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銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」では、2022年11月11日（金）～12月25日（日）までの期間中、「WARMEST WISHES」を

テーマに、クリスマスプロモーションを展開します。国内外から注目されるブランドが提案するGINZA SIX限定商品や大切な

人と過ごす賑やかなクリスマスシーンを彩るグルメ、ここでしか体験できないエンターテインメントやアートなどを通して、温かく、

人々に寄り添うホリデーシーズンを発信します。 
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＜GINZA SIX Xmas 2022＞ 

銀座で“最も星に近い”屋上庭園 ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ ガーデンに「スケートリンク」が初登場！ 

  お家＆レストランで楽しめる、ラグジュアリーな「クリスマスグルメ」など 

ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ クリスマスプロモーション情報 
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■地上約56m、銀座で“最も星に近い”屋上庭園 GINZA SIX ガーデンに「スケートリンク」が初登場！ 

地上約56m、銀座で“最も星に近い”場所に位置する屋上庭園 GINZA SIX ガーデンが、2022年12月1日（木）〜2023年1月

31日（火）までの期間限定で屋上スケートリンク 「Rooftop Star Skating Rink」となって、冬の銀座に賑わいを添えます。 

銀座最大の面積（約4,000㎡）を誇るGINZA SIX ガーデン内の「水盤エリア」と「芝生エリア」（約310m²）にスケートリンクが登場

します。氷ではなく、樹脂を使用したリンクは電気を使用していないためエコであり、服が濡れない嬉しいメリットも。お子様も

安心して滑ることができるスケートリンクです。リンクの周りの木々にクリスマスの装飾が施され、夜には煌びやかなイルミネー

ションをお楽しみいただけます。また、リンクの中央にはスタータワーを設置、フォトスポットとして撮影も可能です。芝生エリアの

一部には、4～5名の方が着席可能なドームテントもご用意。スケートの後の寛ぎスペースとしてお使いいただけます。 

期間中、銀座の地域の方々にもスケートを楽しんでいただくため、中央区立泰明小学校への利用開放も予定しています。 

この冬、ここでしか体感できないクリスマスをぜひお楽しみください。 

 

〈開催概要〉 

【正式名称】 Rooftop Star Skating Rink 

【期 間】 2022年12月1日（木）～2023年1月31日（火）まで 

【時 間】 平日 12：00〜20：00、土日祝日 11:00〜20:00 最終受付 19：30 ※元旦はお休み 

【場 所】 GINZA SIXガーデン（屋上庭園） 水盤、芝生エリア 

【滑走料・貸靴料など】 詳細につきましては、後日GINZA SIXホームページにてお知らせいたします。 

【最大収容人数】 60名 

【主 催】 GINZA SIX 

※招待制イベントの開催や天候により中止となる場合があります。 
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■三原テラスには、お酒やホットドリンクが楽しめる「Bar MIHARA」がオープン！ 

2Fの三原テラスには、期間限定で、お酒やホットドリンクが楽しめるBarがオープンします。軽井沢発のクラフトビール、

KOKAGE BEER（ビール）が出店。一番人気のKOKAGE IPAや、寒い季節におすすめのアルコール度数が高めのバーレイ

ワインなど個性豊かで高品質なオリジナルのクラフトビールを提供いたします。バーレイワインは、ワインと言う名称でありながら、

3年間熟成させた濃厚で芳醇な味わいのビールです。お仕事帰りや、お買い物の途中に、この時期だけのオトナのための 

空間で、ほっと安らぐひとときを、お過ごしください。 

 

〈開催概要〉 

【正式名称】 Bar MIHARA 

【期 間】 2022年12月1日(木)〜1２月25日(日) 

【時 間】 平日 15:00〜21:00、土日祝日 12:00〜21:00  

                   ※L.O. 20:30 

【場 所】 2F 三原テラス 

【出店店舗】 KOKAGE BEER (ビール）他 

 

 

 

 

 

 

■ エントランス・館内を華やかに彩る、グラフィックアーティスト・ヨシロットン氏によるアートモニュメント 

ホリデーシーズンのGINZA SIXを華やかに彩るのは、グラフィックアーティスト・ヨシロットン氏によるアートモニュメント。銀座 

中央通り正面エントランス2箇所には、それぞれ異なる立体オブジェ化されたアートモニュメントが登場。テーマから着想された  

作品『WARMEST WISHES』は、心で包み込む暖かなイメージを立体オブジェ化し、クリスマスシーズンの銀座を彩ります。 

〈作品に込めた思い〉 

様々な想いが寄り添い合った色とりどりな未来をイメージして、ビジュアル、

外観の装飾、アートピースをつくりました。 

ホリデーシーズンの銀座の街を華やかに美しく彩る一角になったらと願って。 

【作 品 名】 WARMEST WISHES 

【アーティスト名】 ヨシロットン（YOSHIROTTEN） 

【展 示 場 所】 1F エントランス  

【展 示 期 間】 2022年11月11日（金）～12月25日（日） 

 

ヨシロットン（YOSHIROTTEN）プロフィール 

YOSHIROTTEN （ヨシロットン）1983年生まれ魚座。東京をベースに活動するグラフィックアーティスト。グラフィック、映像、 

立体、インスタレーション、音楽など、ジャンルを超えた様々な表現方法での作品制作を行う。 

また国内外問わず著名ミュージシャンのアートワーク制作、ファッションブランドへのグラフィック提供、広告ビジュアル制作、 

店舗空間デザインなど、アートディレクター、デザイナーとしても活動している。ロンドン、ベルリンでの個展を経て、2018年 

TOLOT heuristic SHINONOMEにて大規模個展『FUTURENATURE』を開催。400坪に及ぶ空間を用いた巨大インスタレー

ション作品から立体、映像、グラフィック作品を制作し、過去最大規模の個展となった。 

また、GASBOOKより作品集『GASBOOK33 YOSHIROTTEN』を発売。 
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■ お家＆レストランで楽しめる、GINZA SIXのラグジュアリーなクリスマスグルメ 

年に一度のクリスマスを最高の一日に！友達や家族、恋人など大切な人とのクリスマスを盛り上げる、おいしいグルメを取り 

揃えました。 

 

★クリスマス気分を盛り上げる、ホームパーティーにおすすめの「テイクアウトグルメ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★クリスマスシーズンの手土産に喜ばれる「ギフトセット」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※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「クリスマス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。 

