


時代を超えて愛される
名品バッグを
限定カラーで。

心満ちる新しい春のために。
手にした人を輝かせる、特別なアイテム。

3周年を迎えたGINZA SIX。
銀座・中央通りに立ち並ぶハイブランドの旗艦店が発信するのは、
アニバーサリーを祝うための特別な限定品や最旬コレクション。

新しい季節の訪れを、GINZA SIXで感じたい。
※GINZA SIX限定商品は一部店舗を除き、4月6日（月）からの販売を予定しています。

Photographs : Shuhei Tsujigo (Pile Driver)
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House of Dior Ginza
ハウス オブ ディオール ギンザ

ディオールを代表するアイコンバッグ〈レディ 
ディオール〉。上質なマットカーフスキンに 
施されたカナージュ（格子）柄のステッチや、
曲線のハンドルなどの随所に、メゾンの精神
と卓越した職人技が見て取れる。柔らかなス
トーングレーは、GINZA SIX限定のカラー。
チャームや金具までマットなストーングレー
で統一し、エレガントで洗練された装いを 
演出。ショルダーストラップが付属し、クロス
ボディーバッグとしても楽しめる。〈レディ ディ
オール〉24×20×11㎝、500,000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

3

THE NIKKEI MAGAZINE STYLE

CONTENTS

※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（2020年3月3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4月6日（月）からと
なります。一部販売期間が異なる店舗もあります。 ※新型コロナウイルス感染症の影響により、商品の
入荷が遅れる場合や販売開始日が変更となる場合があります。 ※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

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　
編集協力／オフィス インターフェイス　デザイン／RAM

3周年のヴィジュアルは、ウキウキ
感をテーマに、カラフルで躍動感
を感じさせるものを考えました。
GINZA SIXは、ブランドも、商
品も、高度にセレクトされた場
所ですから、しかつめらしく和を語
るような表現ではなく、銀座を輝
かせる突き抜けた明るさが肝要
で、3の文字のデザインにそれを
託しました。

アートディレクション／原 研哉

GINZA SIX 3rd Anniversary

新しい春、3周年のGINZA SIXへ
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モードとカジュアルの好相性。
人気のサマーバッグに新作が登場。

白い輝きに満ちた花々が
指先で美しい春を紡ぐ。

Van Cleef & Arpels
ヴァン クリーフ アンド アーペル

ハート形の立体的な花びらが連なり、愛ら
しく春を描く〈フリヴォル〉コレクションに、 
待望の新作が加わった。鏡面仕上げに 
よるホワイトゴールドの3輪の花 と々、パヴェ
ダイヤモンドをあしらった花が向かい合う 
リングもそのひとつ。指と指との間にモチー
フが輝く「アントレ レ ドア リング」は、メゾン 
の象徴的なスタイル。アシンメトリーなデザ 
インが、指先に優しい光を添える。〈フリ 
ヴォル アントレ レ ドア リング〉（WG×ダイヤ 
モンド）1,080,000円。／ヴァン クリーフ  
アンド アーペル 
℡03-6263-9761【B1F～2F】

SAINT LAURENT
サンローラン

女性らしい柔らかなフォルムのチェーンバッグ
〈ノリータ〉が、春夏らしい素材でお目見え。
ブラックレザーとカサンドラロゴがモダンな
アクセントとなって、新しい季節の装いに軽
やかで洗練された印象を与えてくれる。マチ
が大きく取られて収納力も高く、チェーンスト
ラップはスタイルに合わせて二重でも伸ばし
ても使えて便利。〈ノリータ〉22×17.5×13
㎝、239,000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】

5

色鮮やかな刺繡で魅せる
春のニュースタイル。

春らしいカラーリングの
特別なピーカブー。

FENDI
フェンディ

人気の衰えを知らないフェンディの名品
〈ピーカブー〉。この春GINZA SIXには、
最高級のカーフレザー「クオイオ ローマ」を
使い、全工程を熟練職人が仕立てるセレ 
リア シリーズからの限定品が届いた。パウ
ダーピンク×ローズピンクの優美なバイカ
ラー。ライニングのメタリックローズも愛らし
く、職人が丹念に施したハンドステッチが上
質感を高める。内部のシルバープレートに
は、シリアルナンバーと限定の証 “Special 
edition Selleria”を刻印。〈ピーカブー アイコ
ニック ミニ〉23×18×11㎝、488,000円。
／フェンディ 
℡03-3569-0311【B1F～3F】

GINZA SIX 限定

VALENTINO
ヴァレンティノ

1本のロープをボディーに通したハンドル 
ストラップと、フリンジ使いが特徴の〈THE 
ROPE〉は、2020SSコレクションのラン
ウェイに登場して話題を呼んだ新シリーズ。
金具を一切使わず、バッグそのものを個
性的に見せるヴァレンティノらしい独創性
が光る。なかでも、前面にジャングルと動
物たちを刺繡した大胆なラージトートが、
GINZA SIX限定でラインアップ。写真の
MONKEYとPANTHERの2種類が揃う。 

〈THE ROPE〉ラージトート 40×30×14㎝、
528,000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】

GINZA SIX 限定
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春、歓喜の季節。
煌めく出合いをここで。

ラグジュアリーな空間に漂う、一流メゾンの気品と風格。
卓越した技術が生み出すウォッチやジュエリー、
美しい品に目を奪われ、心が虜になる一瞬を。

※GINZA SIX限定商品は一部店舗を除き、4月6日（月）からの販売を予定しています。

Text : Hisako Kubokawa    Photographs : Shuhei Tsujigo (Pile Driver)

1 F

the HOUSE
ザ ハウス

04

MOYNAT MAISON
モワナ メゾン

03

〈ガブリエル〉は、滑らかな曲線が
女性らしさを演出する、モワナの代
表作のひとつ。染色した後、熟練
の職人が１点ずつ丁寧に磨きをか
けたリザードが、風格のある美しい
光沢を放つ。サファイアブルーの
ほか、エボニー、オレンジの３色で
展開。〈Gabrielle〉20×15×8㎝、
1,160,000円。モワナ／モワナ  
メゾン
℡03-5537-3600【1F】

03
2020年春夏シーズンのテーマは、

“WHAT'S UP?”。“BE HAPPY!! 
GOOD!!”と応えるスマイルマーク
は、グリーンでも話題になるはず。
ショルダーストラップやスタンドが 
付き、セルフプレーにも便利。〈PG
スマイルマークキャディーバッグ〉 
46インチ対応、口径9インチ、3.58 
kg、63,000円。パーリー ゲイツ／
ザ ハウス
℡03-6264-6925【1F】

04

トゥールビヨン機構の最先端を追求
した、多軸ジャイロトゥールビヨンと 
優れた芸術的技巧を融合させた 
メゾンの傑作。デジタル表示のク 
ロノグラフ機能も搭載。世界限定
75本。〈マスター・グランド・トラディ
ション・ジャイロトゥールビヨン３・
ジュビリー〉エクストラホワイトPT
ケース、径43.4㎜、50,400,000円

（参考価格）。／ジャガー・ルクルト
℡03-6263-9766【1F】

02
「時を愉しむ」をテーマに掲げる〈カン
パノラ〉からGINZA SIX限定ボッ 
クスが登場。青漆を使って宇宙を
表現した文字盤が美しいモデルは、 
ワニ革の付け替えベルト付き。10
セット限定。〈CAMPANOLA 紺
瑠璃 GINZA SIX3周年スペシャ
ルボックス〉SSケース、径41㎜、
300,000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】

01

GINZA SIX 3rd Anniversary

Jaeger-LeCoultre
ジャガー・ルクルト

02

GINZA SIX 限定

CITIZEN 
FLAGSHIP STORE 

TOKYO
シチズン 

フラッグシップ ストア 
トウキョウ

01
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ColumnGINZA SIX 

PROFILE

　GINZA SIXの館内中央に広がる、大きな吹き抜け空間。世界
で活躍するアーティストの創造性豊かな作品が展示され、訪れる
人にクリエーティブなエネルギーと驚きを与えてきた。
　開業に花を添えた草間彌生氏の作品をはじめとして、ダニ
エル・ビュレン、ニコラ・ビュフ、塩田千春、クラウス・ハーパニ 
エミの各氏に続き、今年、GINZA SIXの新たな顔となる新作
アートを手掛けるのは吉岡徳仁氏だ。
　吉岡氏はデザイン、建築、現代美術など幅広い領域において
活動し、国際的に高い評価を得ているアーティスト。光などの非
物質的な要素が観る人にもたらす感覚を追求し、独自の表現で
詩的な作品を生み出してきた。今回展示されたのは、巨大な雲を
イメージした光の彫刻「Prismatic Cloud」。米・ヒューストンの 
アレンセンターにて2017年に発表したものを、GINZA SIXの
ためにアレンジした日本初上陸の作品となる。　
　「これまで様 な々国で自然の壮大なエネルギーをテーマにイン 
スタレーションを行なってきました。そしてそれは、自らの作品を
通して日本の自然観を考える機会となりました。今回設置される
『Prismatic Cloud』は、かたちのない光を表現した作品です。
自然の原理にインスピレーションを受けた全長10mの光の彫 
刻は、およそ1万本のプリズムロッドを積層させることで光を 
透過する透明のレイヤーを無数に創り出し、約400平米の中央
吹き抜け空間に雲のような光の造形を生み出します。それは 
まるで太陽の光を纏う大きな雲のように、人々の心を揺さぶる
体験をもたらすことでしょう」と吉岡氏。

　作品は、鑑賞する位置や目線の高さによって見え方が変化
し、感覚を超越した自然のエネルギーが感じられる。
　「光の屈折により不思議な体験を生み出すようなものを作り
たいと考えました。人間が感じる全ての要素を取り込むことで、
人に感動を与えることができるのではないかと」
　構想から完成まで約7ヶ月をかけた大作。商業施設内の空
間のため重量や光などに制限があるなか、それを感じさせない
ように仕上げることが大変だったという。
　「この光の彫刻は、観る人がそれぞれに体験してきた自然の
記憶とリンクし完成されます」
　世界が注目する2020年にふさわしい作品が登場した。

約1万本のプリズムロッドが生む、
壮大な新作「Prismatic Cloud」。

吉岡徳仁（1967～）。倉
俣史朗、三宅一生のもと
でデザインを学び、2000
年吉岡徳仁デザイン事務
所を設立。代表作は、オル
セー美術館に常設展示
されているガラスのベンチ
「Water Block」、クリス
タルプリズムの建築「虹
の教会」、ガラスの茶室

「光庵」など。東京2020
オリンピック・パラリンピッ
クでは聖火リレートーチの
デザインも手掛けている。

「東京2020オリンピック聖火リレートーチ」 
2019 ©Tokyo 2020

「ガラスの茶室－光庵」 2011-
「吉岡徳仁 ガラスの茶室–光庵」 2019-2021年国立新美術館公開風景

「虹の教会」 2010・2013

「Prismatic Cloud」 GINZA SIX 中央吹き抜け2F 〈開催期間〉～10月下旬予定
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縁起の良い蛇は、神秘的な世界観を得
意とするイレアナ・マクリならではのモチー
フ。優美な曲線にダイヤモンドをあしらっ
たゴージャスなペンダントは、身に着ける
だけでモードな装いに。〈ブラックマンバ 
ペンダント〉WG×ダイヤモンド×グレー 
ダイヤモンド、360,000円。※チェーンは 
別売り／イレアナ・マクリ
℡03-6263-9953【2F】

15

愛する人を想いながら、花びらを一枚ずつ
摘んで、好き、嫌い、好き、嫌い……好き！ 
と唱える花占いがモチーフの人気シリー
ズ。可憐なダイヤモンドネックレスを胸
元にちらりと覗かせて、さりげなく想いを
伝えたい。〈Si o No?／花占い〉YG×
WG×ダイヤモンド×アコヤケシパール、
200,000円。／クアラントット
℡03-3571-4848【2F】

