


中央吹き抜けに展示中の吉岡徳仁氏によるアートインスタレーション
《Prismatic Cloud》を、期間限定でライトアップ。巨大な光の彫刻をムー
ビングライトで演出し、ホリデーシーズンらしい華やかさが創出される。

対象期間中、数量限定で、ご来館やショッピングをより特別な瞬間へひき
あげるギフトをご用意。

期間中、B1F～6Fフロアにて税込10,000円以上（期間中のレシート合算可）お買
い上げの各日先着1,000名様に、影の動きが楽しめるオリジナルメッセージカードを 
プレゼントいたします。

GINZA SIX公式ホームページでは、圧巻の吹き抜け空間の《Prismatic 
Cloud》の一部を360度3D-VRで楽しめる。リアルな作品とオンライン 
での視聴体験との違いもぜひ感じてみたい。

※すべて、お一人様1点限りのお渡しとなります。

《Prismatic Cloud》
スペシャルライトアップ。

GINZA SIXオリジナルギフトがもらえる、特別な日も。

※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10月 
22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9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、CG=シャンパンゴールド、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
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▶《Prismatic Cloud》 公式ホームページでも360度3D-VRで体験！
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Contents
開催期間   2020年11月9日（月）～2021年2月下旬（予定）

場　  所   2F 中央吹き抜け

公 開 日   2020年12月上旬（予定）

配 布 日 時  2020年12月5日（土）・12日（土）・19日（土）・26日（土） 各日12時～17時

配 布 日 時  2020年12月18日（金）・19日（土）・20日（日） 各日12時～17時

ギ フ ト
   【B2F】ミニメッセージカードをプレゼント 
【各階レストラン·カフェ】オリジナルマスクケースをプレゼント 
※各店舗にて配布、限定数に達し次第終了いたします。 
※一部対象外の店舗がございます。

配 布 場 所   1F 中央通り側エントランスにて配布

配 布 場 所   5F 特設カウンター

配 布 期 間   2020年12月19日（土）～

※各日先着2,000名、なくなり次第終了させていただきます。

※各日先着1,000名、なくなり次第終了させていただきます。

▶  12月の毎週土曜日は、ご来館の方へ先着で 
「オリジナル紙石鹸」をプレゼント

▶  影の動きのサプライズ！メッセージカードをプレゼント

▶  さらにフード＆レストランフロアでも、 
お買い上げの方へ先着でギフトをご用意

※掲載内容は予告なく、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。3

人と人とが会うことが、以前では考えられないほど躊躇してしまう時代、

それが特別で貴重なことだと、多くの人が頭の片隅で感じているのではないだろうか。

これまでの「待ち合わせ」は、街の中の目印となる場所で誰かと会うために待つこと。

しかし、待ち合わせる人の数だけそれぞれの物語がある。

GINZA SIXは「待ち合わせ」を再定義し、

GINZA SIXらしさのある「新しい待ち合わせ」で迎え入れる。

ここで過ごすどの瞬間を切り取っても、特別な時間となる素敵な体験を。

GINZA SIX MOMENT
～時をたのしむ待ち合わせ～

GINZA SIX XMAS 2020

《視覚ディレクター》
河野 未彩 Midori Kawano

《編み師》
203gow
《美術家》

小林 椋 Muku Kobayashi

《アーティスト》

藤倉 麻子 Asako Fujikura

《グラフィックデザイナー》

MACCIU

《アーティスト》

玉山 拓郎 
Takuro Tamayama

《アーティスト》

WAKU

▶ART CONTAINER参加アーティスト

GINZA SIXアプリ会員限定の
特別ムービーを配信

「ART CONTAINER」制作クリエーター・アーティストの特別ムービーを、GINZA SIXアプリ会員様だけに限定で配信。
2020年12月上旬配信予定。

GINZA SIXに出現する新たな「待ち合わせ」場所で、1人1人それぞれの 
待ち合わせを見つけたい。

GINZA SIXで「新しい待ち合わせ」を。
「新しい待ち合わせ」をコンセプトに、様々な業界で活躍する8名のクリエーター・アーティストが 
館内各所の「ART CONTAINER」に表現する。オリジナルのアート作品がコンテナに展開され、
出会いを待つ時間、出会った瞬間、一緒に繰り出す人・時間・場所に寄り添い、安心・安全な新しい
待ち合わせを創造する。コンテナに広がるのは、視覚にとどまらず様々な感性を刺激する別世界だ。
GINZA SIXで、銀座の街で、充実した特別な時間を過ごしたい。

ART CONTAINER

※2020年11月30日（月）までにGINZA SIXアプリへ新規ご入会の方も対象です。 ※GINZA SIXアプリにて配信します。

※全て画像はイメージです

開催期間    2020年11月9日（月）～ 
2021年2月下旬（予定）

場　  所   館内各所

※ 2020年12月1日（火）～12月25日（金）まではクリスマスバー
ジョンで彩ります。
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《サウンドアーティスト》

evala
（See by Your Ears）
※2020年12月1日（火）～



美しくきらめく
幸運のモチーフを
指先にひとつ。

GINZA SIX
SAINT LAURENT

サンローラン

両サイドのパネルが構築的かつ機能性に
優れたアイコンバッグ〈ベイビー・ダウンタ 
ウン〉。きめの細かいコットンキャンバスと 
ナチュラルレザーのコンビモデルを、日本限
定で発売。クラシカルな雰囲気にゴールドの
カサンドラロゴが映え、ハンドルに付いたキー
リングも絶妙なアクセントに。小ぶりなサイ
ズで使いやすく、様々なシーンで活躍する。 

〈ベイビー・ダウンタウン〉36×19.5×12㎝、
195,000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】

Van Cleef & Arpels
ヴァン クリーフ アンド アーペル

四つ葉のクローバーに着想を得た〈アル 
ハンブラ コレクション〉は、1968年に誕生し
たメゾンを代表するコレクション。2018年に
加わったギヨシェ装飾を施したイエローゴー
ルド モチーフに、リングが新たにラインアッ
プ。放射線状に広がる模様が光をとらえ、角
度を変えるごとに太陽のような輝きを放ちな
がら様々に表情を変える。小ぶりな1モチー
フながら、見る人を惹き付ける魅力に溢れ
ている。〈ヴィンテージ アルハンブラ〉リング

（YG）350,000円。／ヴァン クリーフ アン
ド アーペル 
℡03-6263-9761【B1F～2F】

日本限定で登場した
キャンバス×レザーの
注目モデル。
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GINZA SIXからはじまる  
未来を照らすギフトとの出合い。

いつもと違うクリスマスだからこそ、
目にするたびに豊かな時間をもたらしてくれる名品を自分に、そしてあの人へ。

GINZA SIXにはどんな時も変わらず、胸弾む特別な出合いが待っている。
※GINZA SIX限定商品は一部の商品を除き、11月9日（月）からの販売を予定しています。

Photographs : Shuhei Tsujigo (Pile Driver)

シグネチャーバッグの進化形に
使い勝手の良い

ミディアムサイズが新登場。

Xmas Gift Ideas

CELINE
セリーヌ

パリ本社・アトリエの住所から名付けられた
セリーヌのアイコンバッグ〈16（セーズ）〉。
今年、アーカイブから着想された特徴的な
フラップとゴールドのターンロックはそのまま 
に、より柔らかい革と長めのストラップでアップ
デートされた。写真は、新登場したミディアム 
サイズ。A4の書類も収まる大きさでビジネス 
にも使いやすく、ひと目で分かるレザーの質の
高さが装いを格上げしてくれる。〈16 SOFT〉
32×24×15㎝、350,000円（予定価格）。
セリーヌ バイ エディ・スリマン／セリーヌ
℡03-5537-3800【1F～2F】
※販売は11/20～

House of Dior Ginza
ハウス オブ ディオール ギンザ

ディオールにとって象徴的な場所、パリ・サント 
ノレ通り。ここに誕生したブティックでエクスクルー
シブに展開されたバッグ〈ディオール サントノレ〉
が日本でもGINZA SIX限定でお目見え。アー
ティスティック ディレクターのマリア・グラツィア・
キウリが表現したのは、時代を超えたエレガンス。
上質なレザーが生むフォルムが美しく、“CD”シグ
ネチャーを配したクラスプには気品が漂う。ショル
ダーストラップを付けて斜め掛けすれば、カジュア
ルなスタイルにも似合う。〈ディオール サントノレ〉
25×19×12㎝、460,000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

エレガンスが香り立つ
ディオールの
ニューアイコン。
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時を超えて受け継ぐ
伝統と上質を。

一流メゾンが集結し、普遍的な美しさに出合える１F。
これからの人生を共に歩み、素敵な時を刻む

名品を手にする感動のひとときを。
※GINZA SIX限定商品は一部の商品を除き、11月9日（月）からの販売を予定しています。

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

秋冬らしいシックな新色のバルーンバッグは、上質なナパカーフを使用。ロエベなら 
ではのクラフツマンシップ溢れる堅牢なデザインながらも、すっきりとしたシルエットを 
実現。軽やかな雰囲気も併せ持つ、大人の女性に相応しい逸品。〈バルーン バッグ〉
21.5×31×16㎝、335,000円。／ロエベ ℡03-3569-2030【1F】

〈ハッピーダイヤモンド ペンダント〉から日本限定のクリスマスの新作が登場。華やかな
ルビーのムービングストーンを胸元にさりげなく輝かせて。〈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×ルビー、186,000円。ショパール／ 
ショパール ブティック ℡03-6274-6813【1F】 ※販売は11/21～

ラッキーチャームにもなりそうな〈POSSESSION〉シリーズの新作ペンダント。ダイヤ 
モンドで囲んだピンクゴールドのパーツには文字を刻印できる。回転させると、パヴェ 
ダイヤモンドが現れる。〈POSSESSIONペンダント〉PG×ダイヤモンド、668,000円。 
※エングレービングは無料サービス ピアジェ／ピアジェ ブティック ℡03-5537-3766【1F】

01
Chopard Boutique

ショパール ブティック

03
LOEWE
ロエベ

02
PIAGET BOUTIQUE 

ピアジェ ブティック

01

03 02

1F

GINZA SIX
Xmas

Gift Ideas
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アイコンバッグが
より使いやすく、優美に
アップデート。

大人のお洒落心をくすぐる
カジュアル＆モードな

素材使い。
VALENTINO

ヴァレンティノ

キルティング素材にマイクロスタッズを施し、
ラグジュアリーとモードを融合させた〈ロック
スタッズ スパイク〉。今シーズン登場したの
は、ニスで艶を出したナプラックレザーとムー
トンのユニークな組み合わせ。調節が可能
なチェーンストラップによって、ショルダーや 
クロスボディーとして、また取り外してクラッチ
と、多彩な持ち方ができるのも魅力。〈ロック
スタッズ スパイク ミディアムショルダーバッ
グ〉23.5×15.5×7㎝、435,000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】

FENDI
フェンディ

フェンディのアイコンバッグのひとつ〈バゲッ
ト〉が進化した〈バゲット チェーン〉。新たに
付けられたゴールドのスライド式ストラップ
チェーンが、より洗練されたスタイルと使い
勝手を両立させている。柔らかなナッパレ
ザーに施されたキルト加工が生むふっくらと
したシルエット、またオフホワイトとブラックの
コンビネーションが優美でモダンな存在感
を醸し出す。トップハンドル、クロスボディー、
クラッチ、ショルダーと幅広い使い方が可
能。〈バゲット チェーン〉27×13.5×6㎝、
302,000円（予定価格）。／フェンディ 
℡03-3569-0311【B1F～3F】
※販売は11月中旬～

GINZA SIX Xmas Gift Ideas
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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 

　身近にアートと触れ合える豊かな生活を提案する、
GINZA SIX。気鋭のアーティストやクリエーターとのコラ
ボレーションによるアートが館内の随所を彩り、感性を刺激
するクリエーティブなエネルギーに満ちる。さらに今秋からは
「GINZA SIX ART RAMBLING」と題し、新たなアート 
を期間限定で展示。アートをめぐる館内散策を提案している。
　グローバルに広がる新しい生活様式の中、ポジティブにそ
の変化を捉える３人のアーティストの作品群を、館内の各所
に展示。海外から寄せられた様々なアートとそのメッセージを
体験することで、アートを介した新しいディスタンスや発見を
楽しめる仕掛けだ。Rambling（ランブリング）とは、ある趣味を
するために歩くことや、あることをしながら歩くことを意味する。
B2Fから屋上まで、アートを探して歩いてみては。

アートをめぐる館内散策。
GINZA SIX ART RAMBLING

GINZA SIX 各階
〈開催期間〉～2021年2月23日（火・祝）

ロサンゼルスを拠点とするアーティスト。カラフルで
浮遊し、重なり合う、大型の作品は一見シンプル
な様に見えて、変形し続ける方程式を元に一定の 
構成要素を配置することで形成される。これまで
に、 LA、マイアミ、ロンドン、東京、香港にて個展を 
開催。また、エースホテル、スタンダードホテル、 
パンドラ、レッドブル・スタジオなどで壁画、インスタ
レーションアートの展示を行っている。

イギリスを拠点に活動しているアーティスト。グラ
フィック作品、手書きのイラスト、タイポグラフィ 
など多岐にわたった制作活動は国際的に支持さ
れている。 オランダのMU、イギリスのバルティック
現代美術センター、韓国のナムジュンパイクセン
ター、日本のカームアンドパンクギャラリーなど数多
くの国際的なギャラリーや機関で作品を発表し、
2018年には、初の子供向け絵本「ボーン・バッド：
Born Bad」を出版している。

