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地下2階フードフロアのショーウインドーは、宙を泳ぐ
Astral Sea Turtle（アストラル・シー・タートル）
や隕
石に乗ったGrasshoppers
（グラスホッパー）
を主役に
した、遊び心あふれるディスプレー。
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館内アート

コラボアイテム

中央吹き抜け、
銀座通りに面した
2ヶ所のメインエントランス、
フードフロアのショーウインドーほか、
館内の各所で
の世界を展開。
『Astral Sea』

館内10店舗では、
スイーツやお酒、
ファッションアイテム
など、
クラウス・ハーパニエミ氏と
コラボレーションした
アイテムが登場。
詳細は、本誌 P46をチェック。

※中央吹き抜けアートのみ
2020年2月下旬まで展開予定

銀座に出現する、宇宙と生命のファンタジー。

｜開催期間｜

11月5日
（火）
～
12月25日
（水）

『Celebration of Life –星の海の祝祭–』
今年、
GINZA SIXのホリデーシーズンを彩るのは、宇宙に暮らす空想上の生き物たち。

宇宙と人間の命の繋がりにまで思いを馳せることができる、
厳かで雄大な空間が創出される。
北欧のアーティスト、
クラウス・ハーパニエミ氏による、時空を超えた新たな世界へ。
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メインエントランス
（4丁目側）
には、魅惑的なAstral Swan
（アストラル・スワン）
が登場。
光を用いた幻想的なオブジェで、空想の星空へ誘う。

『

–の海の祝祭 』
–を
Celebration of Life 星

テーマに展 開 される 、２０１９ 年のホリデー

シー ズン。フィンランドのア ーティスト 、クラ

』（アストラル・シー ）
の世 界
Astral Sea

ウス・ハー パニエミ 氏 が宇 宙 を 舞 台に 描いた

作 品『

がアレンジされ 、宇 宙に暮 らす空 想 上の生 き

時 空を超えて宇 宙を旅する２頭の

物たちが館内に姿を現す。

（ライトニング・ホエール）
Lightning Whales

（アストラル・スワン）。
や美しい Astral Swan

他 に もユニー クで 神 秘 的 な キャラ ク タ ー が

登 場し 、命の連 鎖や宇 宙と 人 間のつながりを

想 起 させる 物 語 を 紡 ぐ 。
ハー パニエミ 氏 の

https://www.klaush.com/
instagram：klaushaapaniemi_official

創 作の源は 、自 然からのインスピレーション。

※本特集号内に掲載した商品の価格は、
すべて消費税を除いた本体価格です
（2019年10月
17日現在）
。※価格の改定や、
仕様が変更される場合があります。※限定商品の販売は11月5日
（火）
からとなります。一部販売期間が異なる店舗もあります。
また商品の内容、提供数量等の詳
細は、各店舗へお問い合わせください。
※本特集号内で使用している略号は下記の通りです。YG＝イエローゴールド、WG＝ホワイトゴー
ルド、PG＝ピンクゴールド、RG=ローズゴールド、PT＝プラチナ、
SS＝ステンレススティール

クジラやスワンに神聖さを見る感性、
また生物

編集協力／オフィス インターフェイス デザイン／RAM

GINZ A SIで
X味

企画・制作／日本経済新聞社
企画協力／GINZA SIXリテールマネジメント

1 9 7 0 年フィンランド・ヘルシンキ生まれのアーティスト。
フィンランドの自然や伝統美に由来する審美眼から生まれる
作品は、
リアリズムとファンタジーとが融合した独特なスタイル
＆フィールを持つ。自身の作品創作に留まらず、
「イッタラ」や
「エスタブリッシュ ＆ サンズ」
など多くの企業とコラボレート
している。2015年には「フィンランド国立オペラ」の衣装、
舞台装飾を担当。19年にはKADOKAWAより初の作品集
『クラウス・ハーパニエミ 夢の風景』
を刊行した。

に向けられる 愛にあふれる 眼 差しなどには、
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な作 品を目にする 時 、心に響 く 幻 想の世界に
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クラウス・ハーパニエミ

日 本 人 と 共 通 す る 自 然 観 があ る 。氏の 雄 大
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の 胸の 高 ま り と と もに

GINZA SIXをもっと楽しむ、

3

中央吹き抜けでは、
2頭
のLightning Whales
（ライトニング・ホエー
ル）
が円を描くように宙
を舞い、アートをプリン
トしたタペストリーが囲
む。約10mあるクジラ
は、弘前のねぷた師が
制作。
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SAINT LAURENT
サンローラン
サンローランのブランドロゴの名を冠した、
今注目のトップハンドルバッグ
〈カサンドラ〉
。
最 新 作は、鋭角的なラインのフラップに
スムースレザーを、
フロントには温かみのある
スエードと、異素材を組み合わせたタイプ。
ゴールドのロゴが一層引き立ち、端正なフォ
ルムにヴィンテージ風の味わいも添える。
ニュアンスのあるオリーブカラーも魅力。あら
ゆるスタイルに、
モードが香るワンランク上の
上質感を与えてくれる。
〈カサンドラ〉
24.5×
20×11.5㎝、249,000円。サンローラン
バイ アンソニー・ヴァカレロ／サンローラン
℡03-6891-0451【B1F～2F】

ニュアンスカラーに
ロゴが映える
バイマテリアルの新作。

House of Dior Ginza

タロットの世界を描く
GINZA SIX限定の
縦型ブックトート。

ハウス オブ ディオール ギンザ
2018年の春夏コレクションでの発表以来、
人気の衰えを知らないディオールのアイコン
バッグ
〈ブックトート〉
。多彩なモチーフとカラー
でコレクションが広がるなか、
GINZA SIXだけ
で展開されるのが、特別な縦長バージョン
の限定柄。
メゾンの技巧を感じさせるエンブ
ロイダリー
（刺繍）
によって、幻想的なタロット
柄を緻密に描く。全3柄が用意され、星の
カードをモチーフにした写真のバッグはその
ひとつ。
〈バーティカル ブック トート〉20×
26×10㎝、285,000円。ディオール／
ハウス オブ ディオール ギンザ
℡03-3569-1081【B1F～4F】
GINZA SIX 限定
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聖夜を祝うギフトを、
GINZA SIXで。

今年もGINZA SIXに、心躍るホリデーシーズンが訪れた。
銀座・中央通りに面したトップメゾンをはじめ、
各階に居並ぶ一流ブランドが
限定アイテムや心に響く逸品を揃えて待っている。
さあ、
とっておきを見つけに。
※一部の商品を除き、
11月5日
（火）
からの販売となります。

Photographs : Shuhei Tsujigo(Pile Driver)

ドレスアップの
仕上げにまといたい
幸運の煌びやかな光。

装いにエレガンスをもたらす
気品に満ちた
セリーヌのアイコン。
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Van Cleef & Arpels

CELINE

ヴァン クリーフ アンド アーペル

セリーヌ

ヴァン クリーフ アンド アーペルを象徴する
幸運のシンボル
〈アルハンブラ〉
。新作では、
ミラーポリッシュされたイエローゴールドの
モチーフに、
高級時計などの装飾に用いられ
てきた伝統技法、
ギヨシェ彫刻が施された。
高度な職人技によって彫り込まれた繊細な
ラインが、
動くたびに太陽のようなまばゆい光
彩を放つ。華やかなきらめきを、
ホリデーシー
ズンの装いに。
〈ヴィンテージ アルハンブラ〉
ブレスレット 5モチーフ
（YG×ダイヤモンド）
1,374,545円、
ペンダント
（YG）
348,545円。
／ヴァン クリーフ アンド アーペル
℡03-6263-9761【B1F～2F】

凜とした品格を湛えるバッグ
〈16（セーズ）〉
は、
セリーヌのパリ本社・アトリエの住所から
名付けられた新定番。
クロップド・フラップや
丸みを帯びたライン、
メタルパーツなどの細部
は、60年代のアーカイブからヒントを得てい
る。最高級のカーフスキンが持つ滑らかさと
艶が、
クラシカルなフォルムと融合。内部には
２つのコンパートメントとジップポケットが備わ
り、
実用性にも優れる。時代を超えた美しさを
今こそ手にしたい。
〈 16 サテンカーフスキン
ミディアム〉
32×23.5×13㎝、
510,000円。
セリーヌ バイ エディ
・スリマン／セリーヌ
℡03-5537-3800【1F～2F】
4

3
個 性あふれるフォルムで
注目の〈ハンモック〉
シリー
ズ。上質なレザーを使い、
ジッパー代わりに締め紐
をあしらった最新作は、小
ぶりなシルエットでも開口
部が大きく開き、使い勝手
がよい。
ショルダー、ハンド
バッグ、
クロスボディーと、
多彩なスタイリングが楽し
める。
〈ハンモックドロースト
リング スモール バッグ〉
14×26×21cm、
275,000
円。／ロエベ
℡03-3569-2030【1F】

2
恋人同士の惹かれ合う感
情を表現した
〈ディ
・サイド〉
は、
ダミアーニを代表する
コレクション。ハート形の二
重のリングを、
等間隔にセッ
ティングしたダイヤモンドで
つなぎとめたペンダントは、
クリスマスの贈り物にふさわ
しい愛と絆を連想させるデ
ザイン。GINZA SIX限定
のロマンティックなアイテ
ム。
〈ディ
・サイド〉
PG×ダイ
ヤモンド、134,000円。／
ダミアーニ
℡03-3569-0012【1F】

1
アール・デコ調の端正な美
しさとケースが反転する独
自設計により、1931年の
誕生以来、多くのファンに
支持されている名作、
レベ
ルソ。ワインレッドの文字
盤、
また同色のレザースト
ラップがミステリアスな雰
囲気を湛え、身に着ける人
の心も魅了する。
〈レベル
ソ・
トリビュート・スモールセ
コンド〉。SSケース、27.4
×45.6㎜、
808,000円。／
ジャガー・ルクルト
℡03-6263-9766【1F】

1

VALENTINO
ヴァレンティノ
レザーで包んだVロゴが印象的なヴァレン
ティノの新コレクション
〈Vスリング〉
に、
トップ
ハンドルバッグが加わった。ストラップに付け
られたゴールドチェーンは、長さ調整ができる
だけでなく、華やかな装飾の役割も。今季の
トレンド、
クラシカルな雰囲気を押さえつつ、
コンパクトなサイズで斜め掛けにしてもバラ
ンスよく持てる。目を引くヴァレンティノらしい
鮮やかな赤を、
パーティードレスの差し色に。
〈Vスリング トップハンドルバッグ〉22×17
×9㎝、278,000円。ヴァレンティノ ガラ
ヴァーニ／ヴァレンティノ
℡03-5537-7717【B1F～4F】

Jaeger-LeCoultre
ジャガー・ルクルト

エレガントで
とびきりモードな
ヴァレンティノの最新作。

※販売は11月上旬
（予定）

高揚感に包まれる
幸福へのプロローグ。
1Fのラグジュアリーな空間には、伝統と革新を融合させ
タイムレスな美しさを追求する一流メゾンが結集する。
特別なオーラを放つ名作との出合いを楽しみたい。
※一部の商品を除き、
11月5日
（火）
からの販売となります。

Text : Hisako Iijima
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ラグジュアリーに
進化する
フェンディの名品。

LOEWE
ロエベ

FENDI
DAMIANI

フェンディ

ダミアーニ

3
7

GINZA SIX 限定

誕生から10年超の時を経て、魅力を増す
フェンディの代表作〈ピーカブー〉。小ぶり
サイズのアイコニック ミニには、上質なクロ
コダイルレザーを使ったモデルが多彩に展
開されてきた。新作には、上品で洗練された
印象のロイヤルブルーがラインアップ。整っ
た斑と艶が美しく、アイコニックな形との組
み合わせによりラグジュアリー感が一層際
立つ。
ドレスだけでなく和装にも似合う存在
感。取り外し可能なストラップ付き。
〈ピーカ
ブー アイコニック ミニ〉23×18×11㎝、
2,601,000円。／フェンディ
℡03-3569-0311【B1F～3F】
※販売は11/11～
（予定）

6

ミツコ誕生100周年を記念した
限定アイテムを先行販売。
SIXIÈME GINZA
シジェーム ギンザ

開催期間

11月6日
（水）～19日
（火）

GINZA SIX をもっと楽しむ、
最新情報をピックアップ

4

Column
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FRED
フレッド

GINZA SIXの中央吹き抜けに構えるシジェーム ギン

Chopard Boutique

ザでは、
フレグランスを中心に展開するゲランのポップ

ショパール ブティック

アップストアを開催。
メゾンを代表するフレグランス
〈ミツコ〉
の
誕生100周年を記念し、限定アイテムを11月6日
（水）から
先行販売する。
新 作は、国 内 随 一の金 箔 装 飾 技 術を持つ箔 一と、
すいとう

5

世界で活躍する書道家、中塚翠 涛氏のコラボレーション
で実現。特別ボトルを飾る金箔は、箔一の職人が「散らし」
と呼ばれる技法を用い、一つずつ手作業で施したもの。

GINZA SIX

Xmas

そこに中塚氏が紅白梅を描き、
〈ミツコ〉
のコンセプトである
「日本人女性の美しさ」
と
「大胆で情熱的な一面」が表現

Gift Ideas

されている。
上記期間中、
フレグランス製品の購入でポップアップ
ストア限定オリジナル扇子をプレゼント。新作をいち早く
チェックできるこの機会に、
ぜひ足を運んでみては。
【2F】
℡03-6263-9866

1F

本格カスタマイズサービスで
〈ピーカブー〉
を自分好みに。
FENDI

6

フェンディ

開催期間

11月30日
（土）～12月15日
（日）

GINZA SIXの一角に立ち、
メンズ･ウィメンズの複合店
舗として国内最大級を誇るフェンディ。
このGINZA SIXの
店舗限定で、
〈ピーカブー〉
のカスタマイズオーダーイベント
「ピーカブー バー」
を開催する。
今回のイベントでは、人気の
〈ピーカブー アイコニック
ミニ〉の４素材×各5色のボディー、5素材計29色のハン
ドルが用意され、好きな組み合わせを選べるというもの。
スト
ラップとディフェンダー
（カバー）
もそれぞれ7色が揃い、ディ
フェンダーにはその場でイニシャルの刺繍も入れられる。
でき
あがった
〈ピーカブー〉
は、
その日のうちに受け取れるのも
嬉しい。
世界で2ヶ国目の開催という、
今までにない本格カスタ

7
CITIZEN
FLAGSHIP STORE
TOKYO
シチズン
フラッグシップ ストア
トウキョウ

マイズサービスをお見逃しなく。

MOYNAT MAISON

【B1F～3F】
℡03-3569-0311

上／
〈ミツコ 100周年 アニ
バーサリー エディション〉
オーデパルファン 7 5 m L
92,500円。右／限定アイ
テムと同様、
「 散らし」技法
で金箔を施したオリジナル
扇子。期間中、
フレグランス
製品を税抜40,000円以上
購入の方にプレゼント。

英語の「いないいないばあ」
を意味するフェンディのアイ
コンバッグ
〈ピーカブー〉
。今
回カスタムできるのは、
アク
セサリー感覚で楽しめる、小
ぶりサイズの
〈ピーカブー ア
イコニック ミニ〉23×18×
11㎝。自分だけのバッグを
手に入れたい。

