＜NEWS LETTER＞
報道関係各位
2021年12月9日
GINZA SIXリテールマネジメント株式会社

＜GINZA SIX NEW YEAR HOLIDAY SEASON & WINTER 2022＞

ＨＡＰＰＹ ＮＥＷ ＥＡＴＳ！新年のおめでたいスペシャルメニュー・グルメや
帰省暮や年末年始のご挨拶にぴったりな銀座土産に、贅沢いちごスイーツなど

ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ お正月＆冬グルメ情報
銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」では、「HAPPY NEW EATS」をテーマに、2022年1月2日（日）～1月10日（月・祝）
までの期間中、豪華食材や縁起物の食材を使用した見た目も華やかなグルメや、干支をモチーフにしたスイーツなど、新年の
おめでたいスペシャルメニュー・グルメを展開します。
また、帰省が叶わず会うことができない大切な方に贈る、コロナ禍で生まれた新たなトレンド「帰省暮」やお歳暮、お年賀に
ぴったりな「銀座土産」、冬のトレンド食材「いちご」を贅沢に使ったスイーツ、新年のお祝いに欠かせない祝い酒など、一流の
作り手が仕立てた上質なグルメ＆スイーツをお届けします。

＜GINZA SIX お正月グルメ＆冬グルメ情報＞

※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。

ＨＡＰＰＹ ＮＥＷ ＥＡＴＳ！新年のおめでたいスペシャルメニュー・グルメ

ニューイヤーアソート
（パティスリー パブロフ）

おめで鯛パフェ
（KUGENUMA SHIMIZU）

ローストビーフのロッシーニ重
（ビストロ オザミ）

特大フカヒレ姿煮と牛タンの
鶏白湯煮込み土鍋ごはん、金箔のせ
（自由が丘蔭山樓）

GINZA SIX バリエ
（パティスリー パブロフ）

本実堂クッキー きな粉
（HONMIDO）

栗福柿・栗きんとんセット
（恵那栗工房 良平堂）

ジョゲロン
（いちご＆クリームチーズ味）
（TOKYO MACAPRESSO）

いちごとバタチーのmochi生どら焼き
（GINZA 芭蕉堂）

いちごミックス
（キャンディアートミュージアム
by PAPABUBBLE）

帰省暮や年末年始のご挨拶にぴったりな銀座土産

GINZA Lingotto
（Bicerin）

贅沢いちごスイーツ

ルビーチョコレートと苺づくしの
”Ruby & Pink”アフタヌーンティーセット
（THE GRAND GINZA）
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ＨＡＰＰＹ ＮＥＷ ＥＡＴＳ！新年のおめでたいスペシャルメニュー・グルメ
鏡餅に見立てたホワイトチョコムースや、鯛を形どったもなかを大胆にトッピングしたパフェなど見た目も楽しいスイーツや、
豪華食材や縁起物の食材を使用した“口福”なグルメなど、新年のおめでたいスペシャルメニュー・グルメを展開します。
GINZA SIX限定商品・メニューを多数ご用意しました。

＜テイクアウト＞

ニューイヤーアソート
（パティスリー パブロフ）
価格：2,200円

おめで鯛パフェ
（KUGENUMA SHIMIZU）
価格：810円

ローストビーフのロッシーニ重
（ビストロ オザミ）[6Ｆ]
価格：15,000円

こしあんの生地に黒豆を乗せた「こしあん黒豆」、

表裏が紅白の鯛を形どったおてづくりもなかを紅

黒毛和牛のしっとりローストビーフとフォアグラ、ト

バニラ風味の生地にホワイトチョコムースを鏡餅に

白色のあまおういちごと湘南“塩”みるくミックスソ

リュフご飯をお重でご用意しました。一の重には、

見立てた「鏡餅ホワイトチョコムース」、抹茶風味

フトクリームに大胆にトッピング。新年おめで鯛パ

オマール海老と帆立のタルタル、鮑のタップナー

の生地に抹茶クリームをモンブラン風に仕上げた

フェで開運祈願いたします。

ド和え（黒オリーブソース和え）、ズワイガニと帆立

「抹茶モンブラン」、柚子のピールを入れた生地

の北海道テリーヌ、豚肉と鶏白レバーのパテ、ほ

に柚子のムース、スライス柚子で飾った「柚子づく

うれん草とベーコンのキッシュ、紅白野菜のマリネ

し」のお正月をイメージした、生パウンドケーキ4種

（ピクルス）、ガトーショコラ。二の重（ローストビー

の詰め合わせです。

フ重）は、黒毛和牛のローストビーフ、鴨フォアグ
ラのコンフィ、下にはトリュフご飯が入っています。

＜イートイン＞

紅白のモンブランパフェとぜんざいのセット
（T’s GALLERY）
価格：3,000円

山の上特製福弁当
（てんぷら山の上 Ginza）[13F]
価格：11,880円 ※税・サービス料込

いちごのコンフィチュールとラム酒のクリームの上

特大フカヒレ姿煮と牛タンの
鶏白湯煮込み土鍋ごはん、金箔のせ
（自由が丘蔭山樓）
価格：4,268円

新年にふさわしい福が詰まった山の上特製福弁

に、求肥とバニラアイスをのせ、いちご風味の白

通常店舗で使用しています姿煮よりも更に大きな

当です。てんぷらは車海老から始まり、くわい、蓮

餡でモンブラン風に仕上げました。飾りには、バ

フカヒレの姿煮と、牛タンを鶏白湯で煮込み、牛タ

根、京人参など縁起が良いとされる食材を極上の

ニラのマカロンといちご、チョコレートをあしらいま

ンの旨味もプラス。お正月らしく金箔をフカヒレの

ごま油で揚げました。春慶塗りの器に、ぶりの照り

した。

上に散らせた一品。土鍋ごはんで提供する事に

焼き、数の子松前漬け、合鴨塩蒸しなど、お正月

より熱々の状態でお客様に提供いたします。

らしい一品を9品詰めてご用意しました。御食事
は、山の上の名物でもある、天ばらをお召し上が
りください。

上記は一例です。別紙「お正月・冬のおすすめグルメ商品リスト」もご覧ください。

※各店舗の商品の詳細および販売期間は別紙「お正月・冬のおすすめグルメ商品リスト」をご参照ください。※数に限りがある商品がございます。
※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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帰省暮や年末年始のご挨拶にぴったりな銀座土産
帰省が叶わず会うことができない大切な方への贈り物や、ご家族やご友人が集う新年の手土産、年末年始のご挨拶に、
GINZA SIX限定のお菓子はいかがでしょうか。40店舗が出店するB2Fフードフロアにはバラエティ豊かな手土産が揃います。