オーストラリア出身のアーティスト。彼女の作品
の表現はイラスト、デザイン、クラフトなど多岐に 
わたる。ベッキーは約20年自身のスタジオを通して 
様々なクライアントのプロジェクトに関わり世界 
各国での展示も行っている。また、４冊のDIY本と
４冊の子供向けの絵本を出版している。

Erin D GARCIA
エリン ディー ガルシア

NEASDEN 
CONTROL CENTRE
ニースデン コントロールセンター

Beci ORPIN
ベッキー オーピン

参加アーティスト

■ART RAMBLINGの詳細については、こちらから
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04
FRED
フレッド

05
Jaeger-LeCoultre

ジャガー・ルクルト

07
the HOUSE

ザ ハウス

06
CITIZEN 

FLAGSHIP STORE 
TOKYO

シチズン フラッグシップ ストア 
トウキョウ

1968年に誕生の〈メモボックス・ 
ポラリス〉から着想した新作は、
ディープブルーのダイヤルが鮮やか
な本格ダイバーズウォッチ。海面へ
戻る時間を知らせるアラーム機能
を搭載。〈ジャガー・ルクルト ポラリ
ス・マリナー・メモボックス〉SSケー
ス、径42㎜、1,864,000円。／
ジャガー・ルクルト 
℡03-6263-9766【1F】

05

自由や優雅さを表現する〈フォース
10〉。クリスマスにふさわしいバッ
クルをGINZA SIXで先行販売。

〈フォース10ブレスレット 18K ホワ 
イトゴールド ブラック ＆ ホワイト  
ダイヤモンド ラージモデル〉WG×
ブラックダイヤモンド×ホワイトダイ
ヤモンド、698,000円。 ※ケーブルは
別売り／フレッド 
℡03-3573-8585【1F】

04

ポップなスマイルマークが人気の
パーリー ゲイツのキャディーバッグ
シリーズから、新作が登場。高級感
溢れるエナメルのプラチナボティー
は、コースで注目の的に。〈プラチ
ナエナメルキャディーバッグ〉46 
インチ対応、口径9インチ、4.7kg、
64,000円。パーリー ゲイツ／ザ 
ハウス ℡03-6264-6925【1F】 
※販売は11月上旬～

07

ミニッツリピーターなどの複雑機構を
搭載したブランド誕生20周年限定 
モデル。文字板は赤漆塗り。GINZA  
SIXで先行販売。〈CAMPANOLA 
コンプリケーション ミニッツリピー
ター深緋（こきあけ）限定モデル〉SS
ケース、径42.5㎜、450,000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】

06

1F
GINZA SIX
Xmas

Gift Ideas

GINZA SIX 先行
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12
AbHerï 
アベリ

15
Bijou de M

MIO HARUTAKA
ビジュードエム　ミオ ハルタカ

13
ILEANA MAKRI

イレアナ・マクリ

14
H.P.FRANCE BIJOUX
アッシュ・ペー・フランス ビジュー

手首にぴったりとフィットする絶妙なサイズ感のダイヤモンドバングル。シンプルなデザ 
インで、カジュアルにも、ドレッシーにも、シーンやスタイルを選ばずに使えそう。10文字 
までの文字を刻印可能。〈ダイヤモンドバングル〉WG×ダイヤモンド、354,000円。 
刻印料 2,100円。／ビジュードエム　ミオ ハルタカ ℡03-6264-5436【2F】

ゴールドフレームのクリスタルにモチーフや天然石などの多彩なチャームを組み合わ 
せて。自分だけのストーリーを紡ぎ出す、世界にたった一つのロケットペンダント。 

〈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 89,000円、
チャーム 3,500円～。／アッシュ・ペー・フランス ビジュー ℡03-6264-5545【2F】

幸運を呼ぶ蛇はイレアナ・マクリのアイコンモチーフ。パヴェセッティングのホワイト 
ダイヤモンドが美しいカーブを描くボディーに、ツァボライトガーネットのグリーンの瞳が 
鮮やかに光る。〈ラッキースネークペンダント〉YG×ダイヤモンド×ツァボライトガー 
ネット、160,000円。 ※チェーンは別売り／イレアナ・マクリ ℡03-6263-9953【2F】

心癒す温かみのある輝きを湛えたジェムストーン、モルガナイト。希少な大粒をセット
したリングはスライドチェーン式のフリーサイズで、先端に可愛らしい小花が揺れる。
GINZA SIXで先行販売。〈K18シャンパンゴールド モルガナイト チェーンリング〉CG
×モルガナイト×ダイヤモンド、600,000円。／アベリ ℡03-6264-5032【2F】

2F

13 12

15 14

GINZA SIX
Xmas

Gift Ideas

GINZA SIX 先行
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08
FRANCK MULLER 

GENEVE
フランク ミュラー ジュネーブ

09
Maison de NADIA

メゾン・ド・ナディア

1 1
AHKAH
アーカー

10
MIMI
ミミ

未来への展望を意味するvista(ヴィスタ)のVをモチーフに、２本のアームを重ねて 
デザイン。イエローゴールドとダイヤモンドのコントラストが美しく、指をほっそり長くみせ
てくれる。新しい年に希望を託して自分へのご褒美に。〈ビリーブヴィスタ リング〉YG×
ダイヤモンド、112,000円。／アーカー ℡03-6274-6098【2F】

身につけるたびに幸せな気分になりますようにという想いを込めた〈Happy〉コレクション 
の新作。清らかな印象のピンククォーツとピンクサファイアを組み合わせたペンダン 
トは、ホリデーシーズンにふさわしい気品溢れるデザイン。〈ハッピー ネックレス〉PG× 
ピンククォーツ×ピンクサファイア、115,000円。／ミミ ℡03-6264-5395【2F】

北極星をイメージし、熟練職人がカッティングした117面体のオリジナルダイヤモン
ド、ポールスター117。そのまばゆい輝きを生かしたフラワーモチーフのペンダントを
GINZA SIXで先行販売。〈NADIA ポールスターダイヤモンドペンダント〉プラチナ× 
ダイヤモンド、690,000円。ナディア／メゾン・ド・ナディア ℡03-6264-5541【2F】

20周年の〈ロングアイランド〉コレクションから、プティサイズの直営店限定モデルを
GINZA SIXで先行発売。文字盤のマザー オブ パールに光が反射し、神秘的な輝きを
放つ。〈ロングアイランド プティ マザー オブ パール ダイヤモンド〉SS×ダイヤモンドケー
ス、18×25㎜、1,100,000円。／フランク ミュラー ジュネーブ ℡03-3569-0660【2F】

09 08

11 10

毎日を輝かせる
感性のクリエーション。

ハイセンスなジュエリーや洗練された上質なアイテムを
揃えた２Fは、おしゃれ心を刺激するトレンド空間。

自分らしさを追求するみずみずしい感性に出合いたい。
※GINZA SIX限定商品は一部の商品を除き、11月9日（月）からの販売を予定しています。

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

GINZA SIX 先行GINZA SIX 先行
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22
Y-3
ワイスリー

24
Jo Malone London

ジョー マローン ロンドン

23
SIXIÈME GINZA

シジェーム ギンザ

20
VERSACE
ヴェルサーチェ

21
discord 

Yohji Yamamoto
ディスコード
ヨウジヤマモト

レッドカラーが鮮烈なジップトップクロージャーのハンドバッグ。ボディーには丹念になめした 
上質なカーフを使用し、内側やポケット内部、ライニングなど、細部に至るまで総革に
こだわった。取り外し可能で斜め掛けでも使えるストラップ付き。〈VIRTUS MEDIUM 
BUCKET BAG〉30×21×13㎝、206,000円。／ヴェルサーチェ ℡03-6263-9920【2F】

ファスナーと持ち手を一体化したコンパクトなロゴ入りハンドバッグ。ショルダーを付け
替えたり、チェーン付きのカードケースを外に出してアクセントにしたり、装いに合わせ
て何通りものスタイルを楽しめる。GINZA SIX限定アイテム。〈Wallet Bag〉21×12
×7㎝、82,000円。／ディスコード ヨウジヤマモト ℡03-6264-5428【2F】

独創的なヒールのデザインがひと際目をひく、異素材ミックスの新型スニーカーは、 
薄いメッシュのアッパーにスエードとレザーのディテールをプラス。バネのような反発力
を発揮するBOOST™ミッドソールのクッションにより、高い快適性を提供する。〈Y-3 
ORISAN〉50,000円。／ワイスリー ℡03-6274-6844【2F】

AKANE UTSUNOMIYAとコラボレーションし、シュタイフ社のエコファーを使用したぬ
いぐるみの〈KICHIKICHI〉は、ボディーがすっぽりと収まる布団付き。GINZA SIX限定
で、イエローのほか、ピンク、ブラウン、グレイの４色展開。〈「AKANE UTSUNOMIYA」 
KICHIKICHI〉Sサイズ、13,000円。／シジェーム ギンザ ℡03-6263-9866【2F】

ジュニパーとマンダリンのトップノートに始まり、温かみのあるアンバーとフローラルな 
ネロリが絡み合うハートノートへ。ラストには、ミッドナイト ムスクの香りが官能的な余韻を 
残す魅惑の新作が登場。〈ミッドナイト ムスク & アンバー コロン〉100mL、16,800
円。／ジョー マローン ロンドン ℡03-3569-0585【２F】

24

23

22

21

20

GINZA SIX 限定

GINZA SIX 限定
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16
DELVAUX
デルヴォー

17
JIMMY CHOO

ジミー チュウ

19
Sergio Rossi
セルジオ ロッシ

18
MANOLO BLAHNIK

マノロ ブラニク

2020年秋冬の新作コレクションで注目された〈srTwenty〉は、2000年代のアーカイブ 
からインスパイアされたクラシカルでフェミニンな一足。アリゼピンクのシルクサテンに砂時
計型のヒールを組み合わせ、クリスタルのバックルをあしらった。GINZA SIXで先行販売。

〈srTwenty〉ヒール9㎝、129,000円。／セルジオ ロッシ ℡03-3572-0306【2F】

映画「Sex And The City」でも注目されたブランドのアイコン〈ハンギシ〉は、世界中
の女性たちが憧れるラグジュアリーな逸品。ブロンズグリッターのアッパーにあしらった
バックル装飾は、イタリアの熟練職人が上質なクリスタルをハンドメイドでセットした芸術
品。〈ハンギシ〉ヒール7㎝、154,000円。／マノロ ブラニク ℡03-6264-5514【2F】

パール風モチーフとジュエルを贅沢にあしらった刺繍が足元をきらびやかに演出す
るアンクルブーツ〈KENDRIX〉。サイドのカッティングから素肌が覗くセンシュアルな 
デザインで、テーパードシルエットのキックヒールがモードを添える。〈KENDRIX〉ヒール
10㎝、289,000円。／ジミー チュウ ℡03-6263-9830【2F】 ※販売は11月中旬～

1958年にブリュッセルの万国博覧会で発表以来、長く愛され続けるシグネチャー 
バッグ〈ブリヨン〉。ホリデーシーズンの新作は、鮮やかなブルーのボディーに瞬く星を 
イメージしたビジューのバックルがゴージャスな光を放つ。〈ブリヨンMMブルーコメット〉
29×21.5×13.5㎝、697,000円。／デルヴォー ℡03-3573-3335【2F】

2F
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29
ASPESI
アスペジ

30
ALEXANDRE DE PARIS

アレクサンドル ドゥ パリ

32
forte_forte
フォルテ フォルテ

31
alexanderwang

アレキサンダーワン

ナバホ族の文化をテーマにした秋冬コレクションから、フラワープリントのワンピースが
登場。山野に自生するマホニアの花は、自由と美しさの象徴。ボタンを開ければ羽織
りにもなり、オールシーズンで着回せる。GINZA SIX限定アイテム。〈マホニアプリント 
ワンピース〉111,000円。／フォルテ フォルテ ℡03-3572-1535【3F】

ブランドの創業以来、卓越された伝統技術を継承しているアレクサンドル ドゥ パリ。
GINZA SIX限定の新作クリップは、ブラウンのべっ甲柄にネイビーブルーのアセテー
トシートを重ねたヴィンテージ調のモダンなデザイン。〈ヴィンテージクリップ〉14,000
円。／アレクサンドル ドゥ パリ ℡03-6264-5442【3F】

最上級の日常着をキーワードに、上質な素材と品のあるデザインで大人を虜にする 
イタリアのブランド、アスペジ。ゆったりとしたシルエットのプルオーバーのセーターは、 
パステルトーンのミントグリーンが優しい印象を醸し、ギフトにも喜ばれそう。〈パス 
テルカラーニット ミント〉28,000円。／アスペジ ℡03-5962-8077【3F】

シルバースタッズをあしらった曲線美とスティレットヒールが特徴の〈RINA〉をアップ
デート。アッパーレザーにクリアPVCのストラップを組み合わせ、エレガントなヌード感
を演出した。GINZA SIX限定アイテム。〈RINA MULE BLACK PATENT〉ヒール
10.5㎝、91,000円。／アレキサンダーワン ℡03-3572-0766【3F】