13

早春に咲く水仙、ナルシサスをかたどっ
た人気のデザイン。ダイヤモンドの花の
中心にルビーを、葉の部分にエメラルドを 
あしらったリングは色鮮やか。Ｖラインの
華奢なシルエットが指を細く、長くみせてく
れる。〈AbHerï ルビー・エメラルドリング〉
PT×ダイヤモンド×ルビー×エメラルド、
300,000円。／アベリ
℡03-6264-5032【2F】

14

指全体を彩るイタリアンブランドのサウザン
ドリング。花の香りに誘われた虫たちが
戯れる様子を表現。GINZA SIX限定。 

〈BUG BAGUES by Melania Crocco  
サウザンドリング〉PG×ダイヤモンド× 
サファイア×エメラルド、360,000円。 
バグバグ バイ メラニアクロコ／アッシュ・
ペー・フランス ビジュー
℡03-6264-5545【2F】

12

11
優雅に飛ぶ蝶々をモチーフにした

〈FreeVola〉は、MIMIを代表するコ
レクション。瑞 し々く可憐な色合いで
春の訪れを想わせる新作がラインアッ
プ。チャーム部分はミントアゲートとイ
エローゴールドのダブルフェイスで、気
分に合わせてリバーシブルで楽しめる。

〈フリーヴォーラ ネックレス〉YG×ミン
トアゲート、155,000円。／ミミ
℡03-6264-5395【2F】

10

ILEANA MAKRI
イレアナ・マクリ

15

quarant’otto
クアラントット

13

MIMI
ミミ

10

AbHerï
アベリ

14

GINZA SIX 限定

H.P.FRANCE BIJOUX
アッシュ・ペー・フランス ビジュー

12

GINZA SIX 限定

FRANCK MULLER 
GENEVE

フランク ミュラー ジュネーブ

11

少量限定で製作されるアーカイブモデ
ルのオリジナルシェイプ“2851”ケー
スから、ニューカラーが誕生。SSケー
スに収めた文字盤は、幾重にも工程
を重ねて生まれた深みのあるブルーと 
ビ ザ ン 数 字 が 上 質 で 優 美 な 印 
象。GINZA S IX先行販売。〈トノウ  
カーベックス グランギシェ〉SSケース、45
×30㎜、1,550,000円。／フランク ミュ
ラー ジュネーブ
℡03-3569-0660【2F】

9

08
ダイヤモンドの輝きを際立たせる 
シンプルな造形が特徴の〈ティナ〉
コレクション。ハートと組み合わせて
軽やかなアウトラインで表現した月
は、ネガティブな気持ちを持ち去っ
てくれるとも言われる、新月になる
前の二十六夜月を表現。GINZA 
SIX限定。〈ティナムーンハートネッ
クレス〉WG×YG×ダイヤモンド、
426,000円。／アーカー
℡03-6274-6098【2F】

09

〈フォース10〉の新作バックルを
GINZA SIXで先行販売。心を虜に
する７つの天然石が情熱的に輝く。

〈フォース10 カラークラッシュ バッ
クル MMサイズ〉PG×ルビー×スペ
シャルティンガーネット×イエローサ
ファイア×グリーンガーネット×アク
アマリン×ブルーサファイア×アメジ
スト、288,000円。※ケーブルは別売り

／フレッド
℡03-3573-8585【1F】

06

ムービングダイヤモンドが文字盤の
上を自由に動き、煌めきを放つ人
気モデル。GINZA SIX3周年記
念フェア期間中に購入の方には、
ルビー、ブルーサファイア、スター
のムービングストーンから１石プレ 
ゼント。〈ハッピースポーツ〉RG×
SSケース、径30㎜、840,000円。
ショパール／ショパール ブティック
※画像の商品はルビーを1石追加

℡03-6274-6813【1F】

05

ブランド創業時から人気のデイジー
シリーズより。モチーフのマーガレッ
トの花言葉は、真実の愛、誠実な
心。ダイヤモンドを贅沢にあしらった
花びらが、一枚ずつ動いて揺れる
ようにデザインされている。〈マーガ
レットリング〉WG×ダイヤモンド× 
イエローサファイア、650,000円。 
／ビジュードエム ミオ ハルタカ
℡03-6264-5436【2F】

07

FRED
フレッド

06

Chopard Boutique
ショパール ブティック

05

Bijou de M
MIO HARUTAKA

ビジュードエム
ミオ ハルタカ

07 1 F
2 F

Maison de NADIA
メゾン・ド・ナディア

08

GINZA SIX 限定

AHKAH
アーカー

09

GINZA SIX 限定

GINZA SIX 3rd Anniversary

オープン３周年を記念して、北極星
を意味するポールスターダイヤモン
ドを3石使用したプラチナのダイヤ
モンドネックレスが登場。GINZA 
SIXでしか手に入らない特別な
ジュエリーを自分へのご褒美に。

〈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、
600,000円。ナディア／メゾン・ド・
ナディア
℡03-6264-5541【2F】
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一番人気の2WAYバッグ〈ル・プチ・パニ 
エ〉から、日本女性の肌の色にも馴染み
やすいベージュのカーフレザーがGINZA 
SIX限定アイテムとして登場。丁寧につく
られた逸品だからこそ、シンプルなスタイ
ルにアクセントとして合わせて楽しみた
い。〈ル・プチ・パニエ〉26×14×12㎝、
193,000円。／ペラン 
℡03-6263-9950【2F】

22
春夏コレクションのシーズンテーマは、
ロデオ柄。ブランドアイコンのバロッコの

「V」をセンターに、シンメトリーにデザイン
したトートバッグは、日本限定アイテム。
春らしいピンクのプリントの下地には、柔
らかなシープスキンを使用。〈RODEO 
PRINT TOTE BAG〉38×21×17㎝、
130,000円。／ヴェルサーチェ
℡03-6263-9920【2F】

24

ヨウジヤマモトSS20パリコレクションで
発表された、ディスコードのバッグシリーズ
と同モデルの限定アイテムが登場。一点
物の手刺繍が施されたスカーフのような
レーヨン素材で、肩掛けすると服のよう
に体に沿う。GINZA SIX限定。〈Scarf 
shoulder〉98×48×3㎝、150,000円。
／ディスコード ヨウジヤマモト
℡03-6264-5428【2F】

21
滑らかなレザーと上質なスエードを組み
合わせ、近未来的なミニマルデザインの
スポーツスタイルを表現したスニーカー。
ソックスのようにナチュラルに足全体を
包み込むフィット感やラバー製アウトソー
ルの優れたグリップ感が、快適な履き心
地を実現。ユニセックス仕様。〈KAIWA〉
50,000円。／ワイスリー
℡03-6274-6844【2F】

23

2 F
discord Yohji Yamamoto

ディスコード ヨウジヤマモト

21

Y-3
ワイスリー

23

VERSACE
ヴェルサーチェ

24

GINZA SIX 限定

PERRIN
ペラン

22

GINZA SIX 限定

11

五感を刺激する
最新トレンドを楽しむ。

上質な中にトレンドが香るバッグやシューズ、春の装い。
トップデザイナーたちが創造する新たな世界観に
感性を重ね合わせて、美意識を高めたい。

※GINZA SIX限定商品は一部店舗を除き、4月6日（月）からの販売を予定しています。

Text : Hisako Kubokawa    Photographs : Shuhei Tsujigo (Pile Driver)

帆船のフォルムから着想された 
〈タンペート〉は、1960年代に著名
なベルギーの建築家、ポール・ゲタ
ルスがデザインしたデルヴォーの
アイコン。構築的なシルエットと素
材の上質さが際立ち、発売から半
世紀以上経った今も圧倒的な存
在感を放つ。佇まいもエレガントな
名品。〈タンペートMMトーテルレ〉
27.5×21×10.5㎝、590,000
円。／デルヴォー
℡03-3573-3335【2F】

17

春 夏シーズンのテーマは
「SUPER HEEL」。1969年
のアーカイブロゴと90年代の
テイストを融合し、3Dのスー
パーヒールが誕生した。左足
はSERGIO、右足はROSSI
とかたどられ、シャープな光沢
感のあるブラックラッカー仕上
げ。ポインテッドトゥには美しい
クリスタルをオン。〈SERGIO 
SUPER HEEL〉ヒール9㎝、
115,000円。／セルジオ ロッシ
℡03-3572-0306【2F】

18
ユリのコサージュが特徴的
な今季イチオシの一足は、
1970年代の雰囲気とメゾン
のクラフトマンシップを融合。
コサージュの部分はワイヤー
入りで自在に形を変えること
ができるため、フェミニンにも、
マスキュリンにも、自分のスタ
イルで様々に楽しむことができ
る。〈LILIUM SANDAL〉ヒー
ル10.5㎝、139,000円。／
ジュゼッペ ザノッティ
℡03-6264-5530【2F】

19
新作のインスピレーションの
源は、マノロ・ブラニクが生ま
れ育ったカナリア諸島。彼自
身が少年時代に触れた植物
をモチーフに、アッパー部分
にビーズをあしらい、ストラップ
にもシダを表現した。才能溢
れるデザイナーの豊かな感性
が、心踊る旅へと誘う美しく特
別な一足。〈フィリセス〉ヒール
10.5㎝、169,000円。／マノ
ロ ブラニク
℡03-6264-5514【2F】
※販売は4月下旬〜

20

すっきりとしたフォルムでエレガント
に仕上げられたワンハンドルの新
作バッグ〈ルシル〉。GINZA SIX限
定で登場するのは、太陽の光をイ
メージした放射状の型押し加工の
デザイン。アイコニックなゴールドの
キーホールが、控えめで洗練された
華やぎを添えて。日常からディナー
まで幅広く活躍。〈ルシル〉29×22
×11cm、180,000円。／バリー
℡03-6263-9720【2F】

16

2 F

Sergio Rossi
セルジオ ロッシ

18

DELVAUX
デルヴォー

17

BALLY
バリー

16

GIUSEPPE ZANOTTI
ジュゼッペ ザノッティ

19

MANOLO BLAHNIK
マノロ ブラニク

20

GINZA SIX 限定
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英国伝統の革細工技術を誇るマル
ベリーの優れたクオリティーと、サス
テナブルな素材を生かした新作の
Mコレクションから、GINZA SIX限
定色の〈スモールミリー〉が登場。使
い勝手の良いバッグは、実用的な軽
さとサイズ感。ストラップショルダー
付き。〈Small Millie Monogram〉
29×26×13㎝、105,000円。／ 
マルベリー
℡03-6263-9877【3F】

32

1980年代にコートのライニングとし
て使用され、創業地を流れるエルノ
川とブランドの頭文字Hをデザイン
した「Hモノグラム」が、今季のアウ
ターファブリックで復刻。ジャガード
ナイロンのリバーシブルコートは撥
水加工が施されている。ボルドー＆
イエローはGINZA SIX限定。〈モノ
グラムナイロンコート〉159,000円。
／ヘルノ
℡03-6263-9940【3F】

31

花籠からインスピレーションを得た
バケット形のアイコンバッグに、モ 
ダンで洗練された雰囲気の新作が 
登場。上質な型押しカーフとキャン 
バス生地を合わせたミックスボ
ディーに、光沢のあるメタルハンド
ルを施した逸品は、GINZA SIX限定
アイテム。〈パニエバッグ〉16×20
×18㎝、279,000円。／マルニ
℡03-6264-5139【3F】

34

肩のドレープと長めの着丈で体型
をカバーしながら、深めのVネックで
女性らしさが香る絶妙なデザイン。
家で洗えるウォッシャブルアイテム
のため、ワイドパンツと合わせるよ
うなリラックススタイルにも気軽に
使える。鮮やかなカドミウムレッド
はGINZA SIX限定。〈CREPE 
FLOUNCE BLOUSE〉48,000
円。／アディアム
℡03-3572-1019【3F】

30

今年の春夏コレクションで発表され
た新作のアイコンバッグは、カジュ
アルにも使える斜め掛けのタイプ。 
MOSCHINOの頭文字のMを留め
具に大胆にあしらい、職人が１点 
ずつ丁寧に仕上げた。GINZA 
SIX限定アイテム。〈“M”GROUP 
JACQUARD BAG〉24×17×10
㎝、105,000円。／モスキーノ
℡03-3573-7750【3F】

