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2017 年 4 月 20 日に開業した銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」では、2018 年 1 月 2 日（火）より、約

100店舗が参加する新年初売りセール「GINZA SIX SALE（ギンザ シックス セール）」を開催します。 

また、1月 2日（火）・3日（水）には、B3Fの文化・交流施設「観世能楽堂」にて、GINZA SIX新春能特別公演を開

催するほか、能楽堂を自由に見学できるよう特別開放します。 

その他にも、初めて迎えるお正月に向けて、GINZA SIXでしか手に入らないプレミアムな福袋や、銀座らしい上

質なお正月グルメ、新春特別商品を多数展開し、新年を華やかに盛り上げます。 
 

 

 

2018 年初売りセール「GINZA SIX SALE」  

セール名称 ： GINZA SIX SALE 

実施期間 :  2018年 1月 2日（火）～1月 21日（日）  

※一部開催期間が異なる店舗がございます。 

※セール対象外の店舗・商品もございます。 

割引率 ： 10％～最大 60％OFF  

※セール参加店舗により割引率は異なります。  

参加店舗  ： 約 100店舗 

 

「GINZA SIX 新春能 特別公演、観世能楽堂 特別開放」 

B3Fの文化・交流施設「観世能楽堂」にて、GINZA SIX新春能特別公演を開催するほか、能楽堂を自由に見学でき

るよう特別開放します。能楽界を代表する観世流の拠点を堪能できます。 

 

日時：2018年 1月 2日（火）、3日（水） 

・GINZA SIX 新春能 特別公演（各日 2回） 

第 1回：14：00開演（15：00終了予定） 

神歌、老松・東北（仕舞）、高砂（舞囃子） 

第 2回：17：00開演（18：00終了予定） 

高砂（仕舞）、羽衣（能） 

・観世能楽堂 特別開放 各日 10:30～12:30 

※無料でご覧いただけます。 公演は先着順となります。（各回受付は開演の 1時間前より開始） 

※お問合せ先 GINZA SIX総合インフォメーション Tel: 03-6891-3390 (受付時間 10:30 - 20:30) 

 

 

 

 

 

 

ワールドクラスクオリティの約 100店舗が参加 

ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ 2018年初売りセール開催 
 20１8年 1月 2日（火）～1月 21日（日） 

観世能楽堂にて GINZA SIX 新春能 特別無料公演を開催 

各店舗で「福袋」や「お正月グルメ」「新春特別商品」を展開 



 

 

 

 

「GINZA SIX のお正月」 銀座らしく上質なお正月グルメ、新春特別商品 

銀座の新定番が揃うB2Fフードフロアでは、縁起物をかたどったもなかや、お一人様用のおせち、スイーツおせち、

干支である戌をモチーフにした限定パッケージ商品に加え、フランスのお正月に欠かせないガレット デ ロワなど、

日本と世界のお正月を感じられるフードを多数展開します。 

レストランやカフェでは、お雑煮や季節の食事にこだわったおせちのコースメニューなど、一流の作り手が手掛ける

新春特別メニューをご提供します。 

また、ライフスタイル雑貨ブランドでは、歴史と伝統の技が活きたお重や、日本のお正月に欠かせないお飾り、贅沢

に総金箔で仕上げた盃など、新春のお祝いを華やかに演出する特別商品を多数ご用意。日本のお正月に欠かせ

ないアイテムを銀座らしく上質に提案します。 

※下記は一例。各店舗の商品詳細は別紙参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「福袋」  GINZA SIX だからこそ叶うプレミアムなラインナップ   

世界の最先端トレンドを発信するワールドクラスクオリティのブランドが、プレミアムな福袋を限定数で販売します。 

2F「Maison de NADIA」では、2018年にちなんだ『ダイヤのジュエリー』2,018,000円（税込）を個数限定でご用意、

B1F「BEAUTY TERRACE GINZA ～DRESS CIRCLE～」では、目標減量達成で全員にハワイ旅行などをプレゼ

ントする『2018 ドリームダイエッター福袋』(3kg減コース～8kg減コースの 40%以上割引特別コース)を展開します。 

 

