリキュール
のベイリーズを合わせて仕上げました。
販売期間：1月12日～2月15日まで（予定）
※無くなり次第終了

ISHIYA G（B2F）

FRANCK MULLER GENEVE（2F）

中川政七商店（4F）

商品名：サク（ラング・ド・シャ）（ウイスキー）
価格：1,566円

商品名：大吟醸ショコラ 2個入り
価格：5,076円

商品名：奈良酒蔵造米麴あま酒 小
価格：810円

国際的な酒類コンペティションSFWSC最優秀金賞受賞の
北海道・厚岸カムイウイスキー「サロルンカムイ」を配合し
たミルクチョコレートを、プレーンなラング・ド・シャでサンドし
ました。チョコレートのコクの中にウイスキーの風味を感じ
る、ちょっぴり大人な味わいの一品です。
販売期間：12月（予定）～

FRANCK MULLER PÂTISSERIEオリジナルのお猪口に、
口溶け滑らかな生チョコレートが入った「大吟醸ショコラ」が
登場。バランスに優れたベルギー産クーベルチュールの深
いコクに「FRANCK MULLER純米大吟醸」の豊かな香りが
合わさった、大人のための贅沢なスイーツです。
販売期間：10月8日～
販売数量：未定
※少量入荷のため、お受取り希望日の4日前まで
お電話にて事前予約を承ります。

清酒発祥の地、奈良県で室町時代から続く老舗酒造メー
カーが造ったあま酒です。日本酒を造る時に用いる技術で、
米を精米歩合70%以下まで研磨。この米と、米麹のみで
作ったあま酒は、純白色で雑味がなく、薫り高いのが特徴。
甘すぎず、ヨーグルトのようにさっぱりした味わいで、毎日
飲み続けても飽きないおいしさ。レモンや生姜のしぼり汁
を合わせるのもおすすめです。冬は温めて、夏は冷やして
お召し上がりください。糖類無添加、アルコール0％。
販売期間：11月末～ ※無くなり次第終了
販売数量：期間中300個限定

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

※写真はイメージです
（2021年限定絵柄）

EATALY（6F）
商品名：チェーチ ランブルスコバーチョ
価格：3,700円
イタリア語でキスという意味のバーチョという名前が付いた
ランブルスコ。カンティーナチェーチは、プロシュート、チーズ
のパルメジャーノなどで有名な美食の地パルマの北約10km
に位置し、1938年よりランブルスコを造り続けてきています。
赤の微発泡ワインであるランブルスコは、軽やかな口当た
りとフルーティーな味わいが特徴です。
販売期間：1月13日～3月14日まで（予定）

■ライフスタイル雑貨

中川政七商店（4F）

中川政七商店（4F）

商品名：ワイングラスに学んだ日本酒器セットエッグシェル
価格：13,200円

商品名：冷酒のための純銅ペアカップ
価格：6,600円

ワイングラスの形状をお手本に、日本酒の芳醇な香りを味
わい尽くすための酒器を、光を通すほど薄い有田焼エッグ
シェルでつくりました。その薄さが珍重され、江戸時代に平
戸藩から欧州へ輸出されていたエッグシェルは、御用窯の
秘伝の技術ゆえに技術が継承されずに衰退しましたが、
佐賀県有田のやま平窯が技術を再確立。日本酒を注ぐと
ボウル部分の丸みが香りを逃さず、口径が広く縁が薄いた
め口に運んだ瞬間に舌全体に旨味が広がります。吟醸酒
や純米酒を、冷か常温でお楽しみください。ギフトに最適な
桐箱入り。

日本の風土とともにある日本酒を、最後の一口までおいし
く飲める純銅製の冷酒カップをつくりました。熱伝導率の高
い銅を用いることで、0℃ならみぞれ酒、5℃なら雪冷え、
10℃なら花冷え、15℃なら涼冷えと、温度によって美しい
名がつく冷酒を、そのままの温度で味わえます。カップ自
体が冷えるため飲み物の温度を保持しやすく、おいしい状
態が長く楽しめます。
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※価格は全て税込です。店舗により別途サービス料が発生いたします。
※予約期間・販売期間・販売数量等は店舗により異なります。詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2021年11月11日の情報です。
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手軽で映える｢サンドスイーツ｣