33

MARNI
マルニ

34

GINZA SIX 限定

MOSCHINO
モスキーノ

33

GINZA SIX 限定

Mulberry
マルベリー

32

GINZA SIX 限定

HERNO
ヘルノ

31

GINZA SIX 限定

ADEAM
アディアム

30

GINZA SIX 限定
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桜の花を詩的に表現したエレガン
トなフレグランスが数量限定で登
場。ムスクやウッディノートのベース
を際立たせながら、ローズやミモザ
の香りのレイヤーに、ベルガモット
とマンダリンのフレッシュさがアク 
セントに。〈サクラ チェリー ブロッ
サム コロン〉100mL 16,800円。 
※30mL 8,400円も販売／ジョー マ
ローン ロンドン
℡03-3569-0585【2F】

26

袖の揺らめきが軽やかなドレスは、
注目のブランド〈サポートサーフェ
ス〉とシジェーム ギンザの初のダブ
ルネームアイテム。服を着た女性
の表情や立ち居振る舞いをより美
しく見せることを追求。特別素材を
使って仕立てられたGINZA SIX限
定アイテム。〈サポートサーフェス ドレ
ス〉82,000円。／シジェーム ギンザ
℡03-6263-9866【2F】

25

滑らかなスムースレザーを格子状
に編んだポーチは、Spring 20 コレ 
クションの新作。取り外し可能な
ショルダーチェーン付きで、ショル
ダーバッグにも、クラッチにもなる。
キャメルとホワイトのバイカラーは、
GINZA S IX限定。〈オディータ 
ラティス ポーチ〉32×18×10㎝、
97,000円。／3.1 フィリップ リム
℡03-6274-6132【3F】

29
今シーズンの新作バッグ〈マラ〉は、
人気コレクションのスモールサイズ
で、丸みのあるシェイプとジュエリー
のようなチャームが特徴。クロスボ
ディーとクラッチの2WAY仕様で
活躍。写真のMINERAL BLUE
はGINZA SIX限定色。〈MARA〉
14.5×17.5×7.5㎝、45,000円。
／シーバイクロエ
℡03-6263-9797【3F】

27

パッチワーク柄がテーマの2020
年サマーコレクションから、特に注
目のアシンメトリーのプリーツスカー
トをGINZA SIXで先行販売。ウエ
ストゴムで、生地がさらりとしている
ので、エッジの効いたデザインでも、
着心地が抜群に良い。〈パッチワー
クプリントスカート〉44,000円。／
バイ マレーネ ビルガー
℡03-6228-5959【3F】

28

BY MALENE BIRGER
バイ マレーネ ビルガー

28

SIXIÈME GINZA
シジェーム ギンザ

25

GINZA SIX 限定

See By Chloé
シーバイクロエ

27

GINZA SIX 限定

3.1 Phillip Lim
3.1 フィリップ リム

29

GINZA SIX 限定

Jo Malone 
London

ジョー マローン ロンドン

26

GINZA SIX 3rd Anniversary
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インパクトのあるスカルモチーフが
人気の〈スケルトン〉シリーズ。大
ぶりのネックレスは関節が自由に
動くリアルなデザインで、歩く度に
揺れながら様々な仕草を見せて
くれる。国内での販売はGINZA 
SIX限定。〈SKELETON LONG 
NECKLACE〉シルバー、32,000
円。／ヴィヴィアン・ウエストウッド
℡03-6263-9917【3F】

40

素材と仕立ての良さに定評のあ
るイタリア発のアスペジがGINZA 
SIXにオープン。アートプリントの 
膝丈ワンピースを限定で発売。オー
プンを記念して、商品を購入された
方にオリジナルのナイロントートバッ
グをプレゼント（なくなり次第終了）。

〈コットンプリントVネックノースリ 
ワンピース〉59,000円。／アスペジ
℡03-5962-8077【3F】

41

フレンチカジュアルをテーマにした
今シーズンのコレクションから、サ
ファリの自然や砂漠をイメージし
た新作のクリップをGINZA SIX
先行販売。深みのあるブラウンは
髪への馴染みが良く、ライトゴール
ドの縁取りは控えめで上品なアク
セントに。〈テネレ ヘアクリップ〉
20,000円。／アレクサンドル ドゥ パリ
℡03-6264-5442【3F】

39

フラワーモチーフの刺繍をポイントにあし
らった新作Tシャツは、スリムフィットな女性 
らしいシルエット。着心地が良い上質な 
ペルー産のコットンを使用したシンプルな
デザインで、これからの季節に重宝しそ
う。刺繍の色はレッドとブラックの２色展
開。〈POPPY FLOWER TEE〉15,000
円。／ラグ アンド ボーン
℡03-3572-1125【3F】

42
上質なメリノウールを100%使用した、肌
に吸い付くような柔らかさが特徴のラウン 
ドネックセーター。体にほど良くフィットす
る美しいシルエットで、上から下へグラデー 
ションさせたラインストーンがキラリと光る。
サックスブルーは今季おすすめの特別色。

〈ラインストーン付きラウンドネックセー
ター〉75,000円。／ヌメロ ヴェントゥーノ
℡03-3572-0021【3F】

43

rag & bone
ラグ アンド ボーン

42

ALEXANDRE 
DE PARIS

アレクサンドル ドゥ パリ

39

Vivienne Westwood
ヴィヴィアン・ウエストウッド

40

GINZA SIX 限定

ASPESI
アスペジ

41

GINZA SIX 限定

N˚21
ヌメロ ヴェントゥーノ

43

15

銀座から発信される
上質モードを体感。

ファッションシーンの今を体現するGINZA SIXには、
新シーズンを彩るモードなクリエーションが勢揃い。

自分らしく、スタイリッシュに満喫して。
※GINZA SIX限定商品は一部店舗を除き、4月6日（月）からの販売を予定しています。

Text : Hisako Kubokawa    Photographs : Shuhei Tsujigo (Pile Driver)

今シーズンのテーマは「Water」。
フレアが美しいＡラインのワンピー
スは、プールをイメージしたラメテー
プでウエストをマーク。スポーツテ
イストを取り入れながら、高級感の
あるテクニカルクレープ素材で上
品に仕上げた。ロイヤルブルーは、
GINZA SIX限定色。〈ワンピース〉
49,000円。／タラ ジャーモン
℡03-6264-5316【3F】

35

エキップモンの人気アイテム〈スリ
ムシグネチャー〉。メンズウェアから 
インスパイアされた時代に左右され
ないシルエットに、大きめの胸ポケッ
トがアクセント。とろみのある柔ら
かな質感と上品な光沢が、着る人
を美しく見せてくれる。ローズカラー
はGINZA SIX限定。〈スリムシグネ
チャー〉26,000円。／エキップモン
℡03-6264-5093【3F】

36

今年の春夏シーズンのブルマリンは、
1970年代を彷彿とさせるナチュラル＆
フェミニンなスタイルのコレクションを展
開。貝殻とサンゴをモチーフにデザインし
たGINZA SIX限定のセーターは、パス
テルトーンの自然色を使った優しい印象。

〈ブルマリン レーヨンスパンデックスセー
ター〉157,000円。／ブルマリン
℡03-3573-7606【3F】

37
イタリアの高級素材を使った繊細でフェ
ミニンなコレクションが、大人の女性たち
に人気のフォルテ フォルテ。コットンシル
クを使った春らしい軽やかなワンピース
は、フロントボタンを外すと、薄手のアウ
ターにもなる。GINZA SIX限定で、乳白
色とグリーンの２色を展開。〈ワンピース〉
89,000円。／フォルテ フォルテ
℡03-3572-1535【3F】

38

3 FTARA JARMON
タラ ジャーモン

35

GINZA SIX 限定

EQUIPMENT
エキップモン

36

GINZA SIX 限定

Blumarine
ブルマリン

37

GINZA SIX 限定

forte_forte
フォルテ フォルテ

38

GINZA SIX 限定

GINZA SIX 3rd Anniversary
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4 F4 F

P O P  U P  S H O P

大人の女性の旅に欠かせないワンピースやブラウスなどを数多く取り 
揃えるマーレット。ニューヨークでブランドを立ち上げたデザイナー、マリー
ナ・コートバゥイの豊富な旅の経験から生まれるワードローブは、時代に
左右されないデザインと、着心地の良さが魅力。上質なコットンローンを
使ったティアードドレス〈ソリマン〉は、ワンピースとして、チュニックとしても
着られる一枚。あらゆるシーンで活躍してくれそう。〈ソリマン〉48,000円。
／マーレット
℡03-5412-1937（サザビーリーグ）【3F THE POP UP 3rd】

セルフポートレートは、マレーシア人デザイナーのハン・チョンが手掛ける
ロンドン発信のブランド。繊細なレースを使ったフェミニンな印象のドレス
が、世界中のセレブリティーやファッショニスタたちの心を虜にしている。
新作ドレスでも、立体的なカットワークにトレンド感とエレガンスが美しく 
融合。２種類の花をモチーフにしたギピュールレースの浮き彫り模様が、
女性らしいボディーラインを引き立ててくれる。〈アイコン プレイリー ミディ  
ドレス〉68,000円。／セルフポートレート
℡080-4983-0021【3F THE POP UP 3rd】

オランダの建築家レム・D・コールハースと、イギリスの靴職人ガラハド・ 
クラークが設立したシューズブランド、ユナイテッドヌード。靴にアートや 
建築、テクノロジーなどあらゆる要素を融合させ、モードなデザインを創 
出し続けている。マーブル模様の「アーキテクチャブロックヒール」を 
取り入れた新作は、斬新で芸術的。ソールにも厚みを持たせたプラット
フォームタイプのため、履き心地も考慮されている。〈CUBE SANDAL 
HI〉50,000円。／ユナイテッドヌード
℡080-4186-7729【4F 期間限定ショップ】

デザイナーの中山路子がスタートさせたミュベールは、手仕事の温もりを
感じさせる、ディテールにこだわった丁寧な服作りが好評のブランド。しな
やかにたくましく生きる現代女性に向けた、上質なデイリーウェアを提案
している。大粒の半円パールをあしらったカーディガンには、ブランドアイ
コンのすずらんをデザイン。純真さと生命力を併せもつ春の花に、幸せを
願う気持ちが込められている。GINZA SIX先行販売。〈すずらん刺繍入
りカーディガン〉38,000円。／ミュベール
℡080-7532-1876【4F THE POP UP 4th】

〈開催期間〉4月29日（水・祝）～5月26日（火）〈開催期間〉4月1日（水）～28日（火）

〈開催期間〉4月1日（水）～5月26日（火）〈開催期間〉4月１日（水）～28日（火）

Merlette
マーレット

self-portrait
セルフポートレート

UNITED NUDE
ユナイテッドヌード

MUVEIL
ミュベール

GINZA SIX 3rd Anniversary
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2020年の春夏コレクションは、「日
本」にフォーカス。ケンゾーのアー
カイブとして登場したかすり模様の
イカットプリントメンズサンダルは、
GINZA SIX限定のレアアイテム。
舞妓の下駄から着想してデザイン
された“おこぼの鼻緒”もユニーク。

〈メンズ サンダル〉39,000円。／
ケンゾー
℡03-3575-0002【3F】

47
程よいストレッチが履き心地抜群
の〈Skinny Dan〉。深めの股上に
ゆったりとしたテーパードで、トレン
ドのキャロットシルエットを実現させ
た。ダメージ加工を施したフロントに

「ICON」ロゴを大胆にプリントし
たインパクトある一本は、GINZA 
SIX限定。〈Skinny Dan Jean〉
77,000円。／ディースクエアード
℡03-3289-1870【3F】

48

アウトドアウェアでありながら、スポー
ティーにも、モードにも着こなせるア
ノラックパーカーは、今注目のアイ
テム。ポケットのジッパーをポイント
にデザインしたGINZA SIX限定
のアイスグレーの一着は、撥水性
に優れ、丈夫で軽量なマイクロリッ
プナイロンを使用。〈CRAIGIE〉
89,000円。／マッキントッシュ
℡03-6264-5994【3F】

44

3周年を記念したGINZA SIX限
定キャップが登場。フロントのデザ
インはスカルのほかにリーフもあり、
バックスタイルの３つのクリスタル 
モチーフやツバの裏側のモノグラム
など、ブランドアイコンを随所に配し
たファン垂涎のリュクスなアイテム。