販売期間 ： 2018年 1月 2日（火）～各店舗なくなり次第終了 ※一部開催期間が異なる店舗がございます。 

参加店舗 ： 約 50店舗 

 

 

 

 

KUGENUMA SHIMIZU [B2F] 

KUGENUMA SHIMIZU もなか 福 

ル・ブーランジェ・ドゥ・モンジュ 

[B2F] 

ガレット デ ロワ 

荻野屋 [B2F] 

荻野屋／ドルチェ・エスタシオンの 

「スイーツおせち」 
GINZA SIX 限定 

中川政七商店 [4F] 

漆琳堂 お重 

CIBONE CASE [4F] 

TIERお飾り 

漆器 山田平安堂 [4F] 

平盃 金箔 



 

 

 

 

■1 月 2 日（火）は獅子舞がお客様をお出迎え 

1月2日（火）10:30の開店時、中央通り沿い 4丁目側エントランスを中心に獅

子舞が登場。お客様をお出迎えします。開店後も館内を練り歩き、お正月気

分を盛り上げます。 

 

 

 

 

 

■期間限定のポップアップショップ 

▼AND THE FRIET （B2F） 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼EMILIO PUCCI （3F） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼SANYO COAT POP UP STORE （4F） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京・広尾で行列のできるフレンチフライ専門店「AND THE FRIET」

が開発した、ベルギー産ポテトの黄色の果肉とうまみを活かした”サク

サク食感”のプレミアムスナック「ドライフリット」が登場！ 

新フレーバーや、新パッケージも初お披露目。ここだけの限定商品も

お楽しみください。 

【開催期間】 2018年 1月 9日（火）～1月 28日（日） 

スペシャルカプセル PUCCI MONOCHROME 

エミリオ・プッチの誕生は実は柄ではなく、ソリッドカラーでの立ち上

がりでした。そのソリッドカラーをこよなく愛し、プッチの名を世間に知

らせてくれたのが、あのマリリン・モンロー。今も彼女の名前のついた

ドレスがあるくらい、エミリオ・プッチとは由縁があります。今回は、起

源であるソリッドカラーをスペシャルカプセルとしてローンチします。 

エミリオ・プッチ元来のカラーをお楽しみください。 

またそれに加え、2018SS 商品も多数展開いたします。アーカイブか

らの柄と、イタリアの島や世界の景色からインスパイアを受けた柄を

楽しんでいただけます。エミリオ・プッチの独特なカラーコンビネーシ

ョンと柄から生まれるほかにはないアイテムをご堪能ください。 

【開催期間】 2018年 1月 17日（水）～2月 25日（日） 

70 年の歴史を持つコート専業ブランドとして、「いいものを永く、大切

に使う文化」を発信する SANYO。 

今回の POP UP STOREでは、「変わるものと変わらないもの」をテー

マに、そら植物園とコラボレーションした空間を演出。「100 年コート」

と、新作を先行販売する（1 月 31 日～）「BLUEFLAG + kiminori 

morishita」のフルラインナップを展開。 

【開催期間】 2018年 1月 17日（水）～2月 25日（日） 



 

 

 

 

＜GINZA SIX Information＞ 

【TEL】03-6891-3390 （GINZA SIX総合インフォメーション 受付時間 10:30～20:30） 

【ADDRESS】〒104-0061 東京都中央区銀座 6丁目 10-1 

【HP】http://ginza6.tokyo/ 

 

□営業時間 ショップ・カフェ（B2F～5F） 10:30～20:30 

レストラン（6F、13F） 11:00～23:30 

※一部営業時間が異なる店舗もございます。 

※12月 31日（日）、1月 2日（火）は下記の通り短縮営業となります。 

12月 31日（日） 

ショップ・カフェ（B2F～5F） 10：30～18：00 

レストラン（6F、13F） 11：00～21：00 

1月 2日（火） 

ショップ・カフェ（B2F～5F） 10：30～20：00 

レストラン（6F、13F） 11：00～22：30 

□休館日 不定休 ※2018年 1月 1日（月・祝）は全館休館 

□アクセス 東京メトロ 銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座」駅 A3番出口より徒歩 2分 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関する報道関係者からのお問合せ先＞ 