ビオセボン（B2F）

TOKYO MACAPRESSO（B2F）

TOKYO MACAPRESSO（B2F）

商品名：チーズバターサンド
（オーガニックチョコアーモンド）
価格：430円

商品名：ジョゲロン（苺＆クリームチーズ／チョコバナナ）
価格：苺＆クリームチーズ 820円
チョコバナナ 780円

商品名：トゥンカロンセット（8個入り／12個入り）
価格：8個入り 2,850円／12個入り 4,350円

有機小麦で焼き上げたさっくりチョコサブレにクリームチー
ズバターをサンドしました、オーガニックチョコチップとオー
ガニックアーモンドが食感のアクセントに。
販売数量：1日2～3個限定（予定）

さっぱりとしたいちごと濃厚なチーズクリームが魅力の「苺＆
クリームチーズ」、大人の甘さのチョコとなめらかたなバナナ
の風味漂う「チョコバナナ」。普通のマカロンよりボリューミー
で、たっぷりのクリームで味も見た目も豪華マカロンです。
※苺&クリームチーズは、木・金曜のみの販売となります
詳しくは店舗までお問合せください

※写真はチョコバナナです

「ソルティーキャラメル」「デジバー」「チェダーチーズ」など、
店頭で販売している商品の中からお好きなフレーバーをお
選びいただけるお得なセットです。
※季節により販売メニューが異なります
※トゥンカロン1個380円で販売しており、8個入りセット・
12個セットから割引が適応となります

HONMIDO（B2F）

FRANCK MULLER GENEVE（2F）

EATALY（6F）

商品名：本実堂サンド ストロベリー ４個入
価格：980円

商品：マカロン プランタン -SAKURA価格：4,320円

商品名：ドモーリ社チョコレートのマリトッツォ
価格：480円

淡く優しい食感の淡雪に、うすく焼き上げたラング・ド・シャ
を重ねた「本実堂サンド」。季節限定の甘酸っぱいストロベ
リー味は今だけのお味。サクッとしたラング・ド・シャとお口
の中でシュワッととろける淡雪の食感をお楽しみいただけ
ます。
販売期間：1月下旬～3月頃まで
※無くなり次第終了

見目麗しいピンクとホワイトの組み合わせが並ぶマカロン
から、2種類の“SAKURA”を感じていただけるホワイトデー
限定商品です。ピンクのマカロンには、桜風味のホワイト
チョコクリームと塩漬けした桜花をはさみました。ホワイト
のマカロンには桜葉のパウダーを丁寧に練り込んだビス
キュイに桜ジャムと塩漬けした桜葉をはさみ、表面にはドラ
イ加工した桜をアクセントに添えました。
販売期間3月1日～4月中旬まで（予定）
販売数量：未定
※少量入荷のため、お受取り希望日の4日前まで
お電話にて事前予約を承ります。

カカオの栽培から焙煎、生産までこだわったドモーリ社の
チョコレートを使ったクリームをたっぷり挟んだマリトッツォ。
ビターチョコレートの芳醇で洗練された味わいをご堪能くだ
さい。
販売期間：1月13日～3月14日まで（予定）
GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

店舗イチオシのバレンタイン・ホワイトデーグルメ

くろぎ茶々（B2F）

ビオセボン（B2F）

ビオセボン（B2F）

商品名：宇治茶ボンボンアソート
価格：3,888円

商品名：ヴァンヴリット ハンマー付き
オーガニックチョコレートタブレット
（ダーク・ミルク・ストロベリー）
価格：各1,944 円

商品名：チョコレートボン
価格：1,296円

「濃茶トリュフ」「抹茶みつ」のアソートです。「濃茶トリュフ」
は、鮮やかな緑の濃い石臼挽き抹茶をまぶして仕上げ、ホ
ワイトチョコレートのまろやかな甘みと宇治抹茶の程良い
苦みが効いた本格的なトリュフ。「抹茶みつ」は、石臼で挽
いた宇治抹茶のチョコレートで抹茶みつを包み、中からと
ろけ出す抹茶みつのほろ苦い風味が楽しめるこだわりの
チョコレートです。各4個入り。
販売期間：1月中旬～2月下旬まで
販売数量：期間中30個限定