30 29

32 31

GINZA SIX 限定
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15

27
Blumarine
ブルマリン

28
See By Chloé

シーバイクロエ

26
EQUIPMENT

エキップモン

25
Mulberry
マルベリー

人気の〈マラ〉から登場したホリデーカプセルコレクションのクロスボディーバッグは、 
丸みのあるフォルムとオーバーサイズのサークルモチーフが特徴。ストラップを付け替
え、アクセサリー感覚で楽しめる。〈マラ クロスボディー〉22×18×9㎝、58,000円。
ストラップ 20,000円。／シーバイクロエ ℡03-6263-9797【3F】 ※販売は11月下旬〜

光沢感のある上質なシルクを使用し、襟元と袖口にフリルをあしらったドットジャガード
のブラウス。取り外しできるボウタイはリボンにしたり、長めのタイにしたり、結び方を 
アレンジすると、コーディネートの幅が広がる。GINZA SIX限定。〈LOUDETTE〉 
41,000円。／エキップモン ℡03-6264-5093【3F】 ※販売は11月中旬〜

モダンですっきりとしたシルエットの〈ミニミリー〉は、ドローストリングにあしらったレザー
タッセルがチャームポイントで、必需品の持ち運びにちょうど良いサイズ感。ショルダー
ストラップは長さ調節ができ、斜め掛けも楽しめる。GINZA SIXで先行販売。〈Mini 
Millie〉22×20×11㎝、97,000円。／マルベリー ℡03-6263-9877【3F】

70年代のフェミニンなヴィンテージスタイルを意識したウール100％のロングコート。
取り外しできるヌートリアのファーとシャンパンゴールドのバックルが、特別な場にふさ
わしいゴージャスな雰囲気を醸し出す。GINZA SIX限定。〈ファー付きウールコート〉
560,000円。／ブルマリン ℡03-3573-7606【3F】

3F

26 25

28 27

GINZA SIX
Xmas

Gift Ideas未来を予感させる
最新モードとの邂

か い こ う

逅。
注目のブランドや新進気鋭のデザイナーたちが

才能と個性を光らせる３F。目にした瞬間に心奪われ、
新たな価値観を見い出す一期一会を楽しんで。

※GINZA SIX限定商品は一部の商品を除き、11月9日（月）からの販売を予定しています。

Text : Hisako Iijima    Photographs : Shuhei Tsujigo(Pile Driver)
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39
FABIANA FILIPPI

ファビアナフィリッピ

40
N˚21

ヌメロ ヴェントゥーノ

38
MOSCHINO

モスキーノ

37
HERNO
ヘルノ

ヘルノのラグジュアリーな世界観を
象徴するシグネチャーコレクション 
から、控えめな艶感のある真っ赤な
ダウンブルゾンが登場。フードから
前見返し、裾の内側へとライン上 
にあしらったマルチパターンのエコ
ファーが、唯一無二の存在感を放 
つ。GINZA SIX限定アイテム。 

〈ブルゾン〉179,000円。／ヘルノ 
℡03-6263-9940【3F】

37

ランニングシューズのデザインを踏
襲したレザ―スニーカーは、洗練さ
れたグレージュカラーが大人の雰
囲気。クッション性が高いソールで
履き心地も良く、ワンピースやドレス
に合わせれば、トレンド感のあるエ
フォートレスな装いに。GINZA SIX
限定。〈スニーカー〉116,000円。
／ファビアナフィリッピ 
℡03-6263-9984【3F】

39

ライダースジャケットのデザインが 
人気のアイコン〈BIKER BAG〉。 
上質なカーフレザーを使ったGINZA 
SIX限定の新作は、見た目のハー
ドな印象を覆すほど軽く、しなやか 
で使いやすい。斜め掛けで使え 
ば、ボディーにぴったりフィットする。 

〈バイカーバッグ〉30×45×16㎝、
328,000円。／モスキーノ 
℡03-3573-7750【3F】

38

パテントエコレザーにあしらった3D
ロゴと、取り外しできるショルダース
トラップのジャガードロゴが個性を
主張するミニショッパーバッグ。モノ
トーンスタイルのアクセントになる
レッドカラーはGINZA SIX限定色。

〈N˚21 MINI LOGO SHOPPER 
RED〉15.5×18.8×7.8㎝、66,000
円。／ヌメロ ヴェントゥーノ 
℡03-3572-0021【3F】

40

3F
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33
rag & bone
ラグ アンド ボーン

34
BY MALENE 

BIRGER
バイ マレーネ ビルガー

35
Neil Barrett
ニール バレット

36
3.1 Phillip Lim

3.1 フィリップ リム

クリスマスシーズンの新作は、柔
らかな質感で着心地が良い上質
なシルクのボウタイブラウス。黒を
基調に赤や青などの鮮やかな色
を配したフラワープリントは、インパ
クトがありながら甘過ぎないシック
な印象で、デニムとの相性も抜群。

〈EMILY BLOUSE〉44,000円。
／ラグ アンド ボーン 
℡03-3572-1125【3F】

33

クラシカルな風格のダブルブレスト 
にジップアップを組み合わせた 
ハイブリッドなメンズコート。保温性
に優れた柔らかなダブルフェイス
ウールを使用し、肘にレザーをあし 
らうなど、ディテールまでデザインに
こだわった。〈ジップアップダブル 
ブレストコート〉292,000円。／
ニール バレット 
℡03-3572-5216【3F】

35

2020年の秋冬コレクションで、 
ひと際注目されたライトグレーのマ
キシ丈ドレス。ラメに星柄をプリン
トした伸縮性のあるストレッチ素
材を、深めのVネックの胸元でクロ
ス。流れ星のように見えるプリーツ
がボディーラインを美しく引き立てて
くれる。〈星柄ワンピース〉39,000
円。／バイ マレーネ ビルガー 
℡03-6228-5959【3F】

34

ラグジュアリーな素材と上質なディ
テールでパーソナルスタイルを 
モダンに表現する3.1 フィリップ リ
ム。〈アリックス〉の新作は、アイコ
ニックなペーパークリップをラムス
キンと組み合わせた。ゴールドは
GINZA SIX限定色。〈アリックス 
ナノ〉16×13×9㎝、73,000円。
／3.1 フィリップ リム 
℡03-6274-6132【3F】

36

GINZA SIX 限定
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P O P  U P  S H O P

4 F

3 F3 F

4 F

心地良い眠りで身体も心も満たされたいと願う、女性のためのライフスタ
イルブランドとしてデビュー。パジャマを中心に、部屋で過ごす時間を充実
させる洗練されたアイテムを揃える。定番のシルクシリーズのパジャマは、 
しっかりとした厚みと軽さが際立つ19匁シルクを100%使った贅沢な 
もの。肌触りはもとより、吸湿性、保湿性、放湿性などに優れ、オールシー
ズン快適に過ごせる。〈シルクパジャマ〉長袖トップス20,000円。（ロング
パンツは18,000円）／プライベート・スプーンズ・クラブ
℡050-1745-1846【4F THE POP UP 4th】
※お問い合わせは開催期間のみ

ムーレーは、イタリアのヴェローナで創業したプレミアムアウターブランド。
カシミヤや高級レザーなどの厳選された自然素材を表地に、希少なグース 
ダウンを贅沢に使ったメンズのダウンコレクションは、ディテールにまで 
こだわった職人技の仕立ての良さが光る。手触りがソフトなラムスキンの
フード付きボンバージャケットは、GINZA SIX限定アイテム。ダブルカーソ
ルジッパーで内側に２つの収納ポケットを備えるなど、機能も充実している。

〈ブレット〉750,000円。／ムーレー
℡070-3244-5198【3F THE POP UP 3rd】
※お問い合わせは開催期間のみ

トレンドを意識したエッジーなデザインが高感度な女性たちを魅了する、 
カナダのモントリオール発のアウターブランド、マッカージュ。驚くほど 
軽いダウンウェアは、保温性にも優れた800FPダウンを使用し、上品
な配色とオーバーサイズシルエットが特徴。ロイヤルファミリーやトップ 
モデルなど、海外セレブのファンも多い。サイドのファスナーを開くと裾が
広がり、Aラインのシルエットになる新作は、年齢を問わず、長く使えそう。

〈INARI〉144,000円。／マッカージュ
℡03-5792-8010（ジェイプラスインターナショナル）【3F THE POP 
UP 3rd】

2007年に誕生した、こだわりのカットソーブランド。厳選した天然素材を
使い、日本の職人が丁寧に仕立てた商品を展開する。このスウェットパー
カーでは、表糸に海島綿のオーガニック種を採用し、美しい艶とカシミヤ
のような柔らかさを創出。現在では稀少な吊り編み機でゆっくりと時間を
かけて編み立て、裏生地は筒状のまま起毛をかける「丸起毛」により、 
上質な着心地に仕上げている。ピンクカラーは、GINZA SIXと直営店の
限定色。〈ラッセル〉30,000円。／フィルメランジェ
℡080-4122-8073【4F THE POP UP 4th】

〈開催期間〉12月2日（水）～2021年1月12日（火）

〈開催期間〉12月2日（水）～2021年1月12日（火）〈開催期間〉10月28日（水）～12月1日（火）

〈開催期間〉10月28日（水）～12月1日（火）

Priv. Spoons Club 
プライベート・スプーンズ・クラブ

MooRER
ムーレー

MACKAGE
マッカージュ

FilMelange
フィルメランジェ

THE POP UP ［ 注目のポップアップストア ］GINZA SIX Xmas

GINZA SIX 限定
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42
KENZO
ケンゾー

41
lucien 

pellat-finet
ルシアン ペラフィネ

43
MSGM
エムエスジーエム

44
DSQUARED2
ディースクエアード

スコットランド製のカシミヤ100％の
スカーフは、発売から15年以上も
続くロングセラー。しっとりとなめら 
かな肌触りで、GINZA SIX限定色
のベージュはギフトにも最適。お買
い上げの方に、刺繍のセミオーダー
を無料サービス。〈カシミヤスカー
フ〉36×183㎝、120,000円。／
ルシアン ペラフィネ 
℡03-3572-4322【3F】

41
カジュアルなキルティングのバック
パックは、折り返し部分を広げると
大容量になるミニマルなデザイン。
アーカイブから引用したホースプ 
リントは、20FW メインコレクション
でも展開しているオリジナル柄。
GINZA SIXで先行販売。〈メン
ズバックパック〉47×45.5×5㎝、
58,000円。／ケンゾー 
℡03-3575-0002【3F】

42

映画「サスペリア」などでも知られ
るイタリアンホラーの巨匠、ダリオ・
アルジェント監督作品からインスパ
イアされたHauntedコレクションの 
セーター。茶目っ気のあるクマを 
モチーフに、毒 し々い世界観をビビッ
ドに表現した。GINZA SIX限定。
〈メンズニット〉70,000円。／エム
エスジーエム 
℡03-6263-8995【3F】

43
メープルリーフのエンブレムのベー
スボールキャップは、創業者のケイ
ティン兄弟が故郷のカナダに思い
を寄せたこだわりのデザイン。後ろ
にも「DEAN & DAN BORN IN 
CANADA」の刺繍が施されてい
るファン垂涎のGINZA SIX限定 
アイテム。〈キャップ〉39,000円。
／ディースクエアード 
℡03-3289-1870【3F】

44

3F
GINZA SIX
Xmas

Gift Ideas

GINZA SIX 限定

GINZA SIX 限定

GINZA SIX 限定

GINZA SIX 先行

18
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アドーアらしいロングワンピース
は、カシュクール風の前合わせ
と幅広のウエストの切り返しが、
モダンで女性らしいシルエットを
つくる一枚。素材は、丁寧に織
り上げられたドライタッチで軽や
かな風合いを持ち、しなやかで美
しいドレープを演出する。さらりと
着られて、リモートワークにも最
適。〈ベーシックアムンゼン ワン
ピース〉58,000円。／アドーア
℡03-6264-5509【4F】

GINZA SIX 限定

名門ジョンストンズ製のヴァルカナイズ・
ロンドン別注マフラー。シックなブラック 
スチュアートのタータンチェック柄と、 
シンプルで軽やかなライトブルーのリバー
シブルで、巻き方次第で装いの変化
を楽しむことができるアイテム。肌触り 
抜群のカシミヤ100%。〈ダブルフェイ
スマフラー〉35×180㎝、40,000円。
ジョンストンズ／ヴァルカナイズ・ロンドン
℡03-6264-5140【4F】

VULCANIZE London
ヴァルカナイズ・ロンドン

稀少なスーリー種のアルパカ素材に大胆
なプリントを施したロングコート。シンプル
なデザインで仕立て、上質で滑らかなアル
パカシャギーの特性を生かしている。さらに
フロントの重なりを狭く、襟元には丸みを
つけてすっきりとした女性らしいシルエット
に。暖かさとリュクスな存在感が両立した
一枚。〈リュクススーリーアルパカコート〉
230,000円。／エブール
℡03-6274-6915【4F】

柔らかく肌触りの良いエコファーを使った、
トゥ エ モントレゾワ×パリゴの別注ショート
コート。カールした毛並みが愛らしく、襟元
の黒の切り返しとボーダー柄が印象的。 
デニムと組み合わせてカジュアルにも、ブ
ラックドレスできれいめにも着られる。袖口
に華やかなパールをあしらった、パリゴ限
定のアイテム。〈エコベアーショートコート〉
58,000円。／パリゴ
℡03-6228-5928【4F】

ebure
エブール

PARIGOT
パリゴ

ADORE
アドーア

4F
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中の大きなリボンがキャッチー
な印象のニットトップス。ニットの
身頃に異素材の袖とリボンを付
け、きれいなボリューム感を出し
ている。腰回りを隠せるチュニッ
ク丈がパンツとも相性が良く、
一枚で主役級の存在感。〈バッ
クリボンニットプルオーバー〉
14,000円。／セルフォード
℡03-6280-6504【4F】