シェフ特製ローストビーフ 

（THE GRAND GINZA）［13F］ 

価格：1kg 5,000円 

ホームパーティーの主役にふさわしい存在感のあ

る塊肉の特製ローストビーフは、お気に入りの大皿

に盛り付けてテーブルの中央に配して。しっとり柔

らかな肉の旨味を引き立てるのは、西洋わさびと 

シャリアピンという2種のソース。 

シャルキュトリー盛り合わせ 

（ビストロ オザミ）[6F]  

価格：3〜4人前 3,000円 

パリで100年以上続くビストロ料理と日本の正統派

洋食をコンセプトに、トラディショナルスタイルの料

理を提案する「ビストロ オザミ」。フランスの食文化

から生まれたシャルキュトリーの盛り合わせは、シャ

ンパンやワイン、チーズと一緒に楽しんで。 

銀座の鶏もも(クリスマス限定バージョン) 

（荻野屋） 

価格：鶏もも2本、付け合わせ付き 1,620円 

益子焼の土釜駅弁で知られる“峠の釜めし”をはじ

め、店舗限定のお弁当やお惣菜に定評のある「荻

野屋」。若鶏の骨付きもも肉をこだわりの調理方法

で仕上げた定番人気の“銀座の鶏もも”が、クリスマ

ス仕様の楽しげな飾り付きで登場。 

果物チップス限定チョコ 

（麻布野菜菓子） 

価格：85g 864円 

定番人気の“果物チップス”が、クリスマスの期間限

定でほどよい甘さのミルクチョコをまとって登場。 

クリスマスもなかBOX 

（KUGENUMA SHIMIZU） 

価格：8個入り 2,160円 

クリスマスモチーフのもなかの皮に、チョコレート餡

を別添え。いつでも作りたての香ばしさが味わえ

る。 

ウォーミングジョイ ティーツリー 

（Tea Forté） 

価格：2,743円 

ピラミッド型のティーインフューザーはお湯に入れ

ても通水性が良く、高品質な茶葉を活かしてくれ

る。今回は夜空の星々とシャンパングラスの中で輝

く泡をモチーフにした、数量・期間限定のパッケー

ジで登場。限定フレーバー4種類、計4ティーインフ

ューザー入り。 
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★大人のためのラグジュアリーな「クリスマスケーキ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※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「クリスマス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。 

ルージュブラン 

（T's GALLERY） 

価格：4,500円 

月に1日しかオープンしない大阪にある完全予約

制スイーツ専門店「ツキイチ」。予約のとれない店の

“ルージュブラン”を特別にアレンジした一品は大

切な人と過ごす日を彩ってくれる。 

クリスマス仕様の苺のミルフィーユ 

（THE GRAND GINZA）［13F］ 

価格：6,480円 

パリの老舗レストラン「マキシム」の支店として、銀座

で約50年間親しまれてきた「銀座マキシム・ド・パ

リ」。そんな名店の“苺のミルフィーユ”を再現した人

気ケーキがクリスマスの装いに。 

クリスマスタルト〜グルテンフリー〜 

（ViennoiserieJEAN FRANÇOIS） 

価格：3,780円 

米粉を使用したグルテンフリーのタルトに、カスター

ドクリームとフルーツをたっぷりと飾りつけて。ゴロゴ

ロとした大きなフルーツは食べ応えもあり、甘いもの

が苦手な人にもおすすめ。 

白練 宇治抹茶ケーキ 

（くろぎ茶々） 

価格：3,780円 

京都「福寿園」の厳選した宇治抹茶に、クリームチ

ーズの酸味とホワイトチョコレートの甘みを掛け合わ

せて。旨み豊かな宇治抹茶と一緒にお楽しみいた

だきたい、こだわりの一品。 

クリスマスプディング 

（パティスリー GIN NO MORI） 

価格：2,700円 

森の恵みによる繊細で複雑な味わいが魅力の洋

菓子専門店。果物や木の実などをふんだんに使っ

たプディングは、自然な甘みや風味が織りなす独

特のハーモニーが口福をもたらす。 

クリスマスシフォンケーキ 

（MERCER bis GINZA） 

価格：（左） 4,300円 （右） 4,800円  

卵白と米粉を使ったふわもち食感のシフォンケーキ

に、ほろ苦いキャラメルソース仕様のクリスマスキャ

ラメル（左）と、ホワイトラズベリー（右）が登場。ホイッ

プクリームは甘さ控えめで、ビターなコーヒーと好相

性。 
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★特別な空間で楽しむレストランの「クリスマスメニュー」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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「クリスマス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。 

ナターレコース 

（EATALY LA GRIGLIA）［6F］ 

価格：10,000円 

イタリアの食文化を発信しているイータリー銀座店

内「ラ・グリーリア」では、クリスマス限定の前菜と、北

イタリアの伝統的なパスタであるトリュフのタヤリン、

メインディッシュに短角牛のフィレ肉と北海道産の

鴨胸肉のグリルをご用意。ドルチェやエスプレッソま

で、本場のイタリアを感じられるスペシャルなコース

を召し上がれ。 

THE GRAND 47Christmas Dinner 

（THE GRAND GINZA）［13F］ 

価格：21,780円（サービス料込み） 

日本全国より取り寄せた冬の旬味をふんだんに盛

り込んだ、本格フレンチの特別ディナー。前菜には

北海道産雲丹のロワイヤルなども加わり、海山の幸

をあますことなく味わうことができる。クリスマスのイ

ルミネーションに煌めく銀座の街を見下ろすことが

できるロケーションで、ワンランク上の一夜を。 

クリスマスコース 

（TEPPANYAKI 10 GINZA）［6F］ 

価格：25,000円 

黒毛和牛のサーロインやイセエビなど贅沢で豪華

な美味が目白押し!シャンパーニュのグラスがつく

のも◎ 
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■NEW SHOP OPEN 

▼ドルチェ＆ガッバーナ［2F］ 

世界を牽引するラグジュアリーブランド、ドルチェ＆ガッバーナがGINZA SIX ２Fフロア吹き抜け空間にオープン 

1985年にイタリア・ミラノで設立。創立者でもあるデザイナー、ドメニコ・ドルチェとステファノ・ガッバーナの卓越した創造力、 

ファッションへの忠実なまでの愛と情熱こそが、イタリアのルーツに深く根差したドルチェ＆ガッバーナのすべての源です。 

優れたテーラリング技術に裏打ちされた、オリジナリティにあふれるファッションを提案致します。 

【カテゴリー】 レディス、メンズ、バッグ＆シューズ 

【オープン日】 2022年11月20日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■期間限定のポップアップショップ 