木製のハンマーで楽しく割ってみんなで盛り上がれる、バ
レンタイン限定のチョコレートです。ドライフルーツやナッツ
が美しく散りばめられています。高級感のあるボックスは、
ギフトにもおすすめ。スイスよりフェアトレードのオーガニッ
ククーベルチュールを直輸入し、乳化剤をはじめ、白砂糖、
香料、保存料不使用なのも魅力的な商品です。
販売期間：1月11日～
販売数量：未定

熱々のホットミルクを注ぐとオーガニックチョコレートの殻が
割れ、中からマシュマロが飛び出すします。おいしいホット
チョコレートをお楽しみください。ビオセボン限定販売。
販売期間：1月11日～
販売数量：未定

食べるバラの専門店・玖島ローズ（B2F）

食べるバラの専門店・玖島ローズ（B2F）

SunnyHills ginza（B2F）

商品名：プティフールセック ローズ缶
価格：3,240円

商品名：パヴェドローズ 5個入り
価格：1,026円

商品名：いちごりんごケーキ
価格：2,400円

女の人はバラが大好き！ホワイトデーの贈り物は食べる
バラ。ふんわりと 本物のバラが香る手作りスイーツを可
愛らしいローズ缶に詰め合わせました。バラを味わうひと
時の贈り物として。

女の人はバラが大好き！ホワイトデーの贈り物は食べる
バラ。香り高いダマスクローズを粗めに粉砕して練りこみま
した。お口の中で本物のバラの花びらが味わえます。バラ
香る優雅なスイーツタイムをお楽しみください。
販売期間：12月1日～3月31日まで

昨年好評だった「いちごりんごケーキ」が期間限定で新発
売。青森県産の紅玉りんごを使ったりんごケーキに、フラン
スの老舗ショコラブランド「ヴァローナ」のストロベリーチョコ
レートをたっぷりとかけた春らしいケーキです。ピンク色の
華やかな装いはギフトにもぴったり。
販売期間：2月1日～5月上旬まで（予定）
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※価格は全て税込です。店舗により別途サービス料が発生いたします。
※予約期間・販売期間・販売数量等は店舗により異なります。詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2021年11月11日の情報です。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、内容が予告なく変更・中止になる場合がございます。

2021年11月11日時点
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIXバレンタイン・ホワイトデーグルメ・商品リスト

店舗イチオシのバレンタイン・ホワイトデーグルメ

キャンディアートミュージアム by PAPABUBBLE（B2F）

キャンディアートミュージアム by PAPABUBBLE（B2F）

TOKYO MACAPRESSO（B2F）

商品名:くちびるキャンディ
価格：540円

商品名：バブルチョコギフト
価格：3,850円

商品名：ストロベリーマカチーノ
価格：840円

くちびるロリポップがプチギフトにぴったりなミニサイズで新
発売。蓋を開けた瞬間、どきっとするかわいさだけでなく、
しっかり美味しく召し上がれるキャンディに仕上げました。
「いちご（赤）」「ピーチ（ピンク）」「オレンジ（オレンジ）」のフ
レーバーをお楽しみください。
販売期間：1月中旬～2月14日まで
販売数量：未定

濃厚なチョコレートにフルーティなグミを入れた、GINZASIX
店限定商品。ソープをモチーフにした、カラフルでポップな
チョコレートを和テイストの桐箱に詰めました。

苺牛乳を連想させる苺飲料とふわふわとしたマシュマロ、
苺のマカロンで作られた三位一体の乙女心を掴むフラペ
チーノです。

L'ABEILLE（B2F）

AND THE FRIET（B2F）

マーロウ（B2F）

商品名：はちみつボンボンショコラ
価格：6個入り 2,700円／8個入り 3,240円

商品名：SPECIAL GIFT BOX
価格：1,600円

商品名：チョコラータブリュレプリン
価格：810円

チョコレートを美味しくするため、厳選したはちみつで作っ
たボンボンショコラ。はちみつの香りと味わいがもたらす、
豊かなバリエーションをお楽しみください。
販売期間：1月12日～2月14日まで
販売数量：未定 ※無くなり次第終了

北海道の契約農家が作ったカラフルな芋のドライフリットと、
ヨーロッパの芋のドライフリット。口どけの良いチョコレート
を厳選した、冬限定の商品です。チョココーティングの上品
な甘辛ミックスをお楽しみください。
販売期間：11月25日～2月14日まで（予定）
※無くなり次第終了