〈GINZA SIX3周年限定キャップ〉
34,000円。／ルシアン ペラフィネ
℡03-3572-4322【3F】
※販売は4月下旬〜

45

今シーズンのニール バレットが注
目するのは、スポーツウェア。肌触
りの良いコットンを100％使用した
ポロシャツは、左腕にさりげなくあし
らったハートモチーフのサンダーボ
ルトでブランドらしさを主張。GINZA 
SIXで先行販売されるブラックの 
ほか、ホワイトも用意。〈ポロシャツ〉
65,000円。／ニール バレット
℡03-3572-5216【3F】

46

Neil Barrett
ニール バレット

46

MACKINTOSH
マッキントッシュ

44

GINZA SIX 限定

lucien pellat-finet
ルシアン ペラフィネ

45

GINZA SIX 限定

DSQUARED2
ディースクエアード

48

GINZA SIX 限定

3 F
GINZA SIX 3rd Anniversary

KENZO
ケンゾー

47

GINZA SIX 限定
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4F
今年トレンドのコットンオーガン
ジー素材で作られたコートが、
GINZA SIX限定で登場。軽やか
でほど良い透け感があり、ノーカ
ラーのすっきりとした首回り、大き
めのカフ、裾のカッティングなど細
部にもこだわった一着。春にさら
りと着こなしたい。〈シアーコットン
オーガンジーコート〉54,000円。
／エッセン.ロートレアモン
℡03-6263-9926【4F】

GINZA SIX 限定

英国王室御用達の認証を得
ているフォックス・アンブレラ。
フォックスをかたどったヘッド・
モチーフはブランドの顔だが、
その折り畳みタイプの傘が初
めて登場した。今回、GINZA 
SIX限定のヘッドカラーとして
ゴールドを用意。雨対策もオ
シャレに。〈テレスコピック傘〉
33,000円。フォックス・アンブ
レラ／ヴァルカナイズ・ロンドン
℡03-6264-5140【4F】

GINZA SIX 限定

ESSEN.LAUTRĒAMONT
エッセン.ロートレアモン

VULCANIZE London
ヴァルカナイズ・ロンドン

BEAMS HOUSE WOMEN
ビームス ハウス ウィメン

フルーツのように色鮮やかな天然石を、ぬくもりの 
あるジュエリーへと仕立てるブランド、フリュイジョリ。
春夏の装いを個性的に輝かせるリングがビームス 
ハウス ウィメンにラインアップ。ロンドンブルートパー
ズのほか、オレンジカーネリアンなども用意する。 

〈リング〉ロンドンブルートパーズ、23,000円。フリュ
イジョリ／ビームス ハウス ウィメン
℡03-5537-6162【4F】

風をはらむAラインシルエットで
女性らしく、透明感のあるイメー
ジで仕立てられたマキシワン
ピース。シワになりにくく着心
地の良い素材を使い、ロールカ
ラーやボリュームスリーブのアク
セントで旬を感じさせる。柔らか
なラベンダートーンは、GINZA 
SIXの限定カラー。〈2WAYウー
ルワンピース〉62,000円。／ 
アドーア
℡03-6264-5509【4F】

GINZA SIX 限定

ADORE
アドーア
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GINZA SIX限定で販売される
ラシュモンのブラウス。胸元と
袖口にギャザーを寄せ、袖にボ
リュームをもたせてコードで甘
さを加えながら、バックスタイル
は肌見せデザインを採用してカ
ジュアルなヘルシーさも漂う。
ハリと艶のあるコットン素材で3
シーズン活躍する。〈ボリューム
スリーブブラウス〉39,000円。 
ラシュモン／パリゴ
℡03-6228-5928【4F】

GINZA SIX 限定

選び抜かれた品々が放つ、
洗練された今のムード。

大人の女性のための高感度なセレクトショップが並ぶ4F。
独自の美意識を貫く、ライフスタイルショップにも注目したい。

存在感が光る、心をくすぐる品々を手に入れて。
※GINZA SIX限定商品は一部店舗を除き、4月6日（月）からの販売を予定しています。

Photographs : Ryuta Arakaki (Pile Driver)

PARIGOT
パリゴ

GINZA SIX 3rd Anniversary

オリジナルブランドのケイ シラ
ハタを象徴するアイテムのひと
つ、レースドレス。そのアーカイブ
コレクションの中から、人気の
高かったスタイルが新色で復刻
された。コットン混の糸を使った
ヴィンテージライクな風合いも
魅力。羽織るだけでひねりのあ
るレイヤードが完成する。〈レース
カシュクールドレス〉37,000円。
ケイ シラハタ／スタイリング/
℡03-6228-5311【4F】

美しいクロコダイルレザーを使
用したバケットバッグがGINZA 
SIX先行販売に。ブランドを表
す新しいボールチェーンロゴが
ワンポイント。付属のチェーンスト
ラップをセットすれば、ショルダー
バッグやクロスボディーバッグと 
しても使える。〈クレストリンク折り
紙バケットバッグ〉15×20×10
㎝、197,273円。／クワンペン
℡03-6264-5423【4F】

上質なリネン×シルク素材をたっ
ぷりと贅沢に使用してデザイン
された、GINZA SIX限定のロン
グドレス。シンプルさと大胆さを
兼ね備え、鮮やかなブルーが一
枚でドラマチックな着こなしを叶
える。エレガントな艶をたたえ、
特別なオケージョンにも映える
一着。〈ブルードレス〉180,000
円。／エブール
℡03-6274-6915【4F】

GINZA SIX 限定

ebure
エブール

KWANPEN
クワンペン

styling/
スタイリング/
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上質なマダガスカル産のラフィアを使い、高度な職人技によっ
て手編みで仕上げた直営店限定の新作トートバッグがGINZA 
SIXで先行発売。ハンドルにはしなやかなレザーを採用する。クラ
シックなシルエットに、ラフィアロープの装飾がアクセント。〈マル 
グッタミニ〉22×26.5×9㎝、33,000円。／ヘレンカミンスキー
℡03-6264-5573【4F】

大輪のポピーを模したコサージュにGINZA 
SIX限定カラーのアイボリー×ブラックを用
意。シルクデシン製の花弁を重ね、満開の
姿を表現する。染色や裁断を含め、全工程
がデザイナーのハンドメイド。長さ約15㎝。

〈ポピー シルクコサージュ〉19,000円。
Sugri／レリタージュ マルティニーク
℡03-6280-6468【4F】

GINZA SIX 限定

オランダのジュエリーブランド、ジェム・キング
ダムから、GINZA SIX限定のシルバー製
ネックレスが登場した。メインチャームには、
シールドのモチーフをあしらったボーンカメ
オ。鍵と鍵穴のモチーフも個性的に輝く。

〈BEASTY BOY〉89,000円。ジェム・キン
グダム／テアトル アッシュ・ペー・フランス
℡03-6280-6024【4F】

GINZA SIX 限定

コットン100%の肌触りの良いジャージー
素材のワンピース。上品なひざ下丈のA
ラインシルエットとカジュアルな素材との
組み合わせが、イタリアのハイカジュアル
ブランドらしい、こなれたリラックスムード
を醸す。ブラックとネイビーの2色で展開。

〈TRANSIT PAR-SUCHワンピース〉
39,000円。／トランジット パ－サッチ
℡03-6274-6988【4F】

フィット＆フレアの美しいシルエットのドレス 
は、セルフォードが得意とするアイテム。 
ウエストを太めのベルトでマークして、さらに
スタイルアップが叶うデザインに。キャップ
スリーブや裾の切り替えなどエレガントな
細部も魅力。GINZA SIX限定のアイテム。

〈ベルト付きワンピース〉39,000円。／ 
セルフォード
℡03-6280-6504【4F】

GINZA SIX 限定

HELEN KAMINSKI
ヘレンカミンスキー

CELFORD
セルフォード

TRANSIT PAR-SUCH
トランジット パ－サッチ

l'heritage martinique
レリタージュ マルティニーク

Theatre H.P.FRANCE
テアトル アッシュ・ペー・フランス

Paul Smith
ポール・スミス
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4F
爽やかなリネンクロスを使用し
たテーラード型のポンチョ。サイ
ドのボタンで開き具合を調節で
き、切りっぱなしのディテールが 
無造作でモードな色気を演出 
する。素材の風合いを生かした
ホワイトのほか、カーキ、ブラックの
全3色。ユニセックスで楽しめる。

〈テーラードポンチョ〉64,000
円。／グラウンド ワイ
℡03-6264-5165【4F】

ロング丈のテーラードジャケット
は、環境に配慮した取り組みの
もとに作られるGood Woolコレ
クションから。最新の省エネ技
術をもつイタリアの工場で織り
上げた、生産履歴が確かな高級
メリノウールを使う。ダスティーラ
ベンダーカラーは、GINZA SIX
の先行販売。同色のクロップ
ドパンツも用意する。ジャケット
48,000円。／セオリー
℡03-6264-5473【4F】

TRANSIT PAR-SUCH
トランジット パ－サッチ

Ground Y
グラウンド ワイ

Theory
セオリー

GINZA SIX 3rd Anniversary

ベルリンを拠点に活動する世界
的アーティスト、クリストフ・ニー
マンとのコラボレーションアイ 
テム。オーバーサイズのスウェット
パーカーに、意味有りげな手描
きのイラストがあしらわれている。

〈スウェットパーカー〉28,000
円。／ポール・スミス
℡03-3572-3350【4F】

Paul Smith
ポール・スミス

上質なポプリン生地が爽やかな
マキシワンピース。豊かなアコー
ディオンプリーツが動くたびに揺
れ、クールな着こなしに躍動感
をプラスする。シンプルに見える
デザインながら、カラーの大きさ
や袖ぐり、左裾のスリットなど、細
部へのこだわりが光る。GINZA 
SIX限定。〈ワンピース〉75,000
円。／ヘルムート ラング
℡03-6264-5393【4F】

GINZA SIX 限定

HELMUT LANG
ヘルムート ラング
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4FGINZA SIX 3rd Anniversary

雪の結晶を表す言葉「銀花」や「六花」、GINZA 
SIXに因んだ「銀六花」シリーズにGINZA SIX店
限定の八寸名古屋帯が登場。深みのある紫の生
地に銀糸を使い、雪輪と花柄のモチーフを重ね合
わせて立体的にデザインされている。 〈銀六花〉
120,000円（仕立別）。／オカノ
℡03-6274-6286【4F】

GINZA SIX 限定

OKANO
オカノ

日本の工芸が息づく良品を生
み出す中川政七商店から、本
当に使いやすい包丁が誕生。
万能包丁より小さい刃渡り145
㎜のサイズは小回りが利き、ペ
ティナイフとしても使える。切れ
味の鋭い高硬度のステンレス
鋼AUS10を使用。薄刃仕上げ
のため切れ味も長続きで安心。

〈最適包丁〉12,000円。／中川
政七商店
℡03-6274-6532【4F】

中川政七商店
NAKAGAWA MASASHICHI 
SHOTEN

木目の美しい栃の木地に、黒い
漆を摺り込んだ小鉢。銀座にち
なみ銀色の刷毛目があしらわれ
ている。取り皿、サラダボウル、
デザート鉢など、様々な用途で
使えるサイズ。〈小鉢 銀龍〉直
径15㎝、高さ5㎝、8,000円。
／漆器 山田平安堂
℡03-6263-9900【4F】

GINZA SIX 限定

漆器 山田平安堂
YAMADA HEIANDO

「和を楽しむライフスタイル」を提
案するジョウタロウ サイトウ。和
装に重宝するGINZA SIX限定
の合切袋は、絹の染め生地や
織生地を組み合わせることで、
ブランドの世界観を表現した。
前面と背面で異なるデザイン。 
巾着の袋口に専用のコキを配し、 
より縛りやすい仕様になっている。