▼ブルガリ シーズナル ストア［2F］ 

ローマから銀座へ―大胆なクリエイティビティで色石の魔術師と称されるローマのジュエラー、ブルガリのシーズナル ストア 

夕暮れのローマのスカイラインを想わせるサフランカラーがストアコンセプト。ブルガリのアイコニックなレターロゴとスター   

モチーフが目を惹きます。フォルムの美しさ、イタリアンクラフツマンシップの卓越性、型にはまらない素材と色の組み合わせが

ブルガリの美学と見事に一体となり、くつろぎを与える空間となっています。これからはじまるホリデーシーズンに輝きを添える、

ブルガリの魅力的なコレクションを幅広く取り揃えてお待ちしております。 

【カテゴリー】 ジュエリー、ウォッチ、レザーグッズ、香水 

【展開期間】 2022年11月20日（日）〜 

 

 

 

 

 

 

▼キャビアハウス＆プルニエ［B2F］ 

1872年にパリで小さなシーフードレストランを開業し、1921年にはフランスで初めて自社生産の繊細な塩味のキャビア製造を

成功。以来、革新性と情熱で心を動かす体験をテーブルに届けてきた「キャビアハウス＆プルニエ」は“究極のライフスタイル”

の象徴として、時を超えて世界中のセレブリティに愛されてきました。自然豊かなフランス・ボルドー近郊で稚魚から育てられた

チョウザメから生産される世界最高品質の“プルニエ キャビア”と、キャビアを愉しむ時間のためにブレンドされた“キャビア 

ハウス シャンパーニュ”のマリアージュが、特別なひとときを華やかに彩ります 

【カテゴリー】 フーズ 

【展開期間】 2022年11月29日（火）〜12月25日（日） 
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▼ISHIYA 「白い恋人」 POPUP SHOP［B2F］ 

1947年北海道で創業、「白い恋人」でおなじみのISHIYAによる期間限定ショップ。北海道土産の定番「白い恋人」はもちろん、

人気のミルフィーユ菓子「美冬(みふゆ)」など様々なお菓子をラインアップ。 

【カテゴリー】 フーズ 

【展開期間】 22022年10月14日（金）〜11月13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）  
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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2022年10月27日時点の情報です。

※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。

2022年10月27日時点

GINZA SIX PR事務局

1

GINZA SIX クリスマスグルメおすすめメニュー・商品リスト

■テイクアウトグルメ

クリスマス気分を盛り上げる、ホームパーティーにおすすめの「テイクアウトグルメ」「お酒」

テイクアウト

ビオセボン（B2F）

商品名：KUSMI TEA アドベント・カレンダー 2022
価格：8,640円

KUSMI TEA冬季限定スペシャルエディション。窓をひとつ
ずつ開け、クリスマスまでのカウントダウンを楽しめます。
何が入っているのかは開けるまでのお楽しみ。ワクワク感
とさまざまなフレーバーのお茶が毎日味わえる、夢のよう
なカレンダーです。
販売期間：10月30日～ ※無くなり次第終了
販売数量：期間中3個限定

テイクアウト

ビオセボン（B2F）

商品名：秋川牧園3種のハーブ香る丸どり
価格：1羽 4,839円

フランス発のオーガニック・スーパーマーケット「ビオセボ
ン」からは、飼料にこだわり、のびのびと育てられた山口県
「秋川牧園」の鶏肉を使用。3種のハーブに漬け込み、オー
ブンでじっくり焼き上げた一品。

予約期間：12月11日まで ※店頭
受渡期間:12月24日､12月25日 ※店頭（11：00～19：00）
販売数量：期間中15個限定

テイクアウト

Viennoiserie JEAN FRANÇOIS（B2F）

商品名：クリスマスのシュトレン
価格：お試しサイズ 540円

フルサイズ 1,512円

お酒に漬け込んだドライフルーツやナッツをたっぷりと生地
に練り込んで焼き上げたクリスマスの伝統菓子です。

販売期間：12月1日～12月25日まで

テイクアウト

TOKYO MACAPRESSO（B2F）

商品名：ハッピーマカロンケーキ
価格：飾り付き 4,980円／飾りなし 3,980円

ボリュームたっぷりのトゥンカロンを二段に重ねた、見た目
も味わいも華やかな一品です。お好きなトゥンカロンを選ん
で、唯一無二のオリジナルケーキに。いつもとは形の違うク
リスマスケーキとしてパーティーや贈り物にもおすすめです。
（電話予約の場合、マカロンのデザインはランダムとなりま
す）

予約期間：12月1日～12月22日まで ※電話、店頭
受渡期間：12月1日～12月25日まで ※店頭
※12月23日,24日,25日は受渡のみ（要事前予約）
上記の3日間以外は、当日予約・受け取りが可能です

GINZA SIX限定

※写真はイメージです（飾りは異なります）

L'ABEILLE（B2F）

商品名：はちみつドリンクジンジャースパイス
価格：2,376円

ミルクで割る数量限定のはちみつチャイ。5種類のスパイス
とアッサムティー、たっぷりのはちみつをブレンドした簡単
チャイの素。ホットミルクで割ると身体がぽかぽかに。冷た
いミルクでも美味しくいただけます。スパイスを効かせつつ、
たっぷりのはちみつでマイルドな味に仕上げました。
※専用ボックス（+110円）でのギフトラッピング可能

販売期間：11月1日～ ※無くなり次第終了
販売数量：店舗へお問い合わせください

テイクアウト

※写真はイメージです

荻野屋（B2F）

商品名：銀座の鶏もも (クリスマス限定バージョン)
価格：鶏もも2本、付け合わせ付き 1,620円

益子焼の土釜駅弁で知られる“峠の釜めし”をはじめ、店
舗限定のお弁当やお惣菜に定評のある「荻野屋」。若鶏の
骨付きもも肉をこだわりの調理方法で仕上げた定番人気
の“銀座の鶏もも”が、クリスマス仕様の楽しげな飾り付き
で登場。