スイス・フェルクリン社の高品質を追求したココアパウダー
をふんだんに使用した、濃厚でビターなチョコブリュレプリ
ン。飾りにはベルギー産ベルコラーデ社のマーロウチョコを
乗せ、有機栽培のカカオニブを散らして仕上げました。栄
養価の高いカカオニブの独特の苦みと食感が味わえます。
販売期間：1月12日～3月15日まで（予定）
※美濃焼き（容器）の絵柄はランダムです
※無くなり次第終了

マーロウ（B2F）

マーロウ（B2F）

パティスリー パブロフ（B2F）

商品名：ベルギーチョコレートプリン
価格：1,134円

商品名：チョコレートケーキ
価格：1,620円

商品名：スティックパウンド 12個入
価格：1,500円

ベルギー産ベルコラーデ社のチョコレートをプリンにたっぷ
りと混ぜ込んでお作りした濃厚で重厚感のあるプリンです。
中にはアーモンドプードル100%のフィナンシェを入れ、チョ
コレートケーキのようなプリンに仕上げました。チョコ好きの
方におすすめの一品です。
販売期間：1月12日～2月15日まで（予定）
※無くなり次第終了

アーモンドプードル100％の重厚感をしっかり感じられる
チョコレートケーキ。香り、風味の良いベルギー産チョコ
レートを使用しており、チョコレートの密度が濃く、濃厚な味
わいが楽しめます。
販売期間：1月12日～3月15日まで（予定）
※無くなり次第終了

バレンタイン限定のスティックパウンドが今年も登場。ミル
クとビターチョコレートを使用した、濃厚で口の中でとろける
極上パウンドケーキです。
販売期間：2月1日～2月14日まで
※無くなり次第終了（ご予約優先）

パティスリー パブロフ（B2F）

パティスリー パブロフ（B2F）

Ben's Cookies（B2F）

商品名：クールショコラ
価格：2,800円

商品名：バレンタインアソート
価格：4個入 800円／7個入 1,800円

商品名：Small Gift tin
価格：1,500円

バレンタイン限定のハート型ホールケーキです。チョコレー
トクリームをチョコレート生地でサンドし、ハート型のチョコ
レートやマカロンを添えて、華やかに仕上げました。
販売期間：2月1日～2月14日まで
※無くなり次第終了（ご予約優先）

パブロフ一番人気のオリジナルアソートがバレンタイン限
定バージョンに。ビターとミルク2種類のフレーバーを一口
サイズでお楽しみいただけます。
販売期間：1月15日～2月14日まで

通常サイズの大きなクッキーが４枚入ったバレンタイン、ホ
ワイトデーギフトにぴったりな真っ赤なギフト缶。クッキーは
「ダークチョコレート」「ホワイトチョコレート」などお好きなも
のをお選びいただけます。

綾farm（B2F）

アルノー・ラエール パリ（B2F）

アルノー・ラエール パリ（B2F）

商品名：綾プラチナムショコラ
価格：3,500円

商品名：コフレ・オ・トレゾール
価格：9,180円

商品名：モン・プチ・プレジール 8個
価格：3,213円

綾farmのドライフルーツの中から厳選された5種類のフ
ルーツ(洋梨､キウイ、レモン､いちご､マンゴー)をビターチョ
コレートでディップし、上品に仕上げました。ドライフルーツ
の酸味、甘味とビターチョコレートのほろ苦さのハーモニー
は贅沢なひとときを演出します。
販売期間：2月1日～3月14日まで
※マンゴー欠品後は、白桃に変更となります。

アルノー・ラエール パリの新作コフレ「コフレ・オ・トレゾー
ル」。日本限定の新作フレーバーと、オリジナルのボンボン
ショコラ25個入りのアソート。＜宝箱＞と名付けたゴージャ
スなコフレは、アルノー・ラエール パリの珠玉のボンボン
ショコラを存分にお楽しみいただけます。ご自身へのご褒
美にも、大切な方への贈り物にもおすすめです。
販売期間：1月29日～2月14日まで
販売数量：期間中60個限定