GINZA SIX PR 事務局 （株式会社サニーサイドアップ内） 担当： 石原、關、鈴木 

TEL:  03-6894-3200  FAX:  03-5413-3050  E‐MAIL： ginzasix_pr@ssu.co.jp  HP： http://ginza6.tokyo/ 

http://ginza6.tokyo/
mailto:ginzasix_pr@ssu.co.jp
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GINZA SIX 新春メニュー・特別商品リスト 
※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。 
※店舗により、別途サービス料が発生いたします。 
※記載情報は2017年12月13日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。 

2017年12月13日 

GINZA SIX PR事務局 

PHILIPPE CONTICINI（B2F） 
 
商品名：ガレット デ ロワ 
価格：3,500円 
 
パートダマンドとクレームパティシエールで作ったフィリング
をほろほろとくずれる繊細なパイに包んで焼き上げました。 
販売期間：1月2日～1月14日まで 
販売数量：1日5台限定 

NO 
IMAGE 

GINZA SIX限定 

ル・ブーランジェ・ドゥ・モンジュ（B2F） 
 
商品名：ガレット デ ロワ 
価格：3,500円 
 
繊細で口の中でほどけるフィユタージュ（パイ）生地に、上
品な風味のピスタチオダマンドを包み込んだオリジナルガ
レット デ ロワです。アクセントにグリオットを入れ、甘さと酸
味のコントラストが楽しめます。 
販売期間：12月27日～（12月25日～予約開始） 
 
 

PAPABUBBLE（B2F） 
 
商品名：new year mix 
価格：480円 
 
毎年好評のお正月モチーフのめでたいキャンディー 
販売期間：12月末～（予定） 
 
 

NO 
IMAGE 

荻野屋（B2F） 
 
商品名：荻野屋のお一人様用おせち「初夢」 
価格：8,880円 
 
創業以来の「食」へのこだわりを凝縮した荻野屋のおせち。
お正月は、まごころ込めた手料理の味をお楽しみください。 
販売期間： 12月30日～31日まで 
       （12月6日～12月27日予約受付） 
販売数量：限定30本 
 

荻野屋（B2F） 
 
商品名：荻野屋／ドルチェ・エスタシオンの 
     「スイーツおせち」 
価格：4,000円 
 
ミニサイズの釜めしや伊達巻・かまぼこなど全てがお菓
子！スイーツブランド「ドルチェ・エスタシオン」とのコラボで
実現したスイーツおせちをお楽しみください。 
販売期間：12月30日～31日まで 
       （12月6日～12月27日予約受付） 
販売数量：限定20本 

マーロウ（B2F） 
 
商品名：吟醸酒プリン 
価格：750円 
 
神戸・灘の吟醸絞の酒粕と生姜の搾り汁を加えて作ってお
り、プリンの上にはお正月らしく華やかに金箔がのってい
ます。吟醸ならではのフルーティーな味わいが楽しめる1年
に1度の限定プリンです。 
販売期間：12月26日～1月初旬まで 
       （12月26日～予約開始） 

マーロウ（B2F） 
 
商品名：黒豆プリン 
価格：750円 
 
岡山県産の良質な黒豆ペーストをたっぷり使った贅沢なプ
リンです。飾りの黒豆は兵庫県の丹波産です。品の良い甘
さで黒豆の風味がとても感じられる期間限定プリンです。 
販売期間：12月26日～1月初旬まで 
       （12月26日～予約開始） 