GINZA Lingotto
（Bicerin）
価格：4,320円

GINZA SIX バリエ
（パティスリー パブロフ）
価格：13個入 3,500円／19個入 5,100円

それぞれ金箔・銀箔をあしらった「チョコレートフィ

定番の「オリジナルアソート」に加え、一番人気の

ナンシェ」と日本政府が各国元首に提供したイタ

「フリュイドール」を一緒にお楽しみいただける、

リアの郷土菓子「バーチ・ディ・ダーマ」のセットで

GINZA SIX限定の特別な詰め合わせです。

本実堂クッキー きな粉
（HONMIDO）
価格：8枚入 （2枚×4箱） 1,000円
16枚入（2枚×8箱） 2,000円
24枚入（2枚×12箱） 3,000円
和菓子や洋菓子のジャンルを超えてお菓子をお

す。“GOLD”と“GINZA”の刻印が入ったGINZA

届けするHONMIDO（本実堂）から優しい味わい

SIX限定商品です。

のクッキーをおつくりしました。深煎りきな粉の香
ばしい味わいをホロホロとやさしい口どけのクッキ
ーに焼き上げた和洋折衷のお味です。

きび砂糖を使用し、コーヒーに合う優しい甘さをお

栗福柿・栗きんとんセット
栗福柿4個入、栗きんとん6個入
（恵那栗工房 良平堂）
価格：3,336円

こだわりみかんジュース200ml
10本飲み比べセット
（10FACTORY）
価格：6,780円

楽しみいただける「ブルーボトルコーヒー カステ

伊勢神宮に奉納の縁起の和菓子。干し柿の中に

愛媛県産のかんきつを使用した、無添加のみか

ラ」と場所や時間を選ばず本格的なスペシャルテ

栗きんとんを詰めた栗福柿と、栗きんとんのセット

んジュースが10種類入ったセット。1本ずつ風味

ィコーヒーをお楽しみいただける「ブルーボトル

です。

が違うので、家族や友人と飲み比べて、お気に入

Holiday Instant Coffee & Castella Set
（BLUE BOTTLE COFFEE）
価格：3,240円

インスタントコーヒー」のホリデー限定パッケージを

りの1本を見つけてみてください。年末年始の華

セットに。

やかな食卓を彩る一品です。

■ 急に手土産が必要になっても大丈夫！フードデリバリーサービス kurukuru(クルクル)
GINZA SIXでは、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

※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「お正月・冬のおすすめグルメ商品リスト」をご参照ください。※数に限りがある商品がございます。
※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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贅沢いちごスイーツ
甘酸っぱい苺とフルーティーな酸味が特徴のルビーチョコレートを堪能できるアフタヌーンティーや、通常の2倍サイズの
貝殻型のトゥンカロン・ジョゲロン、赤いちごと白いちごのフルーツ大福に、いちごとバター、チーズをサンドしたどら焼きなど、
和洋様々ないちごスイーツが取り揃います。

ルビーチョコレートと苺づくしの
”Ruby & Pink”アフタヌーンティーセット
（THE GRAND GINZA）[13F]
価格：お一人様 5,500円 ※税・サービス料込

フレジェ
（パティスリー パブロフ）
価格：各1,000円

ジョゲロン（いちご＆クリームチーズ味）
（TOKYO MACAPRESSO）
価格：820円

バニラ風味のパウンドケーキに、フリーズドライの

一日数量限定の貝マカロンは、通常のマカロンの

国産の苺が旬を迎える1月～4月。甘酸っぱい苺

苺を入れた苺風味のガナッシュクリームをサンド。

2倍のサイズ。ピンク色に貝殻の形と、可愛さにイ

とフルーティーな酸味が特徴のルビーチョコレー

フレッシュ苺とマスカルポーネチーズのクリームで

ンパクトを兼ね備えたマカロンです。

トを堪能するセイボリーとスイーツをご用意しまし

仕上げました。

た。第四のチョコレートとしてここ数年人気を集め
るルビーチョコレートと苺が奏でる鮮やかな”ルビ
ー＆ピンク”一色に染まるアフタヌーンティーをお
楽しみください。

紅白 福いちごセット
（覚王山フルーツ大福 弁才天）
価格：2,900円

いちごとバタチーのmochi生どら焼き
（GINZA 芭蕉堂）
価格：各450円

赤いちごと白いちごのフルーツ大福をセットにし

餅粉をブレンドして焼き上げたもちもちのどら焼き

いちごミックス
（キャンディアートミュージアム
by PAPABUBBLE）
価格：640円

た新春を寿ぐスペシャルセット。甘ずっぱいいち

皮で、いちごの本場静岡県の契約農家から直送

人気のいちごフレーバーキャンディ。「贅沢いちご

ごのおいしさを、薄づきの白餡と求肥が引き立て

で届けられるいちご「紅ほっぺ」をサンド。いちご

（赤）」「木いちご（紫）」「いちごみるく（白）」「熟成

ます。専用の“餅きり糸”で、ご家族、お友達と福

の酸味と甘さを引き立てる「特製チーズクリーム」

いちご（赤ピンク）」「いちごティー（枕型）」、さまざ

を分け合い、お召し上がりください。

「甘さを極力抑えた餡子」「北海道産バター」もサ

まなイチゴ味を楽しめます。

ンドした贅沢な生どら焼き。

【銀座マキシム】の逸品を再現した、「THE GRAND GINZA」の大人気“苺のミルフィーユ”
惜しまれつつ閉店したフレンチの名店「銀座マキシム・ド・パリ」の味を受けつぎ、連日予約で席が取れない
ほど人気の、「THE GRAND GINZA」の“苺のミルフィーユ”。
オレンジリキュール「コアントロー」の香りが漂う上品なカスタードクリームとたっぷりの苺をサクッとした厚みの
あるパイ生地でサンド。周りはクリームと香ばしいスライスアーモンドで覆い、トップにはジューシーな苺2列
に並べた、特別な日にふさわしい贅沢な一品です。
価格：イートイン