アルノー・ラエール パリのバレンタイン限定のコフレ「モン・
プチ・プレジール」。日本限定の新作フレーバーとオリジナ
ルのボンボンショコラ8個入りのアソート。＜私の小さな喜
び＞と名づけられた可愛らしいコフレです。ご自身へのご
褒美や大切な方への贈り物にもおすすめです。
販売期間：1月29日～2月14日まで
販売数量：期間中350個限定

GINZA SIX限定
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※価格は全て税込です。店舗により別途サービス料が発生いたします。
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店舗イチオシのバレンタイン・ホワイトデーグルメ
FRANCK MULLER GENEVE（2F）

EATALY（6F）

EATALY（6F）

商品名：フロランタン ノワール
価格：3,888円

商品名：ドモーリ・チョコレートのチョコラータ・カルダ
価格：620円

商品名：DOMORI タブレットチョコレート各種
価格:1,050円～

花の女神フローラの世界観を感じさせる、極限まで薄く際
立たせた花びらのようなアーモンドを折り重ねて仕上げた
「フロランタン ノワール」は、香りとともに濃厚な味が楽しめ
るバレンタイン限定商品です。年に一度の愛を伝える日に
花の女神の加護と、“折り重なる花びらとともに二人の愛
が寄り添うように”と願いが込められています。
販売期間：2月1日～2月28日まで
販売数量：未定
※少量入荷のため、お受取り希望日の4日前までお
電話にて事前予約を承ります。

カカオの栽培から焙煎、生産までこだわったドモーリ社の
チョコレートを使った贅沢なホット・チョコレート。華やかなカ
カオの香りと、フルーティーで深い味わいは、ご褒美にふさ
わしい1杯です。ドモーリ社のチョコレートはEATALYの直輸
入です。
販売期間：1月13日～3月14日まで（予定）

ドモーリはカカオの栽培から発酵、焙煎、製造まですべて
を自ら行い、高品質のファインカカオのみを使用したブラン
ド。世界でも希少なクリオロ種のカカオを100%使ったハイカ
カオチョコレートは、ドモーリを象徴する最高傑作。
イータリーでは、クリオロ種のチョコレート、トリニタリオ種の
チョコレートを販売しております。

GINZA SIX限定

EATALY（6F）
商品名：アンティカトロネリア トリュフチョコレート各種
価格:1,800円～
1885年以来、ピエモンテのヘーゼルナッツからインスピレー
ションを得て、ヘーゼルナッツを使ったお菓子作り現在まで
5世代に渡り、作り続けているアンティカトロネリア社。昔な
がらの職業への情熱、産地や地元の果実へ愛情を持って
生産を続けています。イータリーでは、ピエモンテ産のヘー
ゼルナッツをたっぷり使ったトリュフチョコレートを販売して
います。ナッツの香ばしい風味とくちどけの良いチョコレート
がお楽しみいただけます。
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※価格は全て税込です。店舗により別途サービス料が発生いたします。
※予約期間・販売期間・販売数量等は店舗により異なります。詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2021年11月11日の情報です。
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GINZA SIXバレンタイン・ホワイトデーグルメ・商品リスト

GINZA SIX厳選「ホワイトデーギフト」

■昨年のNo1！人気急上昇中のジェンダーレスな香りのギフト
diptyque（B1F）

ロクシタン アトリエ・ド・プロヴァンス（B1F）

ロクシタン アトリエ・ド・プロヴァンス（B1F）

商品名：オードパルファン オルフェオン
価格：23,100円

商品名：エルバヴェール オードパルファム
価格：11,000円

商品名：エルバヴェール ハンドクリーム
価格：1,540円

ウッディで、ミドルノートのあたたかみのあるトンカビーンズ、
シダーの深み、そしてジュニパーベリーの生き生きとした
香りが特徴。ジェンダーレスで男女問わず選ばれる香り。
内容量：75ml

ホーリーグラスと個性的なハーブたちのほんのり甘くて清
らかな香り。グリーンの香りが気分をリフレッシュ。
内容量：50ml

ホーリーグラスと個性的なハーブたちのほんのり甘くて清
らかな香り。グリーンの香りが気分をリフレッシュ。
内容量：30ml

LE LABO（1F）

Jo Malone London（2F）

商品名：SANTAL 33 eau de parfum
価格：50ml 23,650円／100ml 34,650円

商品名：イングリッシュ ペアー & フリージア コロン
価格：18,150円

世代と性別を超えて愛されるアイコン的パフューム。インス
ピレーションソースは、一人のカウボーイが広大な空の下、
馬に寄りかかり優雅にタバコをふかしている光景。そんな
“マールボロ”の古いポスターの光景にある、古き良きアメ
リカのファンタジーからインスパイアされた魅惑的な香りで
構成されています。
※フレグランスのラベルにお名前やメッセージを入れて
パーソナライズすることができます。