〈合切袋〉23×38㎝、28,000
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

鎚起銅器は、新潟県燕市で江戸時代から200
年以上続けられている伝統工芸。その老舗工房
が、令和の新時代に相応しいモダンなデザインの
ティーポットをGINZA SIX限定で製作した。縦縞
模様は金鎚で叩いて光沢を。一方それ以外は研
磨粒を使い光沢を抑えた仕上げにし、肌のコント
ラストを出している。〈銅製ティーポット 霧肌 銀色

（600mL）〉145,000円。／玉川堂
℡03-6264-5153【4F】

GINZA SIX 限定

玉川堂
GYOKUSENDO
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4F
gentenオリジナルの山羊革を
使用したトートバッグに、GINZA 
SIX別注カラーモデルが登場。
山羊革は軽く、弾力性にも富ん
でいる。ステッチをあえて見せず
に縫製し、マチのないシンプル
なデザインに。ヴィンテージ風の
ヌメ革は、使い込むほどに味わ
い深くなる。〈クラシコ トートバッ
グM GINZA SIX別注〉37×
36㎝、29,000円。／ゲンテン 
モノココロ
℡03-3573-7550【4F】

GINZA SIX 限定

定番のヨットパーカーと同じ、防
風・撥水性の高いポリウレタン
素材を使用したベビーケープ。
新作では、ブロンズカラーをベー
スに大きめの花柄をあしらった。
両手を出した時にもたつかない
よう、サイドにもスナップ留めが
付属する。〈花柄ベビーケープ〉
10,000円。／プチバトー
℡03-3572-5333【4F】

店内で個展開催中のフラワー
デザイナー、木村亜津が手掛
ける作品を、デザインスタジオ
moebeの代表作「FRAME」に
収めた。ドライフラワーのアート
作品が、透明なガラスのフレー
ム内で浮かんでいるように見え
る。〈Strolls〉31.5×43.5㎝、
14,400円。／シボネケース
℡03-5537-3101【4F】

GINZA SIX 限定
CIBONE CASE
シボネケース

genten monococoro
ゲンテン モノココロ

Tabio Japan
タビオ ジャパン

PETIT BATEAU
プチバトー

毎年恒例となったGINZA SIX
限定プリントのソックス。今春は
大胆な花柄をモチーフとした。
ソックス専業ブランドが手掛け
る立体縫製のソックスは、ズレ
にくくフィット感抜群。レディース
用、全6色展開。〈GINZA SIX
限定プリントソックス〉1,900
円。／タビオ ジャパン
℡03-6263-9700【4F】

GINZA SIX 限定

OKANO
オカノ

JOTARO SAITO
ジョウタロウ サイトウ

店内に併設されたアトリエで製作。ハンドメイドによる限
定のマリンキャップは、デニム生地に、春らしいフリンジ
状のファンシーツイードを組み合わせている。パールをあ
しらったベルトは取り外しも可能。シーンに応じてアレン
ジできる。〈マリンキャップ〉24,000円。／カシラ
℡03-3573-7481【4F】

GINZA SIX 限定

CA4LA
カシラ

22



1964年に生まれたストップウオッチ機能搭
載の国産初の腕時計「クラウン クロノグラ
フ」の意匠にオマージュを込めた新作。クラ
シックなフォルムはそのままに、より視認性
に配慮して再現された。世界限定1964本
のうち、GINZA SIX限定のセットとして替え
ベルト付きで10本を用意。〈セイコー プレ
ザージュ 2020 リミテッド エディション〉自
動巻（手巻つき）、SSケース、径41.3㎜、
83,000円。／セイコーブティック
℡03-3289-8601【5F】

GINZA SIX 限定

クロコダイルレザーの一枚革による、贅沢
なウォレット型ショルダーポーチは、収納性
に優れた5層仕立て。直接コインや紙幣を
しまえるファスナー付きのポケットをはじめ、
各種カードやタバコを入れるのに最適なサ
イズのポケットも備わる。写真のブラックと
カーキの2色。〈ウォレット型ショルダーポー
チ〉16.5×10×3.5㎝、80,000円。クリス
チャン ポー／ロウライフ
℡03-6228-5370【5F】

GINZA SIX 限定

馬具の機能美が宿るスクエアシリーズのオーダー 
会を、4月20日（月）まで開催中。形は写真のトートと 
ブリーフの2型、革は国産牛革やヨーロッパ産の 
ブライドルレザーなど9種類から選択可能。購入者
にはお揃いのコインケースもプレゼント。熟練職
人の技をこの機会にぜひ。受注品で納期は3ヶ月。

〈スクエア トートバッグ〉36×38.5×12㎝、国産牛
革110,000円、ブライドルレザー170,000円。／ 
ソメスサドル
℡03-6264-5576【5F】

GINZA SIX 限定

ブランドを象徴するロングストールコートのデニム 
バージョンが、GINZA SIX限定で待望の再リリー
ス。軽くて柔らかなデニムを裏地なしの一枚で仕
立てているため、羽織り心地はまるでシャツのよう。
シーズンやスタイルを問わず、ヘビーローテーション
することができる。写真のライトネイビーとネイビーの 
2色。〈5.5オンス ムラ糸デニムロングストールコート〉
29,000円。／アタッチメント
℡03-6274-6643【5F】

GINZA SIX 限定

軽くて伸縮性に優れたシアサッカー素材
を、ジュンハシモトらしい美しいシルエットに
落とし込んだジャケット。素材に凹凸がある
ため、汗をかいても肌にさらっと心地良く、
クールビズシーズンにも活躍する。色はビジ
ネススタイルの定番色であるネイビー。別
売りで共地のパンツも揃う。〈LIGHT 2B 
JACKET〉45,000円。／ジュンハシモト
℡03-6264-5567【5F】
※販売は4/10～

GINZA SIX 限定

SEIKO Boutique
セイコーブティック

SOMÈS SADDLE
ソメスサドル

ATTACHMENT
アタッチメント

junhashimoto
ジュンハシモト

RAWLIFE
ロウライフ

5F
GINZA SIX 3rd Anniversary

遊び心を満たしてくれる、
大人好みの品 を々。
身につける人の存在感を高めてくれる、
独創的なアイテムが目白押し。

5Fには、価値あるモノとの出合いが待っている。
※GINZA SIX限定商品は一部店舗を除き、4月6日（月）からの販売を予定しています。

Text : Mikiko Manaka    Photographs : Ryuta Arakaki (Pile Driver)
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G I N Z A  S I X をもっと楽しむ、 最 新 情 報をピックアップ

　styling/は、高感度なスタイリングに定評のあるトップ
スタイリスト白幡啓氏がディレクションを手掛け、2016
春夏コレクションよりデビューしたセレクトショップ。メン
ズファッションの重厚感とシンプルな潔さに、ひと手間の
こだわりを加えた新たな女性のスタイリングを提案する。
今春、銀座地区初となる直営店をGINZA SIXにオー
プン。白とシルバーを基調とした店内は、常に新しいコー
ディネートを生み出すスタジオがイメージされている。
　4月18日（土）には、白幡啓氏によるパーソナルコーディ
ネートイベントを開催。着こなしが難しい洋服などを持参す
ると、一人一人に似合うコーディネートを提案してくれる。
トップスタイリストに直接レクチャーを受けられるイベントは
要チェック。参加条件などの詳細は店舗まで。

　英国の歴史と伝統に育まれた確かなもの作り、またそこ
から生まれるストーリーを、ファッションやアクセサリーを
通して紹介するブリティッシュメイド。同店のフラッグシップ
ショップであるGINZA SIXの店舗では、ジョセフ チーニー、
チャーチといった英国老舗ブランドのシューズを、種類、
サイズともに幅広く取り揃える。
　店内では、定期的に靴磨きイベントや各ブランドのオー
ダー会、ワークショップなども開催している。なかでも、靴
磨きの世界チャンピオンであり、静岡初の靴磨き専門店
『Y's Shoeshine』のオーナー杉村祐太氏を招いて行われ
る靴磨きのイベントは、革靴好き必見のイベント。靴磨きの初
心者から、深く掘り下げたいという靴磨き上級者まで楽しめる
内容に。4月19日（日）に開催するイベントの詳細は店舗まで。

トップスタイリスト白幡啓の
パーソナルコーディネートを。

磨くたびに愛着が増す
靴磨きイベントに注目。

styling/
スタイリング/

〈開催期間〉4月18日（土） 15：00～17：00
℡03-6228-5311【4F】

上／店内では、靴のメンテ 
ナンスイベントを様々に開催。
右／ジョセフ チーニー、チャー
チなど、旗艦店ならではの幅
広いラインアップを誇る。

2019年3月ロン
ドンで開催された
「靴磨き世界選
手権」でも見事
優勝に輝いた靴
磨き職人の杉村
祐太氏。

白幡啓氏。1996年よりスタイ
リストとして活動開始。スタイ
リストとして学んできた技術や
経験を伝えるため、2018年 
オンラインサロンを立ち上げる。 
意外性に富んだアプローチと時
代を読むセンスで、数多くの女
優・モデルからの支持も厚い。

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

〈開催期間〉4月19日（日） 11：00～19：00
℡03-6263-9955【5F】

ColumnGINZA SIX 
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5F
奈良を拠点とするシューズブランドのオリエン
タルは、欧州の名門にも引けをとらない品質
を誇る。フランスのアノネイ社製の高級カー
フを使いグッドイヤー製法で仕上げたGINZA 
SIX限定品は、細身のフォルムが魅力のス
リップオンモデル。サイドゴア仕様で着脱しや
すい。ダークブラウン、ブラックの2色。〈ジャス
ティン〉55,000円。オリエンタル／ワールド 
フットウェア ギャラリー
℡03-6263-9991【5F】

GINZA SIX 限定

フランスの名門シューズブランド、ベルルッティ。
独特なムラを施すレザー染色「パティーヌ」で名
高いが、その特殊技法をイメージしたサングラス
が登場した。染色の濃淡を、ブルーのレンズカ
ラーで表現。フレームには、染色に用いる大理石
をイメージしてマーブルカラーを配した。〈サング
ラス〉53,000円。ベルルッティ／アイスタイル
℡03-6263-9777【5F】

希少なブライドルレザーを継ぎ目なしで使用したコンビカラーのグレン
ロイヤル別注ビッグトートは、馬具にも使われる堅牢な革らしいエイ 
ジングを味わえる。革をふんだんに用いながらも、高度な技術によっ
て約900ｇという日常使いしやすい重さに抑えている。GINZA SIX
限定で写真のオックスフォードタン×シガーとニューブラック×ダー
クブルーを用意。〈ブライドルレザー ビッグ トート バッグ〉43×39× 
11㎝、90,000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】
※販売は4/10～

GINZA SIX 限定

一見すると端正なジャケットだが、アウトドア製品で培ってき
た技術を生地や細部に投入。撥水・速乾性に優れ、軽くて 
ストレッチも利いているため、オンからオフまで幅広く着られ
る。別売りのパンツとセットアップとしても着られるGINZA 
SIX限定品。写真のブラックとネイビーの2色。〈アンリミテッド 
ジャケット〉34,000円。／ザ・ノース・フェイス アンリミテッド
℡03-6280-6603【5F】
※販売は4月中旬～

GINZA SIX 限定

バックパック兼ブリーフケースと
して使える2WAYのメンズバッグ
に、GINZA SIX限定としてブラッ
ク×ネイビーのコンビネーション
カラーが発売。なめしの段階で
革内部に防水剤を浸透させ、仕
上げにも防水材を吹き付けて
いるため、突然の雨にも対応。汚
れにくいところも魅力的だ。〈スト
リームレザーバッグ〉28×42×
11㎝、75,000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】

GINZA SIX 限定

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

World Footwear Gallery
ワールド フットウェア ギャラリー

EYESTYLE
アイスタイル

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

MSPC PRODUCT SELECTED
エムエスピーシープロダクトセレクティッド
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5F
定番のチロリアンシューズ〈ミカエル〉を上質なモ
ロッコ産のラフィアでエシカルに衣替え。経年変化
によって味わいが増すところも魅力的。春夏の定
番であり、今季のトレンドでもあるリネンアイテムと、
涼感たっぷりにコーディネートしてみては。〈ミカエル
／ラフィア〉58,000円。／パラブーツ
℡03-3289-1601【5F】