予約期間：11月下旬～（予定） ※店頭、電話、メール
受渡期間：12月1日〜12月25日まで ※店頭
※2日前までに要予約

テイクアウト

ビストロ オザミ（6F）

商品名：シャルキュトリー盛り合わせ
価格：3～4人前 3,000円

パリで100年以上続くビストロ料理と日本の正統派洋食を
コンセプトに、トラディショナルスタイルの料理を提案する
「ビストロオザミ」。フランスの食文化から生まれたシャル
キュトリーの盛り合わせは、シャンパンやワイン、チーズと
一緒に楽しんで。

予約期間：2023年1月8日まで ※店頭、電話、メール
受渡期間：2023年1月9日まで ※店頭
※前日までに要予約

テイクアウト

EATALY（6F）

商品名：ラザニア
価格：4～5人前 4,980円

高品質で伝統的なイタリアの食を届ける「イータリー」が、
店内のレストランで作った味わい深いボロネーゼソースと
ベシャメルソースを、ムリーノ・マリーノ社の小麦粉を使った
生地と重ねて焼き上げた極上の味わい。陶器ごと温めて
召し上がれ。

予約期間：11月18日～12月23日まで ※店頭、電話
受渡期間：12月1日～12月25日まで ※店頭
販売数量：期間中25個限定

テイクアウト

THE GRAND GINZA（13F）

商品名：シェフ特製ローストビーフ
価格：1kg 5,000円

ホームパーティーの主役にふさわしい存在感のある塊肉
の特製ローストビーフは、お気に入りの大皿に盛り付けて
テーブルの中央に配して。しっとり柔らかな肉の旨味を引
き立てるのは、西洋わさびとシャリアピンという2種のソー
ス。

予約期間：12月28日まで ※店頭、電話
受渡期間：12月1日～12月31日まで ※店頭
販売数量：期間中100セット限定
※3日前までに要予約

GINZA SIX限定

※写真はイメージです
（容器のデザインは異なります）

テイクアウト

GINZA SIX限定



※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2022年10月27日時点の情報です。

※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。

2022年10月27日時点

GINZA SIX PR事務局

クリスマス気分を盛り上げる、ホームパーティーにおすすめの「テイクアウトグルメ」「お酒」

GINZA SIX クリスマスグルメおすすめメニュー・商品リスト

■お酒

テイクアウト

いまでや銀座（B2F）

商品名：鳳凰美田ゆず酒
価格：1,870円

芳醇甘口な“鳳凰美田 吟醸酒”をベースに、厳選した柚子
をプラス。キンキンに冷やして味わうのはもちろん、柚子サ
ワーやビール割りなど多彩な楽しみ方ができる果実酒。

テイクアウト

ワインショップ・エノテカ（B2F）

商品名：オレンジ・ゴールド／ジェラール・ベルトラン
（フランス）

価格：3,080円

ワイン・エンスージアスト誌において、ヨーロッパのワイナ
リー・オブ・ザ・イヤーを受賞した名門ジェラール・ベルトラ
ンが、約4500年前にジョージアで造られた最初のオレンジ
ワインに敬意を表し造られた1本。フランス地中海沿岸で栽
培している複数のブドウ品種をブレンドして仕立て、フレッ
シュでありながらも厚みのある味わいに仕上がっています。

販売期間：12月1日～12月31日まで
販売数量：期間中36本限定

NO
IMAGE

テイクアウト

ワインショップ・エノテカ（B2F）

商品名：ルイ・ロデレール・クリスタル
価格：44,000円

シャパーニュメゾンの頂点に君臨する老舗「ルイ・ロデレー
ル」。ロシア皇帝の要望により誕生した特別なシャンパー
ニュは、至高のテロワールを映し出した力強くもピュアな味
わい。

テイクアウト

ワインショップ・エノテカ（B2F）

商品名：カルテット・アンダーソン・ヴァレー・ブリュット
価格：4,620円

老舗シャンパーニュメゾン、「ロデレール・エステート」が手
掛けるカリフォルニア産のスパークリングワインは、リッチ
なアロマと美しい酸を併せ持つエレガントなスタイルが魅
力。

テイクアウト

ワインショップ・エノテカ（B2F）

商品名：プロジェクト・クワトロ・カヴァロゼ
価格：1,980円

実力派ワイナリー、「クロ・モンブラン」のロゼスパークリン
グワインはシャンパーニュと同じ製法で仕立てられたもの。
ドライフルーツやイーストの香りぜいたくな余韻を醸し出し
て。

テイクアウト

Jule’s Whisky Collection（B2F）

商品名：山崎リミテッドエディション・
響ブロッサムハーモニー 2022年限定品セット

価格：各700ml×2本 103,000円

厳選した酒齢12年以上のミズナラ新樽原酒をぜいたくにブ
レンドした“山崎リミテッドエディション2022”と、じっくり熟成
させた原酒に桜樽で後熟させた貴重な原酒をブレンドした
“響ブロッサムハーモニー2022”の2本セット。飲み比べても
楽しい。

販売期間：12月25日まで
予約期間：11月11日～ ※電話（お渡し方法：店頭）
販売数量：1日10セット限定

テイクアウト

GRAND CRU CAFÉ GINZA（13F）

商品名：NATURE CAFÉ
「コトワ農園ワイニーナチュラル 2021」

価格：（焙煎豆100g入り）ハーフボトル 22,000円

「ミカフェート」とパナマの「コトワ農園」が、人工的な手法と
近代的な技術を極力使わずに育てた人気銘柄の最新年
度のコーヒー豆。艶やかな酸味と熟成させたシェリー酒の
ような深みのある風味が特徴。

※本商品は左から4番目です

※本商品は左から1,2番目です ※本商品は左から5番目です

GINZA SIX限定GINZA SIX限定

※本商品は左から4番目です

※本商品は左から3番目です

※本商品は左から2番目です

テイクアウト

いまでや銀座（B2F）

商品名：都農ワインキャンブルスコ・ロゼペティアン
価格：2,343円

「都農ワイン」と「IMADEYA」とのコラボで生まれたワイン。
キャンベルアーリー由来のイチゴや南国果実のような香り
とフレッシュ感のある味わい、心地よい炭酸ガスが特徴。