秋のエッセンスを凝縮したかのよう。英国の果樹園で収穫
した熟したての洋梨の官能的なみずみずしさを白いフリー
ジアのブーケで優しく包み、アンバー、パチョリ、ウッドで豊
潤に仕上げています。
内容量：100ml

La Boutique Guerlain（B1F）

Gluxury（B1F）

Gluxury（B1F）

商品名：レ マティエール コンフィダンシエル オーデ リ
価格：21,450円

商品名：RATHBORNES 1488 リードディフューザー
ダブリンダウン
価格：7,150円

商品名：RATHBORNES 1488 ボタニカル ビー コレクション
ジャスミン＆プチグレン
価格：7,700円

アイルランドの夜明けをイメージした、爽やかなフレグラン
ス。朝のそよ風が運んでくるような、華やかなローズとダバ
ナに新鮮なラズベリーが調和した優しい香り。ベースのス
ギやムスクが甘さを和らげます。
内容量： 200ml

天然の蜜蝋、菜種蝋、ココナッツ蝋に、ミツバチが好む花
やハーブの繊細な香りを加えて、一つ一つ丁寧に手作業
で蝋を注いで作られたアロマキャンドル。プチグレンの香り
には、心を落ち着かせ穏やかにし、明るく前向きな気持ち
に導く効果があるといわれています。
燃焼時間は約50時間。
内容量：210g

Gluxury（B1F）

ロクシタン アトリエ・ド・プロヴァンス（B1F）

Jo Malone London（2F）

商品名：RATHBORNES 1488 クラシックキャンドル
ダブリンダスク
価格：5,500円

商品名：プロヴァンスアロマ ピローミスト（リラクシング）
価格：3,960円

商品名：イングリッシュ ペアー＆フリージア
ホーム キャンドル
価格：9,350円

■二人の癒しの時間を演出するギフト

“ベッドの水”を意味するフレグランス。シルクのベッドシー
ツのように、チュニジアンネロリのフレッシュな香りが肌を
ベールで包み込み、カラブリア産ベルガモット、コリアン
ダーとスターアニスのグリーンノートのさわやかな香りが続
きます。最後には、シダーウッドとホワイトムスクのベース
が果てしない心地よさで包み込みます。枕カバーやシーツ
に吹きかければベッドルームが癒しの空間に。
内容量：100ml

アイルランドの夕暮れをイメージした、大人のフレグランス。
青い海を感じる爽やかなトップに深い森の中にいるような
スパーシーな香りがアクセント。ほんのり甘いムスクとアン
バーが調和し落ち着きを与えてくれます。
燃焼時間は約40時間。
内容量：190g

おやすみ前の枕に吹きかけるミスト。シュッと、ハーブの息
吹。ラベンダーの香りで、心地良い上質な眠りを。
内容量：100ml

英国の果樹園で収穫した熟したての洋梨の官能的なみず
みずしさを白いフリージアのブーケで優しく包み、アンバー、
パチョリ、ウッドで豊潤に仕上げた、秋のエッセンスを凝縮
したかのような華やかでラグジュアリーな香り。ボックスに
セットして、リボンを結んだエレガントなラッピングでお届け
します。燃焼時間は約45時間。
内容量：200g

6

※価格は全て税込です。店舗により別途サービス料が発生いたします。
※予約期間・販売期間・販売数量等は店舗により異なります。詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2021年11月11日の情報です。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、内容が予告なく変更・中止になる場合がございます。

2021年11月11日時点
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIXバレンタイン・ホワイトデーグルメ・商品リスト

GINZA SIX厳選「ホワイトデーギフト」
■女性に贈ってセンスがいいね！と褒められるギフト＜フレグランス＞
YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ（B1F）

YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ（B1F）

La Maison VALMONT（B1F）

商品名：リブレ オーデパルファム
価格：30ml 9,900円／50ml 14,300円

商品名：モン パリ オーデパルファム
価格：30ml 9,350円／50ml 13,750円

商品名：コレクション プリヴァータ ジャジー ツイスト
（オード パルファン）
価格：33,000円

自由を身に纏う、セクシーでクールなフローラルラベン
ダー。マスキュリンなラベンダーのストラクチャーとフェミニ
ンなオレンジブロッサムの甘く燃えるようなノート。2つの衝
突によって生み出される自由でアイコニックな香り。

燃え上がる恋の移り変わりを3段階で表現したオーデパル
ファム。トップでは、甘酸っぱいフルーティな香りが「恋の始
まりを告げる出会いの高揚感」を、ミドルでは、夜だけに花
開く魅惑的なダチュラの花の香りが「燃え上がる恋に溺れ
る感覚」を。そしてラストでは、官能的ながら落ち着いた香
りが、「離れられない、虜になる感覚」を表現しています。

La Maison VALMONT（B1F）

La Maison VALMONT（B1F）

La Boutique Guerlain（B1F）

商品名：パラッツォ ノービレ ブルーミング バレエ
（オード トワレ）
価格：19,800円

商品名：パラッツォ ノービレ ブライト ポピー
（オード トワレ）
価格：19,800円

商品名：レ マティエール コンフィダンシエル オーデ カシミア
価格：21,450円

優美なフローラルアロマの中に女性らしさを解き明かしま
す。ベースにバラのつぼみ、鮮やかに輝くフリージア、そし
て甘いホワイトムスクを組み合わせた、みずみずしい花た
ちの美しい香りです。力強く、斬新かつ印象的なこのフレグ
ランスに、クラシックで気軽に身に付けられるフローラルの
香りをより繊細で魅力的に仕上げました。
内容量：100ml

自然な印象を与えるこのオードトワレは、予期せぬ驚きと
明るい笑顔といった魅力のすべてを表現する香りです。
シャープなベルガモットの香りは、時代を超えて愛される
ジャスミンの爽やかさを取り入れ、ドライでウッディなシダー
ノートと絶妙なバランスを醸し出します。
内容量：100ml

“カシミアの水”を意味するフレグランス。カシミアのように柔
らかく、軽やか。アイリスとラベンダーに加え、ウッディノート
やムスキーノートが織りなす香りは肌をそっと包み込み、温
めてくれます。肌に纏うのはもちろん、お気に入りの洋服や
ストールに纏えば、カシミアのような暖かみのある、柔らかく
心地よい香りがソフトな印象を演出します。
内容量：100ml

YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ（B1F）

YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ（B1F）

diptyque（B1F）

商品名：モン パリ ヘアミスト
価格：6,600円

商品名：リブレ ヘアミスト
価格：7,150円

商品名：ヘアフレグランス ド ソン
価格：6,930円

ストロベリー、ラズベリー、そしてペアーがもたらす爽快感
のある甘さとジューシーな刺激が一瞬で心をとらえ、その
後、魅惑的なダチュラの香りとホワイトピオニー、オレンジ
フラワーのフローラルノートが重なり合います。最後に澄ん
だホワイトムスクの香りが驚くほどピュアでクリアなパチョリ
の香りにハイライトされます。髪にしなやかさとツヤを与え、
ソフトな仕上がりに。
内容量：30ml

マスキュリンなラベンダーと、官能的でフェミニンなオレンジ
ブロッサムのモダンなコントラスト。ジェンダーレスな魅力を
惹き出す、フローラルラベンダー。セクシュアルでクールな
ピブレの香りが、揺れ動くたび、軽やかに香り立ち、YSLウ
リカ コミュニティ ガーデン産ザクロエキス配合で、柔らかく、
シルクのような美しい髪に導きます。
内容量：30ml

テュベルーズ、 オレンジブロッサム、 ジャスミンを原材料
にしたフローラル系の香りの中に、スパイシーさも加わり、
透明感のある美髪へとリフレッシュ。軽やかで繊細なヘア
ミストがふわっと広げるフレグランスのヴェールが髪を包み
込ます。上質な椿オイルを豊かに配合し、健やかでコシの
ある美髪へと導くヘアミスト。
内容量：30ml