最高級のスペイン産メリノムー
トンを贅沢に使ったムートンコー
トがセオリーから登場。艶やか
で密度のある毛足は長めに仕
立てられ、肌触りも抜群。ジップ
アップのシンプルなステンカラー
デザイン、また軽やかな着心地
で長く愛用できる。襟とポケット
のボンディングレザーがラグジュ
アリーなアクセントに。〈ムートン
コート〉360,000円。／セオリー
℡03-6264-5473【4F】

艶やかなクロコダイルレザーは、
クワンペンの顔。代表モデルの
ひとつ、ラッフルズ1819シリー
ズのグラデーションカラーが登
場した。高貴なネイビーカラーが美
しい。チェーンショルダーストラッ
プが付属。〈ラッフルズ1819
ポシェットクラッチ〉23×15× 
6㎝、624,546円。／クワンペン
℡03-6264-5423【4F】

GINZA SIX 限定

メンズライクなフロントに、ドレープ
感のあるバックスタイルを組み合
わせたドレスコート。ミニマルで凜 
とした表情とエレガントなシルエッ 
トが魅力。滑らかなウール素材に 
のせたイエローカラーが装いを 
旬の表情に導いてくれる。〈バッ
ククロークドレスコート〉63,000
円。ケイ シラハタ／スタイリング/
℡03-6228-5311【4F】 
※販売は11月下旬〜

洗練された最旬アイテムで
一歩先を行くスタイルを。

4Fに並ぶ高感度なセレクトショップは、
トレンドを先取りしつつ、個性溢れる品々を揃える。
心を豊かにするアイテムを選ぶ、幸せな時間をここで。

※GINZA SIX限定商品は一部を除き、11月9日（月）からの販売を予定しています。

Photographs : Ryuta Arakaki (Pile Driver)

CELFORD
セルフォード

Theory
セオリー

真珠には強い守護力があるともいわれ
ている。19個の天然パールをセットした
シルバーリングが登場。北欧ブランドら
しいミニマルデザインは飽きがこない。
アミュレット（お守り）リングとして日常で
身に着けたい。〈ミニオーバル パール 
リング〉48,000円。TOM WOOD／ 
レリタージュ マルティニーク 
℡03-6280-6468【4F】

l'heritage martinique
レリタージュ マルティニーク

styling/
スタイリング/

KWANPEN
クワンペン
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広 と々したフィッティングルームに自宅の
ような居心地の良さを備えたランジェリー
ストアが4Fに今夏お目見え。多彩なブラン
ドを揃えるなかでも、注目はプレステージ
ブランド、トレフルのランジェリー。繊細な
リバーレースを使い、ハンドメイドで立体
的に仕上げられた逸品。スワロフスキー・
クリスタルが煌めきを添えて。〈レース ラン
ジェリー〉ブラジャー15,000円～（ショーツ
7,800円）。トレフル／ワコール メゾン 
℡070-2451-7705【4F】
※11月中旬から追加カラーを販売

左のメンズのカシミヤ100%マフラーは、
シンプルなワントーンのチェックでオン 
オフどちらの装いでも活躍する一枚。 
艶の美しいイタリア製のエコファーを使っ
たレディースのマフラーは、冬の装いに
暖かさとエレガンスを与える必需品。いず
れも肌触りが良く、ギフトに喜ばれそう。左：

〈マフラー（メンズ）〉30×180㎝、18,000
円。右：〈マフラー（レディース）〉22×105㎝、
21,000円。／ポール・スミス
℡03-3572-3350【4F】

WACOAL MAISON
ワコール メゾンPaul Smith

ポール・スミス

上質な自然素材を使い、伝統技
法を取り入れたハットが好評のヘ
レンカミンスキー。人気のカシミヤ
ファインニットビーニーの新作に
は、コーディネートしやすいニュアン
スカラーが揃う。テクニカルなケー
ブル編みがエレガント。ゴールドカ
ラーのブランドロゴもワンポイントに。

〈HANNAH〉22,000円。／ヘレン
カミンスキー
℡03-6264-5573【4F】

メインチャームの片方にタイガーア
イ、もう一方にボヘミアンクリスタル
を入れ、それぞれに繊細な彫刻を施
したGINZA SIX限定のネックレス。
スターリングシルバーのチェーンに、
メノウやパール、ヴィンテージガラス
などを組み合わせた、都会的なニュ
アンスカラーが美しい一本。〈ジェ
ム・キングダム ネックレス〉150,000
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

HELEN KAMINSKI
ヘレンカミンスキー

Theatre H.P.FRANCE
テアトル アッシュ・ペー・フランス 4FGINZA SIX
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WACOAL MAISON
ワコール メゾン

ハンドメイドによるGINZA SIX
限定のキャスケット。フランスの
名門トゥルニエ社のツイードを全
面に使用し、バイザーに光沢の
あるエナメル調の素材をあしらっ
た。飾りベルトは、スタイルに合
わせて付け外しができる。〈ツ
イードキャスケット〉25,000円。
／カシラ
℡03-3573-7481【4F】

GINZA SIX 限定

アルパカ生地を使用したアイボリーカラーのボンバージャ
ケットがGINZA SIX限定で登場。極めて柔らかな素材を
使い、パッチワーク風に仕立てた。温かく軽やかな着心地を
もたらしつつ、クールなシルエットを生む。〈ファーハンドニッ
トボンバージャケット〉275,000円。／ヘルムート ラング
℡03-6264-5393【4F】

GINZA SIX 限定

英国の老舗テキスタイルブランド、ジョ
シュア エリスが手掛ける柔らかな風
合いのカシミヤ製ストール。タータン
チェックの定番柄であるブラックウォッ
チを、ピンクカラーで別注し、フェミ 
ニンな雰囲気を提案。〈ジョシュア  
エリス カシミヤストール〉70×190㎝、
57,000円。ジョシュア エリス／ビーム
ス ハウス ウィメン
℡03-5537-6162【4F】

グラウンド ワイは、ジェンダーレス、 
エイジレスなファッションを提案。厚
手のロング丈タートルニットも、ブラン
ドらしいゆったりとしたシルエットに。
袖が取り外しできるため、コーディネー
トの幅が広がる。ユニセックス仕様。
〈slash turtleneck knit〉38,000
円。／グラウンド ワイ
℡03-6264-5165【4F】

イタリアのレザーブランド、ルクリーに 
よるロングレングスのグローブ。肌触
りの良いレザーを使い、袖の部分はリ
ブ編みニットの切り替え仕様に。短
い袖丈のコートやポンチョなどに合わ
せたい。〈LUCRY レザーグローブ〉
17,000円。ルクリー／ビアズリー
℡03-6263-9666【4F】

CA4LA
カシラ

HELMUT LANG
ヘルムート ラング

BEAMS HOUSE
WOMEN
ビームス ハウス ウィメン

Ground Y
グラウンド ワイ

BEARDSLEY
ビアズリー

4FGINZA SIX
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カシウエアは、カシミヤのような柔ら
かい肌触りを湛えつつ、洗濯・乾
燥機の使用が可能で機能的な素
材。好評のダマスク柄ブランケット
に、人気の赤が復刻した。クリスマ
スシーズン限定品。〈DAMASK 
HALF BLANKET〉85×110㎝、
19,000円。／カシウエア アット 
ホーム
℡03-3573-0990【4F】
※販売は11/13〜

イタリアのハイカジュアルブランドから、オリジナルの布地マスクが
登場。薄手のカットソーに採用されるような肌触りの良い生地を
使用。ほどよいストレッチ感もあり、心地よくフィットする。GINZA
の文字とゴールドカラーは、GINZA SIX限定仕様。フリーサイズ。

〈Transit オリジナルマスク〉2,700円。／トランジット パ－サッチ
℡03-6274-6988【4F】

GINZA SIX 限定

禅宗の僧が托鉢の際に用いる
器は応量器と呼ばれ、合計6つ
の器から成る。それは、修業先で
あっても、1式で香の物から汁物
までいただける機能性に富んだ
もの。インテリアとしても美しい 
機能美だ。〈応量器〉直径16㎝

（一番太い部分）、高さ10㎝（す
べて重ねた時）、58,000円。／
漆器 山田平安堂
℡03-6263-9900【4F】

新潟県燕市を代表する伝統工
芸品である鎚起銅器を、老舗
工房がモダンなエッセンスを加
えて製作。お酒のロックに最適
なカップは、化学反応を用いた
優しい色合いと、手作業の鎚起
による味わい深い模様が楽し
める。銅製のため、熱伝導率が 
高く、注いだドリンクがキリッと 
したより冷たい口当たりに。
〈ロックカップ 銀線文〉340mL 
23,000円。／玉川堂
℡03-6264-5153【4F】

現代的な和装を提案するジョウタロウ 
サイトウのオリジナル足袋。柔らかい
綿素材の生地が履きやすい。底が黒 
色なのでお手入れも簡単。片足の 
サイドに花のモチーフをあしらうことで
左右で違う印象に。大人の遊び心
を感じさせる。京都の職人による特
殊加工で柄付け。サイズは22.5〜 
28.0㎝まで展開。限定20足。〈足
袋〉7,800円。／ジョウタロウ サイトウ
℡03-6263-9909【4F】

GINZA SIX 限定

kashwére at home
カシウエア アット ホーム

TRANSIT PAR-SUCH
トランジット パ－サッチ

漆器 山田平安堂
YAMADA HEIANDO

玉川堂
GYOKUSENDO

JOTARO SAITO
ジョウタロウ サイトウ
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ウール100％のシープボアを使
用した、ぬいぐるみのような優し
い触り心地のショルダーバッグ。
化学染料を用いず、羊毛本来の
ナチュラルカラーでツートーン仕
様に。ハンドルやパーツの一部
に使われたレザーが小粋なアク
セント。〈パーチェショルダーバッ
グ〉38×27×15㎝、41,000
円。／ゲンテン モノココロ
℡03-3573-7550【4F】

日本に伝わる年中行事や季節
のイベントを、親子で楽しめる体
験キットシリーズ。そのクリスマ
ス版は、日本伝統の型染め技法

「注染」でクリスマスツリーが描
かれた大判タペストリーに、オー
ナメントを飾るというもの。温か
い気持ちでクリスマスシーズン
を迎えたい。〈季節のしつらい便 
クリスマス〉5,000円。／中川
政七商店
℡03-6274-6532【4F】

1×1リブ編みの柔らかなコットン素材は、第二の肌
とも呼ばれるほど。この生地を使用し、クリスマス
シーズンにも似合う、カラフルな星柄をプリントした
足なしロンパースを。前面にスナップボタンを施し
ているため、着替えもしやすい。愛らしい丸い襟、 
ピコレースや胸元のリボンがアクセント。3ヶ月用

（60㎝）。〈プリント足なしロンパース〉5,000円。
／プチバトー
℡03-3572-5333【4F】

GINZA SIXのショップオープン以来大好評の限
定プリントソックス。今年のクリスマスは、ツリーや
イルミネーションをモチーフとしたデザインなどが揃
う。ソックス専業ブランドが丁寧に仕上げる立体
縫製のソックスは、フィット感抜群。〈GINZA SIX
店限定 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

genten monococoro
ゲンテン モノココロ

中川政七商店
NAKAGAWA MASASHICHI
SHOTEN

PETIT BATEAU
プチバトー

Tabio Japan
タビオ ジャパン

玉川堂
GYOKUSENDO

イタリアのデザインブランド、セレッティによるネズミ
の姿を忠実に再現したランプシリーズ。国内では
CIBONE限定販売となるこちらの商品は、ハート形 
のライトを手に持つ愛らしいデザイン。リビングや 
寝室を優しく照らしてくれる。クリスマス期間限定の
販売。〈MOUSE LAMP LOVE EDITION〉62×
145×81㎜、18,000円。セレッティ／シボネケース
℡03-5537-3101【4F】

CIBONE CASE
シボネケース

4F
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5F

ブランドの定番モッズコートに、今年は 
ブラウン調のフォックスファーを贅沢に 
あしらったモデルが登場した。かすかに
光沢を湛えた表地から、毛足の長い
ファーが覗くデザインは、さらりと羽織
るだけでも存在感大。ウエストを絞れば
シャープなシルエットで着こなせる。カー
キ、ブラックの2色。〈ファーモッズコート〉
270,000円。／ジュンハシモト
℡03-6264-5567【5F】

ロロ・ピアーナ社の最高級カシ
ミヤを使用し、芯地や肩パッド
を省いて軽快に仕立てたジャ
ケット。日本人の骨格に合わせ
たパターンも相まって、まるで
オーダー品のような着心地に。
丁寧な染めによるグレーがかっ
たベージュもエレガントだ。ベー
ジュ、ネイビーの2色。〈カシミヤ
ジャケット〉230,000円。／リン
グヂャケット マイスター
℡03-6264-5637【5F】