モワナ メゾン

7
日本の技術を尽くした高級ドレスウオッチ。
白蝶貝の文字盤には寒牡丹の花びらをイ
メージした彫刻にダイヤモンドを配し、
凛と
咲く冬の花の風情を表現。限定600本。
〈シチズン エクシード レディス 世界多局受
信型（日中米欧受信）エコ・
ドライブ電波
時計「寒牡丹」
限定モデル〉170,000円。
シチズン／シチズン フラッグシップ ストア
トウキョウ
℡03-6263-9987【1F】

6
トランクメゾンとしてのモワナの伝統を受け
継ぐ、煌びやかなクラッチバッグ。底部の
特徴的なカーブは、20世紀初頭に自動車
のホイールに添うようにつくられたリムジン・
トランクのデザインを継承している。熟練
の職人が１点ずつ仕上げたレースのよう
なレーザーカットが見事な逸品。
〈リムジン
クラッチ〉
18.5×5.5×11㎝、
1,400,000円。
モワナ／モワナ メゾン
℡03-5537-3600【1F】

5
ヨットのケーブルと連結金具をモチーフ
にした人気作〈フォース10 〉。ダイヤモン
ドでリュクスに、
また男 女ペアでと様々
な組み合わせを楽しめる。左：LMバックル
（PG×ブラックダイヤモンド×ダイヤモンド）
596,000円、LMブラックケーブル
（SS）
44,000円。右：MMバックル
（PG×ダイヤ
モンド）309,000円、MMケーブル
（PG）
217,000円。／フレッド
℡03-3573-8585【1F】

4
メゾンのアイコン
〈ハッピーダイヤモンド〉
。
ホリデーシーズンに登 場した日本 限 定
50本のペンダントは、ハート形のトップ
にピンクサファイアのムービングストーンを
セット。
〈 ハッピーダイヤモンド ペンダント
クリスマス リミテッド エディション〉RG×
ピンクサファイア、
190,000円。
ショパール
／ショパール ブティック
℡03-6274-6813【1F】
※販売は11/22～

※販売は11月予定

9

8

13
1958年の発表以来、
ブランドのシグネ
チャーとして愛され続けている
〈ブリヨン〉
。
ファイヤーワークスと名付けられた新作は、
クリスマスシーズンの特別なアイテム。
クラ
シカルなフォルムに、
カットワークの斬新
なデザインが 融 合 。芸 術 的な美しさが
香る。
〈ブリヨン・
ミニ・ファイヤーワークス〉
20
×16×11㎝、642,000円。／デルヴォー
℡03-3573-3335【2F】
※販売は11月末〜

9

12
アッパーに煌びやかなジュエルバックルを
あしらったマノロ ブラニクのアイコンシュー
ズ〈ハンギシ〉
から、今シーズンの限定モデ
ルが登場。透け感のある美しい素材に大
胆なドットを施し、パーティーシーンでひと
際目を引く華やかさに。
レッドとブラックの
２色展開。フラットシューズも用意されて
いる。
〈ハンギシ〉
ヒール9㎝、
152,000円。
／マノロ ブラニク
℡03-6264-5514【2F】

9
レッグラインを美しく見せるスティレットヒール
と、サイドに入った深めのカッティングが
美しい 足 元を演 出する新 作 パンプス
〈 バベット〉
。絶妙なカラーのベルベットは
艶やかな光沢と柔らかな風合いで高貴な
印象に。煌びやかなクリスタルの縁取り
が、気品とエレガンスをプラスする。
ヒール
8.5㎝、
89,000円。／ジミー チュウ
℡03-6263-9830【2F】

12
MANOLO BLAHNIK
マノロ ブラニク

※販売は11/14～

8
山本耀司の感性が光るディスコード ヨウジ
ヤマモトのアイテム。ロゴの入ったショート
ウォレットは、ユニークなL字形ジッパー。
てのひらにすっぽり収まるスリムサイズなが
ら、
小銭、
紙幣、
カードを仕分けできるポケット
が充実。
ピンクカラーはGINZA S IX限定
色。
〈ショートウォレット〉
15×10.5×2㎝、
29,000円。／ディスコード ヨウジヤマモト
℡03-6264-5428【2F】
※販売は11/6～

※販売は12月中旬〜

discord
Yohji Yamamoto
ディスコード ヨウジヤマモト

13

8

JIMMY CHOO
ジミー チュウ

14

GINZA SIX
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GINZA SIX 限定

特別な感動を約束する
最旬コレクション。

DELVAUX
デルヴォー

注目のブランドがホリデーシーズンの華を競う２F。
最旬の装いやとっておきのギフトに、心踊らせて。

Sergio Rossi
セルジオ ロッシ

※一部の商品を除き、
11月5日
（火）
からの販売となります。

Text : Hisako Iijima

Photographs : Shuhei Tsujigo(Pile Driver)

GINZA SIX 限定

FRANCK MULLER
GENEVE

VERSACE
ヴェルサーチェ

フランクミュラー
ジュネーブ

10
15

GIUSEPPE ZANOTTI
ジュゼッペ ザノッティ

15
11

女優やモデルたちに絶大な支持を得て、
レッドカーペットでも輝きを放つイタリアの
ラグジュアリーシューズブランド、
ジュゼッ
ペ ザノッティ。シックな黒のスエードに
3,000ピースものクリスタルで大輪の花を
デザインした一足は、
クリスマスシーズン
の主役になれるゴージャス感。
〈フルール〉
ヒール10.5㎝、
220,000円。／ジュゼッペ
ザノッティ
℡03-6264-5530【2F】

14
秋冬コレクションで発表され、人気を博し
た
〈 Virtus 〉
は、鮮やかな赤とゴールドの
Vが鮮烈な個性を放つヴェルサーチェらし
いショルダーバッグ。上部にはレザーのトッ
プハンドルが付き、
ストラップは取り外し
可能。パーティーシーンはもちろん、
カジュ
アルなデニムスタイルのアクセントにも。
〈Virtus ショルダーバッグ〉24×16.5×
9cm、217,000円。／ヴェルサーチェ
℡03-6263-9920【2F】

11

11

ブランドロゴをオーストラリア産の上質な
ムートンにあしらった、
プティ サック。
コンパ
クトながらスマートフォンや小物類が入り、
持ち手は同素材のハンドルのほかにゴー
ルドのチェーンも選択できる。裏側にはハー
トをデザイン。写真のピンクは、GINZA
SIX限定カラー。
〈ムートン プティ サック〉
12×18㎝、33,000円。／フランク ミュ
ラー ジュネーブ
℡03-3569-0660【2F】

10
ブラックスエードに、煌めくクリスタルメッ
シュをアッパーでクロスした、新作アンクル
ストラップサンダル。
〈 sr ミラノ〉
コレクション
ならではの踵頂部のスクエアなフォルムと
ロゴを刻んだメタルプレートが洗練された
印象を醸す。ヌーディーでクールな足元で
イブニングシーンの装いを引き立てて。
〈 sr
ミラノ サンダル〉
ヒール9㎝、
109,000円。
／セルジオ ロッシ
℡03-3572-0306【2F】
10

20

22

世界で活躍するトップクリエーターや今を
ときめくセレブリティーたちのハートを虜に
している
〈ダイヤモンドスマイリー〉
。上質な
ダイヤモンドと18Kで表現された輝くような
笑顔は、最先端のファッショニスタたち
からも絶大な評価を得ている。
〈ダイヤモ
ンドスマイル S ブルーアイズ〉YG×ダイ
ヤモンド、350,000円。※チェーンは別売り／
アイファニー
℡03-3289-1313【2F】

16
GINZA SIX

Xmas
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17

AHKAH

AbHerï

アーカー

アベリ

ILEANA MAKRI
17

Maison de NADIA
メゾン・ド・ナディア

20

EYEFUNNY
アイファニー

GINZA SIX 限定

GINZA SIX 先行

イレアナ・マクリ

16

レースの縁取りを思わせる、優美な雰囲気
が漂うリング。形が異なる花びら形の石座
を交互に配し、
ダイヤモンドをセッティング。
高度な職人技による透かしレースのよう
な細工、
そして奥行きのある輝きが、指先
に気品をもたらす。他のリングと重ね着け
すれば、
ロマンティックなニュアンスを添え
てくれる。
〈プラチナ ダイヤモンドリング〉
PT×ダイヤモンド、245,000円。／アベリ
℡03-6264-5032【2F】

幸福をもたらすといわれる蛇をモチーフに
したペンダントは、縦のラインが首元をすっ
きり見せてくれる優美なデザイン。ピンク
ゴールドの蛇のボディーにはマイクロパヴェ
のシャンパンダイヤモンドをセッティングし、
目の部分にはルビーをあしらう。GINZA
SIX限定品。
〈ラッキースネークペンダン
ト〉PG×シャンパンダイヤモンド×ルビー、
166,000円。／イレアナ・マクリ
℡03-6263-9953【2F】

GINZA SIX 限定

19
24
18

quarant’otto
クアラントット

Bijou de M MIO HARUTAKA

MIMI
ミミ

23

24
天然のバイオレットパールに、
キャンディー
のような愛らしい形のピンククォーツをあし
らった個性的なデザインのブレスレットは、
ミラノの工房で職人が仕上げたハンドメイ
ド。着け外しが簡単にでき、
カラーバリエー
ションも豊富に用意。重ね着けなどのコー
ディネートが自由に楽しめる。
〈ロリポップ
ブレスレット〉バイオレットパール×ピンク
クォーツ、
39,000円。／ミミ
℡03-6264-5395【2F】
13

23
ロマンティックな詩的世界をハイジュエリー
で表現するクアラントット。湖で羽を休め
る白鳥のたおやかな姿に、
いつまでも美し
くありたいと願う女性の心象を重ねたエ
モーショナルなリング。裏側にアモーレの
文字とともに、ハート型のルビーがはめ込
まれている。
〈 il Cigno Dormiente：眠れ
る白鳥〉
WG×YG×ダイヤモンド×ルビー、
1,200,000円〜。／クアラントット
℡03-3571-4848【2F】

22
古来縁起がよいとされる吉祥文様の七宝
をモチーフに、熟練職人の高度な技でつく
られたプラチナダイヤモンドペンダント。中央
の117面カットダイヤモンドは、北極星=
ポールスターをイメージしたGINZA SIX限定
の輝き。冬の夜空を彩る煌めきを、
ドレスの
胸元に。
〈NADIAポールスターダイヤモンド
ペンダント〉
PT×ダイヤモンド、
330,000円。
ナディア／メゾン・
ド・ナディア
℡03-6264-5541【2F】

21
７つのハート形のダイヤモンドがしずくの
ように連なり、美しい輝きを放つ片耳用の
ピアス。ダイヤモンドの煌めきが引き立つ
よう、
ベースにはホワイトゴールドを使用し、
洗練された印象に。愛らしさや上品さ、
モ
ダンでクールな雰囲気など、合わせる装い
によって様々な表情を楽しめる。GINZA
SIX先行販売品。
〈プリエールピアス〉
WG
×ダイヤモンド、202,000円。／アーカー
℡03-6274-6098【2F】

ビジュードエム ミオ ハルタカ

19
ビジュードエムのクリエイティブ・ディレ
クター、M I Oが 発 信するブランド、
ミオ
ハルタカ。自然の造形からインスパイアさ
れた遊び心のあるセンスが光る。指を覆う
ように仕立てられたパヴェダイヤモンドリン
グは、身に着けると、
力強い生命力を表す
蔦の葉が美しく指に絡むよう。
〈アイビー
リング〉
WG×ダイヤモンド、
1,800,000円。
／ビジュードエム ミオ ハルタカ
℡03-6264-5436【2F】

18
ロケットペンダントをモダンにアレンジ。
ゴー
ルドフレームのクリスタルロケットに、
シン
ボルマークやアルファベット、天然石など
の多彩なチャームコレクションを組み合わせ
て、
自分だけのストーリーをつくれる。
〈ロケッ
ト ロンドン〉
フレーム 14KYG×クリスタル
280,000円、
チェーン 14KYG 68,000円、
チャーム 4,500円～。／アッシュ・ペー・
フランス ビジュー
℡03-6264-5545【2F】

H.P.FRANCE BIJOUX
アッシュ・ペー・フランス ビジュー

12

30
若くして自らの名を冠したブランドを立ち
上げ、
ニューヨークを代表するデザイナーに
登り詰めたアレキサンダー・ワン。
その鮮烈
な存在感を表すような、煌めくビジューでロ
ゴを入れたストラップシューズ。36、
37、
38
の各サイズ１点のみ入荷するGINZA SIX
限定。
ドレスにモードなスパイスを加える。
〈 JANE 〉
ヒール10.5㎝、113,000円。
／アレキサンダーワン
℡03-3572-0766【3F】

29
クリスマスの華やかなパーティーシーン
に活躍するGINZA SIX限定のブラック
ドレス。すらりと細身に見せる縦長のシル
エットに、
ドレープを効かせて光 沢 感を
美しく引き立たせた。ボウタイのアレンジや
小物とのコーディネート次第で、
オフィスや
カジュアルな場でも様々な表情で着こな
せる。
〈ロングドレス〉
64,000円。／エキッ
プモン
℡03-6264-5093【3F】

26

GINZA SIX 限定

26

BALLY

29

25

今シーズンの秋冬コレクションから、
ユニー
クでアイコニックな新作のハンドバッグが
登場。柔らかくなめされたレザーを使用した
ことで流れるようなシェイプが実現。
ドレッ
シーな雰囲気で、
カジュアルな装いとも
相性がよい。取り外し可能なストラップ付き
でクロスボディーをはじめ様々なスタイルを
楽しめる。
〈 HARRYET〉
20×19×16㎝、
130,000円。／バリー
℡03-6263-9720【2F】

バリー

30

タタキット エムは、
「女の子のバッグの中を
楽しくしたい」
という願いが込められた、
パリ
生まれのアクセサリーブランド。
スタイリスト
やイラストレーターとして活躍していた創業
者による、
愛らしくストーリーのあるアイテム
が注目されている。
マウス型のコインケース
は、贈り物としても喜ばれそう。
〈マウス型
コインケース〉
10×6×5.5㎝、
16,000円。
タタキッ
ト エム／シジェーム ギンザ
℡03-6263-9866【2F】

EQUIPMENT
エキップモン

SIXIÈME GINZA

alexanderwang

シジェーム ギンザ

アレキサンダーワン

GINZA SIX 限定

GINZA SIX

Xmas

HERNO

Gift Ideas

ヘルノ

3F

シーズンの主役になれる
モードなクリエーション。

28

27

毎年発表されるクリスマスシーズンの新作
〈ローズ ＆ マグノリア コロン〉
は、漆黒の
夜空や月明かりを連想させる神秘的なフ
レグランス。甘く香るローズ ドゥ メの柔ら
かいニュアンスと、
ダマスクローズのスパイ
シーなエッセンスが奥深く絡み合い、
ドラマ
ティックなひと時を演出する。
〈ローズ ＆ マ
グノリア コロン〉100mL 16,400円。／
ジョー マローン ロンドン
℡03-3569-0585【2F】