ロクシタン アトリエ・ド・プロヴァンス（B1F）

Jo Malone London（2F）

ALEXANDRE DE PARIS（3F）

商品名：ファイブハーブス リペアリングヘアミルクセラム
価格：4,290円

商品名：ワイルド ブルーベル ヘア ミスト
価格：6,600円

商品名：6センチバレッタ／クリップ
価格：バレッタ 19,800円／クリップ 36,300円

ハーブ生まれの軽やかなミルキーテクスチャーの洗い流さ
ないヘアトリートメント。熱や日差しによるダメージから守り
ながら、1日中するんとまとまる髪に。
内容量：100ml

ワイルドブルーベルのみずみずしい香りがほのかに香る
ヘアミストです。アルガンオイルやビタミンB5などの髪をし
なやかにするエモリエント成分を含み、健康的な艶が生ま
れ上品に香ります。軽やかな付け心地が特徴です。単独
でまとうだけでなく、他の香りと重ねて独自の組み合わせ
を楽しむこともできます。
内容量：30ml

ブランドを象徴するAマークがビッグロゴに！通常は、どの
アイテムにもさりげなく1つだけ付いているロゴが複数並ぶ、
レアデザインのバレッタ。スワロフスキーパールとロゴは交
互にセットされ、シンプルな中にもアレクサンドル ドゥ パリ
らしい、芯のある遊び心を楽しめるデザインです。
※無くなり次第終了

衝動的で抑えられない喜び。この香りは遊び心に溢れる女
性をリラックスさせるオードです。この非常にフェミニンなオー
ドパルファンは、マグノリアの美しさを思わせるブラックペッ
パーを取り入れることで心地よい喜びを表現します。ベース
に使用したチョコレートチップのフレグランスは、人生そのも
のと親密な時間を過ごす女性の優美さを描き出しています。
内容量：100ml

■女性に贈ってセンスがいいね！と褒められるギフト＜ヘア＞

（写真上）クリップ
（写真下）バレッタ

ALEXANDRE DE PARIS（3F）
商品名：6センチバレッタ
価格：各16,500円
大理石のような厳かで美しいパターンは、シックなカラーリ
ングでスタイルやシーンを問わず使いやすいのが特長で
す。風合いの良いシンプルなニットやコートなどベーシック
なものにも合わせればポイントになるため、冬のコーディネ
イトをさりげなく格上げしてくれるアイテムです。
※無くなり次第終了
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※価格は全て税込です。店舗により別途サービス料が発生いたします。
※予約期間・販売期間・販売数量等は店舗により異なります。詳細は各店舗にお問い合わせください。
※記載情報は2021年11月11日の情報です。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、内容が予告なく変更・中止になる場合がございます。

2021年11月11日時点
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIXバレンタイン・ホワイトデーグルメ・商品リスト

GINZA SIX厳選「ホワイトデーギフト」
■店舗イチオシのホワイトデーギフト
diptyque（B1F）

LE LABO（1F）

LE LABO（1F）

商品名：選べるオードトワレ7.5ml 5本セット
価格：15,400円

商品名：BODY CREAM BASIL
価格：5,500円

商品名：SANTAL 26 コンクリートキャンドル
価格：62,700円

ディプティックのベストセラー、10種類のオードトワレ7.5ml
の中から、お好きな香り5種をお選びいただける選べる
オードトワレ5本セット。ディプティックオリジナルボックス入
り。ギフトとしても最適です。
内容量：7.5ml×5本

バターのように濃厚な感触のボディクリームです。乾燥し
がちな肌にもしっとりみずみずしい潤いをもたらします。香
りはさわやかなバジル。シトラスとグリーンなアロマが引き
立つバーベナを組み合わせることで、バジルの多面的な
魅力が引き出されています。
内容量：250ml

ルラボの職人技術に対する執着心から生まれた作品。
キャンドルはミシシッピにて手作業で注がれており、コンク
リート製の器はメーンにて手作りされています。手作業の
プロセスを経て作られているため、どのキャンドルも自然と
少しずつ違い、外見や色が異なる場合もあります。この
キャンドルは、ソイベースのワックスを使用し、燃焼時間は
最大150時間。屋内・屋外兼用のキャンドルは、美しい工業
用木箱のパッケージ入りです。
内容量：1.2kg
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