
 

 

 

＜NEWS LETTER＞ 

報道関係各位 

2018 年 1 月 17 日 

GINZA SIX リテールマネジメント株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

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、国内外の有名パティスリーや最

新のトレンドを発信するブランドが集う銀座において、GINZA SIX ならではの上質なホワイトデーを提案します。

GINZA SIX でしか手に入らない限定スイーツや、銀座で過ごす珠玉の時間を華やかに演出する特別メニュー、

大切な人に贈るギフトとして最適な特別商品を多数展開します。 

  

「ホワイトデーの新定番」 華やかでフォトジェニックなスイーツ、特別メニュー 

パティシエのこだわりが随所にちりばめられたホワイトデー限定のスイーツ、素材にこだわり抜いて作られたレスト

ランメイドのマカロン、手作業によって一枚ずつ丁寧に焼かれたガレットや、菓子職人の匠の技が光るサブレ、

色鮮やかな和菓子など、人気のショップがホワイトデーのために作った特別なスイーツやフードを展開します。

彩り溢れるGINZA SIX限定商品も多数展開し、趣向を凝らした「ホワイトデーの新定番」を提案します。 

また、レストラン・カフェでは、ホワイトデー限定のバラエティ豊かなデザートメニューが揃い、銀座で過ごす特別

なホワイトデーを華やかに演出します。 

※下記は一例。各商品・メニューの詳細および販売期間は別紙参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜GINZA SIX 2018 WHITE DAY＞ 

注目のフードショップ、レストラン・カフェ、ファッションブランドがホワイトデーの最新トレンドを発信 

GINZA SIX ホワイトデー特別メニュー、ギフト 

il Cardinale [6F] 

マカロン 

#0107 PLAZA [4F] 

La Sablésienne 

GINZA SIX 限定 

72 Degrees Juicery + Café by David Myers [5F] 

ホワイトデー期間限定 

フレッシュフルーツ、ブリュレ仕立てのパフェ 

THE GRAND GINZA [13F] 

イチゴと蜂蜜のパルフェ 

ホワイトチョコとのマリアージュ 

framboise [3F] 

オモニエール・ノワール 

GINZA SIX 限定 GINZA SIX 限定 

中川政七商店 [4F] 

吹き寄せお菓子缶 



 

 

 

「GINZA SIXだからこそ叶うラインナップ」 選ぶ楽しさも与えてくれるホワイトデー特別アイテム 

ジュエリー、ウォッチ、バッグなど定番のファッショングッズ、ワンランク上の大人の嗜みを演出するフレグランスやヘ

アケア・ボディケアセット、毎日の暮らしに彩りを添えるフラワーベースやマグなどのライフスタイル雑貨の他、パーソ

ナルトレーナーが一人ひとりに合わせたプログラムを提案するビューティーエクササイズの“体験型ギフト”もご用意。

ワールドクラスクオリティのブランドからバラエティ豊かなギフトアイテムが揃いました。 

※下記は一例。各店舗の商品および販売期間は別紙参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間限定のポップアップショップ 

 

■ホワイトデー時期に展開するポップアップショップ 

 

▼ル･ボヌールパリス （B2F） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

snow peak MOBILE [5F] 

チタンダブルマグ 

La Maison VALMONT [B1F] 

IL PROFVMO ホワイトデー限定キット 

KAREN WALKER [3F] 

キーチャーム 

玉川堂 [4F] 

フラワーボール 

SEIKO Boutique [５F] 

セイコー ゴールドフェザー デザイン 復刻モデル 

SCXP086 
GINZA SIX 限定 

SJX [5F] 

ダイヤモンドモチーフネックレス 

フランスの老舗《パリキャラメル社》より直輸入し、日本で唯一の独占販売権

を得ている洋菓子店。果汁 50％以上の配合で作られるパート･ドゥ･フリュイ

や高級発酵バターで作られるキャラメルが人気。パート･ドゥ･フリュイ 全 18

フレーバーより、バランス良く 6 粒を詰め合わせた商品などを展開します。

果汁 50％以上の配合で作られるフルーツゼリーで、希少価値の高いフラ

ンス産の厳選されたフルーツを使用しており、ワインやシャンパンとの相性

も抜群です。 

【開催期間】 2018 年 3 月 6 日（火）～4 月 1 日（日） 



 

 

 

■1月オープンのポップアップショップ 

 