単品1,460円、ドリンクセット2,500円 ※税・サービス料金込

テイクアウト 1日20台限定 サイズ：8㎝×11㎝×12㎝ 3,240円／サイズ：16㎝×11㎝×12㎝ 6,480円
※「苺のミルフィーユ」のお受取りは12:00～20:00で承ります。お電話でご予約のお客様は、スタッフまでご希望時間をお申し出ください。

※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「お正月・冬のおすすめグルメ商品リスト」をご参照ください。※数に限りがある商品がございます。
※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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新春の宴酒 （ノンアルコール、スイーツ含む）
2023年に誕生から100周年を迎えるジャパニーズウイスキー。その前年である99周年を記念した99万円の特別セットや、上質な
シャンパーニュに、ノンアルコールワインのように楽しめるワイナリーが作った白ぶどうジュースなど、新年のご家族やご友人が
集う新年の食卓にふさわしいお酒が揃います。

ジャパニーズウイスキー99周年記念セット
響30年、竹鶴25年、山崎18年
（Jule’s Whisky Collection）
価格：990,000円

2014 LOUIS ROEDERER BRUT VINTAGE
（ワインショップ・エノテカ）
価格：11,000円
200年以上の歴史を持つ老舗シャンパーニュメゾ

オーガニックトラウベンモスト
グリューナーフェルトリーナー白ぶどうジュース
（ビオセボン）
価格：2,160円

2023年に誕生から100周年を迎えるジャパニーズ

ン、ルイ・ロデレール。ピノ・ノワールの魅力を余す

オーストリアのワイナリーが作ったぶどうジュース。

ウイスキー。その前年を記念して、鳥井信治郎・

ことなく表現した、骨太な果実味とミネラル溢れる

ワイン用の白ぶどうから作られているため、フレッ

竹鶴政孝のウイスキーをセットにしました。この他

精緻な味わいが魅力の1本。年末年始、大切な人

シュ感あふれるエレガントな味わいです。ノンアル

にも限定セットをご用意しますので、どうぞ店頭で

とともに上質なシャンパーニュを。

コールワインのようにお好みのおつまみやお食事
とともにお楽しみください。

ご覧ください。

ほっこり温まるジンジャーを使ったグルメ＆スイーツ
生姜とレモンを漬け込んだはちみつマリナードは、紅茶に入れたり、炭酸水で割ってジンジャーエールとしても楽しめます。
ジンジャークッキーや大根と生姜をたっぷりと使った海老芋の揚げ煮など、寒い季節の体調管理に欠かせない、からだを
温める食材「生姜」を使ったグルメ＆スイーツも展開しております。

はちみつマリナード 生姜＆レモン 240g
（L'ABEILLE）
価格：1,836円

ジンジャー＆ダークチョコレート
（Ben's Cookies）
価格：310円

海老芋の揚げ煮
（熊本あか牛しゃぶしゃぶ 甲梅）[13F]
価格：コース 13,000円～25,000円

のどに優しいはちみつに生姜とレモンを漬け込

スパイシーなジンジャーにダークチョコレートがた

「しゃぶしゃぶ」(葵、凛、雅）「すき焼き」（華）

み、シナモンの香りをアクセントに加えました。親

っぷり入った、大人なしっとりクッキー。赤ワインや

しみやすい美味しさです。お湯で割って“はちみ

お酒とも相性抜群です。

各コースの中の一品
「海老芋の揚げ煮」は、大根と生姜（ジンジャー）

つしょうが湯”、紅茶に加えて“はちみつ生姜紅

をたっぷりと使った温まる料理です。あか牛ととも

茶”、炭酸水で割って“はちみつジンジャーエー

にご堪能下さい。

ル”としてお楽しみいただけます。

※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「お正月・冬のおすすめグルメ商品リスト」をご参照ください。※数に限りがある商品がございます。
※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＞
■期間限定ショップ
＜グルメ＞
▼JAPAN STAGE（ジャパンステージ）［B2F］
国内外から安全で珍しい本当に美味いものをご用意。
味わい豊かでフルーティーなクラフトビール、日本でも珍しいモンテネグロワイン、モルドバ
ワイン、スペインワインや年末年始の集まりやパーティにピッタリの野菜がたわわに実って
いるかのような生命力に満ち溢れたロースト野菜が魅力のお重やスペインのイベリコ生ハム・
ソーセージの数々、チーズ、オイルサーディンなどの海鮮の珍味などが豊富に揃います。
さらにはスペインの修道院の伝統菓子ポルボロンやチョコレートなど大切な人と過ごすその
時間作りを素敵に美味しいものでお手伝いいたします。
【展開期間】 2022年1月2日(日)～2022年3月30日（水）

期間限定のポップアップショップ
＜グルメ＞
▼Be！Sandwich（ビー サンドイッチ）［B2F］
青果専門店のフレッシュワンが手掛けるフルーツサンドショップ“Be！Sandwich”。
八百屋だから扱うことのできる上質で旬のフルーツを贅沢にはさんだフルーツサンドをお楽
しみ頂けます。甘さ控えめなクリームを使用し、主役のフルーツの甘さが際立つフルーツサ
ンドです。今回は、旬の苺とシャインマスカットのサンドをメインに、ちょっとしたお手土産や
贈り物にもお使いいただけるフルーツコーナーも併設しております。
【展開期間】 2021年12月28日(火)～2022年1月30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。
※12月31日（金）、1月2日（日）は下記の通り短縮営業となります。
12月31日（金）
ショップ・カフェ（B2F～5F）

10：30～18：00

レストラン（6F、13F）

11：00～21：00

1月2日（日）
ショップ・カフェ（B2F～5F）

10：30～20：00

レストラン（6F、13F）

11：00～22：30

□休館日

不定休 ※2022年1月1日（土・祝）は店舗休業日となります。

□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）

＜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。

GINZA SIX お正月・冬のおすすめグルメ商品リスト

2021年12月9日時点
GINZA SIX PR事務局

※記載情報は2021年12月9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。

HAPPY NEW EATS
いまでや銀座（B2F）

Bicerin（B2F）

T’s GALLERY（B2F）

商品名：黒龍 大吟醸 福
価格：5,610円

商品名：バーチ・ディ・ダーマ 純米酒粕フレーバー 15個入
価格：3,974円

メニュー名：紅白のモンブランパフェとぜんざいのセット
価格：3,000円

「福」の文字の成り立ちには、神に酒樽を供えて幸福を
祈ったという説があります。書家 吉川壽一氏揮毫の「福」
の文字をあしらった大吟醸酒を、特別な塗り箱に納めまし
た。味わいは中庸、香りが華やかで味わいにほんのりと甘
味を感じますが、後味は極めて軽やか。きれのある後味は、
和洋折衷なお正月料理のすべてのものに良い相性を見せ
てくれます。
販売期間：1月2日～1月10日まで
販売数量：期間中60本限定