日本伝統の麻の葉文様を施し
た文字盤が印象的な新作。エッ
ジを効かせたシンプルなケース
も、飽きることなく長く愛用でき
る。GINZA SIX限定として、４F
の中村藤吉本店の手土産券を
セットにした10本を用意。〈セイ
コー プレザージュ SARX077〉
自動巻（手巻つき）、SSケース、
径39.3㎜、100,000円。／ 
セイコーブティック
℡03-3289-8601【5F】

GINZA SIX 限定

ブランド初のPC収納ケースは、伝統の 
アタッシェケースを彷彿させるダブルリブが
象徴的。素材はスーツケースに使用するも
のと同じ衝撃に強いポリカーボネートで、安
全にPCを持ち運べる。13インチまでのサイ
ズを収納可能で、内側にはガジェットをコン
パクトにまとめられるポケットも付属する。全
5色。〈PCケース〉33×23×4㎝、10,000
円。／ゼロハリバートン
℡03-6264-5176【5F】

SEIKO Boutique
セイコーブティック

junhashimoto
ジュンハシモト

ZERO HALLIBURTON
ゼロハリバートン

RING JACKET MEISTER
リングヂャケット マイスター

特別感を満たしてくれる
心に響く品 を々求めて。

知る人ぞ知るベストセラーから、今季注目の新作まで、
冬の装いを格上げする、こだわりの品々が揃う5F。

本物を求める大人を満足させる上質なアイテムが待っている。
※GINZA SIX限定商品は一部を除き、11月9日（月）からの販売を予定しています。

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

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

　銀座 蔦屋書店では、チャリティープロジェクト「GINZA 
ART MASK PROJECT」の第2弾をスタートした。 
長引く新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として 
現代アーティストやクリエーターとともにマスクを作り、 
販売することにより作り手を応援。さらに医療現場に貢献
することを目的としたプロジェクトだ。
　今回の第２弾では名和晃平ら、日本の現代アーティスト
14名が参加。マスクは期間限定で銀座 蔦屋書店の店頭・
オンラインストアで販売され、その収益の半分が国立国際
医療研究センターに寄付される。

現代アーティストとつくるマスク。
チャリティープロジェクトの第二弾。

銀座 蔦屋書店
ギンザ ツタヤショテン

右／彫刻家 名和晃平のド
ローイングのイメージをプリン
トしたマスク。 下／店頭に
並ぶマスクからお気に入りを
見つけたい。

参加アーティスト（五十音順）：井上七海／猪瀬直哉／⼤庭⼤介
／川島⼩⿃／⻤頭健吾／清川あさみ／品川美⾹／新宅加奈⼦
／名和晃平／松岡柚歩／松岡亮／三⽊章弘／⼤和美緒／
Rieko KOGA
販売： 銀座 蔦屋書店 店頭・オンラインストア 

※オンラインストアは2021年1月31日（日）まで販売

特設ページ：https://store.tsite.jp/ginza/

〈開催期間〉～2020年12月31日（木）
℡03-3575-7755【6F】

ColumnGINZA SIX 

　写真愛好家のための写真展や各種セミナーなども開
かれるライカストア。現在店内では江口善通写真展「Zen  
~Paris – Tokyo – Kyoto~」が開催されている。
　昨年、フランス・パリにて開催された Zentsu Eguchi 
Photo Exhibition「善 – Zen」。その中から〈ライカMモノ 
クローム〉で撮影した作品と、新たに〈ライカM10モノク
ローム〉で撮りおろした新作を展示している。
　10代の頃から長年フィルムライカを愛用し撮影して 
きた作者が、デジタルのモノクローム専用機を使って表現 
する新たなファインアートの世界。見る者を儚く切なく、 
そして優しさに満ちた世界へと誘う。

ライカで表現された
ファインアートモノクローム。

Leica Store
ライカ

Zen  ～Paris – Tokyo – Kyoto～
江口善通写真展

〈開催期間〉～2021年2月2日（火）　入場無料
℡03-6263-9935【5F】

江口善通（Zentsu Eguchi）

東京都出身。文化服装学院ファッションデザイン科卒業、イッセイ 
ミヤケデザインスタジオを経て独立。ファッションデザイナーとして活躍
後、1997年写真家へ転身。「Zentsu Eguchi Creative Studio」を 
設立。ライフワークとして“水の世界”を独特の感性で表現した「Water 
World」や幻想的で妖艶な“花の世界”を表現した「Flower Magic」など
を発表。さらに写真家江口善通の原点と言うべき「ファインアートモノ 
クローム」による世界観は見る人を圧倒する。自身のフィールドワークと
して企業ポスター、カレンダー、CM映像など幅広い分野にて活躍中。

© Zentsu Eguchi

GINZA ART MASK PROJECT 
第２弾「現代アーティストのつくるマスク」
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デュベティカに別注した毎年好
評のダウンジャケットは、コンパク
トなフィット感とフードまで繋がる
ダブルファスナーが印象的。今
年は新色としてビビッドなレッド
が登場。ユニセックスサイズな
ので、パートナーとシェア使いす
ることもできる。レッド、ブラック、
ホワイト、カモフラージュの4色。
128,000円。／ハイドロゲン
℡03-6264-5525【5F】

日本限定で長方形のスリムな
バックパックが登場した。ファ
スナー開閉のメインスペース
に加え、最大15インチまでの
PCや書類、文具などビジネス
の必需品が機能的に収まるポ
ケットを多数搭載。ネイビー×
ブラック、ブラック×ネイビーの
2色。〈ジャーヴィス スリム・バッ
クパック〉29×40.5×9.5㎝、
60,000円。／トゥミ
℡03-6228-5676【5F】

メンズのニットパーカーは、希少
なヤクの毛を使用した滑らかな
タッチが魅力。ヤクは保温性や
通気性に優れる上に、毛玉に 
なりにくいため、美しい風合いが
長く保てる。メタルパーツにも高
級感が溢れ、休日のスタイルを
格上げしてくれる。キャメル1色の
み。限定10着。〈ニットパーカー〉 
57,000円。／ジェンテ ディ マーレ
℡03-6264-6850【5F】

ハイライズのスキニーデニムに
革新的なベルベット生地を採
用。ベルベットの温かみのある
風合いや光沢を生かしながら、ス
トーンウォッシュを施すことでよ
り柔らかく快適な穿き心地を実
現。さらに手作業で丁寧にヒゲ
を施すことで、リアルなユーズド
感もプラス。メンズ、レディース
共に展開。3色。〈ベルベットデ
ニム〉36,000円。／ディーゼル
℡03-6228-5186【5F】

人気チロリアンシューズのアッパーに、貴重な天然の
ポニーファーをあしらったメンズシューズ。毛足が短く
整ったファーのため、秋冬だけでなく、オールシーズン
活用できる。レザーは油分を多く含んでいる独自のも
ので、水に強く雨天時も心強い。ブラウン、ブラックの 
2色。〈ミカエル ポニー〉67,000円。／パラブーツ
℡03-3289-1601【5F】

HYDROGEN
ハイドロゲン

トゥミ
TUMI

Paraboot
パラブーツ

Gente di Mare
ジェンテ ディ マーレ

DIESEL
ディーゼル
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小銭やカードも収まるマネークリップ
仕様の2つ折り財布。ジャケットの内
ポケットでもかさばりにくい薄マチの
ため、ランチタイムやフォーマルシー
ンにもスマートに持ち歩ける。経年
変化を楽しめるブライドルレザーを 
使用。9色。〈マネークリップ（小銭入
れ付き）〉11×9×1.5㎝、31,000
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】

別売りのパンツとセットアップとしても着
用できる、人気のストレッチジャケット。
発熱効果のある素材は裏側が起毛
しているため、一枚でも保温性を確
保。上質な本水牛ボタンなどディ
テールも抜かりない。ダブルのほ
かシングルも用意し、千鳥格子
2色と無地5色をラインアップ。
〈スウィング イージー Wジャ

ケット〉75,000円。／エイケ
イエム
℡03-6264-5069【5F】

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

AKM
エイケイエム

Gente di Mare
ジェンテ ディ マーレ

BARBOUR
バブアー

フィールドジャケットから着想したガンパッチや、装飾的な 
アウトポケットを残しながら、レザーパーツや英国ムーン社
のツイードをちりばめて洗練させたジャケット。ワックスド仕
様の味わいは格別。着脱可能なファーライナー付きで、今
から春先まで着回せる。オリーブの色はGINZA SIX限定
8着。〈コーブリッジ ワックス〉126,000円。／バブアー
℡03-6264-5569【5F】

GINZA SIX 限定

5F
GINZA SIX Xmas Gift Ideas
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強靭なバリスティックナイロンの３
WAYブリーフケースは、ブランドの
人気ナンバーワン。ポケットの口を
斜めにすることで、タテとヨコのどち
らで持ったときにも中身を取り出し
やすくした。書類ならB4サイズまで、
PCなら15インチ程度まで収納可
能。３色。〈ネオ トリニティ ライナー〉
約12L、28×41×12㎝、60,000
円。／ブリーフィング
℡03-6263-9888【5F】

BRIEFING
ブリーフィング
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上質なカウヘアーを使用した 
レオパード柄のワンショルダー
バッグ。キャンディーのように両
端を絞ったシルエットが後ろ姿
の好アクセントに。財布や小物
などの必需品が、コンパクトに収
まる絶妙サイズだ。ホワイト、チョ
コの２色で限定販売。〈ディバー
ス〉18×33㎝、60,000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

ロンドン発のサングラスは、付属のシルクス
カーフをテンプルの穴に通して使うアバン
ギャルドなスタイル。インパクトのあるルックス
ながら、形は定番のウェリントンのため、コー
ディネートしやすい。熟練職人によるハンドメイ
ドも顔馴染みがいい。〈サングラス〉58,000
円。リンダ ファロー／アイスタイル
℡03-6263-9777【5F】

写真のメンズに加えレディース
やキッズサイズも揃い、家族でリ
ンクコーデできるフェイクファー
フーディーが新登場。レッキス
の毛皮を彷彿とさせる繊細な風
合いは、軽量で防寒性も高い。
リラックス感のあるシルエットも 
トレンドを押さえている。ホワイト、
ブラックの２色。〈ドロップ ジップ 
フーディー〉110,000円。／ウノ 
ピゥ ウノ ウグァーレ トレ
℡03-6264-5024【5F】
※販売は11/10～

エイの革を美しいフレンチデザインに仕立
てるアトリエ・アクナス。そのクリスマス期
間限定財布は、一匹につき一筋しか取れ
ない“天眼”を宝石のようにあしらった一点
物。レッド、オフホワイトの各色1点限定。

〈ガルーシャ 二つ折り財布〉11.5×10.5
×1.5㎝、68,000円。アトリエ・アクナス／
ワールド フットウェア ギャラリー
℡03-6263-9991【5F】

GINZA SIX 限定

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

EYESTYLE
アイスタイル

1PIU1UGUALE3
ウノ ピゥ ウノ ウグァーレ トレ

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

5F

G
INZA SIX Xmas Gift Ideas G

IN
ZA

 S
IX

 X
m

as
 Gift I

deas  

30

1869年にスコットランドで創業
した、上質な毛織り物に定評の
あるベグ＆コーに別注。アンゴ
ラを混紡したラムウールは、毛
足が長くソフトな肌触りで保温
性にも優れる。ブランドアイコン 
であるスコーピオンの刺繍をワン
ポイントに。ブラウン、ブルーの
2色。〈ベグ＆コー チェックマフ
ラー〉33×196㎝、20,000円。
ソフネット／ソフ
℡03-6274-6467【5F】

バラの蕾のようなカットで輝きを増したブラッ
クダイヤモンドのシングルピアスは、片耳用
ながら圧倒的な存在感。内側の星モチー
フも身に着けるたびに気持ちが高揚する。

〈ローズカットブラックダイヤモンド フープ
ピアス〉YG×ブラックダイヤモンド、約4.5×
フープ内径10㎜、135,000円。／エスジェ
イエックス
℡03-3569-0101【5F】

銀イオン系の抗菌加工を施した
GINZA SIX限定のレザーバッ
グ。マチのないデザインは、肩
に掛けるとポケットのように服に
馴染んで、秋冬の装いのワンポ
イントになる。裏面には便利な 
ミニポケットも付属。レッドのほ
か、ネイビーを用意する。〈ショ
ルダーバッグ〉21×24×1㎝、
24,000円。／ザ ジェネラル ス
トア / エルゴポック
℡03-6280-6055【5F】

GINZA SIX 限定

“革の黒ダイヤ“とも称され、戦国武将の甲冑にも
使われた黒桟革（くろざんかく）は、鞣しと漆塗りと
いう日本の伝統技法が融合した希少革。それを 
日本唯一の馬具メーカーが、匠の技によって上質な 
クラッチバッグとして仕立てた。限定10点。GINZA 
SIXにて先行販売中。〈黒桟革クラッチバッグ〉35
×26㎝、100,000円。／ソメスサドル
℡03-6264-5576【5F】

GINZA SIX 先行

メンズのダッフルコートは、ウールメルトンとダウンを掛け合わせたハイ
ブリッドなデザイン。ダウンは身頃部分のみ使用しているため軽量、 
かつ暖かさも申し分ない。胸元に一つだけあしらったトグルボタンも、 
着こなしをアップデートする。ブラック1色のみ。〈アルダーベリー ジャ
ケット WN〉120,000円。／デンハム
℡03-6228-5815【5F】