幸運や復活を表すサイコロモチーフの人気チャー
ムに、ビッグサイズがGINZA SIX限定で登場。1の 
面には一粒ルビーを。4の面に代えて7の面とし、 
ラッキーセブンを意味する七つ星をあしらっている。

〈ダイヤ×ルビー ダイスチャーム〉YG×ダイヤモンド
×ルビー、320,000円。／エスジェイエックス
℡03-3569-0101【5F】

GINZA SIX 限定

評判のミニトートバッグを、GINZA SIX限定のラグ
ジュアリーなクロコダイルレザー仕様に。必要最小
限の荷物が収まる絶妙なサイズ感に加え、合わせ
る服を選ばないオールブラックのカラーも使い勝手
抜群。ブランドアイコンであるスカルのチャームも同
素材で付属する。〈ミニトートバッグ〉33×23×14
㎝、180,000円。／ハイドロゲン
℡03-6264-5525【5F】

GINZA SIX 限定

第一と第二ボタンの位置を工夫
することで、美しく印象的な襟
羽根を実現。厚みのある生地や 
ゆとりのあるシルエットも、今の 
トレンドを捉えている。ブルー、ホワ
イトの2色でリリース。〈FSC× 
インディビジュアライズドシャツ
別注6ボタンシャツ〉26,000円。
／フリーマンズ スポーティング 
クラブ
℡03-6263-9924【5F】

見た目はデニムでも、スウェット
パンツのように楽な穿き心地で
ロングセラーになっているディー
ゼルのジョグジーンズ。GINZA 
SIX限定のスリムモデルは、ス
トーンウォッシュやブリーチ加
工、３D加工により、上品な淡い
トーンを表現。ジャケットとも相
性が良い。〈メンズジョグジーン
ズ〉35,000円。／ディーゼル
℡03-6228-5186【5F】

GINZA SIX 限定

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

HYDROGEN
ハイドロゲン

Paraboot
パラブーツ

SJX
エスジェイエックス

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

DIESEL
ディーゼル

GINZA SIX 3rd Anniversary
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2室構造にPCなどが収まる多
彩なポケットを搭載したバックパッ 
ク。本体にはリサイクルナイロン
素材を、内装のライニングには
再生ペットボトルによるrPET
素材を用いたサステナブル仕 
様。〈アルファ ブラヴォ「ノーマン」 
バックパック〉40.5×35.5×16.5
㎝、52,000円。／トゥミ
℡03-6228-5676【5F】

ソフと藤原ヒロシがディレク 
ションするブランド、ユニフォー
ム エクスペリメントで人気のア
ロハシャツ。新作のゼブラ柄は、
とろみのあるレーヨンを使用し
た身幅たっぷりのシルエットが、 
リラックスした雰囲気に。別売り
のショーツとのセット使いもおす
すめだ。〈ショートスリーブ ゼブラ
レーヨン ワイドボックスシャツ〉
23,000円。ユニフォーム エクス
ペリメント／ソフ
℡03-6274-6467【5F】
※販売は4月中旬～

スタイリッシュなショート丈に、2本線のスポーティー
なショルダーラインが好アクセント。胸の刺繍や背
面のメタルモチーフで取り入れたスターマークも 
コンバース トウキョウらしい。そのGINZA SIX限定
カラーとしてホワイト×パープルカラーが登場。メン
ズ、レディースサイズともに展開する。〈ロゴラインT
シャツ〉8,800円。／コンバース トウキョウ
℡03-6280-6598【5F】

GINZA SIX 限定

50年以上の歴史を誇る名作スニーカーの
「スーパースター」。新作では、ブランドを
象徴するサイドの3本ラインに色を入れず、
ヒール近くにシリーズ名を大胆にレタリン
グした。あらゆるカジュアルスタイルに合う
シューズのアクセントとして新鮮な仕様だ。

〈スーパースター〉12,000円。／アディダス 
オリジナルスショップ
℡03-3575-9800【5F】

裁断から縫製、洗い・リペア加工まで、 
日本の職人が丁寧な手作業で担当。絶
妙に色落ちしたメンズジーンズの腿周りを
ブルーの糸で叩き縫いすることで、リペア
を繰り返したかのようなヴィンテージ風の
表情を演出した。シルエットは今どきのスリ
ムテーパード。レッドカラーのボタンがアク
セントに。〈レイザー エムアイジェイタカミ〉 
70,000円。／デンハム
℡03-6228-5815【5F】

トゥミ
TUMI

CONVERSE TOKYO
コンバース トウキョウ

adidas Originals Shop
アディダス オリジナルスショップ

DENHAM
デンハム

SOPH.
ソフ

5F
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スマートフォンサイズの男女兼用モバイ
ルショルダーバッグが、GINZA SIX限
定で登場。メイン室に加えて背面にもポ
ケットを配し、収納力も充分。シュリンク 
レザーの本体に、手作業でパンチングが施
されている。ホワイト、ブラックの2色。〈モバ
イルショルダーバッグ〉12×17㎝、15,000
円。／ザ ジェネラル ストア / エルゴポック
℡03-6280-6055【5F】

GINZA SIX 限定

カシミヤ×シルクに微量のリネン
をブレンドした、春夏向けの高
級テーラードジャケット。肌触り
の良い生地に加え日本人の体
型に合うパターンを採用し、軽
やかな着心地を実現している。
写真のブラウンとネイビーの2
色。〈サマーカシミヤ ジャケット〉
210,000円。／リングヂャケット 
マイスター
℡03-6264-5637【5F】

美しい細身のテーパードシルエッ
トに、ストレッチを利かせたロン
グセラーモデル「688」。GINZA 
SIX限定品には、これをベース
に控えめなウォッシュ加工を施
した。パッチには高級感溢れる 
ハラコレザーを使用。デニム生
地に「パチョリ」の香り付けがさ
れている。チーフ付き。〈メンズ 
ブルーデニム〉51,000円。／ヤ
コブ コーエン
℡03-3572-0017【5F】

GINZA SIX 限定

アンダーサミットウェアの人気Tシャツが、
GINZA SIX限定のコットンスラブワッフ
ル素材で登場。エヌ.ハリウッド専用ナン
バー、879を印字した米フェローズ社特製 
のボックスも付属する。ホワイト、グレー、 
ブラックの3色。〈22RCH クルーネック
ハーフスリーブ〉14,000円。エヌ.ハリウッ
ド アンダーサミットウェア／エヌ.ハリウッド
℡03-6263-9933【5F】
※販売は4/18～

GINZA SIX 限定

1940年代、伝令や物資の運搬を行う 
英軍兵士が着用したライダースコートから
インスパイア。斜めに取り付けて手を入れ
やすくしたポケットや2ヶ所でしっかり固定
できるベルトデザインが、クラシックかつ実
用的だ。素材にオーガニックコットンを採
用。〈デスパッチ ライダース カジュアル〉
49,000円。／バブアー
℡03-6264-5569【5F】

CONVERSE TOKYO
コンバース トウキョウ

N.HOOLYWOOD
エヌ.ハリウッド

BARBOUR
バブアー

THE GENERAL STORE / 
HERGOPŌCH
ザ ジェネラル ストア / エルゴポック

RING JACKET MEISTER
リングヂャケット マイスター

JACOB COHËN 
ヤコブ コーエン

GINZA SIX 3rd Anniversary
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B1Fで発見。
春の注目ビューティー

アイテム。
春の最旬アイテムが勢揃いする

B1Fのビューティーフロア。
3周年を祝う特別なキットや

GINZA SIX限定のコースも登場。
心躍る美の空間で、キレイを進化させて。

※GINZA SIX限定商品は一部店舗を除き、
4月6日（月）からの販売を予定しています。

Photographs : Ryuta Arakaki (Pile Driver)

1982年の誕生からリニューアルを重ね、8代目とな
る最新〈ラ・クレーム〉。肌に本来備わっている「肌の
知性」を資生堂の先端サイエンスでサポート。美しさ
につながる夜の肌状態に着目し、豊かなハリと輝き、
弾力をもたらす独自成分を配合する。贅沢な感触の
クリームがとろけるように肌へ馴染む。〈ラ・クレーム〉
医薬部外品 30g 60,000円。／クレ・ド・ポー ボーテ 
℡03-6264-5544【B1F】

就寝前の使用で、翌朝に滑らかでハリのある肌へと 
導く夜用美容液。不規則な生活によって過労状態の 
現代女性の肌にアプローチ。一年に一晩だけ花を咲
かせるムーンライトカクタス※のオイルとサイエンスの力
を融合させ、つややかな肌に整える。オイルとリキッドを
混ぜ合わせて使う2層式。〈ピュアショット ナイトセ 
ラム〉30mL 10,500円。／イヴ・サンローラン・ボーテ  
℡03-6274-6037【B1F】 ※整肌成分

クラランスの香りコレクションから、ドライオイルが新 
発売。ココヤシやゴマ、カメリアオイルが肌に潤いを 
与えて、ふっくらとした滑らかな感触へ。香りは真夏の地
中海の太陽とイチジクの木を連想させる「ワンダーフィ
グ」など、全3種類がラインアップ。GINZA SIX先行
販売。〈ドライ ボディ オイル〉ワンダーフィグ 100mL 
5,000円。／クラランス
℡03-6263-9951【B1F】

CLARINS
クラランス

YVES SAINT LAURENT 
BEAUTÉ

イヴ・サンローラン・ボーテ

clé de peau BEAUTÉ
クレ・ド・ポー ボーテ

BEAUTY 
THINGS

B 1 F
昨年数量限定で発売され、ヒットを飛ばした2in1の 
リクィッド リップカラー〈ル ルージュ デュオ ウルトラ トゥ
ニュ〉。この春、GINZA SIXなど限定店舗で再登場。 
鮮やかな発色のリップカラーと透明グロスを1つに 
したロング ラスティングタイプで、エナメルのようなつ
やのある仕上がり。長時間落ちにくくストレスフリーで 
楽しめる。〈ル ルージュ デュオ ウルトラ トゥニュ〉 
57 ダーリン ピンク 4,500円。／シャネル フレグランス 
& ビューティ 
℡03-6386-7777【B1F】

CHANEL
FRAGRANCE & BEAUTY

シャネル フレグランス ＆ ビューティ

GINZA SIX 3rd Anniversary
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ステンレスの二重構造で内部を真空
化することによって、約6時間もの保
温・保冷効果を実現するウォーターボ
トル。高度な金属加工技術によるつ
づみ型の形状は握り込みやすく、手
から滑り落ちにくい。350mLのコンパ
クトサイズ。オレンジ、ブラック、ホワイ
ト、ネイビーの4色。〈ステンレス真空ボ
トル タイプT 350〉Φ8.4×15.5㎝、
6,480円。／スノーピーク モバイル
℡03-6263-9836【5F】

チルコロは、ジャージー素材のジャケット
やセットアップが評判のイタリアンブラン
ド。特殊なストレッチコットンを採用した
オープンカラーのシャツも、ポロシャツの
ような着心地に。発色の良いブルーグ
リーンの地色に、ハワイのイメージをプ
リント。大人の遊び心が窺える。〈ハワ
イアンプリントシャツ〉27,000円。チル
コロ／ジェンテ ディ マーレ
℡03-6264-6850【5F】

濃淡のミックスカラーが個性的な 
デニムジャケット。胸ポケットは生地を
二重にし、中綿を挟むことで立体感を
表現。通常のデニムジャケットよりも、
ポケットを低めに配置することで、絶
妙なリラックス感をもたらしてくれる。
フェーデッドインディゴ、ブラックの2色。

〈レベルポケットスウィッチド デニム
ジャケット〉32,000円。／クロ
℡03-6274-6257【5F】

LA在住のアーティスト兼フォトグラ
ファー、トミー・リムとコラボレーションし
た人気のポロシャツが今年も登場。
アーティスティックなモノトーンのイラス
トに、ブランドアイコンのスカルを配し
た。防水速乾性に優れたオリジナル
のカノコ素材を採用。ゴルフだけでな
く、普段着としても申し分ない。〈TL2-
アストロノーツ ポロ〉32,000円。／
マーク ＆ ロナ
℡03-6263-8840【5F】