イタリアの伝統菓子と日本の銘酒による老舗のコラボレー
ションは、素材に佐賀県天山酒造様の日本酒「七田」の純
米酒粕を使用しました。アーモンドの香ばしさが広がるクッ
キー生地とほんのり薫る銘酒の風味と間に挟んだホワイト
チョコレートのアンサンブルをお楽しみいただける一品です。
販売期間：1月2日～1月10日まで

いちごのコンフィチュールとラム酒のクリームの上に、求肥
とバニラアイスをのせ、いちご風味の白餡でモンブラン風
に仕上げました。飾りには、バニラのマカロンといちご、
チョコレートをあしらいました。
提供期間：1月2日～1月10日まで
提供数量：期間中50食限定

テイクアウト

イートイン

GINZA SIX限定

テイクアウト

Viennoiserie JEAN FRANÇOIS（B2F）

ワインショップ・エノテカ（B2F）

自由が丘蔭山樓（B2F）

商品名：紅白のWチーズケーキデニッシュ
価格：850円

商品名：2015 アルトス・イベリコス・レゼルヴァ
価格：3,850円

メニュー名：特大フカヒレ姿煮と牛タンの
鶏白湯煮込み土鍋ごはん、金箔のせ
価格：4,268円

GINZA SIXで大人気のWチーズケーキデニッシュを、赤と白
が各1個ずつ入った2個入りBOXで販売します。サクサク食
感のデニッシュの上に北海道産クリームチーズを使用した
コクのあるレアチーズケーキ、中にはフランス産クリーム
チーズを使用した濃厚なベイクドチーズがたっぷり入った、
なめらかで移ろいある味わいです。
販売期間：1月2日～1月10日まで

“キング・オブ・スペイン”と呼ばれ、「世界で最も称賛される
ワインブランド」にも選ばれた名門トーレス。銘醸地リオハ
の上質なテロワールを表現するために生み出された1本。
計36ヵ月もの熟成期間を経てリリースされた複雑味と調和
が取れたエレガントな仕上がりをお楽しみください。
販売期間：1月2日～1月10日まで

テイクアウト

テイクアウト

GINZA SIX限定

通常店舗で使用しています姿煮よりも更に大きなフカヒレ
の姿煮と、牛タンを鶏白湯で煮込み、牛タンの旨味もプラ
ス。お正月らしく金箔をフカヒレの上に散らせた一品。土鍋
ごはんで提供する事により熱々の状態でお客様に提供い
たします。
提供期間：1月2日～1月10日まで
提供数量： 1日5食限定
イートイン

GINZA SIX限定

荻野屋（B2F）

パティスリー パブロフ（B2F）

覚王山フルーツ大福 弁才天（B2F）

商品名：福を呼ぶデリセット
価格：6,000円

商品名：ニューイヤーアソート
価格：2,200円

商品名：紅白 福いちごセット
価格：2,900円

お正月らしい縁起物の食材や太巻き・鴨ローストなどを加
えたおつまみにも最適な豪華総菜セットです。ご自宅での
んびりとお酒とともにお召し上がりいただいたり、お友達や
親戚への訪問の手土産にもおすすめです。
販売期間：1月2日～1月10日まで
販売数量：1日10食限定

こしあんの生地に黒豆を乗せた「こしあん黒豆」、バニラ風
味の生地にホワイトチョコムースを鏡餅に見立てた「鏡餅
ホワイトチョコムース」、抹茶風味の生地に抹茶クリームを
モンブラン風に仕上げた「抹茶モンブラン」、柚子のピール
を入れた生地に柚子のムース、スライス柚子で飾った「柚
子づくし」のお正月をイメージした、生パウンドケーキ4種の
詰め合わせです。
販売期間：1月2日～1月10日まで
販売数量：期間中50セット限定

赤いちごと白いちごのフルーツ大福をセットにした新春を
寿ぐスペシャルセット。甘ずっぱいいちごのおいしさを、薄
づきの白餡と求肥が引き立てます。専用の“餅きり糸”で、
ご家族、お友達と福を分け合い、お召し上がりください。
販売期間：1月2日～1月10日まで
販売数量：1日20セット限定

テイクアウト

GINZA SIX限定

テイクアウト

テイクアウト

GINZA SIX限定

KUGENUMA SHIMIZU（B2F）

KUGENUMA SHIMIZU（B2F）

KUGENUMA SHIMIZU（B2F）

商品名：干支もなか
価格：1,080円

商品名：おめで鯛パフェ
価格：810円

商品名：福
価格：1,620円

干支の寅と紅白のおめで鯛を形どったいつでも作りたての
香ばしさを楽しんでいただけるおてづくりもなかをご用意し
ました。北海道産の粒餡・白餡を挟んでお召し上がりくださ
い。
販売期間：1月2日～1月10日まで
販売数量：期間中125セット限定

表裏が紅白の鯛を形どったおてづくりもなかを紅白色のあ
まおういちごと湘南“塩”みるくミックスソフトクリームに大胆
にトッピング。新年おめで鯛パフェで開運祈願いたします。
販売期間：1月2日～1月10日まで

七つの縁起物を形どったおてづくりもなか。作りたての香
ばしさをお楽しみください

テイクアウト

テイクアウト

GINZA SIX限定

テイクアウト
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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。