SOPH.
ソフ

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

SJX
エスジェイエックス

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

SOMÈS SADDLE
ソメスサドル

DENHAM
デンハム
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温かみのあるボアの質感を活かし
たクリスマス時期の装いに最適な
ショッパーバッグ。アイコンの一つ星
を大胆にレザーであしらった。手持ち
と肩掛けができる2WAY仕様。ショ
ルダーストラップは簡単に取り外し
できる。ホワイト、ベージュ、ブラック
の３色。〈ボアショッパーバッグ〉26
×22.5×10㎝、11,000円。／コン
バース トウキョウ
℡03-6280-6598【5F】

リップストップなどのミリタリー調
の生地３種類をパッチワークし
た、メンズのボンバージャケット。
仕上げにストーンバイオ加工を
施すことで、切り替え部分をほ
つれさせたり、アタリを付けたり
して、着込んだような味わいをプ
ラスした。オフホワイト、カーキの 
2色展開。〈ミリタリーパッチワー
クボンバージャケット〉62,000
円。／クロ
℡03-6274-6257【5F】

存在感のあるプラスチックのフロントと上質な 
メタルテンプルとのスマートな融合が、スタイリッ
シュな印象を醸し出すフレーム。フロント、サイド
と、どこから見ても美しい立体的な表情には、
ブランドの真髄がにじむ。写真のダークブラウン
ササ×ゴールドを含む5色展開。〈NPM-96〉
39,000円。／フォーナインズ
℡03-6264-5049【5F】

肌触りの良いウール製ストールは、カラフルな
チェック柄のパターンが変則的にストライプ柄へ
と変化していく。大判サイズのため、付属のキルト
ピンで自由に留めて、コートのように羽織れる。
在宅時には、膝掛けとしても重宝。男女問わず
愛用できる。〈ラージ ストール〉140×190㎝、
33,000円。／トラディショナル ウェザーウェア
℡03-6264-5568【5F】

デイリーに活躍する大容量のバックパック。15
インチまでのPCや書類、ガジェット等も収まる
大開口のメインスペースのほか、サイドにボト
ルポケットを配した。自立しやすいセルフスタン
ディング構造も使い勝手抜群。〈ローマーデイ〉
24.5L、32×50×19.5㎝、29,000円。／ザ・
ノース・フェイス アンリミテッド
℡03-6280-6603【5F】

CONVERSE TOKYO
コンバース トウキョウ

KURO
クロ

Four Nines
フォーナインズ

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

THE NORTH FACE
UNLIMITED
ザ・ノース・フェイス アンリミテッド
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モンゴル産の上質なカシミヤを使
用した、GINZA SIX先行販売の
メンズニット。日本の高い技術に
よって密に編み立てているため、
スウェットのように気兼ねなくヘ
ビーローテーションできる。オレン
ジ、チャコール、モスグリーン、ネイ
ビーの4色。〈10Gカシミヤ天竺
クルーネック〉29,000円。ジム／ 
フリーマンズ スポーティング クラブ
℡03-6263-9924【5F】

GINZA SIX 先行

カシオのG-SHOCKとのコラボ
レーションが7回目を迎えた今回
は、人気の三つ目モデル「5900」
を初めて採用。基本のスペックは
そのままに、オールブラックカラー
仕様とし、プロテクターをセットし
て、ミリタリー感溢れるイメージを 
プラスした。オリジナルボックス付
き。〈エヌ.ハリウッド × G-SHOCK 
DW-5900〉46.8×51.4×15.5
㎜、19,000円。／エヌ.ハリウッド
℡03-6263-9933【5F】
※販売は11/21予定～

アメリカで学んだアーティストの
乾シンイチロウによるブランド、
ゲルニカ。ウェアやバッグに、
アーティスト自身がハンドペイン
トを施した一点物仕様が特徴
だ。マチをたっぷり取り収納力を
高めた人気のバッグに、GINZA 
SIX限定バージョンが登場。
アートなバッグをぜひ日常に。

〈キューブバッグ〉18×22×25
㎝、42,000円。／ロウライフ
℡03-6228-5370【5F】

GINZA SIX 限定

ブラックのナイロンボディーに蛍光色のプリントを
施した、シンプルなメンズコーチジャケット。背面の 
グラフィックは、名作トルションスニーカーからインス
パイア。襟を立ててエッジーに着こなすのもおすす
めだ。〈トルション コーチ ジャケット〉12,000円。
／アディダス オリジナルスショップ
℡03-3575-9800【5F】 カシミヤ混のウールメルトンを

スマートなシルエットに仕立て
たメンズコート。フード付きの 
インナーをレイヤードしたようなデ
ザインが、カジュアルな雰囲気
に。フード部分は取り外し可能
でアレンジも利く。ライトグレー、
カーキグレー、ブラックの3色。

〈カシミヤ混ニットフラノ3レイ
ヤーフード付きチェスターコート〉
90,000円。／アタッチメント
℡03-6274-6643【5F】

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

CONVERSE TOKYO
コンバース トウキョウ

N.HOOLYWOOD
エヌ.ハリウッド

RAWLIFE
ロウライフ

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

Four Nines
フォーナインズ

ATTACHMENT
アタッチメント
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［ 期間限定ショップ ］GINZA SIX Xmas

5 F2 F

4 F4 F

世界67ヶ国300店舗で展開する北欧デンマーク発祥のインテリアブ
ランド、ボーコンセプト。ソファやテーブルをはじめとして、デザイン性と 
機能性を両立させたモダン家具を多彩に揃える。住空間や好みに合わ
せて、家具をパーソナライズできるのが最大の特徴。座面が広く、調整
可能なバックレストを備えた人気のカウチソファ〈Hampton〉でも、100
種類を超える張地を用意。調和のとれた、思い描く美しい空間作りが 
叶う。〈Hampton〉256,900円～。／ボーコンセプト
℡050-8880-6802【5F】

プレミアムスピーカーのセレクトショップからのおすすめは、オーディオ界
の巨匠ヘンリー・クロスが生み出した伝説的なラジオに、最新のデジタル
チューナーとBluetoothを搭載した〈Model One BT〉。人の声を美しく
再現し、正確な受信感度と優れた操作性はテーブルラジオの傑作といわ 
れる。白蝶貝でデコレーションした特別ブランド設立20周年記念モデル
を入荷。〈Model One BT 20th Anniversary Edition〉 21.3×11.5 
×13.4㎝、40,000円（予定価格）。チボリ オーディオ／モノとオト シット 
バック アンド リラックス ℡070-1253-5809【2F】 
※販売は12月～ ※仕様が異なる場合があります。

イタリア・フィレンツェで2012年に誕生したアウターウェアブランド、 
デュノ。上質な素材と先端技術、また現代のライフスタイルと伝統的な 
イタリアンテーラリング技術を融合させた、都会的なアウターを生み出し
ている。ウエストで素材を切り替えたAラインシルエットのダウンは、防風、
撥水性など機能的に優れた素材を使いながら、エレガントな雰囲気も醸
し出す。羽抜を防ぐダブルパックに上質なグースダウンを詰め、防寒性も
申し分ない。GINZA SIX限定。ダウンコート89,000円。／デュノ 
℡03-5350-5567（トヨダトレーディング プレスルーム）【4F】

1797年にスコットランドで創業したジョンストンズ オブ エルガン。天然
繊維を原毛の状態から完成品に仕上げるまで、一貫して自社で手掛け
る老舗メーカーだ。大判サイズのカシミヤストールは、やみつきになる柔ら
かさと暖かさを備えた、ブランドの真髄を感じられる一枚。首元に巻くだけ
でなく、さらりと羽織ったり膝掛けにしたりとこれからの季節に重宝する。
適切なお手入れをすれば美しい姿のまま長く愛用できる。〈WA56〉70×
190㎝、62,000円。／ジョンストンズ オブ エルガン
℡03-6263-9955（5F BRITISH MADE / Drake's）【4F】

〈開催期間〉8月1日（土）～〈開催期間〉9月6日（日）～2021年2月28日（日）

〈開催期間〉11月25日（水）～2021年2月23日（火・祝）〈開催期間〉10月28日（水）～11月24日（火）

BoConcept
ボーコンセプト

モノとオト SIT BACK & RELAX 
モノとオト シット バック アンド リラックス

DUNO
デュノ

Johnstons of Elgin
ジョンストンズ オブ エルガン

LIMITED TIME SHOP

GINZA SIX 限定

GINZA SIX 先行

35 34

ダブルウォール構造で日本酒を適
温にキープできるお猪口。金属臭
がないチタン製のため、匂い移り
の心配がない。スタッキング可能
なので、かさばることなくコンパクト
に収納できる。蓋付きの酒筒とセッ
トで常備したい。〈お猪口〉φ58×
Ｈ43mm、3,300円（酒筒15,800
円）。／スノーピーク モバイル
℡03-6263-9836【5F】

ポケット付きの透明カバーが備わる人
気ノートに、アーティストのファンタジ
スタ歌麿呂がデザインする限定版が
登場した。日本のポップカルチャーを
イメージしたデザインのシリーズには、
ポーチや腕時計なども揃う。〈ウタマ
ロ別注・ノート A5／ストレージ ドット
イット〉外寸16.3×21.7㎝、1,400円。
／マークスタイル トーキョー
℡03-6280-6776【5F】

人気の現代彫刻家・大森暁生による 
ブロンズ作品。作品の創作イメージは、
アメリカのワイオミング州などに伝わる 
架空の動物、ジャッカロープから。見た
者には幸せが訪れるというラッキーモ
チーフを、愛らしいペーパーウエイトとして
も使えるアート作品に表現した。〈ジャッ
カ〉4×9×6.5㎝、90,000円。／アール
グロリュー ギャラリー オブ トーキョー
℡03-3572-8886【5F】

新定番のキルト柄を、軽さと強度に
優れた合成皮革にプリントしたキャ
ディーバッグ。さらにワッペンを多数あ
しらうことで、様々なステッカーでカス
タムしたスーツケースのような遊び心
の溢れるデザインに仕上げた。ブラッ
ク、ベージュに写真のシーズン限定
色のピンクを加えた3色。〈キルト柄
キャディバッグ〉3.9kg、23×89㎝、
130,000円。／マーク ＆ ロナ
℡03-6263-8840【5F】

Snow Peak Mobile
スノーピーク モバイル

MARK'STYLE TOKYO
マークスタイル トーキョー

汗で濡れても滑りにくいグリップ力抜群のマッ
ト。ヨガにはもちろん、ハードなトレーニング
にもおすすめ。厚さ５mmでクッション性も
十分にあるため、ポーズを取る際に膝や
ヒップを痛みからガード。使い勝手の良
さで、ヨガインストラクターなどのプロ
にも支持されている。〈リバーシブル
マット 5mm〉66×180㎝、8,636
円。／ルルレモン
℡03-5537-5387【5F】

lululemon
ルルレモン

Artglorieux GALLERY 
OF TOKYO
アールグロリュー ギャラリー
オブ トーキョー

MARK & LONA
マーク ＆ ロナ

5F
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Beauty
Things

手軽に塗れるのにプロの仕上
がりを叶える、革新的なリップブ
ラシ形状の〈ルージュ アーティ
スト〉。宝石のような煌めきを表
現した、ホリデーシーズン限定の
カラーが5色ラインアップした。
大胆に輝くラメが唇を華やかに、
モードに演出してくれる。〈ルー
ジュアーティスト スパークル〉
003 グリッターリングサンス 
トーン 3,000円。／メイクアップ
フォーエバー
℡03-6263-9997【B1F】

人気のエイジングケア※美容液
〈ダブル セーラム EX〉の現品
サイズをメインにしたホリデー
シーズン限定のキット。肌にふっ
くらハリを与える〈ファーミング 
EX〉シリーズのローション、デイ 
クリーム、ナイト クリームのトライ
アルサイズがセットに。〈ダブル 
セーラム EX ホリデーキットFEX〉
30mL 13,000円。／クラランス
 ℡03-6263-9951【B1F】
※年齢に応じたお手入れ

着物をまとうときに生まれる、日本
らしい情緒的な気品や優雅さを、
香りで表現した新フレグランス 
4種が登場。そのひとつ〈キモノ 
ユイ オードトワレ〉は、すだちと 
ピンクペッパーのトップノートが
印象的な、透明感のあるフロー
ラルの香り。帯のように結ばれた
リボンも優美。〈キモノ ユイ オー
ドトワレ〉50mL 8,000円。コス
メデコルテ／メゾンデコルテ
℡03-6264-6706【B1F】
※販売は12/1～

様々なニュアンスの赤のリップ
やネイル、リップグロスと、魅惑
的な赤をまとい、いつもと違う自
分を演出できるメイクアップキット
が数量限定で登場。このキットで
しか入手できない〈RMK アイラ
イナー＆マスカラ〉や〈RMK ルミ
ナスジェル〉も入り、魅力を引き
出すホリデーメイクが完成する。
桜沢エリカによるポーチも素敵。

〈RMK ホリデールック レッドメ
イクアップキット 2020〉9,800
円。／アールエムケー
℡03-6264-5520【B1F】
Illustration © 2020 Erica Sakurazawa

RMK
アールエムケー

CLARINS
クラランス

MAKE UP FOR EVER
メイクアップフォーエバー

Maison DECORTÉ
メゾンデコルテ

GINZA SIX
Xmas
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この冬のとっておきが見つかる
B1Fのビューティーフロア。
注目のクリスマスコフレや新作アイテム、限定品と、ホリデーシーズンならではの
華やかなコスメが豊富にラインアップ。美に磨きをかける限定コースもお見逃しなく。
※GINZA SIX限定商品は一部の商品を除き、11月9日（月）からの販売を予定しています。