テイクアウト

いまでや銀座（B2F）

商品名：木戸泉 twelv.afs
価格：11,110円

東京・西麻布にある日本酒バー「トゥエルヴ」のディレク
ターであり世界的唎酒師のドミトリー氏と「木戸泉酒造」の
コラボで誕生。シルキーな泡といちごのようなフルーティー
な香りはまさに日本酒の新機軸。

※本商品は左から3番目です
※本商品は左から1番目です
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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2022年10月27日時点の情報です。

※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。

2022年10月27日時点

GINZA SIX PR事務局

クリスマスシーズンの手土産に喜ばれる「ギフトセット」

GINZA SIX クリスマスグルメおすすめメニュー・商品リスト

GINZA SIX限定テイクアウト

T’s GALLERY（B2F）

商品名：_sign./CHIYOCOクリスマス限定セット
価格：2,500円

3種類のサブレとそれぞれに合う生チョコレートを贅沢にサ
ンドしました。今しか味わえないダーク、ホワイト、ミルクの
3種が入ったGINZA SIX限定セットです。

販売期間：11月11日～12月25日まで
販売数量：期間中350個限定

テイクアウト

ビオセボン（B2F）

商品名：「サンドメニコ」フレーバーオイルアソートセット
価格：430円

イタリアより初上陸。国際的な品評会でW受賞の実力派ブ
ランドから昨今人気急上昇中のフレーバーオイルが使い切
り(12ml)サイズで登場。「レモン」「ガーリック」「ローズマ
リー」「ジンジャー」の4種類が楽しめます。料理の仕上げに
まわしかけて、香りをお楽しみください。

テイクアウト

Viennoiserie JEAN FRANÇOIS（B2F）

商品名：クリスマスカヌレギフトBOX（4個入り）
価格：1,296円

ラム酒がほんのりと香るしっとりむっちり食感のカヌレ。程
よい甘さのコク深いチョコレート、香り高い抹茶、甘酸っぱ
いドライフルーツを乗せたホワイトチョコ、豊かな酸味と甘
みのフランボワーズの4種類のカヌレが入った華やかな
BOXです。

販売期間：12月1日～12月25日まで
GINZA SIX限定 テイクアウト

SunnyHills ginza（B2F）

商品名：サニーヒルズ銀座店限定セット
価格：6個入り 2,100円

甘酸っぱい完熟パイナップルケーキと、酸味や歯応えがク
セになる青森県産の紅玉りんごケーキのセット。

販売期間：11月上旬～ ※無くなり次第終了

テイクアウト

Tea Forté（B2F）

商品名：ウォーミングジョイティーツリー
（限定フレーバー4種類、計4ティーインフューザー
入り）

価格：2,743円

ピラミッド型のティーインフューザーはお湯に入れても通水
性が良く、高品質な茶葉を活かしてくれる。今回は夜空の
星々とシャンパングラスの中で輝く泡をモチーフにした、数
量・期間限定のパッケージで登場。

※無くなり次第終了

テイクアウト

TOKYO MACAPRESSO（B2F）

商品名：クリスマス限定デザイン トゥンカロン4個入り
価格：4個入り 1,520円

キュートな韓国式マカロンは、いちごミルクやキャラメル、リ
アルチョコ、デジバーのフレーバーをセットに。

販売期間：12月25日まで

テイクアウト

AND THE FRIET（B2F）

商品名：スペシャルギフトボックス
価格：2袋入り各65g 1,600円

プレミアムソルト&ミルクチョコレートと黒トリュフ&ホワイト
チョコレートの2味がセットに。甘さと塩味が絶妙。

販売期間：11月24日～12月25日まで

テイクアウト

ホテルショコラ（B2F）

商品名：ベルべタイザーとお好きなチョコフレーク2種
価格：12,500円

滑らかなホットショコラ。ドリンクメーカーは、英国の家電
メーカー、デュアリット社との共同設計。お好みのミルクと
チョコレートフレークを入れて、ボタン1つで完成。ホットだけ
でなくコールドドリンクも楽しめる。

テイクアウト

L'ABEILLE（B2F）

商品名：はちみつギフト2本セット
価格：5,247円

高度900ｍ以上にしか生えないギリシャモミから採れるバ
ニラ色の甘露蜜と、口どけがガナッシュのようなクリスマス
ブッシュの2本がセットに。
※はちみつが含まれる製品は1 歳未満のお子様には与え
ないで下さい。
左からギリシャクリスマスツリー（125g）、クリスマスブッシュ
（125g）

※無くなり次第終了

テイクアウト

Bicerin（B2F）

商品名：トレジャーボックス・ジャンドゥイヤ（50個入り）
価格：21,600円

上質なイタリアのヘーゼルナッツペーストを練り混み、口ど
け優しく風味豊かに仕上げたジャンドゥイヤ・チョコレート。
口いっぱいに広がる芳醇な香りと味わいは、ホリデーシー
ズのギフトにぴったり。

Ben’s Cookies（B2F）

商品名：クッキーギフトティン
価格：990円

通常サイズのクッキーを店頭に出ている中から2枚お選び
いただき、四角い小さな可愛いギフトティンにお入れします。
ちょっとしたプレゼントにおすすめの一品です。

テイクアウト テイクアウト

甚五郎（B2F）

商品名：ジュエリーハート
価格：各55g各450円

クリスマスカラーのざらめをまとった“ジュエリーハート”と、
“伝統塩バター”。プチギフトとしても喜ばれそう。

販売期間：12月25日まで
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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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GINZA SIX PR事務局
GINZA SIX クリスマスグルメおすすめメニュー・商品リスト

クリスマスシーズンの手土産に喜ばれる「ギフトセット」

テイクアウト

HONMIDO（B2F）

商品名： HONMIDOクッキー冬缶
価格： 3,600円

和洋の素材を使用した、クッキー8種類の詰合せ。冬のモ
チーフの雪の結晶やリーフなど、こだわりのクッキーがたっ
ぷりとオリジナル缶に。大切な人への贈り物や季節のギフ
トとしてもおすすめ。