GINZA SIX お正月・冬のおすすめグルメ商品リスト

2021年12月9日時点
GINZA SIX PR事務局

※記載情報は2021年12月9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。

HAPPY NEW EATS
KUGENUMA SHIMIZU（B2F）

GINZA 芭蕉堂（B2F）

il Cardinale（6F）

商品名：幸
価格：3,456円

商品名：和風マリトッツォ
価格：各430円

メニュー名：新春コース
価格：7,000円

七つの縁起物を形どったおてづくりもなか。紅白の招き猫
が入った華やかな桐箱入りもなか。

「mochi生どら焼き」シリーズからお正月限定商品が登場。
餅粉を配合してもちもちに焼き上げたどら焼き皮に、小豆
餡と生クリームをたっぷりとサンドし、丹波黒豆を飾りまし
た。どら焼き皮には干支の虎を焼印しました。トレンドのマ
リトッツォ「和風」＋干支の「虎」＋日本の正月「小豆」でお
めでたいお正月を演出します。
販売期間：1月2日～1月10日まで
販売数量：1日50個限定

マグロのカルパッチョなどの前菜盛り合わせ、有頭海老と
ブロッコリーのリングイネ カラスミがけ、メインには牛フィレ
肉のグリル 赤ワインとポルチーニのソースをご用意しまし
た。デザート、パン、コーヒー、食前酒付。
※仕入状況により食材が変更になる場合があります。
提供期間：1月2日～1月10日まで
提供数量：1日10食限定

テイクアウト

GINZA SIX限定

イートイン
テイクアウト

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

ビストロ オザミ（6F）

EATALY（6F）

THE GRAND GINZA（13F）

商品名：ローストビーフのロッシーニ重
価格：15,000円

商品名：FERRARIのオマージュ風呂敷包み
価格：6,600円

黒毛和牛のしっとりローストビーフとフォアグラ、トリュフご
飯をお重でご用意しました。一の重には、オマール海老と
帆立のタルタル、鮑のタップナード和え（黒オリーブソース
和え）、ズワイガニと帆立の北海道テリーヌ、豚肉と鶏白レ
バーのパテ、ほうれん草とベーコンのキッシュ、紅白野菜
のマリネ（ピクルス）、ガトーショコラ。二の重（ローストビー
フ重）は、黒毛和牛のローストビーフ、鴨フォアグラのコン
フィ、下にはトリュフご飯が入っています。2～4名様用。
販売期間：1月2日～1月10日まで
販売数量：期間中50セット限定
※前日までに要予約

フェッラーリ社が日本へ、長年の友情に感謝と敬意（オ
マージュ）を込めて造った、世界で唯一の特別な逸品です。
高品質なシャルドネを100％使用した、繊細でバランスのと
れた味わいで、様々なお食事お楽しみいただけます。美し
い紅色の風呂敷に包んでご用意しました。
販売期間：1月2日～1月10日まで
販売数量：期間中30本限定

メニュー名：千葉県産伊勢海老のテルミドール風
価格：ランチ 4,500円／ディナー 8,500円～
千葉県産伊勢海老のテルミドール風 +3,600円
（各コース料理のお魚料理より変更料）
※税・サービス料込

テイクアウト

テイクアウト

日本の新年をフレンチで表現。フォワグラや子持ち昆布、
サーモンやいくら、カニなどを使用した新春オードヴルヴァ
リエを中心とした新春特別コースをご用意しました。各コー
ス料理のお魚料理より変更料、プラス3,600円で、千葉県
産伊勢海老のテルミドール風をご提供します。
提供期間：1月2日～1月10日まで
イートイン

GINZA SIX限定

日本橋 鰻 伊勢定 ～蓮～（13F）

熊本あか牛しゃぶしゃぶ 甲梅（13F）

つきじ鈴富（13F）

メニュー名：紅白祝鰻
価格：5,500円

メニュー名：新春を彩る前菜
価格：コース 9,500円～25,000円
（「しゃぶしゃぶ」「すき焼き」各コースの中の一品）

メニュー名：三宝柑空蒸し
価格：お正月コース 20,570円～ ※税・サービス料込
単品 2,178円 ※税・サービス料込

しゃぶしゃぶ、すき焼きの各コースの「前菜」を、呉豆腐、子
持ち昆布、黒豆、鮑旨煮など、お正月らしいメニューでご提
供します。
提供期間：1月2日～1月10日まで

江戸時代に三方（神様に捧げる供え物をのせる物）に載せ
て紀州藩主に献上していたとされることから、三宝柑（サン
ポウカン）という名がついた柑橘。皮は大変良い香りで、果
実は優しくさっぱりとした味わい。和歌山県の特産品で流
通量が少なく、珍しい柑橘類。古来藩主への献上品として
愛された色も鮮やかな果実を器に使って、お祝いの席に相
応しい茶碗蒸しに仕立てました。
※入荷状況により食材が変更になる場合がございます。
提供期間：1月2日～1月10日まで
提供数量：期間中100食限定

2022年新春のお祝い肴をお料理いたします。鰻を紅白二
種に焼き上げ。一種は地焼きという手法を用い、当店のタ
レで紅く仕立て、一種はふっくらと蒸し上げ白焼きに焼き上
げます。百合根や唐墨をあしらい、お祝い盛りといたしてお
ります。
提供期間：1月2日～1月10日まで
提供数量：1日10食限定
イートイン

GINZA SIX限定

イートイン

GINZA SIX限定

イートイン

GINZA SIX限定

てんぷら山の上 Ginza（13F）
メニュー名：山の上特製福弁当
価格：11,880円 ※税・サービス料込
新年にふさわしい福が詰まった山の上特製福弁当です。
てんぷらは車海老から始まり、くわい、蓮根、京人参など
縁起が良いとされる食材を極上のごま油で揚げました。春
慶塗りの器に、ぶりの照り焼き、数の子松前漬け、合鴨塩
蒸しなど、お正月らしい一品を9品詰めてご用意しました。
御食事は、山の上の名物でもある、天ばらをお召し上がり
ください。
提供期間：1月2日～1月10日まで
提供数量：1日10食ランチタイム限定
イートイン

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。

GINZA SIX お正月・冬のおすすめグルメ商品リスト

2021年12月9日時点
GINZA SIX PR事務局

※記載情報は2021年12月9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。

帰省暮・銀座土産
Bicerin（B2F）

T’s GALLERY（B2F）

ビオセボン（B2F）

商品名：GINZA Lingotto
価格：4,320円

商品名：_sign. CHIYOCO 4個入
価格：2,250円

商品名：クスミティー チャイ オブ ザ タイガー
価格：3,888円

それぞれ金箔・銀箔をあしらった「チョコレートフィナンシェ」
と日本政府が各国元首に提供したイタリアの郷土菓子
「バーチ・ディ・ダーマ」のセットです。“GOLD”と“GINZA”の
刻印が入ったGINZA SIX限定商品です。

