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＜別紙＞GINZA SIX店舗リスト
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The House of Dior (仮)

(ザ ハウス オブ ディオール)

クリスチャン ディオール株式

会社
● ●

レディス／メンズ／ジュエリー＆

ウォッチ／バッグ＆シューズ／

ファッショングッズ／ライフスタイ

ル

日本におけるディオールの新たな幕開けとなる５層の店舗は、白い布が重なり合い漂う独特なファ

サードとコンテンポラリーな内装にモダンな家具を配置。アジア初となる「ディオール メゾン」

を展開します。

CÉLINE

(セリーヌ)

LVMHファッション・グルー

プ・ジャパン株式会社
● ● レディス／バッグ＆シューズ

１９４５年の創業以来アクティブでモダンな女性に広く愛されるセリーヌ。２００８年にクリエイ

ティブ・ディレクターにフィービー・ファイロが就任、ハイクオリティのシンプルかつモダンでタ

イムレスなアイテムを発表しています。

SAINT LAURENT

(サンローラン)
株式会社ケリングジャパン ●

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ

「イヴ・サンローラン」は、１９６１年にムッシュ イヴ・サンローランが自身の名を冠したブラ

ンドを設立したところから始まります。伝統あるフレンチスタイルに、時代を先取るコンテンポラ

リーさを加えたスタイルは現代においても継承され続けています。

Van Cleef & Arpels

(ヴァン クリーフ ＆ アーペル)
リシュモン ジャパン株式会社 ● ● ジュエリー＆ウォッチ

訪れる人を暖かく迎える居心地のよいパリのアパルトマンのようなブティック。日本最大の面積を

誇り、日本初のファサードコンセプトを採用し、内装はアールデコ様式のデザイン。ブライダルサ

ロンも併設します。

VALENTINO（仮）

(ヴァレンティノ)
ヴァレンティノ ジャパン ● ●

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ／ファッショングッズ

日本最大級の売場面積を誇るこのストアは、世界的なセールスネットワーク、日本での売上拡大に

おける重要なステップであり、英国人建築家デイヴィット・チッパーフィルドとクリエイティブ

ディレクター ピエールパオロ・ピッチョーリによる革新的なストアコンセプトを取り入れていま

す。

FENDI

(フェンディ)
フェンディジャパン株式会社 ● ●

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ／ファッショングッズ

イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランド フェンディは、最新のグローバルストアコ

ンセプトを導入した国内最大級のフラッグシップストアをオープンします。
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ROLEX BOUTIQUE LEXIA GINZA(仮)

(ロレックス ブティック レキシア ギンザ)
株式会社ホッタ ● ● ジュエリー＆ウォッチ

国内最大級の品揃えを誇るロレックスブティック。スイス本社監修の上質で高級感あふれる最新イ

ンテリアを導入。ロレックスの世界観を表現した店内では大切な1本を心ゆくまで吟味できます。

FRED

(フレッド)

エルヴィエムエイチウォッチ・

ジュエリー・ジャパン株式会社
ジュエリー＆ウォッチ

１９３６年パリで創業したフランスのジュエラー、フレッド。自由で優雅なフレンチリヴィエラの

輝きが息づくジュエリーが、日常にラグジュアリーな彩りを添えます。ファッションなどに精通し

たブティックスタッフがおもてなしします。

MOYNAT

(モワナ)
モワナ株式会社 ● ● ● バッグ／革小物

建築家グエナエル・ニコラ氏デザインの上質で温かみのある店舗空間の国内初の直営店。最上級の

クラフツマンシップに裏打ちされた、伝統とモダンのクリエーションであるレザーコレクションを

フルラインで展開します。

LOEWE

(ロエベ)