ネオンカラーのマルチストライプが目を
引くカフタンワンピース。ハリのある生
地でボリューム感のあるつくりながら、
すっきりとしたシルエットをもたらしてく
れる。さらりとした肌触りも心地良い。
街で洗練されたエスニックスタイルを。

〈カフタンワンピース〉43,000円。／
トラディショナル ウェザーウェア
℡03-6264-5568【5F】

KURO
クロ

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

MARK & LONA
マーク ＆ ロナ

Snow Peak Mobile
スノーピーク モバイル

Gente di Mare
ジェンテ ディ マーレ

5F
GINZA SIX 3rd Anniversary
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肌のテカリをコントロールする、ブランド初の革新的な
エアミスト。肌にひと吹きすると、ミストから超微粒子の
ミネラルパウダーが均一に放出され、テカリを抑えた 
自然な輝きの滑らかな肌に仕上がる。瑞 し々く爽やか
なミストは保湿成分を含み、快適なつけ心地が続く。

〈ライトベルベットエア〉100mL 3,800円。／メイク
アップフォーエバー
℡03-6263-9997【B1F】
※販売は4/8～

スパ用に開発されたPRO製品を使い、手のみで施術
を行うクラランス スキン スパ。3周年を記念して、フェ
イシャルかボディーから選べる60分×5回、パーツトリー
トメント30分×1回をセットにしたスペシャルパッケージ
を用意。通常96,000円相当を特別価格で。〈3周年
スペシャル トリートメント セット〉72,000円。／クラランス  
スキン スパ 
℡03-6263-9995【B1F】
※提供は4/30まで

人気のパーツ別UVボディークリームに、本物のビジュー
の輝きを配合した新作が数量限定で登場。UVケア
しながら、透明感のある肌に仕立てる。潤いを与える
まろやかなクリームは、爽やかなフレッシュフローラル
の香り。二の腕・背中用のほか、レッグライン用も登
場。〈セラムイン UVボディクリーム Arm&Back P〉
SPF50+・PA++++ 40g 6,400円。／ハッチ 
℡03-6228-5698【B1F】

MAKE UP FOR EVER
メイクアップフォーエバー

CLARINS SKIN SPA
クラランス スキン スパ

HACCI
ハッチ

昨年限定販売され、好評だったメゾン フランシス クル
ジャンの35mLサイズが、限定店舗で定番化。初めて
クルジャンの香りを楽しむのにも、お気に入りの香り
にプラスするのにも使いやすい。ブランドを代表する 
全6アイテムが揃う。〈アクア ユニヴェルサリス オード 
トワレ〉35mL 13,900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】

おみくじにインスパイアされた3本のリボンからなる「メ 
イク ア ウィッシュ」。オードトワレ100mLを購入した方
へサービス。健康運、仕事運などを表す様々な色の中
から、2色を選択。3本目のリボンには、自らの願い事や
パーソナルメッセージを店頭で印字してもらえる。ギフト
にも喜ばれそう。〈オードトワレ オー デ サンス〉100mL 
17,000円。／ディプティック 
℡03-6264-5483【B1F】
※提供は5/6まで

パンピューリのバランスシリーズから、〈スカルプ DX 
クラリファイング〉ヘア クレンザーとヘア コンディショ
ナーの現品に、〈スキン CLA ボディ ローション〉のミニ
サイズ40mLをセットにしたGINZA SIX限定キットが 
登場。リフレッシュスカルプケアアイテムでこれから
の季節を爽やかに乗り切りたい。〈GINZA SIX アニ
バーサリーセット〉6,400円。／パンピューリ
℡03-6264-5103【B1F】

Salon des Parfums
サロン デ パルファム

diptyque
ディプティック

PAÑPURI
パンピューリ

GINZA SIX 限定
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キールズのロングセラー美白※美容液のジャンボサイ
ズ（50mL）。とろみがあり伸びが良いテクスチャーで、
メラニンの生成を抑えシミを防ぐ美白効果だけでなく、
肌を健やかに保ち、瑞 し々く潤うサポートも。8年以上
愛され続ける一本を、この機会に。〈キールズ DS クリ
アリーホワイト ブライトニング エッセンス〉医薬部外品  
50mL 10,000円。／キールズ 
※メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

℡03-6274-6049【B1F】

男女問わず使える、新しいタイプのフェイスポリッ
シャー。柔らかなクリームに入ったホホバワックス由来
の細かいスクラブが、毛穴の皮脂を取り除きながら、
透明感のある滑らかな肌へ。ミントやレモングラスの爽
やかな香りでリフレッシュでき、朝すっきりと目覚めるの
にもおすすめ。〈フェイスポリッシャー〉200mL 4,500
円。／サボン 
℡03-3572-8255【B1F】

どんなスタイルもデザインできる圧巻の100色セットの
アイシャドーパレットは、GINZA SIXでの限定発売。
購入された方には、世界で数人しかいないブランドの
アトリエアーティスト、木村淳一郎氏のレッスンが受 
けられる特典を用意。4月25日（土）開催の予定。数量 
限定。〈アトリエアーティストレッスン付き100色アイ 
シャドー パレット〉200,000円。／シュウ ウエムラ 
℡03-6274-6089【B1F】
※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

KIEHL'S
キールズ

SABON
サボン

shu uemura
シュウ ウエムラ

大自然を彩る美しいカラーからインスパイアされた14
色入りのアイシャドウパレットが、GINZA SIX限定で登
場。様々な仕上がりのカラーが肌色を引き立てながら
印象的な目元を演出する。クリーミーなテクスチャーが 
叶えるフィット感と、ミネラルピグメントによる透明感 
のある仕上がりも特徴。〈ジェンヌード アイシャドウ  
パレット メサ〉7,800円。／ベアミネラル 
℡03-6263-9977【B1F】

ジルスチュアートの新リキッドルージュは、光の乱反射
を活かすクリスタルミラーオイルを配合し、圧倒的な 
ツヤと輝きを実現。キラキラとまばゆい光沢感でボ
リューミーな唇へ仕上げてくれる。8種の植物オイルが
潤いを与え、乾燥からも守る。全9色（うち限定1色）。

〈ルージュ クリスタル カラット〉02 ノーブルガーネット 
2,800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】

ヴァルモンの人気アイテムをセットしたGINZA SIX 
だけの贅沢なキット。〈コラジェンマスク トリートメント〉 
1回分、〈モイスチャライジングアイシージェル〉5mL、

〈モイスチャライジングブースター〉限定サイズ50mL、
〈アイ インスタントマスク〉1回分に、オリジナルポーチ 
付き。〈GINZA SIX3周年限定 ハイドレイティング 
キット〉50,000円。／ラ・メゾン・ヴァルモン 
℡03-5537-6381【B1F】

bareMinerals
ベアミネラル

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

La Maison VALMONT 
ラ・メゾン・ヴァルモン

B 1 F BEAUTY 
THINGS

GINZA SIX 限定GINZA SIX 限定

GINZA SIX 限定
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G I N Z A  S I X をもっと楽しむ、 最 新 情 報をピックアップ

ColumnGINZA SIX 

　銀座 蔦屋書店では3周年を記念して、様 な々記念イベン 
トを企画している。そのメインとして、店内イベントスペース
「GINZA ATRIUM」にて森洋史個展 「MOSHA」を開催。
　森洋史は、パロディーを手法とし、既存のイメージを組み
合わせた作品を制作。宗教画や日本の古典美術、ポップ
アート等の美術史上の名画と、アニメやゲームから引用した
イメージをリミックスした作品を展開し、国内外で活動の場
を広げている。本展では、「Lichtenstein×J-pop」シリーズ、
「If There Was Impossible Campbell's Soup Cans…」
シリーズなどの新作を公開。また新シリーズも発表される。 
最新技術を駆使した緻密さと、アニメ調に描かれたキッ 
チュなイメージのアンバランス感。気鋭のアーティストの世界 
観に触れられる絶好の機会だ。

　「銀座で見つける人生の宝物」をコンセプトに、世界的に 
評価が高いアート作品と、若手人気作家を紹介するアート 
ギャラリー、アールグロリュー ギャラリー オブ トーキョー。 
4月23日（木）からは、ペイントアーティストbaanai（バーナイ）
の個展「Sublimation（昇華）」が開催される。
　キャンバスを埋め尽くすように文字やモチーフを描く、オリ 
ジナリティー溢れる作風が特徴のbaanai。神奈川県藤沢
市鵠沼で生まれ育ち、海とサーフィンが制作のインスピレー
ション源だ。近年は、「ARIGATOUGOZAIMASU」を
ART作品として1日も休まず描き続けたらどのような事が
起こるのか？という実験芸術も行っている。本展では最新作
約30点を展示。エネルギーに満ちた作品群に出合いたい。

サブカルチャーと名画のリミックス。
森洋史の新シリーズを展示。
銀座 蔦屋書店 GINZA ATRIUM

ギンザ ツタヤショテン ギンザ アトリウム

森洋史 個展 「MOSHA」
〈開催期間〉～4月22日(水)

℡03-3575-7755【6F】

話題のアーティストbaanai。
そのエネルギーに触れる。
Artglorieux GALLERY OF TOKYO

アールグロリュー ギャラリー オブ トーキョー

「Sublimation（昇華）」
〈開催期間〉4月23日（木）～5月6日（水・休）

℡03-3572-8886【5F】

※画像はイメージです

baanai（1977～）。神奈川県藤沢市鵠沼生まれ。2015年COMME 
des GARCONSの川久保玲氏にポートフォリオを送り、同ブランドの
DM、洋服、ショッピングバッグなどに作品が採用される。RVCA、audio 
technicaなどにも作品を提供。

森洋史（1977～）。東京都生まれ。2013年東京藝術大学大学院美術
研究科油画技法・材料修士課程を修了。

「Game is Over」 Acrylic, urethane, UV silk screen printing on canvas
72.7×72.7×5㎝

「ARIGATOUGOZAIMASU」 acryl / canvas 
15号

5Fに位置するアートギャラリー。
若手作家から世界的なアーティ
ストの作品まで幅広く扱う。

高さ6mの書棚に囲まれた「GINZA 
ATRIUM」。展覧会やトークイベント
なども開かれている。

35

B 1 F

ukaでは、GINZA SIX限定で3周年を祝う特別なキャン 
ペーンを展開。6,000円以上お買い上げいただき、

〈uka カラーベースコート ゼロ〉の新色をお試しいただ
いた方に、先着でオリジナルポーチをプレゼント。新色
は12/0ピンクグレージュ、13/0スキンベージュ、14/0
ダイダイと、新しい季節に活躍しそうなニュアンス違いの
ウォームカラー3色がラインアップ。／ウカ
℡03-6263-9981【B1F】

30分の加圧トレーニングと60分の腹筋リリースエステ
を組み合わせた、3周年特別コースが登場。さらに3種
類の味から選べる酵素ドリンク〈ハーブザイム113〉が 
セットに。トレーニングによって引き締まったボディー 
ラインに導きながら施術後のドリンクでリフレッシュも。
先着20名。〈デトックススペシャルコース〉16,000円。
／ビューティーテラス ギンザ ～ドレス サークル～
℡03-5537-6681【B1F】
※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

uka
ウカ

BEAUTY TERRACE GINZA 
~DRESS CIRCLE~

ビューティーテラス ギンザ ～ドレス サークル～

スプレーするだけでサラリとした艶髪に導く、洗い流さ
ないトリートメント〈G&C リーブインコンディショニング 
ミスト〉と、まとまりやすく艶やかな髪に仕上げる〈コンボ 
パドルブラシ〉の特別セットを、GINZA SIX限定で 
発売。特典としてスペシャルコンディショナーが付いて
くる。〈サラツヤキット〉6,800円。／ジョンマスターオー
ガニック セレクト 
℡03-6228-5456【B1F】

GINZA SIX3周年の特別企画として、再現性の高い
PEEK-A-BOOヘアカットに、自然由来成分とアロマ
にこだわったアヴェダ製品（シャンプー＋コンディショ
ナー 各250mLのセット）が付いてくるスペシャルセッ
トを提供。〈PEEK-A-BOOカット＋選べるアヴェダ
製品〉10,000円。（通常15,000円相当）／ギンザ　
ピーク・ア・ブー アヴェダ
℡03-3575-5588【B1F】
※ご新規様限定、先着15名 ※提供は5/6まで