3種類のサブレと、それぞれに合う生チョコレートをサンドし
た贅沢な一品。「ラムレーズン」「ピスタチオ」「アールグレ
イ」「塩キャラメル」の4種類が入ったセットは、贈り物におす
すめです。
販売数量：1日20個限定

オーガニックでエシカルな茶園として有名なティアショラ農
園の茶葉をベースに、香り高いスパイスを贅沢にブレンド
しチャイに仕上げました。この茶葉は絶滅の危機に瀕する
野生のトラを救うため、WWFとの共同プロジェクトによりトラ
たちが生息するインド南西部ニルギリ地方で収穫されてい
ます。2022年干支は寅。クスミティーの優雅な香りは、大切
な人へのお年賀にもおすすめです。
販売期間：12月25日～

テイクアウト

GINZA SIX限定
テイクアウト

テイクアウト

BLUE BOTTLE COFFEE（B2F）

Jule’s Whisky Collection（B2F）

10FACTORY（B2F）

商品名：Holiday Instant Coffee & Castella Set
価格： 3,240円

商品名：山崎・白州2本セット
価格：16,000円

商品名：こだわりみかんジュース200ml
10本飲み比べセット
価格：6,780円

きび砂糖を使用し、コーヒーに合う優しい甘さをお楽しみい
ただける「ブルーボトルコーヒー カステラ」と場所や時間を
選ばず本格的なスペシャルティコーヒーをお楽しみいただ
ける「ブルーボトル インスタントコーヒー」のホリデー限定
パッケージをセットに。
販売期間：1月14日まで

ジャパニーズウイスキーの代表格ともいえる山崎と白州の
2本セット。山崎の芳醇でふくよかな深みと、白州の爽やか
な味わい、どちらもお楽しみいただけます。今年お世話に
なった方へのお歳暮に最適です。
販売期間：12月31日まで
販売期間：1日15セット限定

愛媛県産のかんきつを使用した、無添加のみかんジュー
スが10種類入ったセット。1本ずつ風味が違うので、家族や
友人と飲み比べて、お気に入りの1本を見つけてみてくださ
い。年末年始の華やかな食卓を彩る一品です。
テイクアウト

テイクアウト

テイクアウト

GINZA SIX限定

TOKYO MACAPRESSO（B2F）

AND THE FRIET（B2F）

パティスリー パブロフ（B2F）

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

商品名：ASSORTED GIFT BOX
価格：3,250円

商品名：GINZA SIX バリエ
価格：13個入 3,500円／19個入 5,100円

通常のマカロンよりもたっぷりと入った手作りのクリームで
味も見た目も華やかです。12種類以上のトゥンカロンの中
からお好きな味をお選びいただけます。大人数でシェアで
きるため、手土産にもおすすめです。

シンプルなデザインの化粧箱を開けると、思わず笑顔にな
るユーモアのあるパッケージ。丁寧に作られたドライフリッ
トが5種類入っていて、芋のカットとフレーバーを食べ比べ
ることができます。大切な方に贈りたいとっておきギフト
セットです。

定番の「オリジナルアソート」に加え、一番人気の「フリュイ
ドール」を一緒にお楽しみいただける、GINZA SIX限定の
特別な詰め合わせです。
テイクアウト

GINZA SIX限定

テイクアウト
テイクアウト

ふふふあん by 半兵衛麸（B2F）

HONMIDO（B2F）

恵那栗工房 良平堂（B2F）

商品名：ふィナンシェ
価格：1,296円

商品名：本実堂クッキー きな粉
価格：8枚入（2枚×4箱） 1,000円
16枚入（2枚×8箱） 2,000円
24枚入（2枚×12箱） 3,000円

商品名：栗福柿・栗きんとんセット
栗福柿4個入、栗きんとん6個入
価格：3,336円

やき麸を砕いて作った「ふィナンシェ」は、さくっと焼けた表
面に対して、中はお麸の粒がしっとり、もっちり。上質なバ
ターと京白みその香りが広がり、コーヒーだけでなく日本茶
にもよく合います。帰省の手土産やお年賀にも最適な期間
限定の椿のパッケージでご用意しました。
販売期間：12月13日～1月15日まで

和菓子や洋菓子のジャンルを超えてお菓子をお届けする
HONMIDO（本実堂）から優しい味わいのクッキーをおつくり
しました。深煎りきな粉の香ばしい味わいをホロホロとやさ
しい口どけのクッキーに焼き上げた和洋折衷のお味です。

伊勢神宮に奉納の縁起の和菓子。
干し柿の中に栗きんとんを詰めた栗福柿と、栗きんとんの
セットです。
販売期間：1月下旬まで
テイクアウト

テイクアウト

テイクアウト

GINZA SIX限定

ISHIYA G（B2F）
商品名：サク アソート30枚入
価格：3,456円
「白い恋人」から生まれた彩りラング・ド・シャ「Saqu（サク）」。
6種の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、ISHIYAならではのスイーツ。北海道
の自社工場で焼き上げてお届けします。華やかなパッケー
ジは年末年始のご挨拶におすすめです。
テイクアウト

3

※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。

GINZA SIX お正月・冬のおすすめグルメ商品リスト

2021年12月9日時点
GINZA SIX PR事務局

※記載情報は2021年12月9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。

贅沢いちごスイーツ
キャンディアートミュージアム by PAPABUBBLE（B2F）

TOKYO MACAPRESSO（B2F）

TOKYO MACAPRESSO（B2F）

商品名：いちごミックス
価格：640円

商品名：ジョゲロン（いちご＆クリームチーズ味）
価格：820円

商品名：ピスタチオいちご
価格：各380円

人気のいちごフレーバーキャンディ。「贅沢いちご（赤）」「木
いちご（紫）」「いちごみるく（白）」「熟成いちご（赤ピンク）」
「いちごティー（枕型）」、さまざまなイチゴ味を楽しめます。
販売期間：1月中旬～
販売数量：100袋限定