▼AND THE FRIET （B2F） 

 

 

 

 

 

 

 

▼EMILIO PUCCI （3F） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼SANYO COAT POP UP STORE （4F） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜GINZA SIX 基本情報＞ 

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

【ADDRESS】〒104-0061 東京都中央区銀座 6 丁目 10-1 

【HP】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。 

□休館日 不定休 ※2018 年 2 月 26 日・27 日は休館 

□アクセス 東京メトロ 銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座」駅から地下通路にて直結 

 

 
 

＜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/ 

東京・広尾で行列のできるフレンチフライ専門店「AND THE FRIET(アンド ザ 

フリット）」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（プッチ モノクローム）」 

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） 

http://ginza6.tokyo/
mailto:ginzasix_pr@ssu.co.jp
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GINZA SIX ホワイトデーおすすめメニュー・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2018年1月17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。 

2018年1月17日 

GINZA SIX PR事務局 

オリジンヌ・カカオ（B2F） 
 
商品名：ボンボンショコラ詰合せ 8個入 
価格：2,400円 
 
すべての種類が異なるボンボンショコラの詰合せ。ブランド
ロゴをのせたカカオの力強い苦みが特徴のビターガナッ
シュをはじめ、フルーツやナッツなどの様々なフレーバーと 
ショコラの組み合わせをお楽しみいただけます。  

オリジンヌ・カカオ（B2F） 
 
商品名：焼菓子詰合せ 13個入 
価格：3,000円 
 
オリジンヌ・カカオの焼菓子にはアトリエでホールから粉末
に挽いたアーモンドをふんだんに使用しています。挽きた
てのアーモンドを使用することで生まれる風味豊かな味わ
いが特徴です。 

ル・ブーランジェ・ドゥ・モンジュ（B2F） 
 
商品名：フリュイ エ ショコラ ブラン 
価格：800円 
 
クランベリー、オレンジピール、ホワイトチョコを入れて、マ
カロンをトッピングして焼き上げた香りの良いブリオッシュ
です。フルーツ入りのソフトな食感のブリオッシュとマカロン
の食感、風味をお楽しみいただけます。 
販売期間：3月1日～3月14日まで 
販売数量：1日限定20個 
 
 GINZA SIX限定 

発酵酢屋 庄分酢（B2F） 
 
商品名：飲む酢 あまおう 
価格：1,900円 
 
福岡県大川市で、酢づくり300年。発酵酢屋 庄分酢からお
届けするのは、女性に大人気の「飲む酢 あまおう」です。
博多あまおうを醸した純粋ないちご酢にあまおう果汁を加
え、甘みはハチミツのみ。水や炭酸で割れば、ピンク色が
美しいドリンクビネガーの出来上がりです。大好きな人が、
いつまでも、健康で美しくあるように。ほろ甘い幸せな時間
のはじまりに、乾杯！  

パティスリー銀座千疋屋（B2F） 
 
商品名：銀座クッキー詰合せ 
価格：3,300円 
 
色とりどりの一口サイズのフルーツクッキー。さっくりとした
食感と、ほんのり上品に香るフルーツの香りをお楽しみく
ださい。 

パティスリー銀座千疋屋（B2F） 
 
商品名：銀座ボンボンショコラ 
価格：600円 
 
練乳クリームをフルーツフレーバーのチョコレートで包んだ
まろやかな味わいのストロベリー・マンゴーと、香ばしい
ナッツテイストのクリームをミルクチョコレートで包んだヘー
ゼルナッツの3種の風味豊かなアソートです。 
販売期間：4月中頃まで 

PALETAS（B2F） 
 
商品名：praliné poire 
価格：537円 
 
じっくりとローストしたヘーゼルナッツをキャラメリゼしたジェ
ラートに、食感と香りを引き立てるローストアーモンドを混
ぜ込みました。爽やかな甘さと香りの洋梨を加え、ジェラー
トに馴染むカカオ特有の豊かな風味とローストナッツを思
わせる香ばしさのチョコレートを使用したガナッシュをアク
セントに。 
販売期間：3月1日～3月14日まで 

マーロウ（B2F） 
 
商品名：ストロベリーチーズプリン 
価格：950円 
 
フランス、ブルターニュのフルーツ加工専門社ラ・フルティ
エ社のストロベリーピューレをふんだんに使ったプリンです。 
無添加のピューレですが果実を完熟してからピューレにし
ているのでいちごの香り・味がとても良いです。クリーム
チーズとの相性が良く濃厚ですがいちごの甘酸っぱさを引
き立ててくれています。 
販売期間：2月下旬～3月中旬まで 