耐久性のあるナイロン素材に鮮やかなプ
リントをあしらい、
３つのロゴを大胆に配した
バックパック。
ファッションとスポーツの融合
を象徴するワイスリーならではのモダンで
ミニマムなデザイン。マチがないすっきりと
したシルエットで、
調節可能なパッド入りスト
ラップ、
防水ジップなど、
細部までこだわった
作り。
〈Y-3 YOHJI BACKPACK AOP〉
48
×60cm、
28,000円。／ワイスリー
℡03-6274-6844【2F】

過去、現在、
未来のデザインから旬が生まれる
3Fのファッションフロアで感性の扉を開きたい。

GINZA SIX

Xmas
Gift Ideas
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25

27

※一部の商品を除き、
11月5日
（火）
からの販売となります。

Text : Hisako Iijima

Photographs : Shuhei Tsujigo(Pile Driver)

31

Jo Malone London
ジョー マローン ロンドン

FABIANA FILIPPI

32

ファビアナフィリッピ

32
上質な異素材をミックスし、
ラグジュアリー
を極めるヘルノのアウター。今シーズンの
おすすめは、
ナイロンダウンにゴージャスな
フォックスファーをあしらった一着。両袖は
取り外すことができ、
ファージレとしてスタイ
リングも楽しめる。ニュアンスのある洗練さ
れたダークグレーもヘルノならでは。
〈 FOX
×NYLON ハイブリッドコート〉
285,000円。
／ヘルノ
℡03-6263-9940【3F】
15

31
手を入れた瞬間の柔らかな肌触りに感
動するロンググローブ。カシミヤ、
シルク、
メリノウールを独自に混紡したオリジナル
の
“プラチナ”
糸を使用。
さりげなく煌めく
ルーチェを施し華やぎも添えた。アームを
折り返してホールに親指を通すと、違う表
情で身に着けられるユニークなデザイン。
〈ルーチェ付きニットグローブ〉39,000
円。／ファビアナフィリッピ
℡03-6263-9984【3F】

28

Y-3
ワイスリー

14

39
人気のバケットバッグ
〈トニー〉
。最新作は、
アイボリーやブラウン、
ピンクの配色が秋
冬の装いにぴったりなパイソン柄レザー。
特徴的なフラップ部分の大きなフックと、
ハンドルのゴールドリングがジュエリー感覚
のアクセント。ハンドバッグとショルダーバッ
グとして使える２WAY仕様。
〈トニー〉
17×
18×7cm、
49,000円。／シーバイクロエ
℡03-6263-9797【3F】
※販売は11月下旬～

38
ランダムにあしらわれた裾のプリーツが
優美に揺れる、膝下丈のワンピース。スト
レッチの効いたツイルスーツ地を使用。
シルエットを美しく出すハリ感がありつつも
フィットしすぎず、
リラックスした着心地。
トッ
プにあしらわれたステッチが、
ボディーライン
を美しく見せる。バーガンディーカラーは
GINZA SIX限定。
〈PRESSED RUFFLE
DRESS〉
79,000円。／アディアム
℡03-3572-1019【3F】

ADEAM

Mulberry

34

アディアム

39

マルベリー

forte_forte
フォルテ フォルテ

33

See By Chloé

33

シーバイクロエ

rag & bone
ラグ アンド ボーン

GINZA SIX 限定

GINZA SIX 先行

GINZA SIX 限定

38
41

GINZA SIX 限定

今季のブルマリンは、
『 MY Blumarine』
が
テーマ。デザイナーのアンナモリナーリが
歩んできた歴史にフォーカスし、創業当時
のプリントやロマンティックなモチーフに現
代的なセンスを加味する。その代表的な
バラ柄のミニドレスは、
フェミニンかつグラ
マラス。日本で２点のみ入荷した貴重なコ
レクションラインだ。
〈ローズプリントドレス〉
435,000円。／ブルマリン
℡03-3573-7606【3F】

40
ライダースジャケットをそのままバッグに仕
立てたような、
エッジーなデザインのバイ
カーバッグシリーズ。新作のGINZA SIX
限定モデルは、
メタリックピンクの１点もの。
見た目はハードながら上質なラムレザーを
採用し、
しなやかで使いやすい。斜め掛け
でも、肩掛けでも楽しめるマルチユース。
〈バイカーバッグ〉
25×20×10㎝、
252,000
円。／モスキーノ
℡03-3573-7750【3F】

ALEXANDRE
DE PARIS

GINZA SIX

Xmas

アレクサンドル
ドゥ パリ

Gift Ideas
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40
Blumarine

MOSCHINO

ブルマリン

モスキーノ

カラフルなブロックに黒のラインを重ねた
バッファローチェックは、秋冬のコーディ
ネートに欠かせない定番モチーフ。上質
なイタリアンウールのマフラーは暖かく、
柔らかで、一度使ったら手放せなくなる心
地よさ。シーンに合わせてスタイリングが
楽しめる大判サイズで、贈り物にもおすす
め。
〈 BUFFALO PLAID SCARF〉
72×
274㎝、
37,000円。／ラグ アンド ボーン
℡03-3572-1125【3F】

37

41
GINZA SIX 限定

17

2019年秋冬コレクションの新作
〈スモール
アイリス〉
は、柔らかなフォルムのバッグと
編みこみのハンドルが特徴。マグネットで
開閉しやすく、調節可能なショルダースト
ラップ付きで機能性にもこだわった。
ゴー
ルドのキーストーンロックのディテールに
も英 国 のクラフツマンシップが 感じら
れる。
〈スモール アイリス〉
24×21×7㎝、
150,000円。／マルベリー
℡03-6263-9877【3F】

デンマーク発のファッションブランド、バイ
マレーネ ビルガーから、
プレスプリングコレ
クションを先取りしたGINZA SIX限定の
ショルダーバッグが登場。80年代のモダン
スタイルを現代に甦らせたヴィンテージ調
のデザイン。曲線を描くバブルガムピンク
のフラップがポップな個性を放つ。
〈ショル
ダーバッグ〉20×15×8㎝、34,000円。
／バイ マレーネ ビルガー
℡03-6228-5959【3F】

34
フォルテ フォルテは、2002年にパオロと
ジアーダのフォルテ兄妹がイタリア・ヴェ
ネト州で立ち上げた注目のブランド。オリ
ジナルのフェアリープリントによるGINZA
SIX限定のロングワンピースは、女性らし
さの中にトレンドも香るスタイル。
シルクの
光沢感としっとりとした肌触りがワンラン
ク上の上質感を醸し出す。
〈ワンピース〉
149,000円。／フォルテ フォルテ
℡03-3572-1535【3F】

3F
BY MALENE
BIRGER
バイマレーネ
ビルガー

36
ヘアスタイルに合わせて縦横どちらの向
きにも留められるスクエア型のバレッタは、
クリスマスの限定アイテム。クリアなゴー
ルドのベースに艶やかなシルバーを重ね、
パールをあしらった幾何学模様は、
ダイヤ
モンドミストの輝きとピュアな空気を表現し
た、美しくも力強いデザイン。GINZA SIX
で先行販売。
〈 BLIZZARD〉
63,000円。
／アレクサンドルドゥ パリ
℡03-6264-5442【3F】

37
GINZA SIX 限定
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Neil Barrett

TARA JARMON

ニール バレット

タラ ジャーモン

47

美しく滑らかなゴートスキンの
スエードを使用したショルダー
バッグ。
ゴールドをベースにした
ハート形の大ぶりのビジューは、
タラ ジャーモンのコレクション
でたびたび 登 場する人 気の
モチーフだ。チェーンを中にしま
えば、
クラッチとしても使える。
グリーンのほか、
ブラック、
レッド、
パープルの４色で展開。
〈ル・
リンダ〉
24×17×7㎝、33,000
円。／タラ ジャーモン
℡03-6264-5316【3F】

43
今シーズンのテーマは、
ロック
スターの雪山スタイル。1980
～90年代に活躍したマドンナ
やデフ・レパードなどのスタイル
と、極寒のカナダのファッショ
ンシーンをミックス。デフ・レパー
ドのレコードジャケットからイン
スパイヤされたスウェットパーカ
は、ボトムスを選ばず、個性を
発揮する。写真はレディース。
メンズの展開もあり。
〈スウェッ
トパーカ〉
89,000円。／ディー
スクエアード
℡03-3289-1870【3F】

MSGM
エムエスジーエム

DSQUARED2

42

ディースクエアード

GINZA SIX 限定

GINZA SIX 限定

3F

GINZA SIX

48
ニール バレットのアイコンとして知られる
サンダーボルトのグラフィックを、
モノトーン
のグラデーションであしらった上質な風合
いのニット。ハイゲージのライトウェイトウー
ルは着心地がよく、軽くてしなやか。保温
性にも優れ、
薄手のため、
ジャケッ
トスタイル
やコートにも合わせやすい。
〈FAIRISLE
THUNDERBOLT KNIT〉
60,000円。／
ニール バレット
℡03-3572-5216【3F】

47
現代アートやインディーズミュージックといっ
たコンテンポラリーな要素を取り入れ、
今注
目を浴びるイタリアのファッションブランド、
エムエスジーエム。デザイナーのマッシモ・
ジョルジェッティが、
常に新しく、
新鮮で自由
な発想から生み出したプラットフォームブー
ツは、
ピンクのベルトが取り外しできる斬新
なデザイン。
〈 BOOTS 〉72,000円。／
エムエスジーエム
℡03-6263-8995【3F】

lucien pellat-finet
ルシアン ペラフィネ

KENZO
ケンゾー

50
50

様々なアイテムに使われているタイガーモ
チーフは、
パワフルで自由なクリエーション
を展開し続けるブランドのアイコン。色、
旅、
自然をキーワードにミックス・カルチャー
を形にしてきたケンゾーらしさが感じとれる
新作のバックパックは、
ファッション性と機
能性を兼ね備えた大容量。ポケットも充
実している。
〈タイガーバックパック〉30×
40.5×11㎝、
36,000円。／ケンゾー
℡03-3575-0002【3F】
19

Gift Ideas

44
カーフレザーにアンティークゴールド仕上
げのスタッズを施したダブルラップブレス
レット。パンキッシュでありながらエレガンス
も感じさせる、
アレキサンダー・マックイーン
ならではのデザインの妙技が光る。ロゴを
刻印したコインとスカルのチャームが付い
たユニセックス仕様。
〈 ハンマードスタッズ
ダブルラップ ブレスレット〉
27,000円。／
アレキサンダー・マックイーン
℡03-3572-7280【3F】

日本のメンズラグジュアリー・アンダー
ウェアブランド、TOOTとコラボレーション
した初のアンダーウェアが登場。スカル
モチーフのパンツは、厳選された生地を
熟 練職人が立体裁断。肌当たりを極力
少なくしたフラットなステッチで究極のはき
心地を実現した。
〈 lucien pellat-finet ×
TOOT〉
9,800円。／ルシアン ペラフィネ
℡03-3572-4322【3F】

46

ALEXANDER
McQUEEN
アレキサンダー・
マックイーン

45
日常品のペーパークリップからインスピ
レーションを得たユニークなデザインで、
登場以来、
シーズンごとにファンを増や
している〈 アリックス〉。プレスプリング
コレクションに登場したヘビ柄のミニウォ
レットは、GINZA SIX先行発売。
〈アリッ
クス スモールフラップウォレット〉
10.5×9
㎝、
43,000円。／3.1 フィリップ リム
℡03-6274-6132【3F】
※販売は12月中旬～

49

※販売は11月中旬～

49

Xmas

44

3.1 Phillip Lim
3.1 フィリップ リム

46

フェミニニティーなデザイン感覚と対極の
要素を混在させるコントラストの強い表
現力で、モード界を圧 巻しているヌメロ
ヴェントゥーノ。アイコンバッグの〈ロリー
タ〉
の新作は、真っ赤なエナメルに目を奪
われるGINZA SIX限定品。キーケースと
しても使えるミニポーチ付き。
〈ミニポー
チ付きショルダーバッグ〉23×17×9㎝、
195,000円。／ヌメロ ヴェントゥーノ
℡03-3572-0021【3F】

N˚21
ヌメロ ヴェントゥーノ

GINZA SIX 限定

45

GINZA SIX 先行
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肌 触りのよいベアエコファー
素 材 のチェスターコート。コ
クーンシルエットに 仕 立てら
れ 、包 み 込まれるような着 心
地。袖口にあしらわれたブランド
オリジナル加工のパールが愛ら
しさを添えている。東京発のデザ
イナーズブランド、
トゥ エ モント
レゾアが手掛けたGINZA SIX
限定品。
〈ベアエコファーパール
コート〉
56,000円。／パリゴ
℡03-6228-5928【4F】

PARIGOT
パリゴ

DRESSTERIOR
ドレステリア

The elder statesmen
ジ エルダー ステイツマン

今 季 スタートの 新ブランド 、
robelite & CO.のバックロング
ワンピースをGINZA SIX限定
カラーで。素材は、滑らかなトリ
アセエステルのバックサテン。
背中に豊かなタックを入れ、
バッ
クのみくるぶし丈の長さにするこ
とで、柔らかな空気をはらむシル
エットに。
〈ワンピース〉
59,000
円。／ドレステリア
℡03-6274-6217【4F】

GINZA SIX 限定

エレガントな大人の女性をイメー
ジした、高密度のカシドス織り
によるワンピース。心 地よい
リラックス感も併せ持つ。背中
にはレースを配し、
ドラマティック
な後ろ姿を演出。GINZA SIX
限定品。
〈カシドスストレッチ ワン
ピース〉
54,000円。／アドーア
℡03-6264-5509【4F】
GINZA SIX 限定

4F

The Pop Up
〈開催期間〉11月27日
（水）
～2020年1月14日
（火）
デザイナーのグレッグ・チェイトが、
ロサンゼルス
を拠点にスタートしたジ エルダー ステイツマン。
自由なセンスと素材へのこだわりが、都会で暮
らす大人のリラックススタイルに絶妙にマッチ。
なかでも、
西海岸テイストの上質なカシミヤニッ
トが
大ブレイクした。写真は、
ヤシの木を背中部分
に大胆にあしらったカシミヤニット。アイボリー
をGINZA SIXにて先行販売。
〈パームツリー
レギュラーセーター〉208,000円。／ジ エル
ダー ステイツマン
℡03-5412-1937
（サザビーリーグ）
【3F】

GINZA SIX 限定

※販売は11/27～

GINZA SIX 先行

※画像はイメージです。

GINZA SIX

Xmas

TATRAS

Gift Ideas

タトラス

〈開催期間〉10月30日
（水）
～11月26日
（火）
デザイン性の高いダウンジャケットが人気のタト
ラスは、
イタリア発のアウトフィットレーベル。機
能的であること、洗練されていること、唯一無二
であることの３つのテーマを軸に、厳選された素
材で高品質なダウンを生み出している。このミ
ドル丈のダウンコートは、
ステッチ幅が細めのス
リムなシルエットで、
ワイドパンツやボリュームス
カートなどのトレンドアイテムと合わせて、様々な
コーディネートが楽しめる。ラクーンファーとフー
ドは取り外し可能。
〈 TATRAS ダウンコート〉
108,000円。／タトラス
℡070-1625-0171【3F】

華やぎに満ちた
心を豊かにする品々。
4Fに足を踏み入れた瞬間に感じる
新しい何かに出合える予感。
日々を彩る
アイテムがここに待っている。
※一部の商品を除き、
11月5日
（火）
からの販売となります。