マーロウ（B2F） 
 
商品名：2018年柄北海道フレッシュクリームプリン 
価格：750円 
 
2018年の戌年を描いた限定ビーカーです。マーロウ1番人
気の「北海道フレッシュクリームプリン」は、北海道特選の2
種類の生クリームをたっぷり使用した濃厚なプリンです。 
販売期間：12月26日～ 
販売数量：マーロウ全店にて10,000個限定 

Ben’s cookies（B2F） 
 
商品名：GIFT TIN with cookies  
           スモールギフト缶（4枚入り） 
     ミディアムギフト缶（8枚入り） 
価格：4枚入り 1,300円、8枚入り 2,600円  
 
その日に焼いた作りたてのクッキー4枚を素敵なギフト缶に
お詰めいたします。お土産やお友達のギフトにもぴったり
です。お一人でも、お友達でも、ご家族でも。 
いろんな場面でBen’s Cookiesをお楽しみ下さい。 
 

ぎんざ鏡花水月（B2F） 
 
商品名：こはくmini（年末年始限定バージョン） 
価格：450円 
 
来年の干支である戌をモチーフにデザインされた年末年
始限定の可愛らしいパッケージです。 
販売期間：12月25日～無くなり次第終了 
 

GINZA SIX限定 

KUGENUMA SHIMIZU（B2F） 
 
商品名：KUGENUMA SHIMIZUもなか 福 
価格：1,500円 
 
七つの縁起物を形どったおてづくりもなか。餡と皮がそれ
ぞれ個包装のためお日持ちがすること、いつでもできたて
のパリッとした食感で美味しくお召しあがり頂けるもなかで
す。縁起の良いもなかはお手土産に人気です。 
5点以上ご予約のお客様には、百両小判を形どったもなか
のおまけが付き、鈴のついたパッケージにてご用意します。 
 
販売期間：12月8日～予約開始 
※限定予約商品は1月8日まで（無くなり次第終了）  
 

GINZA SIX限定 

菓子匠 末広庵（B2F） 
 
商品名：大師祈願羊羹 迎春限定パッケージ 
価格：1,667円 
 
新商品「大師祈願羊羹」の迎春限定パッケージです。古く
から厄除けの食べ物として知られている、「小豆・塩・米・大
豆」を使用した新商品。北海道小豆を糀で発酵させてから
炊き上げる「あずき糀つぶ餡」に、沖縄県産の塩「ぬちまー
す」を配合した柔らかな羊羹の中に沖縄県産の黒糖・阿波
和三盆糖を練りこんだ羽二重餅をサンド。さらに、餅には
自家焙煎・自家製粉の北海道産大豆の黄な粉をたっぷり
とかけました。 
販売期間：12月26日～1月10日まで 
       （12月26日～予約開始） 

銀座 蔦屋書店（6F） 
 
商品名：「麩焼せんべえ」一幸庵×蔦屋書店限定パック 
価格：1,480円 
 
現代の和菓子職人として、国際的かつ、多岐にわたった活
動を行なう、一幸庵／水上力さん。 
今回企画した銀座 蔦屋書店限定の生姜風味の麩焼せん
べいは、甘過ぎず、さっぱりとした味わいです。麩焼表面に
は蔦屋書店が厳選した商品に入れている家紋をあしらっ
ており、お土産に最適です。（12枚入り） 
販売期間：2018年1月2日～ 

GINZA SIX限定 
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GINZA SIX 新春メニュー・特別商品リスト 
※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。 
※店舗により、別途サービス料が発生いたします。 
※記載情報は2017年12月13日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。 

2017年12月13日 

GINZA SIX PR事務局 

レストラン ・イートイン 

GINZA SIX限定 

つきじ鈴富（13F） 
 
メニュー名：聖護院大根と松葉蟹あんかけ 
価格：3,900円 
 
季節の2大食材をほっと温まる一品に仕上げました。 
提供期間：1月2日～1月31日まで（12月1日～予約開始） 
提供数量：1日限定10食 

GINZA SIX限定 

つきじ鈴富（13F） 
 
メニュー名：寿 
価格：15,000円 
 
おせち、季節の食材にこだわったコースメニュー。 
前菜 蛸と菜花の酢の物 
珍味 にぎり子（数の子の原卵） 
一品 聖護院大根と松葉蟹あんかけ 
刺身 2点 
寿司 8貫 
提供期間：1月2日～1月10日まで 
       （12月1日～予約開始） 
提供数量：1日限定20食 