マーロウ（B2F） 
 
商品名：紅ほっぺブリュレ 
価格：750円 
 
プリン生地の卵は卵黄のみを使っているため生クリームも
合わさって濃厚で滑らかに仕上がっています。糖度の高い
紅ほっぺのプレザーブをたっぷりとプリンの上にのせてあ
ります。容器も美濃焼きの陶器に入れて可愛らしく仕上げ
ています。 
販売期間：2月下旬～3月中旬まで 

マーロウ（B2F） 
 
商品名：3種のベリー入りホワイト生チョコレート 
価格：1,950円 
 
2018年のホワイトデー限定陶器です。ベルギーのベルコ
ラーデ社のホワイトチョコレートをたっぷり使った生チョコ
レートです。酸味とコクを加えるためエペスクリームを使い
表面はカシスピューレを混ぜマーブル状の綺麗な仕上がり
になっています。中にはドライクランベリー、ドライラズベ
リー、紅ほっぺのプレザーブの3種のベリーが入っています。 
食べるたびに色々な味が楽しめるホワイト生チョコレートで
す。 
販売期間：2月下旬～3月中旬まで 

ふふふあん by 半兵衛麸（B2F） 
 
商品名：梢(ココア・紅茶・抹茶) 
価格：各700円 
 
麸づくりの技をひと技プラスした、お茶やお酒の時間が楽
しくなるチョコレートをコーティングした甘さ控えめな大人の
お菓子です。ふふふあんシリーズの「梢」(こずえ)は、たくさ
んの小さな枝先をイメージしました。ココア、紅茶、抹茶の3
種類の味をご用意しております。  
※ホワイトデー仕様パッケージ 

HONMIDO（B2F） 
 
商品名：本実堂サンドホワイトデー 
価格：680円 
 
淡く優しい食感の淡雪に、2枚のうすく繊細に焼き上げたラ
ング・ド・シャを重ねた「本実堂サンド」。上品で香り高い抹
茶と、深煎りが香ばしいきな粉の豊かな味わいです。ホワ
イトデーのちょっとした贈り物におすすめです。 
販売期間：2月15日～3月14日まで 

GINZA SIX限定 

中川政七商店（4F） 
 
商品名：吹き寄せお菓子缶 
価格：1,800円 
 
おせんべいや落雁、コンペイトウなど色鮮やかな日本の干
菓子が詰まった「ふきよせ」です。手作業によって1つ1つ丁
寧に詰められており、蓋を開けると隙間なく詰められた色と
りどりのお菓子に思わず歓声が上がりそう。中川政七商店
オリジナルの鹿モチーフや麻の葉モチーフの最中皮も入っ
ています。華やかな金色の缶で、バレンタインのお返しや
七五三などのお祝いや手土産にぴったりです。  
販売期間：2月下旬～なくなり次第終了 

BETJEMAN & BARTON（B2F） 
 
商品名：ガレット2種アソート 
      （クラシック、カカオ各7枚入り） 
価格：1,400円 
 
食の宝庫フランス「ブルターニュ地方」のゲランドの塩や
たっぷりのバターを使用し、手間と時間を惜しまずに職人
の手作業により一枚ずつ丁寧に焼き上げました。ホワイト
デーの贈り物にピッタリのアイテムです。 
販売期間：2月下旬～3月中旬まで 
販売数量：数量限定 

GINZA SIX限定 

#0107 PLAZA（4F） 
 
商品名：La Sablésienne 
価格：380円～3,300円 
 
ラ・サブレジエンヌは、本店がサブレ発祥の地「サブレ-シュ
ル-サルト」にあり、サブレはすべてこの本店の工場で製造
されています。1962年に初代社長ジャスティエ氏が初めて
サブレを工業化して以来、今も変わらずサブレ侯爵夫人の
伝統あるレシピを守り、作り続けています。サブレは50年
以上前と同じ金属製の板を使い、手作業で一枚一枚丁寧
に箱に詰まれます。 
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レストラン ・カフェ 

GINZA SIX ホワイトデーおすすめメニュー・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2018年1月17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。 