※画像はイメージです。

Photographs : Ryuta Arakaki(Pile Driver)

ADORE
アドーア

KWANPEN
クワンペン

鮮やかなピンクのクロコダイルレ
ザーを贅沢に使用した、GINZA
SIX先行販売のワンハンドルバッ
グ。
クラシカルな気品とモダンさ
を兼ね備え、付属のショルダー
ストラップを装着すれば、
クロス
ボディーバッグとしてカジュアルに
も持てる。
あらゆるオケージョンに
寄り添う新作。
〈エッジライラバッ
グ〉
20×17×10㎝、
273,149円。
／クワンペン
℡03-6264-5423【4F】
GINZA SIX 先行

21

l'heritage
martinique
レリタージュ
マルティニーク

ハンドメイドのアクセサリーブラン
ド、
ガーデン オブ エデンにリク
エストして生まれたGINZA SIX
限定のピアス。直径20㎜以上
の天然バロックパールを、
シル
バーとゴールドのチェーンでリン
ク。天 然のフォルムに心 奪わ
れる。
〈バロックパールピアス〉
10KYG×シルバー×10KPG×
バロックパール、
片耳用、
23,000
円。
ガーデン オブ エデン／レリ
タージュ マルティニーク
℡03-6280-6468【4F】
GINZA SIX 限定

Tricker’s
トリッカーズ

〈開催期間〉10月30日
（水）
～11月26日
（火）
1829年にイギリス、
ノーサンプトンで
創業した老舗のシューメーカー。英国
王室チャールズ皇太子御用達のロイ
ヤルワラントを冠し、ハンティングに使
用されていたヘビーデューディーなカン
トリーブーツが世界的に注目されるよう
になった。ボリューム感のあるラウンド
トゥが特徴的なサイドゴアのウィング
チップブーツは、
ブランドの代名詞的
アイテム。
トレンドに左右されない、
タイ
ムレスな気品を湛える。
〈トリッカーズ
シルヴィア〉
77,000円。／トリッカーズ
℡070-4502-5295【4F】
20

4F

ビアズリーで人気のフード付き
ピーコートを、100％カシミヤ素
材で仕立てたGINZA SIX限定
品。カシミヤならではの暖かく軽
やかな着心地が秀逸。
フードは
カジュアルになりすぎず、
ショール
カラー風の柔らかなシルエット
が楽しめる。
〈カシミヤ フードピー
コート〉
100,000円。
／ビアズリー
℡03-6263-9666【4F】

BEARDSLEY
ビアズリー

雪の降る聖夜をイメージした帽
子がGINZA SIX限定で登場し
た。雪がフワフワと落ちてくる情
景を、
ミンクのポンポンで表現。
高級感のあるベロアと大ぶりな
リボンがホリデーシーズンにふさ
わしい華やかさ。アトリエデザイ
ナーが一つひとつ作り上げた特
別な品。
〈 雪の妖精 〉42,000
円。／カシラ
℡03-3573-7481【4F】

GINZA SIX 限定

フランスの高級レースブランド、
ソルティスのピオニーレースを
用いた華やかなノースリーブドレ
ス。繊細な透け感とドレープが
生む陰影、
そしてシックな色合
いがこの上なくエレガント。縦長
のシルエットが洗練された印象
も醸す。冬の特別なシーンに。
GINZA SIX限定品。
〈ピオニー
レースワンピース〉
120,000円。
／エブール
℡03-6274-6915【4F】

Theory
セオリー

ebure
エブール

GINZA SIX 限定

GINZA SIX 限定

BEAMS HOUSE
WOMEN

CA4LA

ビームス ハウス
ウィメン

カシラ

HELEN
KAMINSKI
ヘレン
カミンスキー

英国の老舗ジョシュア・エリスに、
エッフェ ビームスが別注したモ
ダンなストール。
ダークネイビー、
チャコール、
ミディアムグレーを
基 調にした控えめな配 色に、
ホワイトとロイヤルブルーのアク
セントが効いている。素材はカシ
ミヤ100%。
〈ジョシュア・エリス×
エッフェ ビームス〉
70×190㎝、
57,000円。／ビームス ハウス
ウィメン
℡03-5537-6162【4F】

上質なウールカシミヤニット素材
のブレードハット。柔らかい素材
特性を活かして編みこまれてい
るため、丸めて持ち運べる。
クラ
シックなシルエットでコーディネー
トしやすく、保温性にも優れる。
冬の日常に、
また旅行などにも
重宝しそう。
〈タニラ〉38,000
円。／ヘレンカミンスキー
℡03-6264-5573【4F】

ドレープの美しいマキシドレスを、
GINZA SIXで先行販売。首周
りと胸下からヒップにかけてドラ
イタッチのクレープ素材を使い、
身頃とスカートは高級なシルクを
使用。
シンプルでクリーンなデザ
インと素材の対比が洗練された
印象を与える。
〈マキシドレス〉
54,000円。／セオリー
℡03-6264-5473【4F】

GINZA SIX

Xmas
Gift Ideas

※販売は11月上旬予定

VULCANIZE
London
ヴァルカナイズ・
ロンドン

Paul Smith
ポール・スミス

スコットランドの名門ブランド、
ジョンストンズの別注マフラー
が登場。肉厚のカシミヤ・ファブ
リックをダブルフェイスで仕立て
た贅沢な逸品。ペールブルーと
ネイビーのコンビネーションは、
あらゆる装いに洗練をもたらす。
〈ジョンストンズ ダブルフェイス
マフラー〉
180×35㎝、40,000
円。／ヴァルカナイズ・ロンドン
℡03-6264-5140【4F】

GINZA SIX 先行

ESSEN.
LAUTREAMONT
エッセン.
ロートレアモン

表地にラムレザー、
インナーにカ
シミヤ素材を取り入れたグローブ
は、冬の装いを格上げする上質
小物。メンズはパイピングにブ
ランドのシグネチャーストライプ
を。
ウィメンズは、
チーターのモチー
フを刺繡であしらう。右：
〈レザー
グローブ
（メンズ）〉18,000円。
左：
〈チーターグローブ
（ウィメン
ズ）
〉
25,000円。／ポール・スミス
℡03-3572-3350【4F】

高品質のスーパー110'sウール
を用いた、軽くしなやかなリバー
コート。
シャルムビーバー加工に
よる起毛仕上げとニュアンスの
あるカラーが、
上質な雰囲気を醸
し出す。ガンパッチでボタンを隠
すミニマルなデザインも特徴的。
〈スーパー110'sシャルムビー
バーコート〉64,000円。／エッ
セン.ロートレアモン
℡03-6263-9926【4F】

パリのバッグブランド、
ジャマン・
ピュエッシュの華やかなハート形
バッグが、
クリスマス限定で登場。
職人技を駆使して全面に施さ
れたスパンコールと煌めく模様
がクチュールのような存在感。
長短2サイズのストラップが付
き、様々な持ち方を楽しめる。
〈ELSA〉56,000円。／テアト
ル アッシュ・ペー・フランス
℡03-6280-6024【4F】

Theatre
H.P.FRANCE
テアトル
アッシュ・ペー・フランス

※ウィメンズの販売は11/22予定
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OKANO
オカノ

博多織の老舗織元を原点とす
るオカノから、
GINZA SIX限定の
クラッチバッグが登場。光沢のあ
る絹糸に金糸を施した織物は、
宝石をイメージしたモダンなデザ
イン。和装、洋装問わず華やか
に持てる。限定4点。
〈スクエア
クラッチ 結晶「マンダリンガー
ネッ
ト」〉
26×11×6㎝
（金具含む）
、
78,000円。／オカノ
℡03-6274-6286【4F】
GINZA SIX 限定

玉川堂

4F

GYOKUSENDO
新潟県燕市の伝統工芸である
鎚起技術の魅力を湛えた、銅製
の名刺入れが登場。全４色のう
ち、青色に星のような金の斑点
をちりばめた「ちらし金青色」が
GINZA SIXにて先行販売され
る。職人の手で丁寧に仕上げ
られた金鎚目の表情が味わい
深い。
〈名刺入れ ちらし金青色〉
25,000円。／玉川堂
℡03-6264-5153【4F】

手袋の名産地である香川の工
房で、熟練の職人によって縫
製された上質なグローブ。カシ
ミヤ100％のジャージー素材を
使用。
きめ細やかに編みこまれ
ているため伸縮性に富む。滑ら
かな肌触りで装着もしやすい。
〈カシミヤジャージーの手 袋 〉
12,000円。／中川政七商店
℡03-6274-6532【4F】

シドニー発のストリートブランド、
Pelvisとのコラボレーションパー
カをGINZA SIXの限定品に。
柔らかなループバックコットン
ジャージーを採用し、胸元と背面
にブランドロゴを大 胆 に配し
た。カンガルーポケット仕 様 。
フードにはドローストリング付き。
〈Pelvisグレースウェットパーカ〉
33,000円。／ヘルムート ラング
℡03-6264-5393【4F】

中川政七商店
NAKAGAWA
MASASHICHI
SHOTEN

GINZA SIX 限定

江 戸 時 代の火 消しの象 徴で
ある
「纏（まとい）」
をモチーフに
したバッグのGINZA SIX限定
品。大胆なスリットは、持つとタ
イトに、置くとふわりと広がる。
限定素材としてソフトなカーフ
を採 用 。胡 桃 色と墨 黒 色 の
ツートンカラーも品がよい。上
部のループ（革ひも）
を絞って
巾着バッグのようにも使える。
〈MATOI
（纏）〉
40×30×5㎝、
98,000円。
／ゲンテン モノココロ
℡03-3573-7550【4F】

HELMUT LANG
ヘルムートラング

GINZA SIX 限定

genten
monococoro

GINZA SIX 先行

GINZA SIX

ゲンテン モノココロ

中村藤 本店
山 田 平 安 堂を代 表する漆 器
「龍シリーズ」
を、GINZA SIX
限定の彩色で仕上げたプレート
セット。通常カラーの黒の代わり
にクリスマスに似合う白の彩色
を採用し、金の刷毛目を施した。
セットの6枚はすべて異なる絵
柄。和食に限らず、様々な料理
に使える。
〈プレートセット 白龍
（6枚）〉直径15㎝、高さ2㎝、
18,000円。
／漆器 山田平安堂
℡03-6263-9900【4F】

NAKAMURA TOKICHI
HONTEN

Xmas

京都宇治にある日本茶の名店
が培ってきた世界観を銀座で。
GINZA SIX限定の茶器として、
京都の職人が手作業で仕上げ
たモダンなフォルムの白磁製急
須を用意。これに同店の茶葉
をつけたセットは、
ギフトに最適。
〈限定茶器セット〉30,000円。
／中村藤 本店
℡03-6264-5168【4F】

Gift Ideas

Ground Y
グラウンド ワイ

GINZA SIX 限定

GINZA SIX 限定

PETIT BATEAU
プチバトー

漆器 山田平安堂
YAMADA HEIANDO

現 代 的なキモノのあり方を提
案するジョウタロウ サイトウは、
ソックスタイプの足袋をGINZA
SIX限定でデザイン。
トーション
レースによる、独創的かつエレ
ガントな模様は、側面を境に異
なるものに。内 足 袋と重ねて
使用。和洋兼用で着用できる。
〈トーション足袋〉5,500円。／
ジョウタロウ サイトウ
℡03-6263-9909【4F】
GINZA SIX 限定

JOTARO SAITO
ジョウタロウ サイトウ
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キッズウェアブランドのプチバトーには、
親子がお揃いで楽しめるウェアも充実
している。
レディース向けパーカには、柔
らかなスウェット生地を使用。
フロントに
ボア素材で大きくブランドロゴをあしらっ
た。同じデザインのキッズアイテムととも
に、
ギフトとしても。
〈ロゴ入りフード付き
パーカ〉
11,000円。／プチバトー
℡03-3572-5333【4F】

ヨウジヤマモト社のフィルターを
通した新たなファッションを提案
する、
グラウンド ワイ。
グリーン、
オレンジ、ベージュの3枚をつな
ぎ合わせたウール製ストールを
GINZA SIXで先行販売する。
巻き方次第で、見せたい色を調
整できるため、
様々なスタイリング
に取り入れられる。
〈３色ストール〉
186×34.5㎝、
20,000円。／グ
ラウンド ワイ
℡03-6264-5165【4F】
GINZA SIX 先行

Tabio Japan
タビオ ジャパン

日本の靴下専業ブランド、
タビ
オが手掛けるソックスは、
とりわ
け評価が高い。立体縫製による
フィット感と上質なコットンの肌
触りは格別。GINZA SIX限定
品には、
クリスマス柄をプリント。
全5種を用意。
〈クリスマスプリン
トソックス〉1,900円。／タビオ
ジャパン
℡03-6263-9700【4F】
GINZA SIX 限定
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5F

GINZA SIX

Xmas
Gift Ideas

個性派に響く
高感度アイテム。
SEIKO
Boutique
セイコーブティック

日本の原風景である森を美しい
緑の琺瑯（ほうろう）
ダイヤルに
映した、和の美意識があふれる
メンズウオッチ。世界限定2,000
本のうち10本を、
4Fの中村藤
本店の手土産券を付けたGINZA
SIX限定セットとして用意する。
〈セイコープレザージュ GINZA
S I X 限定セット〉
自動巻（手巻
つき）、SSケース、径40.5mm、
150,000円。
／セイコーブティック
℡03-3289-8601【5F】

D-BROS
ディーブロス

HYDROGEN
ハイドロゲン

細部にわたり、
目を見張る品々が揃う5F。
高度な技術や高機能素材、
そして趣向を凝らしたデザインによる
特別なアイテムが、
心をとらえて離さない。

CIBONE CASE
シボネケース

#0107 PLAZA

※一部の商品を除き、
11月5日
（火）
からの販売となります。

オトナプラザ

Text : Mikiko Manaka
Photographs : Ryuta Arakaki(Pile Driver)

※限定セットの販売は11/9～

GINZA SIX 限定

オロビアンコの創業者が手掛け
る
“技術の怪物”
という名のメン
ズキャリーバッグブランド。
ロケッ
トにも用いられるカーボンファイ
バーに、
イタリア伝統の手縫い
で革の縁取りを施したGINZA
SIX限定モデルには、
ハイテクと
職人技が融合。限定1点。
〈ブ
リーフケース〉40×28×8cm、
230,000円。テクノ モンスター
／ワールド フッ
トウェア ギャラリー
℡03-6263-9991【5F】

10万部を超えるベストセラー絵
本『BROOCH』
で作画を担当し
たデザイナー渡邉良重が、小説
家の福永信とともに手掛けた新
作絵本。琵琶湖の淡水真珠を
モチーフに、女性の内なる成長
が描かれている。
〈 絵本『しんじゅ
のこ』〉
1,800円。／ディーブロス
℡03-6263-9958【4F】

SJX
エスジェイエックス

GINZA SIX 限定

メイド・イン・ジャパンに定評のあ
るラグジュアリージュエリーブラ
ンド。
カットを施したビーズが煌め
く定番のグリッターシリーズの新
作メンズブレスレットは、
ダイヤ
モンドをセットしたスターモチーフ
が存在感大。
イエローゴールドの
ほか、ホワイトゴールドでのセミ
オーダーも可能。
〈グリッターダイ
ヤモンドスターブレスレット〉YG
×ダイヤモンド、350,000円。
／
エスジェイエックス
℡03-3569-0101【5F】