2020春夏コレクションのテーマは、スペイン語で神々
や私の大切なものを意味する「Mi Dios（マイ ディ 
オス）」。GINZA SIX限定で販売されるヘアクリップ
にも、メキシコ・マヤ文明からインスピレーションを得た
花 を々、鮮やかに、幻想的にプリント。アクアグリーンが
これからの明るい季節の装いに映える。ヘアクリップ
15,000円。／アッカ  
℡03-6280-6727【B1F】

john masters organics 
Select

ジョンマスターオーガニック セレクト

GINZA PEEK-A-BOO 
AVEDA

ギンザ ピーク・ア・ブー アヴェダ

acca
アッカ

BEAUTY 
THINGS

GINZA SIX 限定 GINZA SIX 限定

GINZA SIX 限定GINZA SIX 限定
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日本初の国産ドライフルーツ専門店から、3周年
限定セットをお届け。独自の熟成乾燥法でつくる 
セミドライフルーツには、果実の香りと旨みが凝縮
されている。苺、レモン、ネクタリン、マンゴー、キウ
イの５種。〈セミドライフルーツアニバーサリーポッ
ピング〉834円。／綾farm
℡03-6263-9739【B2F】

09 岡山・倉敷の蔵元「森田酒造」の酒粕を使用した
クッキー。国産小麦、有機オリーブオイル、フランス
産天日塩など素材一つひとつにこだわり、優しい 
味わいに仕上げた。〈酒粕クッキー〉600円。／ 
銀座 平翠軒
℡03-6264-5315【B2F】

08 軽い食感の白かりんとう「こはく」、黒ごまの風味が
香る「まゆずみ」、国産きな粉使用の「あま」の3種
類のかりんとうを詰め合わせに。銀座界隈の古地 
図が描かれた限定の掛け紙付き。〈3周年限定 
こはく丸缶詰め合わせアソート〉4,300円。／ぎん
ざ鏡花水月
℡03-6280-6130【B2F】

07

国産果汁をぎゅっと閉じ込めたゼリーは、メロン、 
日向夏、ピーチ、ストロベリーの4種類。これにゴー
ルドのロゴをあしらったオリジナルティーカップを 
セット。優雅なティータイムにもぴったり。〈ひとくち
フルーツゼリーアフタヌーンティーセット〉2,000円。
／パティスリー銀座千疋屋
℡03-6264-5523【B2F】

12 グアテマラとエルサルバドルの2ヶ国で栽培された
ブルボン亜種同士をブレンド。地域や栽培方法に
よる風味の違いが楽しめる。豊かなアロマを保つ
専用ボトルに、限定のラベルを付けて。〈GINZA 
SIX グアテマラブレンド〉1,528円。／カフェ エク
スペルト
℡03-6264-5535【B2F】

1 1 福岡で300年続く老舗酢醸造元がつくる「飲む
酢」を、手軽に試せるミニボトルで。はちみつの甘
みのみで飲みやすく、ヨーグルトやサラダとも相
性が良い。あまおう、ぶどう、生姜の3種類。〈飲む 
酢3本セット〉各100mL 2,500円。／発酵酢屋 
庄分酢
℡03-6264-5531【B2F】

10

B2F

CAFÉ EXPERTO
カフェ エクスペルト

1 1

GINZA SIX 限定

ぎんざ鏡花水月
GINZA KYOUKASUIGETSU

07

GINZA SIX 限定

銀座 平翠軒
GINZA HEISUIKEN

08

GINZA SIX 限定

発酵酢屋 庄分酢
SHOUBUNSU VINEGAR

BREWERY

10

GINZA SIX 限定

パティスリー銀座千疋屋
PATISSERIE GINZA SEMBIKIYA

12

GINZA SIX 限定

綾farm
AYA FARM

09
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華やかな彩りのパウンドケーキ詰め合わせ。ドライ
フルーツやナッツをふんだんに使用した限定ケー
キ８種類と、レモンとローズが香る花型のケーキを
セットに。一口サイズのころんとした見た目が愛ら 
しい。〈フリュイドールバリエ 16個入り〉3,704円。
／パティスリー パブロフ
℡03-3289-7155【B2F】

03 シロップで煮詰めた柑橘を皮ごと輪切りにし、ホワ
イトとミルク、2種のチョコレートにくぐらせた。たっ
ぷりの果汁がジューシーな「清見」と、濃厚な香り
と酸味が特徴のブラッドオレンジは、どちらもチョコ
レートの甘さと相性抜群。〈愛媛県産柑橘オラン
ジェット〉1,600円。／テンファクトリー
℡03-6263-9891【B2F】

02 英国発のクッキー専門店によるギフトセット。チョ
コレートやココナッツなどの多彩なフレーバーから、
好みの6枚を詰め合わせてくれる。ソフトな食感の
大きなクッキーは、毎日店内で焼き上げる。〈Mini 
Cookie Gift Tin〉920円。／ベンズ クッキーズ
℡03-6263-9881【B2F】

01

北海道特選牛乳と生クリーム、香り高いバニラ
ビーンズをたっぷりと使用。手づくりにこだわった 
焼きプリンは、滑らかで濃厚な味わい。限定のグ
リーンの陶器には、縁起の良い唐草模様をあし
らった。〈銀座店限定陶器入り 北海道フレッシュ
クリームプリン〉800円。／マーロウ
℡03-6264-5512【B2F】

06 香ばしくローストしたピーカンナッツをブロンドチョ
コレートで包み込んだ。濃厚な甘さのチョコレート
と、風味豊かなナッツが絶妙なバランス。限定の
桜色のテトラパック入り。〈ピーカンナッツチョコ〉 
695円。／キャンディアートミュージアム by  
PAPABUBBLE
℡03-6228-5535【B2F】

05 「峠の釜めし」と同じ益子焼のミニ釜容器に詰め
た、荻野屋特製の豆乳プリン。釜めしにも使用 
しているあんず、さわやかな酸味のルバーブ、香り
豊かな日本酒の3つの味が楽しめる。数量限定。

〈ミニ釜スイーツ〉2,778円。／荻野屋
℡03-6263-9939【B2F】

04

B2F

B2Fフードフロアを中心に、ここだけの限定グルメが豊富に登場。
日頃の感謝を込めたギフトや、自分へのご褒美を探しに出掛けたい。

※GINZA SIX限定商品は一部店舗を除き、4月6日（月）からの販売を予定しています。 ※お酒は20歳をすぎてから。

Photographs : Shigeru Kunita

特別な春の訪れを祝う、
とっておきのグルメを探しに。

Ben's Cookies
ベンズ クッキーズ
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パティスリー パブロフ
PATISSERIE PAVLOV

03
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キャンディアートミュージアム 
by PAPABUBBLE

Gallery of Sweets Art by PAPABUBBLE

05
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荻野屋
OGINOYA

04
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マーロウ
MARLOWE

06
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10FACTORY
テンファクトリー
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所在地 東京都中央区銀座6-10-1

営業時間 ショップ・カフェ  10:30-20:30
レストラン        11:00-23:00 

※店舗、施設により異なります。
※急遽、営業時間を変更する場合がございます。

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
※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 https://ginza6.tokyo　

information

1763年に創業した、イタリア・トリノ最古のカフェ「ビチェ 
リン」。イタリア初代首相カブールや哲学者ニーチェなど、
多くの著名人にも愛された老舗カフェが、GINZA SIXに
オープン。店名を冠したチョコレートドリンク〈ビチェリン〉の
ほか、接待の手土産として人気の焼き菓子〈バーチ・ディ・
ダーマ〉、イタリア伝統のチョコレート〈ジャンドゥイヤ〉などを
販売。GINZA SIX限定の焼き菓子もラインアップします。

スイスのジュラ山脈の村、ラ・コート・オ・フェで1874年に創業
した「ピアジェ」。1920年代より薄型ムーブメントの製造を
スタートしたメゾンは、ゴールドとプラチナをメインとしたジュ
エリー製作においても高い評価を得ています。1Fにオー 
プンしたブティックでは、創造性に富んだウォッチとジュエ
リーを幅広くラインアップ。世界に先駆け「ピアジェ ローズ」
新作の先行販売も。

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。

※アンケートのご回答時、GINZA SIXアプリの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に付与します。

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。

▶  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

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2020年6月上旬をめどにプレゼント。Present

GINZA SIX TOPICS

NEWLY OPENED

［ GINZA SIXの最新情報をお届けします ］

アンケート回答期間：2020年5月8日（金）まで

B2F
Bicerin
ビチェリン

℡03-6280-6088

PIAGET BOUTIQUE
ピアジェ ブティック

℡03-5537-3766

※掲載情報は予告なく、内容の変更や開催の中止を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。

iOS9以上、
Android4.1-5.1以上が
対象です。

この春GINZA SIXに登場した、注目の新店舗をご紹介します。

登録費・
年会費無料

1 F
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新潟の蔵元「阿部酒造」とのコラボ
レーション商品。「純吟 五百万石」、
「全麹 生酛」、「純吟 たかね錦」
など全5種類の純米酒をブレンドす
るという革新的な試みから生まれ
た。ラベルも限定仕様。〈あべ 僕
たちの酒 vol.IMADEYA GINZA〉
720mL 3,000円。／いまでや銀座
℡03-6264-5537【B2F】
※5/6までの期間限定販売

16 厳選された和素材の風味を活か
したプリン。3周年を記念して「濃
厚みるく」、「極み抹茶」、「ほうじ
茶」、「黒ごま」の4種類をセット
に。付属の沖縄県産黒糖シロッ
プをたっぷりとかけて。〈Happy 
Anniversary ぷりん〉1,280円。／
クゲヌマシミズ
℡03-6263-9775【B2F】

15 創業330年以上を誇る京都の麸
屋と、ハイアットリージェンシー京都
のコラボレーションスイーツ。砕い
た焼き麸に京白味噌を練り込んで
焼き上げた「ふィナンシェ」はもっち
りと、カラフルなクッキーはほろほ
ろとした口どけ。〈お麸のクッキー・
ふィナンシェ詰合せ〉2,800円。／
ふふふあん by 半兵衛麸
℡03-6280-6922【B2F】

14 フランスの伝統菓子「フレジェ」をイ
メージしたミニアイスケーキ。バニラ
ジェラートに、上質な味わいの「ミガ
キイチゴ」をたっぷりと合わせた。濃
厚なバニラと苺の酸味が調和する。

〈フレジェ〉850円。／パレタス
℡03-6263-9833【B2F】

13

銀座 蔦屋書店限定〈江戸の贅沢和菓子箱〉。蔦
屋重三郎の紋を中心に、金平糖や黒豆、本やペン 
先を模した干菓子を、銀座 菊廼舎（きくのや）の

「冨貴寄（ふきよせ）」を元に製作。モダンなデザ
インの限定缶入りで特別なギフトにも最適。〈江戸
の贅沢和菓子箱〉3,200円。／銀座 蔦屋書店
※銀座 蔦屋書店は6F店舗となります

℡03-3575-7755【6F】

18 日本茶の名店ならではの菓子や茶葉を一箱に。 
濃厚な抹茶ショコラをクッキーで挟んだ「 茶
Colate」や、ほうじ茶が香るガトーショコラ、新商品
のようかん、上質な茶葉を厳選したティーバッグなど
のお得な詰め合わせ。数量限定（購入は1人1点
まで）。〈まると福箱〉8,000円。／中村藤𠮷𠮷本店
※中村藤𠮷𠮷本店は4F店舗となります

℡03-6264-5168【4F】

17

B2F

6 F

4 F

PALETAS
パレタス

13

いまでや銀座
IMADEYA GINZA

16

ふふふあん by 半兵衛麸
FUFUFU AND ... BY HANBEY-FU

14
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中村藤𠮷𠮷本店
NAKAMURA TOKICHI HONTEN

17
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銀座 蔦屋書店
GINZA TSUTAYA BOOKS

18
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KUGENUMA SHIMIZU
クゲヌマシミズ

15
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