2018年1月17日 

GINZA SIX PR事務局 

松重（6F） 
 
メニュー名：黒毛和牛牛カツ御膳 
価格：2,200円 
 
厳選された国産黒毛和牛の赤身を使用した、やわらかく
ジューシーな牛カツです。塩とワサビ、柚子胡椒ポン酢で
さっぱりと召し上がれます。  

TEPPANYAKI 10 GINZA（6F） 
 
メニュー名：おまかせコース 
価格：10,800円 
 
旬の味覚と、雲丹・伊勢海老・鮑・A５ランクの黒毛和牛等
贅沢食材をたっぷりのおまかせコース。食後のカフェとご
一緒に、ホワイトデー限定フランス産の厳選チョコレートを
使用した自家製スイーツを御用意いたします。 
提供期間：2月14日～3月18日まで 

NO 
IMAGE 

GINZA SIX限定 

il Cardinale（6F） 
 
商品名：マカロン 
価格：1,500円 
 
ホワイトデーの贈り物として、当店の系列店で人気の新感
覚イタリアンマカロンを期間と数量を限定して予約販売致
します。 
販売期間：3月1日～3月14日まで 
販売数量：6個 

GINZA SIX限定 

旬熟成 GINZA GRILL （13F） 
 
メニュー名：ホワイトデー限定デザートプレート  
        ※通常コース内のデザート 
 
パティシエ特製デザートの盛り合わせ  
提供期間：3月14日限定  

NO 
IMAGE 

GINZA SIX限定 

72 Degrees Juicery + Café by David Myers（5F） 
 
メニュー名：ホワイトデー期間限定 
        フレッシュフルーツ、ブリュレ仕立てのパフェ 
価格：1,400円 
 
ブリュレ仕立ての自家製カスタードクリームに、5種類のフ
レッシュフルーツを添えて。「奇跡の植物性たんぱく源」と
呼ばれるチアシードをマンゴーベースのソースでパフェと一
緒にお召し上がりください。 
提供期間：3月5日～3月14日まで 
提供数量：1日20食限定 
 
 

framboise（3F） 
 
メニュー名：オモニエール・ノワール 
価格：1,780円 
 
マスカルポーネのケーキをクレープ生地で包み、苦めの
チョコレートソースに定番のオレンジやナッツ類をちりばめ
ました。  

GINZA SIX限定 

THE GRAND GINZA（13F） 
 
メニュー名：イチゴと蜂蜜のパルフェ 
         ホワイトチョコとのマリアージュ  
価格：1,500円  
 
徳島産苺のコンフィチュールを敷き詰め、苺と蜂蜜をベー
スにしたパルフェアイスをホワイトチョコレートの器に盛り込
みました。春を感じる甘酸っぱい苺と蜂蜜のマリアージュを
お楽しみください。  
提供期間：2月15日～3月31日まで 

THE GRAND GINZA（13F） 
 
メニュー名：pure white -ピュアホワイト-  
価格：1,800円 
 
ベースをホワイトカカオリキュールで甘いチョコレートのお
返しをイメージし作り上げ、最後にホワイトチョコレートを
削ったものをふんだんに散らし、ふんわり優しさを感じるフ
ローズンカクテルに仕上げました。  
提供期間：2月15日～3月31日まで 

GINZA SIX限定 

GINZA SIX限定 
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特別商品 

GINZA SIX ホワイトデーおすすめメニュー・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2018年1月17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。 

2018年1月17日 

GINZA SIX PR事務局 

Maison de NADIA（2F） 
 
商品名：NINA RICCI 2018 SPRING/SUMMER 
      JEWELRY COLLECTION「MINERVE」 
      K18ブルートパーズリング 
      K18ブルートパーズペンダント 
価格：K18ブルートパーズリング 156,000円 
     K18ブルートパーズペンダント 153,000円 
 
NINA RICCIの春夏のジュエリーコレクションのテーマはギ
リシャ神話の女神たち。「MINERVE」(ミネブ)は2つのブルー
トパーズが寄り添うようにセッティングされた、シンプルなカ
ラーストーンジュエリー。シックなブルーとイエローゴールド
で大人の可愛らしさを演出します。  
販売期間：3月1日～3月31日まで 
カラー展開：イエローゴールド、ブルートパーズ 