イタリア発ラグジュアリースポー
ツブランドの新作は、定番のス
カルモチーフを人気のクリアス
タッズでかたどったGINZA SIX
限定パーカ。光を受けるとスワロ
フスキー・クリスタルのような艶
めきを放ち、
スカルが浮かび上
がる。滑らかなコットン100％も
着心地に優れ、気の利いた大
人の休日服として重 宝する。
〈スタッズパーカ〉
47,000円。／
ハイドロゲン
℡03-6264-5525【5F】

GINZA SIX 先行

Mt.Hariは、
シューズデザイナー
とお針子アーティストによるブラ
ンド。裁縫箱の針山のようなふ
かふかの質感と安らぎを感じさ
せるアイテムを提案する。ヴィン
テージ生地をあしらったハンドミ
ラーは、手仕事による一点物。
〈 Mt.Hari HAND MIRROR
DECORATIVE〉17,000円。
／シボネケース
℡03-5537-3101【4F】

ベルギーのチョコレートブランド、
カフェタッセ。アドベントカレン
ダーには、独自ブレンドのアフリ
カ産や南米産のカカオを使用し
た24個のチョコレートを詰め合
わせた。聖夜まで毎日ひとつず
つ開けて、異なる風味のチョコ
レートを味わいたい。
〈カフェタッ
セ 24チョコアソートカレンダー〉
2,700円。／オトナプラザ
℡03-5537-5617【4F】

kashwére at home
カシウエア アット ホーム

GINZA SIX 限定

TOWEL
THINK LAB
タオル シンク ラボ

AKM
エイケイエム

World Footwear
Gallery
ワールド フットウェア
ギャラリー
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イタリアの高級ダウンウェアブラン
ド、
デュベティカと共同製作した
メンズダウンジャケッ
トの最新版。
従来のタイトシルエットから一転
して、オーバーサイズに生まれ
変わった今年のダウンは、
手持ち
の服に合わせるだけで旬のコー
ディネートに。
ドレスコードの緩
やかな職場なら、
ジャケットに羽
織っての通勤にもおすすめ。全
3色。
〈エイケイエム×デュベティカ
ダウンジャケット〉
136,000円。
／エイケイエム
℡03-6264-5069【5F】

上質なタオル製品を揃えるタオ
ル シンク ラボ。GINZA SIX限
定のタオルには、
エジプトの高級
超長綿「GIZA88」
を採用した。
滑らかな肌触りのタオルは、
シル
クのような光沢も有する。特別な
仕立てにより、縁の縫製部分を
最小限にしてタオル地の質感を
全面で感じられる仕様に。
〈バス
タオル〉
66×137㎝、
23,000円。
／タオル シンク ラボ
℡03-6263-9838
【4F】
GINZA SIX 限定

4F

ロサンゼルス発祥のカシウエア
は、カシミヤのような肌 触りを
備えつつ、洗濯・乾燥機の使用
可能な素材が特徴。
クリスマス
限定の愛らしいベアモチーフの
ベビーブランケットが登場した。
カラーはシックなダークグレー。
〈ベビーブランケットダブルジャ
ガード〉
78×78㎝、13,000円。
／カシウエア アット ホーム
℡03-3573-0990【4F】
※販売は11/8～
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5F
Four Nines
フォーナインズ

独自のビルトイン構造により、質
感溢れるプラスチックの表情を
印象づけなから、掛け心地のよ
さを格段に高めた眼鏡。定番
のボストン型や、
グリーンカーキ×
アンティークゴールドという知的
な配色も、掛ける人を選ばない。
別売りの専用クリップオンを装
着すれば、眼鏡からサングラス
へのスタイルチェンジもできる。
全5色。
〈NPM-87〉
39,000円。
／フォーナインズ
℡03-6264-5049【5F】

イタリアに多く見られる軽快仕
立てのジャケットを、
日本人向け
のパターンにアレンジ。パッドや
芯地を極力省くことで軽くて柔
らかな着心地を実現する。上質
なロロ・ピアーナ社製シルクカシ
ミヤ生地も、格上の印象に導い
てくれる。ベージュ、
ブラウン、
ネイ
ビーの3色。
〈シルクカシミヤジャ
ケット〉190,000円。／リング
ヂャケット マイスター
℡03-6264-5637【5F】

BRIEFING
ブリーフィング

RING JACKET
MEISTER
リングヂャケット
マイスター

※販売は11月上旬～

RAWLIFE
ロウライフ

ゴアテックスのメンズコートは、
防水・透湿性に優れ、薄くしな
やか。ファスナーでセットされた
ライニングを外せば、
単体で着る
ことができる3WAY仕様。この
ライニングには、サーモボール
と呼ばれる軽くて湿 気に強い
中綿が充填されているため、
い
つでもふっくらとした暖かい着
心地を楽しめる。GINZA SIX
限定品。
〈トリクライメイトライト
ニングコート〉7 0 , 0 0 0 円 。／
ザ・ノース・フェイス アンリミテッド
℡03-6280-6603【5F】

クロコダイルの原皮から選定し、
独自のなめし加工を施した巾着
型のレザーバッグ。熟練の職人
が極限まで革を薄く仕上げるこ
とで、手にしたときに馴染みやす
いしなやかな質感に仕上げてい
る。革の経年変化を楽しめるよ
うに、内側まで深く染まる皮革
染めを施したところもこだわり。
GINZA SIX限定10点。
〈CP
キンチャク〉
22.5×32×3.5㎝、
120,000円。
クリスチャン ポー
／ロウライフ
℡03-6228-5370【5F】

THE NORTH FACE
UNLIMITED
ザ・ノース・フェイス
アンリミテッド

※限定10点のうち11月に1点のみ販売、
残りの販売は12/1～

GINZA SIX 限定

GINZA SIX 限定

N.HOOLYWOOD
エヌ.ハリウッド

コンパクトながらも収納力の高
いメンズバックパック。前面には
ペンや各種カードなどのビジネ
ス小物が収まるオーガナイザー
パネルを、背面にはパソコン専
用スペースを備える。独自の技
術が施されたバリスティックナイ
ロン製のため、極めて耐久性が
高い。日本限定品。
〈リミテッド
エディション2019 スリム・バック
パック〉29×40.5×11.5㎝、
63,000円。／トゥミ
℡03-6228-5676【5F】

注目を浴びるコラボレーション
の新 作は、モダンなミリタリー
調のコンバース アディクト。ス
エード×キャンバスのアッパーは
黒で統一し、
ゴアテックス ファ
ブリクスのライニングとビブラ
ムソールを採用。ヒールとタン
には、70年代の米軍アイテム
を彷彿させるフォントを配した。
メンズ用、
レディース用ともにサ
イズを網羅。数量限定。
〈エヌ.
ハリウッド エクスチェンジサー
ビス × コンバース アディクト〉
28,000円。／エヌ.ハリウッド
℡03-6263-9933【5F】
※販売は11/10～

※販売は11/8～

トゥミ
TUMI

GINZA SIX

Xmas
Gift Ideas

SOPH.
ソフ

昨 年 に 続き、ベグアンドコー
とコラボレートしたメンズマフ
ラーが 登 場 。英 国 織 物 の 老
舗が手 掛けるラムズウール×
アンゴラのマフラーは、上質な
タッチに加えてモダンな色使いが
着こなしを新 鮮に演 出する。
ソフネットの アイコンである
スコーピオンの刺 繍もワンポ
イントに。イエロー、
ブラック、
ネイビーの3色。
〈ベグアンドコー
チェックマフラー〉
33×181㎝、
20,000円。
ソフネット／ソフ
℡03-6274-6467【5F】

大人のための等身大のカジュア
ルウェアが揃うジュンハシモト。
モッズコートとして知られるM-51
をベースに、
フォックスファーの
ライニングを、
ボディーとフードに
たっぷりあしらったメンズのミリ
タリーコートは、
シンプルなデニ
ムスタイルにさらりと羽織るだ
けでもさまになる。
カーキ、
ブラッ
クの2色。
〈ファーモッズコート〉
250,000円。
／ジュンハシモト
℡03-6264-5567【5F】

強度抜群のバリスティックナイ
ロンによるCLOUDシリーズの
トート。前面のマチ付きポケット
のほか、折り畳み傘やペットボト
ル、財布や携帯電話などを機能
的に収納できる多彩なポケット
を搭載する。キャリーケースと接
続できる面ファスナー付きで、
出
張・旅行にも便利。
〈 CLOUD
TALL TOTE〉
42.7×39×12.5
㎝、
50,000円。／ブリーフィング
℡03-6263-9888【5F】

junhashimoto
ジュンハシモト

BRITISH MADE /
Drake's
ブリティッシュメイド /
ドレイクス

今春GINZA SIXで限定発売
し、好評を博したグレンロイヤル
の2WAYバッグの再販が決定。
ハンドルを押し込んでしまえば、
クラッチバッグにもなるブリーフ
ケースは、片マチ仕様で充分な
収納力も確保。馬具由来の堅
牢なブライドルレザーは、経年変
化を楽しみながら愛用できる。
限定10点。
〈ニュークラッチブ
リーフケース〉35×25×4㎝、
63,000円。グレンロイヤル／
ブリティッシュメイド / ドレイクス
℡03-6263-9955【5F】
GINZA SIX 限定
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デニムジャケットにも似たデ
ザインのショートジャケット。実
はピーコートからインスパイア
されたもの。素 材には上 質な
ウールメルトンを採 用し、デニ
ムブランドらしくステッチを利か
せたミニマルなシルエットに。
寒さが緩む冬の日には、
軽快な
アウターとしても。
サイドポケット
付きなので手ぶらで外出もで
きそう。限定15着。
〈メルトンカ
ラースティッチングジャケット〉
63,000円。／クロ
℡03-6274-6257【5F】

5F

MSPC PRODUCT
SELECTED
エムエスピーシープロダクト
セレクティッド

KURO
クロ

lululemon
ルルレモン

ブリーフケースとしても使える
2WAYのメンズバックパック。北
米産のレザーを厳選し、防水・
防油・防汚加工を施すことで耐
久性を向上させた。スマートな
フォルムも、
シーンを問わず使
い回しやすい。写真のネイビー
は好評につき再入荷。GINZA
SIX先行販売。
〈PRECIOUS〉
31×46×14cm、50,000円。／
エムエスピーシープロダクトセレ
クティッド
℡03-6263-9922【5F】

カナダブランドのバックパックは
ジム通いに最適。大開口のメイン
室はウェアやシューズがすっぽ
り収まる大 容 量 。内側には貴
重品等が収まるポケットを、背
面にはパソコンが入るポケット
を装備。ストラップや背面には
クッション入りで、荷物が多い日
も楽に背負える。
〈モアー マイ
ルズ パック〉35×58×22cm、
28,910円。／ルルレモン
℡03-5537-5387【5F】

GINZA SIX 先行

ATTACHMENT
アタッチメント

パラブーツの看板モデルである
ミカエルは、山岳民族発祥のチ
ロリアンシューズがルーツ。その
最新モデルは、通常オイルドレ
ザーのところをカーフレザーに変
更し、
ジャケットスタイルにも合う
上品な印象に。製造国、
フラン
スの国旗タグがワンポイント。登
山靴にも用いられるノルヴェイ
ジャン製法のため、防水性と堅
牢性にも優れている。
〈ミカエル
BBR〉
65,000円。／パラブーツ
℡03-3289-1601【5F】

近年、原皮の減少から入手しづ
らくなっているコードバン。これ
を独自ルートで確保し、手作業
でメッシュ状に編み込んだ長財
布が登場。加工が難しい希少な
コードバンを美しい革小物に仕
立てる技術は、
日本で唯一の馬
具メーカーならでは。
ラウンドファ
スナーも使い勝手がよい。
〈カス
ピアン ラウンド長財布〉
20×11
×2.3cm、
90,000円。／ソメスサ
ドル
℡03-6264-5576【5F】

SOMÈS SADDLE
ソメスサドル

THE GENERAL STORE /
HERGOPOCH

1PIU1UGUALE3
ウノピゥ ウノ ウグァーレトレ

ザ ジェネラル ストア /
エルゴポック

日本伝統の袋物である巾着を、
革でモダンにアレンジした人気
バッグのクリスマス限定色。落
ち着きのあるゴールドカラーは
カップルで兼用もしやすい。
メイ
ンルームのサイドはファスナー
で開閉でき、中身の取り出しが
容易。
クラッチバッグのように抱
えたり、口紐を肩に掛けたりと持
ち方も自在。GINZA SIX限定。
ゴールド、
シルバーの2色を用意。
〈レザー巾着バッグ〉21×29×
1cm、31,000円。／ザ ジェネラ
ル ストア / エルゴポック
℡03-6280-6055【5F】

独自のテクノロジーから生まれ
たストレッチ生地を、
メンズのフー
ド付きダウンコートに採用。薄手
で軽量ながら強度にも優れた
生地のおかげで、
見た目はスマー
トながらも、
つっぱり感のないノン
ストレスな着心地を実現。保温
性に優れたオーストラリア産の
最 上 級ダウンが、冬の外出を
サポートする。限定12着。
〈ラップ
フード〉
140,000円。／ウノ ピゥ
ウノ ウグァーレトレ
℡03-6264-5024【5F】

GINZA SIX 限定

GINZA SIX

Xmas
Gift Ideas

Gente di Mare

Paraboot
パラブーツ
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ピーチスキン加工を施した滑ら
かな生地を、アタッチメントらし
いシャープなシルエットに落とし
込んだダウンコート。アウトドア
感の薄い上品なルックスは、
カ
ジュアルからモードまでタウン使
いしやすい。上質なダウンを充
填しているため防寒性も十分。
小雨に対応する撥水機能付き。
〈ポリエステルナイロン ピーチ
スキン フーデットダウンコート〉
70,000円。／アタッチメント
℡03-6274-6643【5F】

ジェンテ ディマーレ

フィレンツェ発のアウターブラ
ンド、デュノ。メンズラインの
ダウンコートは、ライニングを
取り外して単体でも着用可能。
初冬や春先は一枚で軽快に、
真 冬は2 枚を重ねればレイヤ
ード風にも着こなせる。季節の
移ろいとともに長い期間、コー
ディネートを楽しみたい。
〈デュノ
3wayダウンコート〉
98,000円。
／ジェンテ ディ マーレ
℡03-6264-6850【5F】

FREEMANS
SPORTING CLUB
フリーマンズ
スポーティング クラブ

ベルトやファスナーをアレンジし
てスーツ一式を収納できるガー
メントバッグ。別注カラーである
キャンバス×レザー使いの上品な
ブラウン の 色 調 は 、T P Oを
選 ばず 出 張 や 旅 行 から、冠
婚 葬 祭にまで幅 広く使える。
限定5点。
〈 ナーディーズ 別
注 ガーメントバッグ〉
60×37×
21cm、4 4 , 0 0 0 円 。／フリー
マンズ スポーティング クラブ
℡03-6263-9924【5F】
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CONVERSE TOKYO
コンバーストウキョウ