LVMHファッション・グルー

プ・ジャパン株式会社
バッグ＆シューズ／革小物

１８４６年、スペインのマドリードにおいて創業したラグジュアリーブランド「ロエベ」。１７０

年に渡って受け継がれてきた伝統と職人技が光る、バッグやスモールレザーグッズなどを展開しま

す。

Chopard

(ショパール)
ショパールジャパン株式会社 ジュエリー＆ウォッチ

ジュネーブ本店をイメージした「ショパールの多彩な世界を体験いただけるスペース」。まるで邸

宅にジュエリーやウォッチが並ぶような洗練された雰囲気。ショップインショップとしては唯一ハ

イジュエリーを常時展開します。

DAMIANI

(ダミアーニ)
ダミアーニ・ジャパン株式会社 ジュエリー＆ウォッチ

１９２４年創業のイタリア屈指のハイジュエラー。ダイヤモンド・インターナショナル・アワード

を過去１８回受賞し、そのモダンで革新的なジュエリーは、世界中のセレブリティから愛されてい

ます。

スターバックス コーヒー（仮）
スターバックス コーヒー ジャ

パン 株式会社
カフェ（ドリンク、スイーツ）

アメリカ シアトル生れのスペシャルティ コーヒーストア。１Fはスタンディングカウンターを中心

としたレイアウト、２Fは天井にコーヒーのアロマを感じさせるルーバーデザインを施し、ゆった

りと寛げる空間です。

GROOVE&SPORTS STORE（仮）

(グルーヴアンドスポーツ ストア)

株式会社ＴＳＩグルーヴアンド

スポーツ
● ●

レディス／メンズ／キッズ／バッグ

＆シューズ／ライフスタイル／ス

ポーツ＆アウトドア／その他（ゴル

フウェア）

グルーヴアンドスポーツが手掛ける日本初のファッションスポーツアパレルの複合型ストアです。

ゴルフを中心としたスポーツとトレンドを兼ねそろえたファッションスポーツアパレルをセレクト

します。

CITIZEN FLAGSHIP STORE TOKYO

(シチズン フラッグシップ ストア トウ

キョウ）

シチズン時計株式会社 ● ● ● ジュエリー＆ウォッチ

世界初のシチズンウオッチグループフラッグシップストア。シチズンウオッチグループの全ブラン

ドを世界最大級のコレクションで展開します。修理工房や、世界初の「アーノルド＆サン」ブ

ティックも併設します。

LE LABO

(ル ラボ)
グリーンスタンプ株式会社

ライフスタイル／ビューティ（コス

メ）

２００６年、ニューヨークでスタート。香水と鮮度の密接な関係にフォーカスしたパフュームブラ

ンド。世界屈指の名だたる調香師たちが開発に携わり、感性を余すことなく表現した至高のコレク

ションを展開します。

ローソン（ツーリストサービスセンター

内）
株式会社ローソン ● サービス

ツーリストが立ち寄り、ワンストップでサービスを受けられる、観光案内所と一体となった店舗。

安心・安全・健康にこだわった日本のコンビニならではの商品とこだわりのスーベニアを展開しま

す。

中央通り側 路面6店舗

1階　－　ファッション

＜フロア構成＞ 

 
  １階ーファッション         ４階ーファッション&ライフスタイル       １３階ーバンケット&レストラン   
  ２階ーファッション         ５階ーファッション&ライフスタイル      地下２階ー食物販 
  ３階ーファッション         ６階ーアート、ブック&カフェ／レストラン     地下１階ービューティ 