AHKAH（2F） 
 
商品名：サクラパヴェミディネックレス 
価格：188,000円 
 
桜をモチーフにしたパヴェネックレス。 
販売期間：2月7日～ 
販売数量： 3点 

NO 
IMAGE 

AHKAH（2F） 
 
商品名：フィルージュウォッチ 
価格：72,000円 
 
フィルージュウォッチの新作。ピンク色が華やかに手もとを
彩ります。 
販売期間：2月7日～ 
販売数量： 3点 

NO 
IMAGE 

AHKAH（2F） 
 
商品名：フィルージュウォッチ 
価格：69,000円 
 
フィルージュウォッチの新作。シルバーがクールな印象を
与える大人の女性のためのウォッチです。 
販売数量： 3点 

NO 
IMAGE 

SIXIÈME GINZA（2F） 
 
商品名：Gem Kingdom. “ MARIE PINK ” ネックレス  
      “ HERO PINK ” ネックレス  
価格：各50,000円 
 
様々なカラー、スタイルをした「キューピー」をペンダントトッ
プにしたネックレス。ボディが“ピンク”カラーの「シジェーム 
ギンザ」オリジナル商品。 
販売期間：2月21日～3月14日まで 
販売数量：各3個 

GINZA SIX限定 

ADEAM（3F） 
 
商品名：（写真左から）ART FRAME BAG、 
     MINI ART FRAME BAG、DOUBLE PIERCING BAG、 
     GEM SPHERE BAG 
価格：（左から）120,000円、92,000円、83,000円、86,000円 
 
スウェード素材を仕様したバッグです。左のバッグは、     ショ
ルダーストラップがついており、2WAYでお使い頂けます。
右のバッグは、それぞれのカラーに合わせたマーブル調の
ボールパーツがデザインのポイントでマグネット開きになっ
ています。 
販売数量：各10 
カラー展開：ピンク、ブラウン、ブラック 
サイズ展開：（左から）タテ19㎝×ヨコ34㎝×マチ7.5㎝ 
        タテ12.5㎝×ヨコ23㎝×マチ7㎝ 
         タテ19㎝×ヨコ10.5㎝×マチ10.5㎝ 
        タテ20㎝×ヨコ15㎝×マチ15㎝ 
 

KAREN WALKER（3F） 
 
商品名：キーチャーム 
価格：6,000円 
 
Runaway GirlやArrowのモチーフを使用したピンク×ゴール
ドのキュートなキーチャーム。 
販売期間：2月中～なくなり次第終了 
販売数量： 15個 

GINZA SIX限定 

#0107 PLAZA（4F） 
 
商品名：Andrea Garland 
価格：3,200円 
 
アンドレア・ガーランドは肌をいたわり優しく保護する植物
由来の成分を使用したナチュラルコスメです。ボタニカルな
世界を知りつくした彼女の作るクリームやオイルには植物
からの恵みがたっぷり。ヴィンテージへの愛をヒントにデザ
インされたパッケージは再利用可能で自然環境を大切に
する彼女の思いが込められています。 

Tabio Japan（4F） 
 
商品名：ホワイトデー限定 
      四つ葉のクローバー刺繍ソックス 
価格： 1,100円（予定） 
 
原料の綿は、ハイグレード且つシャープでキレのある超長
綿を使用しております。一般的なシルケット加工の糸よりも、
特に優れた光沢感を持つ希少な糸で編み立てられたMade 
in Japanの靴下です。GINZA SIX店限定ホワイトデー刺繍
を施しました。 
販売期間： 2月下旬～ 
販売数量：10足 
カラー展開：紺、グレー、白、赤 
サイズ展開：22.5cm～24.5cm 

GINZA SIX限定 

D-BROS（4F） 
 
商品名：フラワーベース 
価格：1,000円 
 
平らなビニール袋に水を入れるだけで立体的な花瓶にな
るビニール製のフラワーベース。使わない時はぺったんこ
なまま保管でき、繰り返し使える利便性が贈り物にも好評
いただいております。ホイワトデーにあわせて発売される
新作デザインは、絵の具を垂らしたようなイメージで、春ら
しい鮮やかなデザインに仕上げました。 
販売期間：2月下旬～（予定） 
カラー展開：2色1セット／2カラー展開 

NO 
IMAGE 

玉川堂（4F） 
 
商品名：フラワーボール 
価格：28,000円 
 
女性職人による、上品で可愛らしいデザインの花器。銅に
よる浄水効果があり、お花が長持ちします。中にネットが
入っているので、花を挿しやすくなっています。 
カラー展開：紫金色、金色、黒銀 