GINZA SIX限定 

いまでや銀座（B2F） 
 
商品名：楯野川 純米大吟醸 光明（こうみょう） 720ml 
価格：100,100円 
 
日本酒史上、今まで誰も形にできなかった精米歩合1％の
お酒です。光明とは、「前例のない挑戦によって新境地へ
の扉が開き、これから先の『日本酒の世界』 に明るい希望
の光がさすように」という願いを込めて命名されました。こ
れまでの日本酒とは全く違った世界からもたらされる究極
の透明感を心ゆくまでご堪能ください。 

いまでや銀座（B2F） 
 
商品名：鳳凰美田 White Phoenix 純米大吟醸 
      無濾過かすみ本生 1500ml 
価格：10,100円 
 
酒米「愛山」を45％まで磨いた贅沢な逸品です。純米大吟
醸クラスの無濾過生原酒ということで、爽やかで上品な香
り、優しくて芳醇な味わいの膨らみをしっかりと堪能できま
す。また、かすみ酒という事で愛山の美味しさをより自然に
楽しめます。イタリア「モンテロッサ社」製マグナム瓶入り、
化粧箱付きで、贈物におすすめです。 
販売期間：12月6日～ 

FRANCK MULLER GENEVE（2F） 
 
商品名：FRANCK MULLER×極上森伊蔵 霧島切子セット  
     ＜2018年正月限定＞ 
価格：80,000円 
 
FRANCK MULLER GENEVE店舗限定の極上森伊蔵から
2018年お正月限定の特別セットが販売されます。赤色の
特別な桐箱と霧島切子は今回の為に特別に製作され、フ
ランクミュラーならではの上質で華やかな世界観が反映さ
れています。高い美的感覚と最高の品質を貫くフランクミュ
ラーに共鳴する極上森伊蔵 霧島切子セットはGINZA SIX
でしか出会えません。 
販売期間：12月15日～1月14日予定 
販売数量：1日1本限定＜30本限定＞ 

snow peak MOBILE（5F） 
 
商品名：久保田雪峰 
価格：2,760円 
 
人と自然を繋ぐ新しいシーンを作ってきたスノーピークと、
自然の恵みに育まれ、共に歩んできた朝日酒造が、アウト
ドアで日本酒を楽しむ新しい文化を提案します。 

旬菜三山（B2F） 
 
商品名：2018年新春の膳 
価格：1,869円 
 
お赤飯・白味噌仕立てのお雑煮・御祝い肴のセットです。 
提供期間：1月2日～1月6日まで 
提供数量：30個限定 

GINZA SIX限定 
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特別商品 

GINZA SIX 新春メニュー・特別商品リスト 
※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。 
※記載情報は2017年12月13日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。 

2017年12月13日 

GINZA SIX PR事務局 

CIBONE CASE（4F） 
 
商品名：TIER 稲わらお飾り 
価格：3,800円～ 
 
「年」の語源は「稲」といわれます。お米を主食としてきた日
本人は稲を栽培し収穫する周期を「一年」と表すようになり
ました。新潟県南魚沼産のわらを使用しています。霊峰八
海山のふもとに位置する田園では清らかな水と肥沃な大
地に生まれた上質な稲が実ります。稲わら飾りは、一年を
通して飾れるお飾りです。香り立つ稲わらと熟練の職人が
織りなす稲わら飾りで清らかな年をお迎えください。  
販売期間：12月15日～1月9日（予定） 

CIBONE CASE（4F） 
 
商品名：TIER お飾り 
価格：1,200円～  
 
自由に取り付けできるストラップタイプのミニ飾りです。贈り
物の箱やお酒のボトル、カラフェ、ペットのお部屋など、ちょ
こっと添えるだけでハレの日気分が演出できます。 
販売期間：12月15日～1月9日（予定） 