1



※2016年11月7日時点の情報です。内容は変更となる場合があります。

店名 会社名 旗艦店 新業態 日本初 都内初
銀座

初

世界

最大級

日本

最大級

都内

最大級
カテゴリー 紹介文

三井住友銀行　銀座支店

(ミツイスミトモギンコウ ギンザシテン)
株式会社三井住友銀行 銀行

「長居したくなる心地よさ」を目指した空間で、上質なコンサルティング･サービスを提供しま

す。
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discord yohji yamamoto

(ディスコード ヨウジヤマモト)
株式会社ヨウジヤマモト ●

バッグ／革小物／ファッショングッ

ズ

日本初、全てのアイテムが揃う「discord yohji yamamoto」のフラッグシップショップ。MADE 

IN JAPANのハイクオリティなバッグ･スカーフを中心に、GINZA SIXでしか買えないスペシャル

アイテムを展開します。

DELVAUX

(デルヴォー)
デルヴォー・ジャパン株式会社 ●

バッグ／革小物／ファッショングッ

ズ

１８２９年創業の世界最古のラグジュアリーレザーグッズブランドにしてベルギー王室御用達。世

界中から集まる人々を満足させる最上の品揃えとサービス、最新のストアコンセプトでデルヴォー

の新たな世界を提案します。

VERSACE

(ヴェルサーチ)

株式会社ヴェルサーチ ジャパ

ン
●

ジュエリー＆ウォッチ／バッグ＆

シューズ／ファッショングッズ

世界中のセレブに愛されているグローバルファッションブランド。ファッションジュエリーからハ

ンドバッグなども展開する、世界初の雑貨特化型業態で展開します。

Anya Hindmarch

(アニヤ・ハインドマーチ)

株式会社アニヤ・ハインドマー

チ・ジャパン
● バッグ／革小物

１９８７年にロンドンでキャリアをスタート。毎シーズンのコレクションの中心にあるものは、ク

ラフツマンシップとユーモアのミクスチュア。最良の素材と技法を駆使して、熟練の職人たちに

よって仕上げられます。

PERRIN

(ペラン)
ブルーベル・ジャパン株式会社 ● ● バッグ／革小物

フランスの革手袋製造の中心地サン・ジュニアンで１００年以上に渡り引き継がれてきた熟練の技

術と上質な素材、ファッション性の高いデザインが融合したラグジュアリーなバッグや革小物を取

り揃えています。

Y-3

(ワイスリー)
アディダスジャパン株式会社

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ

adidasのスポーツの専門的な技術・機能と山本耀司のデザインが融合したスポーツファッションブ

ランド。メンズ・レディスウェアとフットウェア・バッグなどアクセサリーを展開します。

GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN

(ジュゼッペ・ザノッティ・デザイン)
ブルーベル・ジャパン株式会社 ●

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ

華やかなビジューの装飾やメタルパーツなどロックテイスト溢れるディテールが特徴のシューズ・

バッグを展開。ブランド２０周年を記念して登場したレディ・トゥ・ウェアも販売します。

MANOLO BLAHNIK

(マノロ ブラニク)
ブルーベル・ジャパン株式会社 ●

バッグ＆シューズ（レディス、メン

ズ）

ビビットなカラー使いに加え、ウィットに富んだユーモアのセンスや美しい建築を彷彿とさせるデ

ザインが特徴のシューズブランド。ニック・レイススミス・アーキテクチャー＆デザインにより、

「日本の匠」を斬新に解釈した全く新しいコンセプトのショップとなり、レディス＆メンズアイテ

ムを展開します。

JIMMY CHOO

(ジミー チュウ)
Jimmy Choo Tokyo 株式会社 ● バッグ＆シューズ

世界中のスタイルアイコンから愛される、官能的でファッション性の高いデザインとイタリアの卓

越したクラフツマンシップが特徴。GINZA SIX店は、ヨーロッパ、アジアなどインターナショナル

な客層のニーズに合うコレクションも展開します。

Sergio Rossi

(セルジオ ロッシ)

株式会社 セルジオ ロッシ ジャ

パン
● バッグ＆シューズ

１００％イタリアメイドのフットウエアとアクセサリーのラグジュアリーブランド。インテリアは

最新コンセプトを採用。ブランドのオリジナリティを保ち、同時にタイムレスな逸品を展開しま

す。

BALLY

(バリー)
株式会社バリー　ジャパン バッグ＆シューズ

靴づくりにおいて豊かな伝統と１６０年以上の歴史を有する１８５１年創業のスイスのラグジュア

リーブランド。オープン限定商品も展開します。

H.P.FRANCE BIJOUX

(アッシュ・ペー・フランス ビジュー)