玉川堂（4F） 
 
商品名：一輪生 繭 
価格：18,000円 
 
女性職人が1年をかけて手掛けた花器。女性ならではの感
性で新たな鎚目と色の表現を求め、銅という素材の可能性
をまた一つ広げた、手の平サイズの花器です。 
カラー展開：青色、銀色、素堂色、芽吹 
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特別商品 

GINZA SIX ホワイトデーおすすめメニュー・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2018年1月17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。 

2018年1月17日 

GINZA SIX PR事務局 

1PIU1UGUALE3（5F） 
 
商品名：PIU1UGUALE3SPECIALコラボ LADYS 
      MASTEROFARTS×Disney×1PIU1 
価格：38,000円 
 
夢を求め続ける勇気さえあれば、すべての夢は必ず実現
できる。 いつだって忘れないでほしい。すべて一匹のねず
みから始まったということを。2018年生誕90周年を迎える
「伝説のアイコン」Mickey Mouse を迎え、1PIU1UGUALE3 
×MOA×Disneyのトリプルコラボレーションが実現した、 
大人の白スニーカーと黒スニーカー。1PIU1UGUALE3完全
限定生産の特別モデルです。 
販売期間：2月上旬～ 
販売数量：200足 
カラー展開：黒、白 
サイズ展開：37～45 

Gente di Mare（5F） 
 
商品名：GIANNETTO Pocket Chief 
価格：5,000円 
 
南イタリアのシャツ専業ブランドで、シャツと同じ生地で合
わせた柄で夏らしいチーフを展開。ジャケットスタイルなど
にピッタリなチーフ。GINZA SIX店だけの限定商品。 
販売期間：2月中旬～（予定） 
販売数量：3点 
カラー展開：2色 

NO 
IMAGE 

GINZA SIX限定 

Gente di Mare（5F） 
 
商品名：GIANNETTO Necker Chief 
価格：8,000円 
 
南イタリアのシャツ専業ブランドで、シャツと同じ生地で合
わせた柄で夏らしいチーフを展開。ジャケットスタイルなど
にピッタリなチーフ。GINZA SIX店だけの限定商品。 
販売期間：2月中旬～（予定） 
販売数量：2点 

GINZA SIX限定 

NO 
IMAGE 

SJX（5F） 
 
商品名：ダイヤモンドモチーフネックレス 
価格：64,000円、 66,000円 
 
定番のモチーフもほどよい地金のボリュームとダイヤモン
ドがリッチな印象に。 
クロス、ホースシューモチーフはそれぞれYGもご用意。 
カラー展開：K18YG（スター、クロス、ホースシュー） 
        K18WG（クロス、ホースシュー） 
  

snow peak MOBILE（5F） 
 
商品名：チタンダブルマグ 
価格：220ml 3,130円、300ml 3,430円、450ml 3,930円 
 
二重構造のチタン製マグカップ。軽くて強く、金属臭がない
のでお酒を飲むのにもピッタリ。熱いものを入れてもマグ自
体が熱くなりません。 
サイズ展開：220ml、300ml、450ml 
※写真は300mlです 

BEAUTY TERRACE GINZA ～DRESS CIRCLE～（B1F） 
 
商品名：ホワイトデー自分磨きNEWビューティー 
     エクササイズ＜美筋メイキング60分コース＞ 
     加圧ビューティー＋X BODY ※女性限定 
価格：初回7,500円 
 
忙しい女性必見！短時間・短期間で効率的に女性らしいし
なやかなボディラインをつくれる美筋メイキング！パーソナ
ル指導で行うので一人ひとりのお体にあったプログラムを
ご提供いたします。 
販売期間：3月14日～ 

La Boutique Guerlain（B1F） 
 
商品名：ローズ バルバル 125ml 
価格：38,400円 
 
ヨーロッパでは繁栄や成功などの象徴として王家の紋章に
も使われる「Bee-蜂」。アートのようにカラフルでモダンな
ビーボトルと、代表的な人気の香りが融合し、世界で4店舗
目の日本ではGINZA SIX店限定での限定フレグランス。ピ
ンクでかわいらしいボトルとローズをモダンに表現したフェ
ミニンな香りは、女の子のマストハブアイテムです。 