CIBONE CASE（4F） 
 
商品名：Horizontal Void 
価格：16,000円～  
 
10¹² TERRAによる作品、Horizontal Voidシリーズに、季節
の植物をしつらえたものを数量限定で販売いたします。お
正月を迎えるお飾りとして、また、ミニマルなそのたたずま
いは、通年お楽しみいただける グリーンとしての存在感
を持った仕上がりになっております。 
販売期間：12月26日～1月15日（予定） 
 
 

OKANO（4F） 
 
商品名：掛け軸「産土神」（うぶすながみ） 
価格：1,040,000円 
 
縁起ある「赤富士」と、春夏秋冬 四季を通じて緑を保ち不
老長寿の象徴である「松」を箔糸(金銀箔)を用いて佐賀錦
で織りあげました。作品名「産土神」(うぶすながみ)とは、
神道においてその者が生まれた土地の守護神を意味しま
す。日本を代表する霊峰である富士山をこの国全体の守
護神＝産土神として描いた縁起の良い掛け軸です。 
販売数量：1点 

GINZA SIX限定 

漆器 山田平安堂（4F） 
 
商品名：平盃 金箔 
価格：25,000円 
 
贅沢に総金箔で仕上げた盃は新春を祝う席を華やかに演
出いたします。 
サイズ：直径11.8×4cm（天然木・漆塗）  
 
   

中川政七商店（4F） 
 
商品名：漆琳堂 お重  
価格：28,000円  
 
福井県鯖江で創業1793年の漆琳堂が出がけたお重。下に
塗り重ねた赤が透けて深みのある黒色。使うほどに地肌
が落ち着き、変化していくのも楽しめます。コンパクトで上
品なサイズです。 
販売数量：8点 
※なくなり次第終了 

中川政七商店（4F） 
 
商品名：干支ふきん 戌 
価格：700円 
 
外包みに松竹梅と鶴をあしらった、お正月限定の小さなお
ふきんです。中のふきんは無地にワンポイントかわいい戌
の刺繍が入っています。通気性のよい蚊帳生地4枚を縫い
合わせたふきんは吸収性よく使い心地もよいです。 
カラー展開：戌紅、戌白 
※なくなり次第終了 

玉川堂（4F） 
 
商品名：赤富士 青富士 ぐい呑セット 
価格：28,300円 
 
富士山に見立てたぐい呑のペアセット。年末年始のお酒を
銅の酒器で。   銅イオンの効果でお酒もまろやかに。桐箱
入り。ギフトにも。 
販売期間：12月16日～ 
販売数量：10セット 

玉川堂（4F） 
 
商品名：干支フリープレート（2種） 
価格：各18,000円 
 
2018年の干支 戌をあしらったフリープレート。 
若手女性職人がデザイン、製作しています。 
販売期間：12月16日～ 
販売数量：各20枚 
 

玉川堂（4F） 
 
商品名：松竹梅ビールカップ（250ml）3本セット 
価格：87,500円 
 
吉祥のシンボル、松竹梅を彫金で装飾した縁起物のビー
ルカップセット。桐箱入り。贈り物にも最適です。 
販売期間：12月16日～ 
販売数量：5セット 

NO 
IMAGE 

TOWEL THINK LAB（4F） 
 
商品名：GIZAファースト 
価格：フェイスタオル 10,000円（予定） 
     バスタオル 25,000円（予定） 
 
TOWEL THINK LABの中で最高級のブラックレーベル商品
の新商品。世界でもトップクラスの貴重な綿（GIZA88）を用
い、ラグジュアリーな真っ白なタオルです。商品だけでなく
パッケージにもこだわり日本の伝統的な和紙を使って高級
感をさらにUPさせております。（和紙は特注で制作しており、
その後の使用方法はお客様次第です） 
販売期間：12月20日～ 

GINZA SIX限定 