販売期間：11月11日～ ※無くなり次第終了
販売数量：1日15個限定

テイクアウト

覚王山フルーツ大福弁才天（B2F）

商品名：赤と白の宝石セット
価格：4個入り 2,900円

旬味の真っ赤ないちごと、芳醇な香りも楽しめる希少な白
いちごを使った特別な大福セット。

販売期間：12月1日～12月25日まで
販売数量：1日5セット限定

テイクアウト

恵那栗工房 良平堂（B2F）

商品名クリスマス和ギフト
価格：缶詰め合わせ 10個入り 3,240円

オリジナル缶に、“栗の森ケーキ”や焼き栗きんとん、和風
チョコレートをぎっしりと詰め合わせて。

販売期間：12月25日まで
サイズ：12×7×20cm

テイクアウト

KUGENUMA SHIMIZU（B2F）

商品名：クリスマスもなかBOX
価格：8個入り 2,160円

クリスマスモチーフのもなかの皮に、チョコレート餡を別添
え。いつでも作りたての香ばしさが味わえる。

販売期間：11月中旬～12月25日まで
販売期間：期間中100個限定

テイクアウト

綾farm（B2F）

商品名：セミドライフルーツ クリスマス
価格：8袋入り 1,300円

クリスマス限定の愛らしい巾着パッケージに、厳選した国
産の8種のセミドライフルーツを詰め込んで。

販売期間：11月17日～12月25日まで

テイクアウト

ISHIYA G（B2F）

商品名：・サクラング・ド・シャ（りんごと紅茶）
価格：12枚入り 1,566円

お茶専門店「ルピシア」の“BATONアールグレイ”を使用し
たラング・ド・シャに、りんごチョコレートをサンド。

販売期間：2023年2月14日まで

テイクアウト

麻布野菜菓子（B2F）

商品名：果物チップス限定チョコ
価格：85g 864円

定番人気の“果物チップス”が、クリスマスの期間限定でほ
どよい甘さのミルクチョコをまとって登場。

販売期間：12月1日～12月25日まで

GINZA SIX限定

4



※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2022年10月27日時点の情報です。

※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。

2022年10月27日時点

GINZA SIX PR事務局

大人のためのラグジュアリーな「クリスマスケーキ」

GINZA SIX クリスマスグルメおすすめメニュー・商品リスト

テイクアウト

くろぎ茶々（B2F）

商品名：・白練宇治抹茶ケーキ
価格：3,780円

京都「福寿園」の厳選した宇治抹茶に、クリームチーズの
酸味とホワイトチョコレートの甘みを掛け合わせて。旨み豊
かな宇治抹茶と一緒にお楽しみいただきたい、こだわりの
一品。

予約期間：12月24日まで ※店頭、電話
受渡期間：12月25日まで ※店頭
サイズ：約縦12×横13×高さ5.5cm
※7日前までに要予約

テイクアウト

T’s GALLERY（B2F）

商品名：ルージュブラン
価格：4,500円

月に1日しかオープンしない大阪にある完全予約制スイー
ツ専門店「ツキイチ」。予約のとれない店の“ルージュブラ
ン”を特別にアレンジした一品は大切な人と過ごす日を
彩ってくれる。

予約期間：12月17日まで ※店頭、電話
受渡期間：12月24日、12月25日 ※店頭
販売数量：期間中20台限定
サイズ：約直径12×高さ7cm

GINZA SIX限定GINZA SIX限定 テイクアウト

パティスリーGIN NO MORI（B2F）

商品名：クリスマスプティング
価格：2,700円

森の恵みによる繊細で複雑な味わいが魅力の洋菓子専
門店。果物や木の実などをふんだんに使ったプディングは、
自然な甘みや風味が織りなす独特のハーモニーが口福を
もたらす。

販売期間：12月1日～ ※無くなり次第終了
販売数量：期間中50台限定
サイズ：約縦11×横11×高さ3cm

テイクアウト

ビオセボン（B2F）

商品名：有機フルーツ5種のクリスマスタルト
～グルテンフリー～

価格：4,947円

米粉スイーツとパンの専門店「チーノ」が作る、オーガニッ
ク原料にこだわったタルト。国産米粉を使用した生地の上
に、有機フルーツ5種と生クリームを華やかに盛り付け。

予約期間：12月11日まで ※店頭
受渡期間：12月24日、25日 ※店頭（11：00～19：00）
販売数量：期間中15台限定
サイズ：約直径15cm

テイクアウト

Viennoiserie JEAN FRANÇOIS（B2F）

商品名：クリスマスタルト〜グルテンフリー〜
価格：3,780円

米粉を使用したグルテンフリーのタルトに、カスタードク
リームとフルーツをたっぷりと飾りつけて。ゴロゴロとした大
きなフルーツは食べ応えもあり、甘いものが苦手な人にも
おすすめ。

予約期間：12月23日まで ※店頭、電話
受渡期間：12月23日～12月25日まで ※店頭
サイズ：約直径16cm

GINZA SIX限定 テイクアウト

MERCER bis GINZA（B2F）

商品名：クリスマスシフォンケーキ
価格：（左）4,300円／（右）4,800円

卵白と米粉を使ったふわもち食感のシフォンケーキに、ほ
ろ苦いキャラメルソース仕様のクリスマスキャラメル（左）と、
ホワイトラズベリー（右）が登場。ホイップクリームは甘さ控
えめで、ビターなコーヒーと好相性。

予約期間：12月16日まで
受渡期間：12月23日～12月25日まで ※店頭
サイズ：各約直径15×高さ7.5cm
※予約方法は店舗までお問い合わせください

テイクアウト

マーロウ（B2F）

商品名：クリスマスパーティープリン
価格：5,400円

なめらかな味わいが楽しめる、北海道産のフレッシュクリー
ムを使った濃厚プリン。ブランド卵「茜美人」、マダガスカル
産のバニラビーンズも贅沢に使用しました。総重量2㎏
（マーロウのプリン6個分）のクリスマス限定プリンは、パー
ティー気分を盛り上げる一品です。

予約期間：12月1日～12月25日まで ※店頭、電話
受渡期間：12月1日～12月25日まで ※店頭
サイズ：直径21cm×高さ7cm
※完全予約制／3日前までに要予約

テイクアウト

マーロウ（B2F）

商品名：北海道バスクチーズケーキと二種のジャムセット
価格：7,128円

北海道産クリームチーズや生クリームをふんだんに使い、
アーモンドプードルで仕上げた濃厚な味わい。紅茶入りの
ブルーベリージャムとラズベリージャムがセットで味の変化
も楽しい。