Photographs : Ryuta Arakaki (Pile Driver)

高貴な衣服、またそれを美しく
着飾ることを意味する「綾羅錦
繍（りょうらきんしゅう）」をテーマ
に掲げる、スックのホリデーコレ
クション。アイシャドウコンパク
トでは、「サテンシャドウ」「ジュ
エルシャドウ」「ベルベットシャ 
ドウ」の3つの質感を用意。気品
ある8色で表現する。〈SUQQU 
2020 ホリデー アイシャドウ  
コンパクト〉9,000円。／スック
℡03-6274-6185【B1F】

マドモアゼル シャネルのスタイルを象徴するゴー
ルドチェーンを、繊細な質感とカラーで表現した
今シーズンのメークアップ コレクション。チーク  
カラーは、肌に淡くのせれば血色感を演出し、磨く
ように入れればゴールドの輝きで立体感を強調。
骨格を美しく際立たせ、洗練された表情を生み
出す。パウダーの上のチェーン柄が気分も上げ
てくれそう。数量限定。〈レ シェヌ ドゥ シャネル〉
8,000円。／シャネル フレグランス&ビューティ 
℡03-6386-7777【B1F】

ホリデーコレクションのテーマは、「Enchanted 
Lake」。バレエ『白鳥の湖』からインスパイアされ、
女性の持つ変幻自在な魅力を引き出すアイテム
を展開する。注目は、直営店のみで登場するスキン
ケア ティントバームの限定カラー。自然な色づき
と潤いをもたらして生き生きとした唇に。数量限定。

〈マニフィカトゥールレーブルn〉513 医薬部外品 
4,000円。／クレ・ド・ポー ボーテ
℡03-6264-5544【B1F】

CHANEL 
FRAGRANCE & 

BEAUTY
シャネル フレグランス＆ビューティ

SUQQU
スック

clé de peau BEAUTÉ
クレ・ド・ポー ボーテ

Beauty
Things
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数量限定で発売される〈2020 
キールズベストヒットセット〉。
キールズのヒット製品〈キールズ
クリームUFC〉50mLや〈キール
ズミッドナイトボタニカルコンセン
トレート〉50mLをはじめ、トナー、
クレンジングなどを贅沢にセット。
限定デザインのポーチもつい
て、自分へのご褒美にぴったり。

〈2020 キールズベストヒット
セット〉17,000円。／キールズ
℡03-6274-6049【B1F】

70gの3つの限定版キャンドル
セットが、人気に応えて今年も
登場。幻想的なパッケージは、 
フランス人アーティストのウーゴ・
ガットーニが担当。雪降るパリ
の夜の街を、眠りから覚めたライ 
オン、白鳥、鹿の3匹のビースト 
たちがさまよう姿が描かれて 
いる。心安まる香りをギフトに。

〈フレグランス キャンドル 70g 
3種類 コフレ〉15,200円。／
ディプティック
℡03-6264-5483【B1F】

人気のネイルオイルのコンセプト
と香りを受け継ぎ、テクスチャー
と使い心地にこだわってつくられ
たハンドクリーム。ネロリウォー
ター※とシナラオイル※などが基
本成分。全4種のうち〈24:45〉
は、ラベンダーにバニラ調の甘
い香りが漂い、べたつかず、しっ
とりとした使い心地。〈uka hand 
cream 24:45〉50mL 3,800
円。／ウカ
℡03-6263-9981【B1F】
※保湿成分

大好評のアドベントカレンダー
式のクリスマスコフレが、今年
もお目見え。クレンジング、美容
液、マスク、クリームなど、ヴァル
モンの人気アイテムが合計で
12品も入った贅沢なもの。クリ
スマスまでカウントダウンしなが
ら、ウインドーを１つずつ開けるワ
クワク感を。〈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 先行

La Maison VALMONT
ラ・メゾン・ヴァルモン

uka
ウカ

KIEHL'S
キールズ

diptyque
ディプティック
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人気漫画『ワンピース』とのコラ
ボで誕生した『シュウ ウエムラ× 
ワンピース コレクション』。多彩
なアイテムが登場するなか、全
10色をセットしたアイパレットに
注目。物語に登場する航路 “グ
ランドライン”の名を冠し、マリン 
ブルーのパッケージをキャラクター
たちが彩る。数量限定。〈ウォン 
テッド トレジャーボックス アイパ
レット グランドライン〉8,500円。
／シュウ ウエムラ
℡03-6274-6089【B1F】
©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

クリスマスのご褒美スイーツから
着想されたメイクセットを数量限
定で発売。冬の乾燥にも崩れ
にくいベースメイクアイテムやフ
ランボワーズレッドのルージュ、
ショコラブラウンのグラデー 
ションパレットと、大人の品格
を引き立てるアイテムをセット。 
パウダリーファンデーションや 
オリジナルポーチも付く。〈ス
イートクリスマスコレクション〉
5,800円。／ハーバー
℡03-6263-9923【B1F】

イタリアとフランスの伝統的な
職人技術を取り入れ、日本の繊
細な感性で仕上げられるヘア
アクセサリーブランド、アッカ。ク
リスマスに向けた、ロマンチック
な月をイメージしたメッザルーナ 
シリーズを発売。光沢とマットの
両面使いで様々なニュアンスを 
楽しめる。〈カチューシャ〉18,700
円。／アッカ
℡03-6280-6727【B1F】

好みに応じて6種類から選べる
ファンデーションと、仕上がりを
ランクアップさせるベースメイク  
アイテム（現品）を選択できるキッ
ト。人気の化粧下地のミニサイ
ズ、立体感を際立たせる限定 
のフェイス パレットもセットに。 
バニティ バッグ付き。〈ファン 
デーション カスタマイズ キット
2020〉7,800円～9,800円。
／ベアミネラル
℡03-6263-9977【B1F】
※販売は11/18～

shu uemura
シュウ ウエムラ

acca
アッカ

bareMinerals
ベアミネラル

HABA
ハーバー

B1 F
GINZA SIX
XmasBeauty

Things
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今年のクリスマスには、こだわりの味をテイクアウト。
手土産や家でのパーティーに、魅力溢れるおいしさを求めたい。

※GINZA SIX限定商品は一部店舗を除き、11月9日（月）からの販売を予定しております。
※お酒は20歳をすぎてから。

Photographs : Shigeru Kunita

クリスマスをより華やかに。
笑顔を誘う逸品グルメ。

GINZA SIX
Xmas

03

04

一口サイズのパウンドケーキ
詰め合わせ。紅茶風味の生
地にオレンジとイチジクをのせ
た「オランジェフィグ」や、ナッ
ツの食感がアクセントの英
国式フルーツケーキなど、8つ
の味を楽しめる。〈フリュイドー
ル〉1,852円。／パティスリー 
パブロフ
℡03-3289-7155【B2F】

02

200年以上の歴史を誇る 
シャンパーニュメゾンのルイ・
ロデレールから、グレートヴィ
ンテージとして名高い2008
年を。柑橘類の甘みと酸味、 
香ばしいカカオやナッツも感
じる濃厚さが特徴。〈2008 
ルイ・ロデレール・クリスタル〉
750mL 38,000円。／ワイン
ショップ・エノテカ
℡03-6263-9802【B2F】

04
厳選した茶葉にパイナップル
やキャラメル、オレンジピールを
加えたフレーバードティーと、
ガレットのセット。薄く焼いた
ガレットはサクサクとした食
感で、バターの香りが広がる。

〈クリスマス70g缶、ガレットク
ラシック23枚入り2缶セット〉
4,500円。／ベッジュマン＆
バートン
℡03-6264-5413【B2F】

03

パティスリー パブロフ
PATISSERIE PAVLOV

GINZA SIX 限定

ベッジュマン＆バートン
BETJEMAN&BARTON

GINZA SIX 限定

ワインショップ・エノテカ
WINE SHOP ENOTECA

Gourmet

B2 F

02

0 1
Bicerin
ビチェリン

GINZA SIX 限定

秘伝の酵母を使用し焼き上
げた、イタリア銘菓のパネッ
トーネ。ドライピーチとチョコ
レート、アーモンドを練り込ん
だブリオッシュ生地は、香り豊
かでしっとりとした味わい。〈桃
とチョコレートのパネットーネ〉
10,000円。／ビチェリン
℡03-6280-6088【B2F】
※12/25までの期間限定販売

01

41

植物由来成分が髪の奥深くに浸透し、髪の内側
から外側まで働きかける、シリコンフリーの新ヘア
ケアシリーズ〈ボタニカル リペア〉。本シリーズの
シャンプー＆コンディショナー（各200mL）に、人気
のミニ パドル ブラシをセット。洗練されたホリデー
ギフト専用ボックス入り。〈アヴェダ ボタニカル  
リペア＆ミニ パドル ギフト〉8,900円。／ギンザ 
ピーク・ア・ブー アヴェダ
℡03-3575-5588【B1F】

最新のパーソナルトレーニングにスリミングエステ
計60分を組み合わせた、GINZA SIX限定コース 
が登場。コースには写真のサプリメントが約1ヶ月
分もセットに。トレーニングは加圧トレーニングか 
EMSトレーニングから、スリミングエステは骨盤 
スリム、キャビテーション、ラジオ波から選べる。先
着30名。〈冬の体脂肪燃焼コース〉12,887円。
／ビューティーテラス ギンザ ～ドレス サークル～ 
℡03-5537-6681【B1F】
※提供は12/25まで ※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

GINZA SIX 限定

世界中で愛される物語『くるみ
割り人形』からインスパイアされ
た、聖夜の魔法が紡ぐホリデー
コレクション。一番人気の〈ボ
ディスクラブ〉も、コレクション限
定のフローズンフローラルの香
り「シュガー・プラム」で登場。
ボディーケアタイムを豊かに演
出しながら、潤いに満ちた肌に。

〈ボディスクラブ S シュガー・プ
ラム〉320g 3,600円。／サボン
℡03-3572-8255【B1F】

SABON
サボン

GINZA PEEK-A-BOO 
AVEDA

ギンザ ピーク・ア・ブー アヴェダ

BEAUTY TERRACE GINZA 
~DRESS CIRCLE~

ビューティーテラス ギンザ ～ドレス サークル～

CLARINS SKIN SPA
クラランス スキン スパ

全身を緊張感から解き放つ、ア
ロマオイルを使用したボディート
リートメント60分と、ボディーオイル

（100mL）をセットにしたGINZA 
SIX限定パッケージが登場。ボ
ディーオイルは、“アンティ オー” 

“トニック” “リラックス”の3種類
から選べる。〈リラクシング アロマ
ボディ セット〉22,400円。／クラ
ランス スキン スパ
℡03-6263-9995【B1F】
※提供は12/25まで

GINZA SIX 限定

B1 F
GINZA SIX
XmasBeauty

Things

その他のクリスマスコフレ
発売情報やトレンドの
マスクメイクHOW TO動画は
こちらをCHECK !

More !
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13

1 1

食べやすくスリムにカットした、
柔らかい食感のシンガポー
ルスタイルポークジャーキー。
上質な豚もも肉を特製ソース
でマリネし、炭火で燻製にし
た後、焼き上げた。香ばしさと
ソースの旨みがやみつきに。

〈シェアボックス〉2,084円。
／ビーチェンヒャン
℡070-3327-0184【B2F】

10

上質なはちみつのギフトセッ
ト。ニュージーランド産の濃
厚なマヌカハニーと、まろやか
なコクと香ばしさを感じるギリ
シャ産栗のはちみつは、チー
ズやバゲットと相性が良い。

〈マヌカハニーとギリシャのは
ちみつ〉4,450円。／ラベイユ
℡03-3572-3883【B2F】

12

パイナップルや葡萄、ドラゴン 
フルーツ、キウイなどを、本店
シェフ特製のシロップに漬け
込んだフルーツポンチ。シロッ
プは甘さ控えめで、果実本
来の味や香りが感じられる。

〈クリスマスフルーツポンチ〉
3,000円。／クゲヌマシミズ
℡03-6263-9775【B2F】

1 1

高性能ボトルブランド、レボマッ
クスとコラボレーションしたサー
モボトル。長時間の保温・保冷
性能に加え、炭酸ドリンクの
持ち運びも可能。花がモチー
フのモダンなボトルデザイン
が印象的。〈ホリデーブルーボ
トルゴーボトル〉5,600円。／ 
ブルーボトルコーヒー
℡03-6264-6517【B2F】
※販売は11/12〜

13

BEE CHENG HIANG 
美珍香

ビーチェンヒャン

GINZA SIX 限定

KUGENUMA
SHIMIZU
クゲヌマシミズ

BLUE BOTTLE 
COFFE

ブルーボトルコーヒー

L’ABEILLE
ラベイユ12

14
京都・宇治の老舗茶店ならで
はの菓子や茶葉を詰め合わ
せに。茶が香る人気菓子の
ほか、クリスマス限定フィナン
シェも登場。プレースマットや
カップなどのオリジナルグッズ
も入ったお得な一箱。数量限
定。〈インドアピクニックセット〉
8,000円。／中村藤吉本店
℡03-6264-5168【4F】
※販売は12/1〜 ※中村藤吉本店は
4F店舗となります

14

4F
GINZA SIX
Xmas

10

その他クリスマスケーキや
完全予約制の
テイクアウトメニューは
こちらをCHECK !

