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＜NEWS RELEASE＞ 

報道関係各位 

2022年1月6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、2022年4月20日に開業5周年を迎えます。昨年行った開業以来初の大規模  

リニューアルでは、国内外の最旬トレンドを発信するファッションブランドや、洗練された世界品質のライフスタイルブランド、  

銀座にふさわしい高級フードショップなど40店以上を迎え、国内の20～30代のお客様が増加するなど、ハイクオリティー・  

高感度のものを好まれる多くのお客様にご支持をいただいております。 

開業5周年の今春は、ここにしかないもの、ここでしか味わえない体験を更に追求し、より鮮度・感度の高い商品やサービスを

お客様にご提供すべく、4F・5Fを中心に19の新店［旗艦店6店］を迎えます。GINZA SIXの中央吹き抜け下に広がる空間には、

DIORのテンポラリーストアが新たに登場、GINZA SIXのプレステージャスな空間を彩ります。今回は速報として、一部新店の情報を

お届けします。今後も5周年記念プロモーションの情報など続報を予定しておりますので、ご期待ください。 

 

GINZA SIX NEW OPEN情報  

[期間限定OPEN／2F（中央吹き抜け下）] 

DIOR （ディオール） 

1947年創業。戦後の困難な時代にフェミニンなシルエットを提案し、女性たちの美しく装うことへの喜びを取り戻し、ファッションに革命を起こした。

ウィメンズ、メンズ、ファインジュエリー、タイムピースとメゾンを展開し、オートクチュールメゾンとしてのルーツに忠実に、そのビジョンと創造性、クラ

フトマンシップを極めた商品を最高のサービスで提供します。 

【カテゴリー】 レディス,メンズ,ジュエリー＆ウオッチ,バッグ＆シューズ,ライフスタイル 

【出 店 状 況】 期間限定 

【業 態 種 別】 － 

【オープン日】 3月1日 

 

[5F] 

LANVIN COLLECTION （ランバン コレクション） 

新生「ランバン コレクション」メンズ ファッションディレクター祐真朋樹氏による2022SSコレクションを発表 

創業130年以上の歴史を誇るフランスのクチュールメゾン【LANVIN】のエスプリを巧みに引き継ぐ【LANVIN COLLECTION】は、ファッションディレ

クター祐真朋樹氏をクリエイティブディレクターに迎え、2022春夏シーズンに新しく生まれ変わります。フランス最古のクチュールメゾンである「ラン

バン」。その伝統や歴史にオマージュを捧げながら、今の時代に相応しい新しいメンズのエレガンスを提案します。 

【カテゴリー】 メンズ 

【出 店 状 況】 期間限定、都内最大級 

【業 態 種 別】 旗艦店 

【オープン日】 2月10日 

 

 

＜GINZA SIX 開業5周年 速報＞ 

ここにしかないもの、ここでしか味わえない体験を更に追求 

ハイクオリティー・高感度の商品やサービスを提供 

ＧＩＮＺＡ ＳＩＸに今春、新たに１９店舗がオープン 
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K-3B （ケースリービー） 

K-3Bの新業態店舗をGINZA SIX 5FフロアにOPEN！ 

K-3Bは「現代スーツに、超のつく合理性を。」をテーマに2020年4月に誕生。クリエイティブディレクターに干場義雅氏を迎え、世界的な北陸合繊

産地のテキスタイルメーカー・カジグループのテクノロジーから生まれた最新機能素材を使用。厳選された少数の素材のみを使用しており、シーンや

用途に合わせて瞬時にコーディネートを組むことが可能。選択肢が多く時間のない現代ビジネスマンの、コーディネートに悩む時間の無駄さえも

省いた究極の超合理的セットアップ。ブランドの世界観と全製品を網羅する新店舗では、K-3Bの新たなスポーツラインとなる「K-3B ZERO(ケース

リービー ゼロ）」を打ち出します。GINZA SIX限定グラフィック入りTシャツを先着100着販売予定。  

【カテゴリー】 メンズ、バッグ＆シューズ、フレグランス、スポーツ 

【出 店 状 況】 銀座エリア初の常設店 

【業 態 種 別】 新業態 

【オープン日】 3月2日 

 

 

BRITISH MADE （ブリティッシュメイド） 

グレンロイヤルの銀座店別注バッグを限定販売 

Stories of British life。永い人生を一緒に生きるパートナーとして相応しい“モノ”を作り出す英国ブランド。リニューアルを記念して、グレンロイヤルの

人気モデル【ビッグトートバッグ】【2ハンドルトートバッグ】の銀座店限定モデルを販売いたします。カラーは定番のオックスフォードタンとレギュラー

では未展開のボトルグリーンの2色展開で銀座店ならではのアレンジを加えた別注モデルとなっております。 

【カテゴリー】 レディス、メンズ、バッグ＆シューズ 

【出 店 状 況】 移転、リニューアル 

【業 態 種 別】 － 

【オープン日】 2月中 

 

 

[4F] 

MARGARET HOWELL （マーガレット ハウエル） 

英国で1970年に誕生したマーガレット・ハウエル。良質にこだわった服づくりを実践し続けています。 

英国を代表するクロージングデザイナーであるマーガレット・ハウエルによるブランド。伝統的な素材と洗練されたデザインを融合し、着心地と機能

性を追求したタイムレスで上質なアイテムが揃います。良質を求め、モダンクラシックを更新し続ける彼女のものづくりは、ウィメンズ、メンズ、ハウス

ホールドグッズに至るまで幅広く展開されています。 

【カテゴリー】 レディス、メンズ 

【出 店 状 況】 － 

【業 態 種 別】 － 

【オープン日】 2月9日 

 