極細に紡績したウール糸を使用
し、
繊細なリブ編みにしたレディー
スのタートルネックニット。シン
プルでも質のよさを感じさせる
一枚は、透け感をいかしてイン
ナーにこだわると、
より一層エレ
ガント。今季の注目色であるラ
イムをはじめ、
キャメル、
ブラウン、
マゼンタと4色が揃う。
〈ハイゲー
ジニット〉29,000円。
／ジョゼフ
℡03-3573-5380
【5F】

サックスブルーの花柄を散りば
めた膝上丈のブラックドレスは、
イージーケアのレーヨン100％。
一枚でフェミニンに着るもよし、
チュニック感覚でデニムなどに
レイヤードすることもできるため、
一枚でコーディネートの幅が格
段に広がる。
ウエストの絞り込ま
れていないシルエットは、
ボディー
ラインをすっきり見せる効果に
も期待大。
〈 NAKA DRESS
HVG〉
28,000円／デンハム
℡03-6228-5815【5F】

※販売は11/6〜

グッチのクリエーティブディレク
ター、
アレッサンドロ・ミケーレの
感性が発揮された、
オーバーサ
イズのラウンドフレームサングラ
ス。華奢なテンプルは、艶めくエ
ナメルストライプで彩られ、
インパ
クト大。いつものコーディネートに
合わせるだけで、今シーズンらし
く華やかにアップデートできる。
限定5点。
〈サングラス〉
52,000
円。
グッチ／アイスタイル
℡03-6263-9777【5F】
※販売は11/15～

DENHAM
デンハム

JOSEPH

EYESTYLE

ジョゼフ

アイスタイル

MARK & LONA
マーク ＆ ロナ

5F

ストレッチ性に優れた防風裏地
が備わるゴルフ用クルーネック
ニットは、真冬でも軽装なプレー
が可能。サイドにはファスナーポ
ケットが付属し、
まさにアウター
感覚で着用できる。新定番のア
イアンスカルJQモチーフに星
柄を組み合わせた今季の新柄
も、
グリーンで注目を浴びそうだ。
グレー、
ホワイト、
ブラックの3色
を用意。
〈ニット〉
48,000円。／
マーク＆ロナ
℡03-6263-8840【5F】

GINZA SIX

Xmas

ブランドアイコンの一つ星をあし
らったグローブは、アームウォー
マーのようにも使えるロング丈。
ウールメインの素材は暖かく、
ラフ
にたるませればコーディネートの
アクセントになる。指先部分は
カットされているので、着けたま
まスマートフォンを操作できると
ころも実用的だ。
〈ロンググロー
ブ〉
6,800円。／コンバース トウ
キョウ
℡03-6280-6598【5F】

Gift Ideas

BARBOUR
バブアー

Traditional
Weatherwear
トラディショナル
ウェザーウェア

MARK'STYLE
TOKYO
マークスタイル
トーキョー

日本発のユニークなデザインア
イテムが揃う店。なかでもハンド
カットのガラスが幻想的な光を
放つLEDランプは、
イベントの
多いこれからの季節におすす
め。USB充電3時間で、
最大24
時間点灯。調光は3段階。生活
防水仕様のため、
バスルームや
アウトドアでも使用できる。
〈アン
ビエンテック クリスタル アクル
クス〉
約φ8.7×8.2cm、21,000
円。／マークスタイルトーキョー
℡03-6280-6776【5F】
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Snow Peak
Mobile
スノーピーク
モバイル

ガス缶をセットする筒型の本体
部分に、五徳をスマートに格納
できる画期的な卓上コンロ。収
納時は全長わずか25cmほどと
大変コンパクト。アウトドアでの
使用はもちろん、
大きな鍋も置け
るほど安定感があるため、
自宅
での鍋料理などにもおすすめ。
ブラック、
カーキ、
シルバーの3色。
〈ホーム＆キャンプバーナー〉
30.1
×34.6×12cm
（使用時）
、
9,980
円。／スノーピーク モバイル
℡03-6263-9836【5F】

ブランドを代表するモデル、
ビデ
イルの特徴的なフラップポケッ
トやハンドウォーマーポケット、
サイドベンツといったディテール
を忠 実に再 現したダウンが新
登場。
ダウン90％、
フェザー10％
を充填し、
保温性も十分。写真の
メンズのほか、
レディースのサイズ
も揃う。着脱可能なフード付き。
〈ビデイル SLダウン〉
56,000円。
／バブアー
℡03-6264-5569【5F】

DIESEL
ディーゼル

柔らかなシープレザーにヴィン
テージ加工を施して、
ディーゼル
らしいワイルドな表情に仕上げた
メンズのボディーバッグ。カジュ
アルな印象と色気を併せ持つワ
ンショルダーバッグは、大人の休
日に似合う。
メインスペースや背
面にもポケットが充実し、
ちょっと
した外出にはもちろん、小旅行
にも活躍しそうだ。
〈ボディバッ
グ〉
18×31×7.5㎝、
34,000円。
／ディーゼル
℡03-6228-5186【5F】

英国製のマフラーはブランケット
感覚の大判仕様。上質なウー
ルカシミヤのため軽やかな巻き
心地に。表面はあえて起毛させ
ることで、
リッチな艶と滑らかな
タッチを表現した。肌馴染みの
よいくすみピンクも、地味になり
がちな冬の着こなしを華やかに
演出してくれる。13色展開。
〈ブ
ランケットマフラー〉
180×70㎝、
24,500円。／トラディショナル
ウェザーウェア
℡03-6264-5568【5F】
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YVES
SAINT LAURENT
BEAUTÉ
イヴ・サンローラン・
ボーテ

ファッションを進歩させ、女性たちに
自由への扉を開いたムッシュ イヴ・サン
ローラン。そのDNAを継ぐ新たなフレ
グランスが生まれた。
メンズフレグラン
スの香調「フゼア」の主原料ラベン
ダーと、
甘く瑞々しいオレンジブロッサム
を重ね、
セクシーでクールなフローラル
ラベンダーの香りを創出。名前の通り、
“自由”
な香りをまといたい。
〈リブレ
オーデパルファム〉
50mL 13,000円。
／イヴ・サンローラン・ボーテ
℡03-6274-6037【B1F】

シャネルの伝説的フレグランス
〈シャ
ネルＮ°
5〉
から、ボディー用ジェル パ
フュームが登場。本物のゴールド＊が
配合され、
デコルテや腕などにのせれば
ラグジュアリーな煌めきとＮ°
5の香り
に包まれる。
ドレスアップの仕 上げ
に、
ワンランク上の輝きを。数量限定。
〈シャネル Ｎ°
5 ジェル パフューム〉
250mL 12,500円。／シャネル フレ
グランス & ビューティ
℡03-6386-7777【B1F】

GINZA SIX をもっと楽しむ、
最新情報をピックアップ

CHANEL
FRAGRANCE &
BEAUTY

Column
GINZA SIX

シャネル
フレグランス ＆ ビューティ

＊

金
（整肌成分）

ポール・スミスと英国。
伝統とモダンが
競演する期間限定ショップ。
Paul Smith POP UP SHOP
ポール・スミス

開催期間

GINZA SIX

Xmas

B1F

11月27日
（水）～2020年1月14日
（火）

“英国”
をキーワードにしたポール・スミスのポップアップショッ
プ「IDEAS FROM LONDON」が、
期間限定でオープン
する。同 社の最 新コレクションから、英 国 老 舗ミルとの

Beauty
Things

上／〈ランドステーションL アイボリー〉95,500円。セッティングスタイ
ルは用途に合わせて変えられる。下／〈ローチェアショート アイボリー〉
21,800円。

銀座で体感する
スノーピークのこだわりギア。
Snow Peak Mobile

B1Fで手に入れる

スノーピーク モバイル

ときめく美、
リュクスな癒やし。

開 催日時
場所

この時期のビューティーフロアは、
豪華な限定コフレをはじめ
特別な日を演出する香りなど、見逃せない逸品が勢揃い。
心身を癒やし、美が高まる、
ご褒美アイテムを探して。

11月16日
（土）11：30 ～17：30
GINZA SIX ガーデン

新 潟 県 燕 三 条で生まれたアウトドアブランド、スノー
ピーク。厳しい自然環境での検証に裏打ちされた、ハイス
ペックな製品を取り扱う。
キャンプギアやアパレル用品だけ

※一部の商品を除き、
11月5日
（火）
からの販売となります。

でなく、
モバイルハウス
「住箱-JYUBAKO-」
の販売や、
今年

Photographs : Ryuta Arakaki(Pile Driver)

アイテム、特別なコラボレーションアイテムまで多彩に揃う。
メンズでは、
マーリング＆エヴァンス、
サヴィル・クリフォード
などの生地を用いたウェアに加え、
タータンチェックのアクセ
サリーが登場。
ウィメンズでは、
ラバットやトッド＆ダンカン
とのマスキュリンなウェアを中心に、魅力的な小物が多数
ラインアップ。
また、ポール・スミス自身が愛用するブランド、
グローブ・
トロッターや照明ブランド、
アングルポイズ Ⓡとの
コラボレーションアイテム
も見逃せない。
ショップ内は、
オリジナ
ルタータンチェックを華
やかにあしらう。
ここでしか
お目にかかれないアイテム
を探しに出掛けたい。
℡ 03-3572-3350【4F】

オープンしたグランピングリゾート
「Snow Peak FIELD
SUITE HAKUBA KITAONE KOGEN」
の総合監修も
担うなど、活動は多岐にわたる。
そんなブランドの世界観を体験できるイベントをGINZA
SIX屋上庭園で開催。庭やベランダで気軽に始められる
アーバンアウトドアスタイルをテーマに、
グリルを楽しめるテー

LIVING NATURE
organics

ブルや、
変幻自在に形をつくり、
日差しや雨をさえぎるタープ

リビングネイチャー
オーガニック

を屋外で体験でき、豊かなライフスタイルのためのギアが

100%自然由来成分、
かつ85%をオー
ガニック成分でつくった、希少なフレグ
ランスシリーズ。花や実、木々から生ま
れた心地よい香りは、あらゆるライフ
スタイルに寄り添い、心身のバランスも
整えてくれるよう。香りはシトロン、
ジャス
ミン、
ウードなど全4種類。
〈オーガニック
グラム OG オードパルファム〉
100mL
27,000円。オーガニックファーマシー
／リビングネイチャーオーガニック
℡03-3289-6669【B1F】

などを展示。
スノーピークが細部にまでこだわり抜いた製品
見つかるまたとない機会だ。詳細は店舗に問い合わせを。
℡03-6263-9836

Salon des
Parfums
サロン デ
パルファム

天才調香師フランシス・クルジャンによる
〈アクア ユニ
ヴェルサリス〉
〈アクア セレスティア〉
を含む、
アクアコレ
クションの全6アイテム各11mLが入ったセットは、
この
時期だけの逸品。
それぞれの香りの個性とストーリーを
発見でき、
洋服を着替えるように楽しめる。
数量限定。
〈アクア フレグランス ワードローブ〉
23,000円。
メゾン
フランシス クルジャン／サロン デ パルファム
℡03-6263-9970【B1F】

〈ローチェアショート〉
21,800円と、
〈 IGT
スリム〉38,800円。
どちらもシックな色調
のウッドを使用する。
コンパクトに折りたた
め、
持ち運びにも便利。

右上／マーリング＆エヴァンスのメンズステン
カラーコート150,000円。左上／トッド＆ダンカ
ンのウィメンズカシミヤニット49,000円。右／
2カラー展開のウォレットバッグ各35,000円、
グラデーション ストール24,000円は、
ウィメンズ
の注目アイテム。

※販売は11/13～

GINZA SIX 限定
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MAISON CHRISTIAN DIOR
メゾン クリスチャン ディオール

ムッシュ ディオールが 幸 運のシンボルとしたすずらんを、
透明感あふれる香りで表現した
〈ラッキー〉
に、
ボディ クリーム 、
ソープ（石鹸）、
リキッド ソープが仲間入り。贈り物は芸術と
考えるディオールの
「アート オブ ギフティング」
を体現する美しい
ギフトボックスに包めば、
“幸運”
を贈るホリデーシーズンの特別
なギフトに。
〈ラッキー〉
オー ドゥ パルファン 40mL 11,500円
～、
ソープ100g 4,500円、
ボディ クリーム 150mL 12,000円。
／メゾン クリスチャン ディオール
℡03-6280-6041【B1F】

bareMinerals

CLARINS

ベアミネラル

クラランス

ベアミネラル の 代 表 作ミネラル ファンデーションとベストマッチの
ブラシを全6種類から選べる、人気コフレが今年も登場。
シックな色のポーチ
に、化粧下地やリップ、
マスカラのサンプルサイズも付いてくる。写真は、
話題の新感覚スティックファンデ
〈CR ハイドレイティング ファンデーション
スティック〉
とスムージング フェイス ブラシ。
〈ファンデーション オブ ユア
チョイス ホリデー キット 2019〉
8,100円～9,800円。※価格は選ぶアイテムに
よって異なります／ベアミネラル
℡03-6263-9977【B1F】

保湿成分としてヘーゼルナッツオイル
とホホバオイルを配合し、
美容液のよう
にケアしながら艶やかに色づく
〈コン
フォート リップオイル〉
。
このミニサイズ
5色にオリジナルポーチが付いたトライ
アルキットがGINZA SIX限定で登場。
キュートな色とスイーツのような甘い香り
の人気リップオイルを、一度に試せる
チャンス。
〈リップオイル HOLIDAY ト
ライアルキット〉
5,500円。／クラランス
℡03-6263-9951【B1F】

Maison DECORTÉ
メゾンデコルテ

※販売は11/29～

GINZA SIX 限定

RMK
アールエムケー

KIEHL'S
キールズ

Illustration ©2019 Idoia Montero

ブランドの人気ベースメイクアイテムを揃えた限定キットが登場。
メイクアップ
ベース、
コントロールカラー、
クリーミィファンデーションのミニサイズ3品に、
美しい立体感と艶をプラスするグロースティックの限定色をセットに。スペ
インのイラストレーター、
イドイア・モンテロによるオリジナルポーチとシルバー
ラビットにも注目したい。数量限定、
キットBの販売もあり。
〈 RMK プレメイク
アップ ミニコレクションキット 2019 A〉
8,800円。／アールエムケー
℡03-6264-5520【B1F】※販売は11/15～

キールズのヒットアイテムを集めた限定デザインキット。今年は、
ヘルシンキを
拠点に活躍するアーティスト、
ジャニー・ルウェルがデザインを担当。
カラフル
に彩られた保湿クリーム
〈キールズクリームUFC〉
50gや化粧水〈カレンデュ
ラトナー〉250mLの他、
クレンジング、美容液、
マスクなどがラインアップ。
鮮やかなポーチも特別な気分を高めてくれる。
〈キールズ ベストヒットセット〉
14,000円。／キールズ
℡03-6274-6049【B1F】

JILL STUART
Beauty & PARTY
ジルスチュアート
ビューティアンドパーティ

今年9月、10年ぶりにリニューアルし
て進化を遂げたコスメデコルテの最
高峰ライン、
AQ ミリオリティ。美容成分
を厳選配合したクレンジングからアイ
クリームまで、
スキンケアアイテム6種
類を詰めた贅沢なコフレがお目見え。
自分の素肌へ、最高のご褒美として。
〈AQ ミリオリティ ラグジュリアス コフレ
n〉
20,000円。
コスメデコルテ／メゾン
デコルテ
℡03-6264-6706【B1F】
※11/16から予約開始、
販売は12/16～