More !

中村藤𠮷𠮷本店
NAKAMURA TOKICHI 

HONTEN

GINZA SIX 限定

43

100％樽発酵、樽熟成でつく
るドメーヌ・シャルリエのシャン
パーニュ。青りんごや白桃の
果実味とスパイシーさも味わ
える逸品。〈ドメーヌ・シャルリ 
エ・ペール・エ・フィス シャン
パーニュ・カルト・ブランシェ・ 
ブリュット〉750mL 4,980円。
／いまでや銀座
℡03-6264-5537【B2F】
※11/10〜12/25の期間限定販売

06

銘菓「白い恋人」のDNAを受
け継ぐラング・ド・シャ。風味豊
かな「北海道ワイン」や北海
道産オホーツクの塩が利いた

「キャラメル」など、北海道の
素材にこだわった6つのフレー
バーをセットに。〈サク アソー
ト 30枚入（クリスマスパッケー
ジ）〉3,200円。／イシヤ ギンザ
℡03-3572-8148【B2F】

08

薄く焼き上げたラング・ド・シャ
の間に、軽い食感のメレンゲ
を挟む「本実堂サンド」。クリ
スマス限定フレーバーには、
まろやかな甘みのクリームと
フリーズドライの苺をのせて。

〈本実堂サンド クリスマス 5
個入り〉1,500円。／ホンミドウ
℡03-6274-6131【B2F】
※12/25までの期間限定販売

07

手軽にノンアルコールカクテ
ルがつくれる濃縮シロップ。
雪がモチーフの甘いカクテル

「雪国」をイメージしたグリーン
のシロップを、水や炭酸水で 
割って味わう。〈クリスマスカク
テルシロップ 雪国〉1,176円。 
／キャンディアートミュージア
ム by PAPABUBBLE
℡03-6228-5535【B2F】
※11/15〜12/25の期間限定販売

09

08

いまでや銀座
IMADEYA GINZA

HONMIDO
ホンミドウ

キャンディアートミュージアム 
by PAPABUBBLE
Gallery of Sweets Art

by PAPABUBBLE

ISHIYA GINZA
イシヤ ギンザ

京都の老舗麸専門店による、
新感覚の焼き麸菓子セット。
チーズとブラックペッパーを練
り込んだ「枝 ロング」と、トマト
やポルチーニ茸が香る一口サ
イズの麸菓子「種」。ビールや
ワインのおつまみにも。〈フィン
ガースナック詰め合わせ 1〉
2,600円。／ふふふあん by 
半兵衛麸
℡03-6280-6922【B2F】

05

B2 F

GINZA SIX
Xmas06

09

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

05

07
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最上階の約1,500㎡にレストランやラウン
ジ、茶室などが集まる多目的空間。レストラン
「THE GRAND 47」では47都道府県から
取り寄せた食材でつくる季節のフレンチを、
限定12席のシェフズカウンター「銀座 極
-KIWAMI-」ではその日限りのコース料理
を味わえる。待ち合わせにも最適な「THE 
GRAND LOUNGE」ではこの時期、クリス 
マスアフタヌーンティーセットを用意。赤と 
ゴールドをキーカラーに、苺を使った宝石のよう
なスイーツや軽食が並ぶ。高級ティーブラン
ドのTWGの紅茶を含む数種類のドリンクと 
ともに、心ゆくまで味わいたい。

コンセプトは、街はずれにある小さなイタリア料理店＝トラット 
リア。伝統的なトスカーナ料理を中心に、イタリア各地の 
郷土料理を提供。木の温もりが感じられる店内で、本場の
味を堪能できる。厚めに切った牛フィレ肉には酸味のある粒
マスタードで下味をつけ、じっくりと揚げ焼きに。ジューシーな
肉の旨みは、ルッコラ、トレビス、チコリーの3種類のリーフや、
酸味のあるトマトと相性抜群。薄切りにしたパルミジャーノ 
チーズの食感と風味も感じられる、シェフ自慢の一品だ。 
希少な銘柄ばかりを取り揃えたイタリア産ワインとのペア 
リングもお試しあれ。

『“Red Christmas of Passion”アフタヌーンティーセット』4,200円（別途サービス料）
※「THE GRAND LOUNGE」での提供となります。 ※12/31までの期間限定メニューとなります。

℡03-6263-9740【13F】  ●提供時間：11:00〜21:00

『牛フィレ肉のカツレツ パルミジャーノチーズとフレッシュトマト』
3,600円 
℡03-3573-3088【6F】  ●提供時間：17:30〜20:30

ちょっとひと息から本格ディナーまで。
洗練された空間で過ごす時間。

銀座のトラットリアで、
本格イタリアンをカジュアルに味わう。

il Cardinale
イル カルディナーレ

THE GRAND GINZA
ザ グラン ギンザ 13F

6F

Cafe & Restau rantGINZA SIX
Xmas

45

イタリア・ミラノの名門カフェ「コヴァ」の日本１号店。ミラノ本店をオマージュ 
した内装が、エレガントな雰囲気を漂わせている。クリスマス限定セットは 
ホタテのタルタルや魚介のマリネなどの前菜４点ののち、ミラノならではの 
薄く揚げるカツレツ、白身魚とオマール海老のソテーを含む3種類のメインを
用意。トマトやスパイスを練り込んだブレッド5種類やデザートもつき、同店の
美味を堪能できる。一方、コヴァの人気パフェ「コッパ」にもこの時期だけの 
味が登場。「コッパ ビアンコ ナターレ」は、滑らかなホイップクリームとアカス
グリの実でクリスマスツリーを表現。細部にまでパティシエの妙技が光る。

NATURE CAFÉ『ラス ラハス農園 ナチュラル 
2019』18,000円/100g
℡03-6274-6841【13F】 
●提供時間：12:00〜21:00

ミラノの名店が
銀座に登場。
見逃せない
期間限定メニューも。

最高品質の豆による至高の一杯。
ワインさながらにコーヒーを嗜む。

Café Cova Milano
カフェ コヴァ ミラノ

GRAND CRU CAFÉ GINZA
グラン クリュ カフェ ギンザ

『クリスマスセットメニュー』6,364円
『コッパ ビアンコ ナターレ』1,819円
※12/25までの期間限定メニューとなります。

℡03-3289-3755【3F】 
●提供時間：セットメニュー10:30〜19:30、デザート
10:30〜20:00

コーヒーハンターのJosé. 川島良彰氏が、世界各国の農園を訪れ選りすぐった、高品質のコー
ヒー豆を提供するコーヒーサロン。農園や樹の選別から始まり、収穫、輸送、保管に至る全工 
程をJosé. 川島氏が指揮。なかでもNATURE CAFÉシリーズは、栽培や豆の精選に至るまで、
人工的な手法と近代的な技術を可能な限り遠ざけて取り組んだ、特別な銘柄。ルージュボトルに
入った「ラス ラハス農園 ナチュラル 2019」は、洋酒を思わせる深みのある香りが特徴。芳醇な
香りを逃さないよう、シャンパンボトルに入れて
販売する。1本で約5杯ほど楽しめ、開栓後2
週間までボトルキープが可能。サロンに立ち
寄るたび、淹れたての香りに癒やされる。

Photographs : Shigeru Kunita

3F

13F

クリスマス気分を高めてくれる美食が揃う、GINZA SIXのカフェ＆レストラン。
お気に入りの場所を見つけて、大切な人と特別な時間を過ごしたい。
※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。 ※提供時間が変更になる場合がございます。 ※お酒は20歳をすぎてから。

洗練されたカフェ＆レストランで優雅なひとときを。Cafe & Restau rant
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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　

inform
a

tion

多様な機能が詰まったGINZA SIXアプリ。お買い物時に税込110円に
つき1ポイントが付与されるポイント機能のほか、最新のニュースや会員
限定のお得な情報などを配信。登録費・年会費は無料です。ぜひダウン
ロード・登録して、GINZA SIXでのショッピングをお楽しみください。

GINZA SIXの最旬情報や楽しみ方を公式Instagramで配信中。各 
店舗のおすすめ情報をピックアップする「GINZA SIX Picks」から、 
各ジャンルに精通する個性豊かなエディターたちが、GINZA SIXを 
ぶらぶら歩いて見つけた楽しみ方を綴る「GINZA SIX EDITORS」まで、
Instagramを通してさまざまな物語と情報をお届けしています。

お家で過ごす時間を豊かに彩る音楽として世界的に注目を集めるLoFi Hiphopと
いうジャンル。LoFi HiphopとはHiphopのスタイルを踏襲し、リスニングミュージック
へと進化させた音楽スタイルの一種です。各種音楽ストリーミングサービスを中心
に世界中で聴かれ、多くのリスナーに支持されるジャンルにまで成長しました。聴か
れるシチュエーションの多くは作業用BGMなどと呼ばれる、いわば「ながら聴き」。
何かをしながらリラックスして聴くことのできる音楽として親しまれています。
音楽を通してお客様の日々の生活に少しでも寄り添えるよう、お家時間でお楽 
しみいただける、GINZA SIXオリジナルのアルバム「GINZA SIX meets 
LoFi Hiphop」を各種ストリーミングサービスで配信中です。この機会にぜひ 
お聴きください。

期間中、GINZA SIX館内にてGINZA SIXカードまたはGINZA SIX 
アプリをご利用のうえ、税込1万円以上お買い上げいただき、ご応募いただ
いた方の中から抽選で1,000名様にGINZA SIXポイント1,000ポイントを
プレゼント。

※ iPhoneはiOS9以上、Androidは　
Android4.1以上が対象です。

※期間中のお買い上げ税込合計金額が対象です。
※ポイント付与およびポイント利用でのお買い上げも対象です。
※当選のご連絡は2021年1月末頃、当選者へのプレゼントポイントの付与をもって代えさせていただきます。
※ご応募はお一人様につき、1回限りとなります。

最新情報と多彩な物語をチェック
GINZA SIX 公式Instagram　

GINZA SIXのオリジナルアルバム
GINZA SIX LoFi Hiphopサブスク配信中

GINZA SIXポイントが抽選でもらえる
POINT CHANCE CAMPAIGN　
－ 税込1万円以上のお買い物＆ご応募にて、
抽選で1,000名様に1,000ポイントをプレゼント －

ショッピング体験をさらに充実させる
GINZA SIXアプリのご案内　▶  Instagram公式アカウント

ご応募はこちらから ▶

GINZA SIX 
LoFi Hiphopは
こちらから ▶

公式 Instagramは
こちらから ▶

アプリのダウンロードは
こちらから ▶

GINZA SIX TOPICS
［ GINZA SIXの最新情報をお届けします ］

※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。

登録費・
年会費無料

@ginzasix_official

https://ginza6.tokyo/gsix2020/
point_chance_campaign

対象期間   2020年11月9日（月）～12月25日（金）
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ColumnGINZA SIX 

　高級チョコレートボール専門店「チョキ トウキョウ」の 
ポップアップストアが、B2階にオープン。店内にずらりと並ぶ 
パンニングマシンから、好みの味を好きな量だけ購入できる
量り売りスタイルだ。チョコレートボールには、フランス産の 
最高品位のグランクリュチョコレートを使用。フルーツや 
ナッツ、ポップコーンなど自然由来の素材を、2種類のチョコ 
レートでダブルコーティングしている。添加物や保存料も 
使用せず、天然素材で色づけするなどのこだわりも。
　チョコレートボールはすべて100gあたり1,300円。
GINZA SIXでは、ポップコーンキャラメルミルク、オレンジ 
コーヒー、ラズベリー ダークなど13種類のフレーバーが用
意される。種類別のボックス3サイズや、ギフトに最適な赤い 
缶に入ったプレミアムチョコレートボールのミックス商品 
なども。ワクワク感に満ちたショップへ、ぜひ足を運びたい。

　南青山に店舗を構える台湾のスイーツブランド「サニー
ヒルズ」が、GINZA SIXに期間限定で登場。同店の代
名詞であるパイナップルケーキと、青森県産紅玉りんごを
使用したりんごケーキを販売している。
　台湾語の「幸せを呼ぶ」という意味の“旺來”とパイナッ
プルを意味する“オンライ”の音が似ていることから、台湾
で「幸せを招くお菓子」として、ギフトに選ばれているパイ
ナップルケーキ。素材そのものの甘みと酸味、食感を生か
したシンプルなケーキは、大切な人への贈り物にしても 
喜ばれそう。12月25日（金）までは、国産柚子を使用した
柚子りんごケーキも販売。新しい冬の味覚をこの機会に。

見た目に美しく、上質な味わいの
チョコレートボール。

Choci Tokyo 
チョキ トウキョウ

〈開催期間〉2020年12月1日（火）～2021年1月３日（日）
℡070-3327-0183【B2F THE POP UP B2F】

幸せを願う気持ちのこもった
台湾発のパイナップルケーキ。

SunnyHills
サニーヒルズ

〈開催期間〉～2021年1月3日（日）
℡070-1505-3642【B2F 期間限定ショップ】

上／台湾産の甘酸っぱいパイナップルがぎっしりと詰まったパイナップル
ケーキ。 下／縁起の良い初物の紅玉りんごを使用したりんごケーキ。

色鮮やかなチョコレートボールは、
天然素材で色味を出している。
チョコレートボールの中心にも、食
感の良いセミドライフルーツやナッ
ツなどの天然素材が入っている。
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