GINZA SIX限定 

La Maison VALMONT（B1F） 
 
商品名：IL PROFVMO ホワイトデー限定キット 
価格：9,500円 
 
太陽が燦々と降り注ぎ、香り高いフルーツ、花々、オリーブ
の木々が茂る豊かな自然に囲まれたイタリアの田舎町。そ
こで生まれ育ったアーティスト 調香師 シルヴァナ・カソーリ
が自然でエレガントな香りを 奏でます。ファッション、気分、
シーンによって様々な香りを纏い、至福の空間をお楽しみ
ください。  
内容量：フローラルな香り10ｍL×3本セット 
      シルヴァナ/ローズセクリート/コクリコ 
販売期間：2月末～ 
※数量限定 

GINZA PEEKｰAｰBOO AVEDA（B1F） 
 
商品名：ヘア＆ボディケア セット 
      ラベンダーバスソルト セット 
      選べるアロマ 万能ボディオイル セット 
価格：ヘア＆ボディケア セット 5,400円 
     ラベンダーバスソルト セット 5,616円 
     選べるアロマ 万能ボディオイル セット  4,104円 
 
男性からも贈りやすく、季節感のあるヘアケア、ボディケア
アイテムを揃えました。それぞれ、ストレスフィックス ラベン
ダーボディークリーム(限定サイズ)とセットになったGINZA 
PEEK-A-BOO AVEDAオリジナルセットです。 
販売期間：3月1日～3月14日まで（なくなり次第終了） 
※写真は「ヘア＆ボディケアセット」です。 

GINZA SIX限定 

TOWEL THINK LAB（4F） 
 
商品名：ホワイトデー刺繍 
価格：1文字50円～ 
 
イニシャルやお名前、花刺繍を入れて特別な1枚に。刺繍
は字体や色もお選びいただけ、楽しみながら作っていただ
けます。お刺繍は仕上がりに約3日～1週間かかります。  
カラー展開：刺繍カラー9色 

World Footwear Gallery（5F） 
 
商品名：SOCKSist 
価格：1,500円 
 
“Made in Japan”のクオリティーにこだわり、かつファッショ
ン性も兼ね備えたソックスブランド。綿100%の表糸は上質
な光沢感があり、 また、シルケット加工という高度な加工
を行うことにより、着用時の毛羽立ちを軽減してるレディー
スソックス。 
販売期間：2月下旬～3月下旬まで 
カラー展開：20色前後 

NO 
IMAGE 

SEIKO Boutique（5F） 
 
商品名：セイコー ゴールドフェザー デザイン 
      復刻モデル SCXP086 
価格：22,000円 
 
1960年代に「羽のような薄さとやわらかな着け心地」をコンセプト
に誕生した「セイコー ゴールドフェザー」をペアモデルとしてリメ
イク。薄型形状の無駄のない文字盤のデザインが特徴で、カ
ジュアルにもフォーマルにも合わせやすく、オールマイティに
コーディネートできるシンプルなデザインです。 
販売期間：2月15日～3月14日まで 
カラー展開：シルバーダイアル×クロコ調茶色ストラップ 
         ブラックダイアル×カーフ黒色ストラップ 
         ダークグリーンダイアル×リザード調黒色ストラップ 
         オフホワイトダイアル×クロコ調黒色ストラップ 
サイズ展開：レディス 直径30mm、メンズ 直径38mm 
※GINZA SIX限定で裏ブタに期間限定のハートの絵文字を刻印
できます。（二週間程度お時間をいただきます。）  
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2018年1月17日 

GINZA SIX PR事務局 

PANPURI（B1F） 
 
商品名：スカーレッドルージュ オードトワレ セット 
価格：6,500円 
 
女性的で魅力的なローズとゼラニウムのブレンドに、ジャ
スミンの香りを添え、普遍的な美しさを持つ、高貴な女性を
連想させるようなオードトワレとハンドクリームのセット。 
販売期間：3月1日～3月14日まで(予定) 
サイズ展開：EDT 50ml、ハンドクリーム30ml 
 
 

Salon des Parfums（B1F） 
 
商品名：アニック グタール スプレンディド ハンドクリーム 
価格：7,600円 
 
摘みとったばかりのバラの香りにシルクのようななめらか
な使用感のハンドクリームです。幸福感に包まれ、心を解
放してくれることでしょう 。ニュイ エ コンフィダンスバック
アクセサリー付き。 
販売個数：10個 
内容量：75mL 
 
 

NO 
IMAGE 

GINZA SIX限定 