予約期間：12月25日まで ※店頭、電話
受渡期間：12月25日まで ※店頭
サイズ：約直径21×高さ6cm
※完全予約制／3日前までに要予約

テイクアウト

マーロウ（B2F）

商品名：クリスマスケーキ
価格：3,186円

ベルギーベルコラーデ社のチョコレートをふんだんに乗せた
マーロウのクリスマスケーキは、いちじく・くるみ・レーズンをラ
ム酒に漬けたドライフルーツに、アーモンドプードル100％の
しっとりとした生地の重厚感があるケーキ。ケーキの上にシナ
モンバターシュガーを塗り、シナモンの香りとシュガーのシャリ
シャリ感がとても良く合います。日が経てばたつほどシナモン
シュガーがケーキになじみ、徐々に熟成され美味しさも増して
いきます。

予約期間：11月1日～12月25日まで ※店頭、電話
受渡期間：12月1日～12月25日まで ※店頭

（12月1日～12月9日までの受け渡しは完全予約制）
サイズ：長さ16ｃｍ×幅8ｃｍ×高さ8ｃｍ
※無くなり次第終了

テイクアウト

Signifiant Signifié + plus

商品名：シュトーレン
価格：BOX入り 6,156円（BOXなし 5,076円）

赤ワインやクレームドカシスで漬けたナッツとドライフルー
ツをたっぷりと生地に練り込み、焼き上げて。仕上げにバ
ターと和三盆糖で包み込んだ上品な甘さが印象的。日を
追うごとに変化する食感も楽しい。

予約期間：12月25日まで ※店頭、電話
受渡期間：12月25日まで ※店頭
サイズ：約縦7×横17×高さ4cm

5



※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2022年10月27日時点の情報です。

※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。

2022年10月27日時点

GINZA SIX PR事務局

大人のためのラグジュアリーな「クリスマスケーキ」

GINZA SIX クリスマスグルメおすすめメニュー・商品リスト

テイクアウト

パティスリーパブロフ（B2F）

商品名：プレミアムクリスマスケーキ
価格：15,000円

グランシェフ近藤康和がお届けするプレミアムなクリスマス
ケーキ。3段のいちごのショートケーキを粉雪に見立てたホ
ワイトチョコレートの粉末で覆い、ホワイトチョコ細工でつくら
れた大輪の花でデコレーション。銀箔で覆ったチョコレート
ボールと生クリームの絞りを加え、より華やかに仕上げまし
た。

予約期間：11月1日～12月15日まで ※店頭、電話、公式HP
受渡期間：12月22日～12月25日まで ※店頭のみ
販売数量：期間中15台限定
サイズ：（下段）直径約21cm、（中段）直径約15cm

（上段）直径約9cm、（ケーキ全体の高さ）約25cm
※完全事前予約制（無くなり次第終了）

テイクアウト

パティスリーパブロフ（B2F）

商品名：ネージュ
価格：6,500円

ホワイトチョコレート細工によるクリスマスキャンドルをイ
メージした繊細な造形は、ずっと眺めていたくなるほどの美
しさ。真っ白なルックスの内側は、チョコレート生地や2種類
のガナッシュチョコレートムース、ビスキュイショコラなどの8
つの層が織りなす、ビターなグラデーションが楽しいチョコ
レートケーキ。

予約期間：12月15日まで ※店頭、電話
受渡期間：12月22日～12月25日まで ※店頭
販売数量：期間中70台限定
サイズ：約直径18×高さ12cm

テイクアウト

アルノー・ラエールパリ（B2F）

商品名：ノエルモンブラン
価格：4,800円

香り豊かな愛媛県産中山栗を贅沢に使用したクリームに、
マスカルポーネのクリームとたっぷりのイタリア産栗を忍ば
せて、ラム酒の香りがアクセント。”雪山”のトナカイが可愛
らしいクリスマスアレンジ。

予約期間：10月29日～12月18日まで ※店頭、電話
受渡期間：12月17日～12月25日まで ※店頭
サイズ：約直径12cm×高さ11cm
※無くなり次第終了

テイクアウト

アルノー・ラエールパリ（B2F）

商品名：トゥールーズ・ロートレック
価格：5,500円

アルノー・ラエール パリのスペシャリテ。「チョコレートの甘
美なる魅力」を洗練されたデザインとともにご堪能ください。
カカオ70%チョコレートのムースやクレームブリュレ、ビス
キュイなど多彩なショコラの魅力と技を凝縮した2022年限
定アレンジ。

予約期間：10月29日～12月18日まで ※店頭、電話
受渡期間：12月17日～12月25日まで ※店頭
サイズ：約直径15cm×高さ5cm

テイクアウト

アルノー・ラエールパリ（B2F）

商品名：ボネドゥ ノエル
価格：8,500円

パリの人気パティスリー「アルノー・ラエール パリ」のクリス
マスといえば、サンタクロースの帽子の形をした“ボネ ドゥ
ノエル”。甘美な香りのバニラのババロワーズと、果肉をち
りばめたフランボワーズのジュレで表現したケーキは、まる
で童話の世界から出てきたかのような愛らしさ。

予約期間：12月18日まで ※店頭、電話
受渡期間：12月17日～12月25日まで ※店頭
サイズ：約直径20×高さ18cm
※2日前までに要予約

テイクアウト

THE GRAND GINZA（13F）

商品名：クリスマス仕様の苺のミルフィーユ
価格： 6,480円

パリの老舗レストラン「マキシム」の支店として、銀座で約
50年間親しまれてきた「銀座マキシム・ド・パリ」。そんな名
店の“苺のミルフィーユ”を再現した人気ケーキがクリスマ
スの装いに。