一日数量限定の貝マカロンは、通常のマカロンの2倍のサ
イズ。ピンク色に貝殻の形と、可愛さにインパクトを兼ね備
えたマカロンです。
販売数量：月24個限定
※数に限りがございます。
詳しくは店舗までお問い合わせください

クリスマス仕様の赤いハートのマカロンを乗せたピスタチオ
といちごのクリームをたっぷり挟んだ期間限定マカロン。
販売期間：12月25日まで

テイクアウト

テイクアウト

テイクアウト

イートイン

GINZA SIX限定

イートイン

自由が丘蔭山樓（B2F）

パティスリー パブロフ（B2F）

GINZA 芭蕉堂（B2F）

商品名：杏仁豆腐ストロベリー＜フレーズ＞
価格： 842円

商品名：フレジェ
価格：各1,000円

商品名：いちごとバタチーのmochi生どら焼き
価格：各450円

厳選された完熟いちごを使い、ピューレにしたものを層にし
ました。いちごの甘味、酸味、杏仁豆腐とのバランスを考
え作られた蔭山樓イチオシのデザートです。

バニラ風味のパウンドケーキに、フリーズドライの苺を入れ
た苺風味のガナッシュクリームをサンド。フレッシュ苺とマ
スカルポーネチーズのクリームで仕上げました。
販売期間（予約期間）：12月27日～1月31日まで
販売数量：1日5個限定

餅粉をブレンドして焼き上げたもちもちのどら焼き皮で、い
ちごの本場静岡県の契約農家から直送で届けられるいち
ご「紅ほっぺ」をサンド。いちごの酸味と甘さを引き立てる
「特製チーズクリーム」「甘さを極力抑えた餡子」「北海道産
バター」もサンドした贅沢な生どら焼き。
販売期間：12月初旬～5月初旬頃まで
販売数量：1日50個限定

テイクアウト

GINZA SIX限定

テイクアウト

GINZA SIX限定

テイクアウト

GINZA 芭蕉堂（B2F）

THE GRAND GINZA（13F）

商品名：わらび餅で作った「もちもちいちご大福」
価格：400円

メニュー名：ルビーチョコレートと苺づくしの”Ruby & Pink”
アフタヌーンティーセット
価格：お一人様 5,500円 ※税・サービス料込

もちもちに炊き上げたわらび餅で、餡子を包んだお饅頭に、
静岡県の契約農家からもぎたてを直送される大粒のいち
ご「紅ほっぺ」をトッピングした、GINZA芭蕉堂オリジナルの
いちご大福。畑で完熟してから収穫されるいちごは、甘み
と酸味のバランスが絶妙でいちごの香りも豊か。もちもち
の大福の食感と新鮮な紅ほっぺの味わいをお楽しみくださ
い。こしあん、ミルクあんを取り揃えています。

国産の苺が旬を迎える1月～4月。甘酸っぱい苺とフルー
ティーな酸味が特徴のルビーチョコレートを堪能するセイボ
リーとスイーツをご用意しました。第四のチョコレートとして
ここ数年人気を集めるルビーチョコレートと苺が奏でる鮮
やかな”ルビー＆ピンク”一色に染まるアフタヌーンティー
をお楽しみください。
提供期間：1月2日～4月30日まで

テイクアウト
イートイン

GINZA SIX限定

以下は、「HAPPY NEW EATS」と重複して掲載しております。
T’s GALLERY（B2F）

覚王山フルーツ大福 弁才天（B2F）

KUGENUMA SHIMIZU（B2F）

メニュー名：紅白のモンブランパフェとぜんざいのセット
価格：3,000円

商品名：紅白 福いちごセット
価格：2,900円

商品名：おめで鯛パフェ
価格：810円

いちごのコンフィチュールとラム酒のクリームの上に、求肥
とバニラアイスをのせ、いちご風味の白餡でモンブラン風
に仕上げました。飾りには、バニラのマカロンといちご、
チョコーレートをあしらいました。
提供期間：1月2日～1月10日まで
提供数量：期間中50食限定

赤いちごと白いちごのフルーツ大福をセットにした新春を
寿ぐスペシャルセット。甘ずっぱいいちごのおいしさを、薄
づきの白餡と求肥が引き立てます。専用の“餅きり糸”で、
ご家族、お友達と福を分け合い、お召し上がりください。
販売期間：1月2日～1月10日まで
販売数量：1日20セット限定

表裏が紅白の鯛を形どったおてづくりもなかを紅白色のあ
まおういちごと湘南“塩”みるくミックスソフトクリームに大胆
にトッピング。新年おめで鯛パフェで開運祈願いたします。
販売期間：1月2日～1月10日まで

イートイン

GINZA SIX限定

テイクアウト

GINZA SIX限定

テイクアウト
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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。

GINZA SIX お正月・冬のおすすめグルメ商品リスト

2021年12月9日時点
GINZA SIX PR事務局

※記載情報は2021年12月9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。

新春の宴酒 （ノンアルコール、スイーツ含む）
ビオセボン（B2F）

ビオセボン（B2F）

ワインショップ・エノテカ（B2F）

商品名：オーガニックトラウベンモスト
グリューナーフェルトリーナー白ぶどうジュース
価格：2,160円

商品名：オピア シャルドネスパークリング ノンアルコール
価格：1,620円

商品名：2014 LOUIS ROEDERER BRUT VINTAGE
価格：11,000円

白ブドウ品種のシャルドネが100％使われたフランス発の
オーガニックノンアルコールワイン。ノーベル賞授賞式晩餐
会で提供されたことのある格の高いワインです。フレッシュ
で爽やかな柑橘系果物のアロマが広がります。

200年以上の歴史を持つ老舗シャンパーニュメゾン、ルイ・
ロデレール。ピノ・ノワールの魅力を余すことなく表現した、
骨太な果実味とミネラル溢れる精緻な味わいが魅力の1本。
年末年始、大切な人とともに上質なシャンパーニュを。

オーストリアのワイナリーが作ったぶどうジュース。ワイン
用の白ぶどうから作られているため、フレッシュ感あふれる
エレガントな味わいです。ノンアルコールワインのようにお
好みのおつまみやお食事とともにお楽しみください。