La Maison VALMONT
ラ・メゾン・ヴァルモン

クレンジングから美容液、
マスク、
クリー
ムまで、
ヴァルモンのアイコン製品12
種類を煌めくボックスに閉じ込めた、
特別なクリスマスコフレ。
アドベントカレ
ンダーのように、1つ1つウインドーを
開けて取り出す楽しみも。
〈ヴァルモン
クリスマスキット〉35,000円。／ラ・
メゾン・ヴァルモン
℡03-5537-6381【B1F】

GINZA SIX

人気のミネラルリキッドファンデーションの本品サイズ30mLに、化粧下地、
スキンケアパウダー、
エッセンスグロス＆リップ、アイ＆アイブロウパレット、
ツイード素材の上品なオリジナルポーチという5つの限定品がセットされた
数量限定のコフレ。
これ一つでワンランク上の美しい仕上がりが叶う。
〈ボーテ・
ド・エッセンスコフレ〉
5,800円。／ハーバー
℡03-6263-9923【B1F】
37

HABA

MAKE UP FOR EVER

ハーバー

メイクアップフォーエバー

パーティーシーズンのくちびるを、
ダイヤモンドのような輝きでドレスアップでき
るリップバーム。
トリートメントバーム層とパールラメのダイヤモンドグレイズ層
に分かれ、好みでブレンドしながら煌めきを自由に楽しめる。アルガンオイル、
アーモンドオイルなどの保湿成分により、潤う力も続く。
〈ダイヤモンド グレイ
ズ リップバーム〉
7g 2,400円。／ジルスチュアート ビューティアンドパーティ
℡03-6264-5543【B1F】
※販売は11/15～

華やぐホリデーシーズンにふさわしいカラー、
ゴールド。
１つのパレットにイエ
ローゴールド、
カーキゴールド、
ブロンズ、
カッパーなど、様々なゴールドをセッ
ト。全18色の異なるテクスチャー、色味、仕上がりの違いを組み合わせ
れば、
ホリデーにぴったりの自分だけのアイメイクが完成する。数量限定。
〈レッツゴールドアイパレット〉
6,800円。／メイクアップフォーエバー
℡03-6263-9997【B1F】

Xmas

Beauty
Things

B1F
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GINZA PEEK-A-BOO AVEDA
ギンザ ピーク・ア・ブー アヴェダ

大人気〈パドルブラシ〉
の愛らしいミニサイズに、
ギンザ
ピーク・ア・ブー アヴェダ限定のメッセージを刻印。
ロング
セラーのオーガニック100%のハーブティー
〈コンフォー
ティング ティー〉
との限定セットはギフトにも喜ばれそう。
トラベルサイズ25gの洗い流さないトリートメント付き。
〈GINZA PEEK-A-BOO AVEDA限定 スペシャルギ
フト〉
5,100円。／ギンザ ピーク・ア・ブー アヴェダ
℡03-3575-5588【B1F】

SABON
サボン

ロクシタンのベストセラーアイテムの
ミニサイズ製品が入ったアドベント
カレンダー。ハンドクリームやボディー
ソープ、
ヘアケア製品など、
ボディーケア
を中心に24アイテムが詰まっている。
それぞれの小窓には、自然に優しく
寄り添って生きるためのヒントも。
〈ロク
シタンアドベントカレンダー2019 〉
8,500円。
／ロクシタン アトリエ・
ド・
プロヴァンス
℡03-6280-6461【B1F】

ロクシタン アトリエ・ド・プロヴァンス
L'OCCITANE Atelier de Provence

GINZA SIX 限定

CLARINS SKIN SPA
クラランス スキン スパ

BEAUTY TERRACE
GINZA
~DRESS CIRCLE~

クラランス スキン スパでは、
クリスマス
限定のトリートメントパッケージを用意。
背中のケアが付いたエイジングケア※
フェイシャル105分と、全身のボディー
トリートメント90分、
またこの時期に必
要なホームケアも付く贅沢なもの。ケ
ア製品は、
合計14,000円以上の好き
な組み合わせで選べる
（写真は一例）
。
〈クリスマス限定 トリートメントセット〉
62,000円～。／クラランス スキン スパ
℡03-6263-9995【B1F】
※提供は12/25まで ※年齢に応じたケア

ビューティーテラス ギンザ
～ドレス サークル～

室内で行える最新の時短トレーニン
グ「加圧ビューティー」か「全身EMS
トレーニング」に、ボディーラインを
整える「 骨 盤スリム」の 計 6 0 分 の
組み合わせで理 想の身 体に導く、
特 別コースが登 場 。ファスティング
に特化した酵素ドリンク
〈ファストザ
イム〉
も付き、自宅でも効果を感じら
れそう。
〈 冬のデトックス特別コース〉
18,000円。／ビューティーテラス ギン
ザ ～ドレス サークル～
℡03-5537-6681【B1F】

ReFa
リファ

※詳細・お申し込みは店頭またはお電話でお問
い合わせください。

立 体 的なアプローチで顔や全身を
ホールド、肌を美しく引き締めるリファ
カラットレイ。
リファで一番人気の本品
と合わせて、肌に弾力をもたらすグロッ
シークリームを購入すると、
コラーゲン
ドリンク5日分がついてくるクリスマス
限定キットを用意。
〈ReFa CARAT
RAY クリスマス限定キッ
ト〉
38,800円。
／リファ
℡03-6274-6205【B1F】

GINZA SIX

Xmas

GINZA SIX 限定

Beauty
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uka
ウカ

B1F

diptyque

荘厳なデザインのボックスに、
サボンの
人気アイテムを収めたコフレ。約1ヶ月
分のボディースクラブやシャワーオイル、
特別デザインのボディーローション、
また
現品サイズのバターハンドクリームなど
を贅沢にイン。香りはホリデー限定の
幻想的なフローラルノート、
ミスティーク
・
シャイン。
〈ホリデーコレクション トータル
コフレ〉
12,000円。／サボン
℡03-3572-8255【B1F】

ディプティック

ベトナムの海辺のリゾートから着想さ
れ、
テュベルーズが甘く官能的に香る
〈ド ソン〉
。
この香りの風景を感じ、
楽し
み尽くす限定コフレが登場。オードトワ
レ、
シャワーオイル、
ソリッドパフューム、
スキンステッカーの4種類を揃える。
〈ド ソン フレグランスリチュアル 4種類
コフレ〉18,000円。／ディプティック
℡03-6264-5483【B1F】

HACCI
ハッチ

PAÑPURI
パンピューリ

ブランドを代表する製品、
uka ネイルオイル。2019年の
限定
〈lovin’you〉
〈respect you〉
、
またはGINZA SIX
限定〈ma/6〉
のいずれか1点を含め、税抜5,000円
以上を購入すると、
ギフトラッピングのサービスとヘア
ケアトライアルセットをプレゼント。大好評のアイテム
をこの機会にぜひ。数量限定。
〈 GINZA SIXおすす
めクリスマスキット〉
5,000円～。※価格は選ぶアイテムに
よって異なります ※ボックスはイメージです／ウカ
℡03-6263-9981【B1F】

羽のように軽いフォームで、皮脂バラ
ンスを整えながら汚れを洗い流し、肌
を艶やかな印象へ導くシャワージェル
と、肌にハリと潤いを与えるマッサージ
オイルのセット。
レモングラスの爽やか
な香りにも包まれる。付属のマッサージ
ツールも使えば、
自宅が東洋のスパ
空間に。
〈バランスセット〉
8,800円。
／パンピューリ
℡03-6264-5103【B1F】
GINZA SIX 限定

高貴なローズと甘く優しい香りのハニーで仕立てたディフューザー
〈HONEY&ROSE〉
がハッチより初デビュー。華やかなリボンをアクセントに、
そのままディスプレイできる
ステージも用意。はちみつの濃密な潤いを届けるシートマスク3枚付きのラグジュアリー
なセットでお届け。
〈 HACCI Bon Voyage〉
18,000円。／ハッチ
℡03-6228-5698【B1F】

ヘアクリップにあしらわれた煌めくストーンのワンポ
イントを、好みのカラーストーンでカスタムできるサー
ビスがGINZA SIX限定で登場。カラーストーンは
全12色から最大2色
（表裏で1カラーずつ）
を選択
でき、
クリップはベージュとマットグレーの2色、小・中
の2サイズから選べる。オーダーから5営業日以降
のお渡し。
〈 TIARA QUEEN CUSTOM ORDER
STONES〉
中15,800円。／アッカ
℡03-6280-6727【B1F】

acca
アッカ

※販売は11/20〜、
なくなり次第終了

GINZA SIX 限定

GINZA SIX 限定
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れた佇まいの店内で提供されるオリジナルカク

洗練された隠れ家バーで、
オリジナルティーカクテルを嗜む。

テルには、茶葉を漬け込み蒸留した自家製スピ
リッツを使用。蕎麦茶とウォッカ、焙じ茶とバーボン
など独特な組み合わせの妙を堪能できる。バー
テンダーの佐 藤 由 紀 乃 氏が新たに考 案した
カクテルは、中国の銘茶、鉄観音の茶葉を漬け
込んだブランデーを使用する。
カカオとコーヒーの
リキュールがすっきりとした後味を生み、食後にも
おすすめだ。

GINZ

お茶とカクテルを独自に組み合わせた、最先端
のティーカクテルを扱うバー。全 8 席の洗 練さ

s

ミクソロジー サロン

SIX X
ma

MIXOLOGY SALON

A

Cafe & Restaurant
上質なひとときを過ごせる
カフェ＆レストラン。
買い物の途中やディナーの前など、気軽に立ち寄れて、
ひと息つけるカフェやレストラン。
特別な1日の締めくくりにもおすすめ。GINZA SIXで気兼ねない語らいを。
※当日の仕入れ状況により、
内容は一部変更となる場合がございます。※お酒は20歳をすぎてから。

Photographs : Shigeru Kunita

Ironbark Grill ＆ Bar
アイアンバーク グリルアンドバー

『 鉄観音烏龍とブランデーのカクテル』
1,800円
（別途テーブルチャージ800円）
。
℡03-6280-6622【13F】
●営業時間:11:00～23:00
（L.O 22:30）

世界各地から厳選された希少な豆を味わえる、
スターバックス リザーブ® バーを併設。
コーヒーの
専門性を極めたブラックエプロン バリスタが、
ゲスト
の好みに合わせた豆をセレクト。
プアオーバーや
サイフォン、
ブラック イーグルなどの多彩な抽出機
を揃え、
最適な方法で提供してくれる。
ホット、
アイス
どちらも楽しめるバニラ ビーン ラテは、使用する
豆をマイクロブレンドやシングルオリジンから選択
できる。本場ニューヨークの味わいを再現したこだ
わりのチーズケーキのほか、見た目も華やかなデ
ザートを豊富に用意。
ワインなどのアルコールも楽し
めるため、
気分に合わせたひとときを過ごせそうだ。

『バニラ ビーン ラテ ホット』
マイクロブレンド680円、
シン
グルオリジン730円。
『ニューヨークチーズケーキ』420円。
℡03-3575-6080【6F】
●営業時間:10:00～22:30
41

豪州料理を現代風にアレンジ。モダンな空間で新たな美食と出合う。

スターバックスコーヒー 銀座 蔦屋書店
STARBUCKS COFFEE GINZA
TSUTAYA BOOKS

バリスタの手仕事が生む一杯を、
スターバックス リザーブ ® バーで。

世界の多様な食文化を自由な発想で取り入れる、モダン・オースト
ラリア料理店。バーカウンターのほか、奥にはラウンジエリア、個室
スペースもある。
ディナータイム限定のスライダーには、
オージービーフを
使用したジューシーなパテやトマト、
チーズ、
ビーツなどをたっぷりと挟み
込んだ。
ホップの苦味のなかにほのかに麦芽が香るオーストラリアの
定番ラガー、
ビクトリアビターとの相性は抜群。
また17時30分から2時間
限定サービスとなるハッピーアワーでは、オーストラリア産のワインや
ビール、
カクテルなどを1杯500円から提供。
ディナーの前後やちょっとした
待ち時間に訪れて、
バーテンダーおすすめの一杯を試してみたい。

『オージービーフスライダー
（2PC）』800円。
※ディナータイム限定のメニューとなります。バーカウン
ター、
ラウンジエリアで提供。

『ビクトリアビター』1,200円。
℡03-6264-5402【6F】
●営業時間:ランチ11:00～15:30(L.O
14:30)、ディナー17:30～23:00（L.O
22:00、
日曜21:00）
40

淡いピンク色のルビーチョコ
レートをまとった豪華なケーキ。
ホワイトチョコレートでつくられ
た花と数種類のベリー、銀色
のアラザンをあしらい華やかに
仕立てた。
〈GINZA SIX限定
プレミアムクリスマスケーキ〉
9,259円。
℡03-3289-7155【B2F】

フランスの伝統的な惣菜ケー
キ、
ケーク サレを一口サイズに。
オニオンベーコン、
プロヴァン
ス、サーモンシュリンプ、パン
チェッタバジル、
トリュフの5種
をそれぞれ3つずつ詰めたパー
ティーセット。
〈ケーク サレア
ソート〉
2,778円。
℡03-3289-7155【B2F】

パティスリー パブロフ
PATISSERIE PAVLOV

※要予約
（定数に達し次第終了）
。
12/21～12/25に店頭でのお渡し

※12/14～12/25の期間限定販売

GINZA SIX 限定

GINZA SIXが提供する

ワールドワイドな独自プログラム。
台北101
タイペイ101

GINZA SIXでは、
利用基準を満たした上顧客のために、

GINZA SIX をもっと楽しむ、
最新情報をピックアップ

Column
GINZA SIX

他にはないVIP会員限定のサービスを多彩に展開して
いる。例えば、施設内のプレミアムラウンジ「LOUNGE

キャンディアートミュージアム

SIX」の利用をはじめ、海外の提携施設のラウンジが使え

by PAPABUBBLE

る特典も用意。台湾のランドマークとして名高い「台北101

Gallery of Sweets Art by PAPABUBBLE

（タイペイ101）」のラウンジもそのひとつだ。

チョコレートにフルーツマシュマ
ロやドライフルーツを入れてシュ
トレン風に仕上げた、
ロッキー
ロードのクリスマスバージョン。
果実本来の味を楽しめる手づ
くりのマシュマロは、
もっちりと
した食 感に。
〈シュトレンロッ
キーロード〉
2,777円。
℡03-6228-5535【B2F】

ワインショップ・エノテカ
Z
GIN

ファッションの一流ブランドと洗練されたダイニングが集結
したショッピングモールを擁し、台湾で最も高い展望台を
併設する一大観光スポットだ。今年8月にフードエリアを大
改装し、
さらに魅力的に進化。
小籠包の名店「鼎泰豊
（ディン
タイフォン）」や人気ナンバーワンのマンゴーかき氷店「思
慕昔（スムージーハウス）」、
パイナップルケーキの「微熱山