予約期間：12月22日まで ※店頭、電話
受渡期間：12月17日～12月25日まで ※店頭
サイズ：約縦11×横16×高さ12cm
※3日前までに要予約

GINZA SIX限定

テイクアウト

EATALY（6F）

商品名：パネットーネミラネーゼ
価格：4,500円

伝統的製法で作られたボニファンティ社の香り高くしっとり
した生地にサルタナレーズン、砂糖漬けのオレンジとシトロ
ンピールをたっぷり入れて。

予約期間：無くなり次第終了 ※店頭、電話
受渡期間：12月10日まで ※店頭

（12月11日以降、店頭販売あり）
販売数量：期間中150台限定
サイズ：約直径21×高さ12cm

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2022年10月27日時点の情報です。

※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。

2022年10月27日時点

GINZA SIX PR事務局

7

特別な空間で楽しむレストランの「クリスマスメニュー」

GINZA SIX クリスマスグルメおすすめメニュー・商品リスト

TEPPANYAKI 10 GINZA（6F）

メニュー名：クリスマスコース
価格：25,000円

黒毛和牛のサーロインやイセエビなど贅沢で豪華な美味
が目白押し。シャンパーニュのグラスがつくのも◎。

提供期間：12月24日、12月25日 ※店頭、電話
※前日までに要予約

イートイン

EATALY（6F）

メニュー名：ナターレコース
価格：10,000円

イタリアの食文化を発信しているイータリー銀座店内「ラ・
グリーリア」では、クリスマス限定の前菜と、北イタリアの伝
統的なパスタであるトリュフのタヤリン、メインディッシュに
短角牛のフィレ肉と北海道産の鴨胸肉のグリルをご用意。
ドルチェやエスプレッソまで、本場のイタリアを感じられるス
ペシャルなコースを召し上がれ。
※ドリンクは別

提供期間：12月25日まで
予約期間：12月25日まで ※店頭、電話

イートイン

イートイン

THE GRAND GINZA（13F）

メニュー名：THE GRAND AFTERNOON TEA SET
～Christmas Market～

価格：お一人様 5,500円（税・サービス料込）

ドイツを中心にヨーロッパや近年東京をはじめとする大都
市圏でも開催される「クリスマスマーケット」。ライトアップさ
れた広場にクリスマスピラミッドやオーナメント、グリューワ
インやチョコレートの屋台が並び、街全体が華やかに盛り
上がる冬の一大イベントをイメージし、リースが浮かぶスー
プやキャンドルケーキ、オーナメントムースなど心華やぐク
リスマスセイボリー＆スイーツをご用意しました。大切な方
と特別なひとときをお過ごしください。

提供期間：11月1日～12月31日まで

GINZA SIX限定

THE GRAND GINZA（13F）

メニュー名：・THE GRAND 47 Christmas Dinner
価格：21,780円（サービス料込み）

日本全国より取り寄せた冬の旬味をふんだんに盛り込ん
だ、本格フレンチの特別ディナー。前菜には北海道産雲丹
のロワイヤルなども加わり、海山の幸をあますことなく味わ
うことができる。クリスマスのイルミネーションに煌めく銀座
の街を見下ろすことができるロケーションで、ワンランク上
の一夜を。

提供期間：12月1日～12月31日まで
予約期間：12月31日まで ※店頭、電話

GINZA SIX限定イートイン

日本橋鰻 伊勢定～蓮～（13F）

メニュー名：聖夜
価格：16,335円（サービス料込み）

前菜、お造り、鰻重などの食事、水菓子がセットに。前菜は
鰻の白焼きと地焼き、小布施産栗の茶巾を。

提供期間：12月25日まで
予約期間：12月25日まで ※店頭、電話
提供数量：1日15食限定

イートイン

つきじ鈴富（13F）

メニュー名：大間産まぐろのステーキ
価格：9,680円（サービス料込み）

自家製ソースや天然塩でいただく、天然まぐろの中トロを
贅沢に使ったレアステーキ。お二人でのシェアが◎。

提供期間：12月1日～12月25日まで
予約期間：12月23日まで ※店頭、電話
提供数量：期間中50食限定
※2日前までに要予約

イートイン

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定 GINZA SIX限定

自由が丘蔭山樓（B2F）

メニュー名：トリュフときのこの鶏土鍋あんかけごはん
価格：2,618円

骨つきもも肉をじっくりと煮込み、鶏白湯にきのことトリュフ
をプラスした餡を、ご飯にたっぷりとかけた逸品。

提供期間：12月23日～12月25日まで
提供数量：1日5食限定

イートイン

家寳跳龍門（6F）

商品名：2022年クリスマスメニュー
価格：30,250円（サービス料込み）

全９品のコースには、“卵白茶碗蒸し仕立て蟹味噌風味燕
の巣添え”や“伊勢海老のオーブン焼き”などが。

提供期間：12月20日～12月25日まで
予約期間：12月25日まで ※店頭、電話

イートイン

EMIT FISHBAR（6F）

メニュー名：クリスマスオイスタープラッター
価格：4,200円（サービス料込み）

2種の生牡蠣と3種のソース（鮮魚とバジルソース、サワー
クリームといくら、カクテルソース）などをひと皿に。

提供期間：12月16日～12月25日まで

イートインGINZA SIX限定 GINZA SIX限定GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

※写真はイメージです

GINZA SIX限定イートイン

Bicerin（B2F）

メニュー名：ピエモンテ風牛肉の赤ワイン煮込み
価格：1,980円

2日間限定のクリスマスメニュー。牛肉と香味野菜を赤ワイ
ンで長時間煮込み、柔らかく仕上げました。チーズリゾット
とともにお召し上がりください。

提供期間：12月24日,12月25日 ※無くなり次第終了

イートイン

BLUE BOTTLE COFFEE（B2F）

メニュー名：チョコレート ラムレーズンパウンドケーキ
価格：473円

生クリームやチョコレートを贅沢に使用したリッチでこっくり
とした生地に、レーズンを加え、ラム酒で風味付けしました。
重厚だけど軽やかなチョコレート生地に爽やかな酸味と甘
みが特徴のレーズンがアクセント。ラムの香りがほんのり
香る、ホリデー気分を高めてくれる一品です。温かいコー
ヒーと合わせてお楽しみください。

提供期間：11月1日～1月11日まで
提供数量：1日約10食限定

食べるバラの専門店・玖島ローズ（B2F）

メニュー名：クリスマスアフタヌーンティー
価格：3,300円

バラソルトを振った生チョコやバラフレーバーのマカロンな
ど、麗しいバラの香りが味わえる限定セット。

提供期間：12月1日～12月25日まで
予約期間：12月23日まで ※店頭、電話
※2日前までに要予約（完全予約制／2～4名様のみ）

イートイン GINZA SIX限定