 

hueLe Museum （ヒューエルミュージアム） 

Fashion×Flower×Artをコンセプトにしたキュレーション型セレクトショップ 

本質的な豊かさを求める生活者へ向け、“Fashion×Flower×Art”をコンセプトに、複数のオリジナルコンテンポラリーブランドとフラワー、アートな

どのコンテンツやアーティストを紹介するキュレーション機能を合わせもったメディア型セレクトショップ。GINZA SIXのPOP UP SHOPではアパレルに

加えて、常設でアートブックやアートフォトを展示販売。さらに毎月ごとにShop in POP UPとしてフラワーやアートに関わる人、ブランドの作品を  

紹介します。 

【カテゴリー】 レディス、アート・カルチャー 

【出 店 状 況】 期間限定、銀座エリア初 

【業 態 種 別】 － 

【オープン日】 2月9日 
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JAPAN DENIM （ジャパンデニム） 

国内外で活躍する人気16ブランドが大集結！！これまでになかったデザインデニムのコレクションがずらり 

「JAPAN DENIM」は、CO2排出削減可能なインディゴ染色や、再生繊維・オーガニックコットンの採用、化学薬品や水使用が低減できる製品加工等、 

地球環境を守りながらサスティナブルな事業活動を通して社会に貢献することをメインテーマに掲げ、世界が認めるクオリティを生み出す三備  

地域（備中・備後・備前地域）の技術力と、国内外で活躍するデザイナーが織りなすこれまでになかった最新のデニムコレクションを展開します。 

この新たな試みが国内、そして世界に向け、サスティナブルな日本のデニムの可能性を広げていきます。オープニング限定アイテムも必見。 

【カテゴリー】 レディス、メンズ、一部ライフスタイルグッズ 

【出 店 状 況】 期間限定、日本初 

【業 態 種 別】 旗艦店、新業態 

【オープン日】 3月5日 

 

 

[3F] 

AMI PARIS （アミ パリス） 

「AMI」はフランス語で「友人」。すべての人々にとって良いものをという想いを込め、タグには“WITH LOVE”というメッセージが綴られています。 

クリエイティブディレクターであるアレクサンドル・マテュッシは、いくつかのメゾンブランドにて経験を積み、自身の友人へ完璧なワードローブを捧

げたいという思いから2011年にブランドを始めました。パリ、自身のライフスタイルやストリートからインスパイアされたコレクションはオーセンティック

かつフレンドリー、フランスならではのさり気なさを持つブランドです。  

【カテゴリー】 レディス、メンズ 

【出 店 状 況】 期間限定、銀座エリア初 

【業 態 種 別】 旗艦店 

【オープン日】 3月1日 

 

 

[B1F] 

Henry Jacques （アンリ・ジャック） 

日本本格上陸となるフランス発のラグジュアリーフレグランスメゾン 

1975年南仏プロヴァンス地方のグラースにて設立。オートパフューマリー（オーダーメイド）としての高い調香技術や伝統的な製法、また希少性の

高い天然香料から生み出されるオリジナリティ溢れる香水は、世界最高峰のメゾンの一つとして支持されてきました。そんなアンリ・ジャックは、  

芸術性豊かな作品を2014年から世界の厳選された場所を通じて世に広めています。そして今回待望の日本本格上陸となるアンリ・ジャックの期間

限定ポップアップショップがオープンします。 

【カテゴリー】 フレグランス 

【出 店 状 況】 期間限定、日本初単独店舗 

【業 態 種 別】 － 

【オープン日】 2月1日（予定） 

 

 

[B2F] 

麻布野菜菓子 （アザブヤサイガシ） 

野菜で作ったちょっとだけ贅沢なお菓子 

野菜イコール健康という枠にとらわれず、新しい野菜スイーツの魅力を伝えたくて、目にも舌にも美味しいお菓子を目指しています。ギフトやお土

産に、贈る人も貰う人もちょっと幸せな気持ちになれるような、野菜で作ったお菓子のオリジナリティあふれる見た目と美味しさに驚いて欲しくて、

サプライズ感とセンスが光る一味違うギフトを送りたい方にぴったりなお菓子です。 

【カテゴリー】 フーズ（食物販） 

【出 店 状 況】 銀座エリア初 

【業 態 種 別】 － 

【オープン日】 3月1日（予定） 
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Tea Forte（ティーフォルテ） 

「紅茶の美術品」ティーフォルテが国内初出店 

2003年にMoMAで活躍したデザイナーPeter Hewitが生み出したラグジュアリーティーブランド。目に美しい特別設計のティーバッグは、高品質な

茶葉やハーブのアロマを最大限に引き出します。満を持して国内初出店です。出店を記念し、限定アイテムや未紹介アイテムを多数ご用意。  

豊富なギフトパッケージもラインナップし、幅広いシーンに応えます。 

【カテゴリー】 フーズ（食物販） 

【出 店 状 況】 日本初 

【業 態 種 別】 旗艦店 

【オープン日】 3月初旬 

 

 

MERCER bis GINZA（マーサー ビス ギンザ） 

キャラメルシフォンケーキ専門店 

恵比寿、表参道など都内を中心にカフェやレストランを展開するMERCER OFFICEが運営する生キャラメルシフォンケーキ専門店「MERCER bis」。 

オールハンドメイドにこだわり作られる“ふわもち”の生地、滑らかな生クリーム、ほろ苦いキャラメルソースの絶妙なバランスは根強いファンを作り 

続けています。看板メニューのキャラメルシフォンをはじめ数種類のフレーバーや大人気の「シフォンシェ」も揃えています。  

【カテゴリー】 フーズ（食物販）、イートイン（カフェ） 

【出 店 状 況】 銀座エリア初 

【業 態 種 別】 － 

【オープン日】 3月10日（予定） 

 

 

 

 

＜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 