テイクアウト

テイクアウト

テイクアウト

Jule’s Whisky Collection（B2F）

ISHIYA G（B2F）

商品名：ジャパニーズウイスキー99周年記念セット
響30年、竹鶴25年、山崎18年
価格：990,000円

商品名：サク（ラング・ド・シャ）（ウイスキー）
価格：1,566円

2023年に誕生から100周年を迎えるジャパニーズウイス
キー。その前年を記念して、鳥井信治郎・竹鶴政孝のウイ
スキーをセットにしました。この他にも限定セットをご用意し
ますので、どうぞ店頭でご覧ください。
販売期間：1月2日～1月7日まで
販売数量：期間中2セット限定

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13日～
テイクアウト

テイクアウト

GINZA SIX限定

以下は、「HAPPY NEW EATS」と重複して掲載しております。
いまでや銀座（B2F）

Bicerin（B2F）

ワインショップ・エノテカ（B2F）

商品名：黒龍 大吟醸 福
価格：5,610円

商品名：バーチ・ディ・ダーマ 純米酒粕フレーバー 15個入
価格：3,974円

商品名：2015 アルトス・イベリコス・レゼルヴァ
価格：3,850円

「福」の文字の成り立ちには、神に酒樽を供えて幸福を
祈ったという説があります。書家 吉川壽一氏揮毫の「福」
の文字をあしらった大吟醸酒を、特別な塗り箱に納めまし
た。味わいは中庸、香りが華やかで味わいにほんのりと甘
味を感じますが、後味は極めて軽やか。きれのある後味は、
和洋折衷なお正月料理のすべてのものに良い相性を見せ
てくれます。
販売期間：1月2日～1月10日まで
販売数量：期間中60本限定

イタリアの伝統菓子と日本の銘酒による老舗のコラボレー
ションは、素材に佐賀県天山酒造様の日本酒「七田」の純
米酒粕を使用しました。アーモンドの香ばしさが広がるクッ
キー生地とほんのり薫る銘酒の風味と間に挟んだホワイト
チョコレートのアンサンブルをお楽しみいただける一品です。
販売期間：1月2日～1月10日まで

“キング・オブ・スペイン”と呼ばれ、「世界で最も称賛される
ワインブランド」にも選ばれた名門トーレス。銘醸地リオハ
の上質なテロワールを表現するために生み出された1本。
計36ヵ月もの熟成期間を経てリリースされた複雑味と調和
が取れたエレガントな仕上がりをお楽しみください。
販売期間：1月2日～1月10日まで

テイクアウト

テイクアウト

テイクアウト
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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。

GINZA SIX お正月・冬のおすすめグルメ商品リスト

2021年12月9日時点
GINZA SIX PR事務局

※記載情報は2021年12月9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。

ほっこり温まるジンジャーを使ったグルメ＆スイーツ
L'ABEILLE（B2F）

Ben's Cookies（B2F）

熊本あか牛しゃぶしゃぶ 甲梅（13F）

商品名：はちみつマリナード 生姜＆レモン 240g
価格：1,836円

商品名：ジンジャー＆ダークチョコレート
価格：310円

のどに優しいはちみつに生姜とレモンを漬け込み、シナモ
ンの香りをアクセントに加えました。親しみやすい美味しさ
です。お湯で割って“はちみつしょうが湯”、紅茶に加えて
“ はちみつ生姜紅茶 ” 、炭 酸水で割って“ はちみつジ ン
ジャーエール”としてお楽しみいただけます。

スパイシーなジンジャーにダークチョコレートがたっぷり
入った、大人なしっとりクッキー。赤ワインやお酒とも相性
抜群です。

メニュー名：海老芋の揚げ煮
価格：コース 13,000円～25,000円
（「しゃぶしゃぶ」(葵、凛、雅）「すき焼き」（華）
各コースの中の一品）

テイクアウト

「海老芋の揚げ煮」は、大根と生姜（ジンジャー）をたっぷり
と使った温まる料理です。あか牛とともにご堪能下さい。
提供期間：1月31日まで
※仕入れ状況等により内容が変更になる場合があります。

テイクアウト
イートイン

GINZA SIX限定

店舗イチオシのお正月・冬グルメ
ビオセボン（B2F）

BLUE BOTTLE COFFEE（B2F）

TOKYO MACAPRESSO（B2F）

商品名：ボンマイエンネ カマンベールチーズ
価格：1,059円

商品名：チョコレート ラムレーズン パウンドケーキ
価格：テイクアウト 432円／イートイン 440円

商品名：ミルク
価格：380円

ビオセボン直輸入の老舗ブランド「BONS MAYENNAIS (ボ
ンマイエンネ) 」のクリーミーなカマンベールチーズ。自然熟
成により生み出されたなめらかな食感で、うまみたっぷりな
がらクセがなく食べやすいチーズです。

生クリームやチョコレートを贅沢に使用した、リッチなチョコ
レート生地に、レーズンで食感にアクセントを加え、ラム酒
で風味をプラスしました。チョコレートの爽やかな酸味に、
レーズンラムの甘い香りが合わさり、ホリデー気分が一段
と高まります。
提供期間：1月14日まで

こだわりのフレッシュなバターをベースとしたクリームに自
家製のミルクジャムの入った甘すぎない牛乳風味のミルク
マカロン。

テイクアウト

テイクアウト

テイクアウト

イートイン

イートイン

恵那栗工房 良平堂（B2F）

KUGENUMA SHIMIZU（B2F）

ビストロ オザミ（6F）

商品名：花びら餅 5個入
価格：1,728円

商品名：湘南“塩”みるくソフトクリーム
価格：464円

商品名：自家製ソーセージとジャガイモのとろとろラクレット
チーズがけ
価格：2,860円

ごぼうと白味噌餡とピンク色の餅を、餅もしくは求肥で包ん
だ初釜の迎春和菓子です。
販売期間：12月28日～1月15日まで

帝国ホテル仕込みのシェフが考案した湘南の塩を絶妙な
塩加減でミルク本来の甘さを引き立てた濃厚なミルク味の
ソフトクリーム。爽やかな後味がくせになるおいしさです。

テイクアウト

テイクアウト

フランスの冬の定番、ラクレットチーズ。トロトロに溶かした
チーズを埼玉県産吉田豚を使ったジューシーな自家製ソー
セージとベーコン、ジャガイモや季節の温野菜にかけて召
し上がれ。
提供期間：1月11日～2月上旬まで ※なくなり次第終了
イートイン
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