GINZA SIX 限定

SIX X

イメージ

丘（サニーヒルズ）」
といった有名店が出店。居心地のよい

m

WINE SHOP ENOTECA

A

「台北101」は、
台北市内にそびえる、
超高層の複合施設。

as

Gourmet

ダイニングスペースもあり、
地元の料理から世界のグルメまで

クリスマス気分を高めてくれる
特別な美味を探しに。

様々に楽しめる。
台湾での特別なひとときを
「台北101」でぜひ。
（GINZA SIX 総合インフォメーション）
℡03-6891-3390

B2F

クリスマスの食卓を彩る、華やかなグルメが勢揃い。
フードフロアやカフェで、
心が弾む美味しいギフトを求めたい。
※一部の商品を除き、
11月5日
（火）
からの販売となります。※お酒は20歳をすぎてから。

地上382mにある展望台、
世界の一流ブランドが集まる
ショッピングモール、
オフィス
タワーからなる複 合 施 設
「台北101」。台湾に行った
ら訪れたいスポットだ。
●営業時間：
日−木11:00〜21:30、
金−土・祝11:00〜22:00
www.taipei-101.com.tw

Photographs : Shigeru Kunita

GINZA SIX初のイルミネーション。

満天の星に囲まれる都会の庭へ。

GINZA SIX ガーデン
屋上庭園

開 催日時

11月26日
（火）
～2020年2月24日
（月・休）
日没～23:00

銀座エリア最大級となる約4,000㎡の屋上庭園「GINZA
SIX ガーデン」。GINZA SIXオープン以来、
初となるイルミ
ネーション「Rooftop Star Garden」が期間限定で開催さ
れる。
気鋭のクリエーターたちが演出を手掛け、
地上約56m
の場所に星々が光り輝く幻想的な空間をつく
り上げる。
屋上庭園の中央にある水盤エリアには、モニュメントと

プルミエ・クリュのピノ・ノワー
ルを贅沢に用いてつくられる、
ルイ・ロデレールのロゼシャン
パーニュ。2012はフルーティー
な香りとフレッシュさが特徴の
稀少なヴィンテージ。
〈ルイ・ロデ
レール・ブリュット・ヴィンテージ・
ロゼ 〉7 5 0 m L 、1 0 , 0 0 0 円 。
℡03-6263-9802【B2F】

なる147本のLEDの柱を設置。
「Ryusei-流星-」
をテーマに、
星の瞬きや流れ星をイメージした動きのある光を立体的に
表現する。一方、
水盤エリアを挟むように設けられた２ヶ所の
森エリアは、
「Forest Planetarium-森のプラネタリウム-」が
テーマ。
クリスタルを通すことで拡散するレーザー光を様々
な位置から放ち、無数の星が降り注ぐような空間に。銀座で
最も星に近づける場所は、新たな冬の風物詩となりそうだ。

PHILIPPE
CONTICINI

（GINZA SIX 総合インフォメーション）
℡03-6891-3390

フィリップ・コンティチーニ

L'ABEILLE
ラベイユ

アカシアから採れた上質なはち
みつに、花や食材の香りをプラ
ス。華やかなローズと、芳醇な
コニャックの香りを封じ込めた
セットはギフトに最適。紅茶や
バニラアイスとも楽しめる。
〈パルファン ドゥ ミエル ギフト
デュオ〉
4,000円。
℡03-3572-3883【B2F】

丸みを帯びた愛らしい形のムー
スケーキ。ホワイトチョコレート
とバニラのムースの中には、
ほどよい酸味の苺とルバーブ
のコンポートをたっぷりと。生ク
リームと苺を添え、銀箔をちらし
て華やかに。
〈ブランネージュ〉
4,500円。
℡03-3289-4011
【B2F】

上左／思慕昔
（スムージーハウス）永康街に本店を置く、
マンゴーかき氷
の有名店「スムージーハウス」
も出店。上右／鼎泰豊（ディンタイフォン）
2010年にミシュランの星を獲得した有名店がここに。絶品の小籠包を
気軽に味わえる。

上／LEDを使用した立体
演出が見られる水盤エリ
ア。右／2ヶ所に設けら
れた森エリアでは、周りを
取り囲む木々だけでなく、
足下からも光が放たれ、
小宇宙の中を回遊する
気分が味わえる。

イメージ

※12/22～12/25の期間限定販売。
予約受付も可能
（12/15までに予約）
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Gourmet

パティスリー
銀座千疋屋

しっとりと滑らかなスポンジケー
キの間に、厳選した大粒の苺
を丸ごとサンド。苺やブルー
ベリーの爽やかな酸味は、
コ
クのある生クリームとよく合う。
〈GINZA SIXスペシャルデコ
レーション
（5号）〉
9,000円。
℡03-6264-5523【B2F】

オリジンヌ・カカオ

PATISSERIE
GINZA SEMBIKIYA

ORIGINES CACAO
ビスキュイショコラ生地とキャラ
メル風味のヘーゼルナッツク
リームを重ね、
濃厚なチョコレー
トムースで包み込んだケーキ。
ビターとブロンドのチョコレート
でつくった柊の葉を大胆に飾
りつけた。
〈ノワゼット ショコラ〉
2,800円。
℡03-6228-5706【B2F】

※要予約（12/18まで）
。12/21～
12/25に店頭でのお渡し

GINZA SIX 限定

いまでや銀座

※12/21～12/25の期間限定販売。
予約受付も可能
（12/15までに予約）

IMADEYA GINZA
農薬不使用の食用米を精米
歩合90％で使用した、瓶内二
次発酵のスパークリング日本
酒。生の乳酸菌を用いる独自
の手法「高温山廃」
で仕込み、
スタイリッシュなボトルに入れて。
〈木戸泉 twelv.afs スパーク
リング〉
720mL、10,100円。
℡03-6264-5537【B2F】

ル・ブーランジェ・
ドゥ・モンジュ

Viennoiserie
JEAN FRANÇOIS
ヴィエノワズリー ジャン・フランソワ

カフェ・ユーロップ
CAFÉ Europe

同店で人気のグルテンフリー
スイーツをクリスマス仕様に。
米粉を使ったタルト生地にアー
モンドクリームと自家製カスター
ドクリームを合わせ、苺 、キウ
イ、
オレンジなどをたっぷりとの
せた。
〈クリスマスタルト～グル
テンフリー～〉
2,400円。
℡03-5537-5520【B2F】

le Boulanger de monge

一口サイズのサンドイッチの詰め合わせ。
スモークサー
モン、
キャビア、パストラミビーフなど多彩な味わいを
楽しめる。
数量限定。
〈プティサンドアソルティ〉
3,704円。
℡03-6280-6678【B2F】
※ご予約期間：12/1～12/18（7日前までに要予約）
。12/10～
12/25の15時30分以降店頭でのお渡し

GINZA SIX 限定

BETJEMAN&BARTON

※12/20～12/25の期間限定販売。
予約受付も可能
（11/25より予約開始）

GINZA SIX 限定

ISHIYA GINZA
イシヤ ギンザ

北 海 道 の 素 材にできるだけ
こだわり、
自社工場で焼き上げ。
北海道チーズ、北海道ワイン、
キャラメルなど、様々な味わい
のラング・
ド・シャを詰め合わせた。
〈サク アソート 30枚入
（クリ
スマスパッケージ）〉
3,000円。
℡03-3572-8148【B2F】

オリジナルブレンドのコーヒーと洋酒の
風味が広がるシュトレン。生地やマジパ
ン、
フルーツやナッツの漬け込みから仕
上げのバターにまで、
コーヒーをふんだ
んに使用。濃厚な味わいに仕上げた。
〈コーヒーシュトレン〉
5,000円。
℡03-3289-4021【B2F】

Café
Cova Milano
カフェ コヴァミラノ

今秋GINZA SIXにオープンし
た、
ミラノの老舗カフェのギフト
セット。ヘーゼルナッツとココア
ペーストを練り込んだジャン
ドゥイオッティを中心に、厳選
された素 材によるチョコレー
トを各種詰め合わせた。
〈 9種
類のチョコレートの詰め合わ
せ限定ボックス〉27,778円。
※Café Cova Milanoのみ3F店舗と
なります。

℡03-3289-3755【3F】
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GINZA SIX 限定

スリランカと中国の茶葉をブ
レンドし、
キャラメル、
マラスキー
ノチェリー、パイナップル、オ
レンジを加えたクリスマスティー。
パリの街並みを描いた限定缶
は、
レッド、
シルバーの2色から
選べる。数量限定。
〈クリスマス
セレクション〉
4,400円。
℡03-6264-5413【B2F】
GINZA SIX 限定

※12/25までの期間限定販売（なく
なり次第終了）

※11/13～12/25の期間限定販売

3F

ベッジュマン＆
バートン

発酵酢屋 庄分酢
SHOUBUNSU VINEGAR
BREWERY

クリスマス限定フレーバーのノ
エルヴェルデ、
ノエルルージュを
加えたアイスキャンディーのギ
フトセット。ツリーや星を模った
チョコレートと抹茶のビスキュイ
がアクセントに。
〈 Xmas GIFT
BOX 6本入り〉
3,430円。
℡03-6263-9833【B2F】
※11/15～12/25の期間限定販売

GINZA SIX 限定

300年以上の歴史を持つ酢
専門店がつくったスパークリン
グビネガー。あまおうを発酵さ
せた苺酢に、
あまおうの果汁、
レモン汁を加え炭酸を封じ込
めた。そのままで飲みやすいた
め、乾杯の一杯にも。
〈 Okawa
sparkling vinegar〉
500mL、
2,000円。
℡03-6264-5531【B2F】

銀座
千年こうじや
GINZA
SENNENKOUJIYA

PALETAS
パレタス

新潟を代表する蔵元のスパー
クリング日本酒。瓶内二次発
酵 による繊 細な泡を楽しめ
る。和 食はもちろん、洋 食や
デザートとの相性も抜群。
〈瓶
内二次発酵酒 あわ 八海山〉
720mL、
3,000円。
℡03-6263-9800【B2F】
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G I N Z A S I X 限定

Xmas Special Collaboration Items

『 Celebration of Life –星の海の祝祭 –』
をテーマにしたレアアイテム。
銀座 蔦屋書店

℡03-3575-7755【6F】
※販売は11/8
（金）
〜

GINZA TSUTAYA BOOKS

クラウス・ハーパニエミ コラボレーションアイテム登場。

11月5日
（火）～

GINZA SIXにある店舗が、クラウス・ハーパニエミ氏とコラボレーション。
『Celebration of Life –星の海の祝祭 –』
の世界を様々に写し取ったスイーツやファッション小物が多彩に登場する。

※なくなり次第終了

販売開始

パーティーの手土産や、大切な人へのギフトにも最適。今しか手に入らないアイテムを、館内を彩るアートとともに楽しんで。

ハンカチ
（Astral Swan） 1,800円
※本アイテムは先行販売となります

5本指手袋、
フィンガーカット手袋
〈クジラ刺繍〉
各9,000円、
〈スワン刺繍〉
各10,000円

ビーズアート
（Lightning Whales） 500,000円
※フレーム抜きのサイズ40×40cm、
受注販売
© 2019 KLAUS HAAPANIEMI
All Rights Reserved.
ライツマネージメント：株式会社ブルーフォリオ

PALETAS

KUGENUMA SHIMIZU

KOHAKU fruitbar ～Celebration of Life～ 1,800円
℡03-6263-9833【B2F】

MONAKA～Celebration of Life～ 3,000円
℡03-6263-9775【B2F】

パレタス

クゲヌマシミズ

カフェ・ユーロップ
CAFÉ Europe
テーゲベック 3,500円
℡03-3289-4021【B2F】

G I N Z A S I X TOPICS
多彩な機能が詰まった
GINZA SIXアプリで、
新しいショッピング体験を。

モエ・エ・シャンドンの
期間限定ポップアップ
MOËT & CHANDON

登 録 費・年 会 費 無 料

お買い物時にアプリをご提示いただくと、110円（税込）につき、1ポイントを
お付けします。
その他、GINZA SIXの最新ニュースの配信や、会員だけが
参加できるGINZA SIXのイベントやサービスをお届けします。

CHRISTMAS
POP-UP 2019

※画像はイメージです。

モエ・エ・シャンドンが、
ホリデーシーズンを華やかに彩るポップアップ ショップ
を銀座 蔦屋書店イベントスペース
「GINZA ATRIUM」
（6F）
にオープン。
数量限定ボトルをはじめ、
カリグラフィーアーティストによるメッセージサービス
など、特別感のあるギフトにぴったりのシャンパンやグッズを販売予定です。
シャンパン ゴールドに彩られた空間で、大切な人と忘れられないひとときを
お過ごしいただけます。
開催期間

12月11日
（水）
〜12月25日
（水）
℡03-5217-9906
（MHD モエ ヘネシー ディアジオ）

東京都中央区銀座6-10-1

営業時間 ショップ・カフェ
レストラン

10:30-20:30
11:00-23:00

※店舗、施設により異なります。

アクセス 東京メトロ 銀座線・丸ノ内線・日比谷線
「銀座駅」A3出口より徒歩2分

Present

以下のQRコードからGINZA SIXアプリにご入会の上、
アンケート
にご回答いただくと抽選で100名様にGINZA SIXポイント1,000
ポイントをプレゼント。
アンケート回答期間：2019年12月27日
（金）
まで

▶ アプリダウンロードは

こちらから

▶ アンケートは

こちらから

キャンディアートミュージアム

by PAPABUBBLE

ISHIYA GINZA
イシヤ ギンザ

IMADEYA GINZA

クラウス ミックスキャンディ 695円
℡03-6228-5535【B2F】

サク&シトリ アソート
クラウス・ハーパニエミコラボパッケージ 2,100円
℡03-3572-8148【B2F】

IMADEYA GINZA限定モデル／
みむろ杉 純米大吟醸 720mL 3,000円
マグヴィス 甲州スパークリング 750mL 4,500円

Gallery of Sweets Art by PAPABUBBLE

いまでや銀座

℡03-6264-5537【B2F】

※アンケートのご回答時、GINZA SIXアプリIDの入力が必要となります。 ※ご当選の場合、
ポイントはご登録いただいたGINZA SIXアプリIDに付与いたします。

Present

Info

所在地

iOS9以上、Android4.1以上が対象です。

抽選で10名様に
（3,000円分）
を
「GINZA SIXお買物券」
プレゼントいたします。

※東京メ
トロ 銀座駅、
東銀座駅よりB2Fへは、
直結の地下連絡通路をご利用いただけます。

お問い合わせ

03-6891-3390

（GINZA SIX総合インフォメーション 受付時間10:30～20:30）
WEBサイト

47

https://ginza6.tokyo

◎応募締切：2019年11月24日
（日）
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。 ※応募の際に入力いた
だいた個人情報は、
プレゼントの発送のみに使用し、他の目的では使用いたしません。

◎応募はこちらから

http://adnet.nikkei.co.jp/

日経アドネット

検索

ふふふあん by 半兵衛麸

ぎんざ鏡花水月

甚五郎

FUFUFU AND ... BY HANBEY-FU

GINZA KYOUKASUIGETSU

JINGORO

玉 たま
クラウス・ハーパニエミコラボパッケージ 3,000円
℡03-6280-6922【B2F】

こはく丸缶
クラウス・ハーパニエミ限定缶 2,200円
℡03-6280-6130【B2F】

匠美 ひとくち
各550円
（単品） 1,850円
（３種BOX）
℡03-6280-6131【B2F】
※商品の内容が一部変更になる可能性がございます

46