アッシュ・ペー・フランス株式

会社
● ● ジュエリー＆ウォッチ

感度の高い大人の女性にむけた「私のため」のジュエリーショップ。ヨーロッパのクリエイターた

ちが手がける作品的なコレクションや銀座店でしか出会えない１点ものなどを提案します。

quarant'otto

(クアラントット)
株式会社クアラントット ● ジュエリー＆ウォッチ

イタリア・フィレンツェに本店を構え、熟練の職人たちによる伝統技術と日本人女性デザイナー

AIKA FUSHIMIの細やかな感性を融合し、「絵画の一枚のようなジュエリー」を展開するジュエ

リーブランドです。

AbHerï

(アベリ)
株式会社アルファ ● ● ジュエリー＆ウォッチ

美術館でアートピースを選ぶようにジュエリーに出会う。旗艦店として、日本原産の花“椿”をイ

メージソースとした限定商品をはじめ、１点ものや貴重素材を用いたスぺシャルアイテム、ブライ

ダルラインが豊富に揃います。

AHKAH

(アーカー)
株式会社アーカー ● ● ジュエリー＆ウォッチ

AHKAHの代名詞である華奢で繊細なジュエリーやグローバルラインakemiayanoの独創的なジュ

エリーが揃う、唯一のフルラインナップショップ。和と洋のテイストがあわさった、洗練された空

間が魅力です。

Bijou de M

(ビジュードエム)
株式会社Mリテイル ● ジュエリー＆ウォッチ

本物で上質な宝石を使い、「カワイイ」要素を取り入れた遊び心のあるデザインのジュエリーブラ

ンド。サロンのような店舗でゆったりと商品を見ていただける空間です。シーズンごとにデザイ

ナーの選んだART作品も展示します。

EYEFUNNY

(アイファニー)
有限会社EYEFUNNY ● ●

ジュエリー＆ウォッチ／ビューティ

（コスメ）

東京をベースに世界展開するダイアモンドジュエラーの旗艦店。日本の誇る手仕事、受け継がれて

きた美意識を取り入れた空間で、これまでにない女性に向けた高額アイテムを含め、一点ものの商

品も展開します。

Maison de NADIA

(メゾン・ド・ナディア)
株式会社ナガホリ ● ● ジュエリー＆ウォッチ

ファッショニスタやロイヤルファミリーから絶大な支持を得るロンドン発の新星「ロビンソン ペ

ラム」をはじめ、注目メゾンをセレクトした、大人の女性のためのファインジュエリーブティック

です。

2階　－　ファッション
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MIMI

(ミミ)
デルパンジャパン株式会社 ● ● ジュエリー＆ウォッチ

イタリアで半世紀以上の歴史を持つBroggian社が立ち上げたコンセプトブランド。ミラノの本店

に次ぐ店舗を日本初出店。ミラノデザインの想像力、伝統、スタイルを見事に融合させた革新的な

ジュエリーを提案します。

THE SHOWCASE（仮）

(ザ ショーケース)
デルパンジャパン株式会社 ● ● ● ジュエリー＆ウォッチ

ヴィンテージとなる価値のあるジュエリーを扱うことをコンセプトとして、Tenthousandthings、

Ileana Makri、Shaesbyを中心に世界中の新しいHIP＆CHICなアクセサリーも展開するセレクト

ブティックです。

JO MALONE LONDON

(ジョー マローン ロンドン)
ELGC株式会社 ライフスタイル

フレグランスだけではなく、バス＆ボディやホームカテゴリーアイテムで生活空間を香りで演出す

るラグジュアリーライフスタイルブランド。GINZA SIX店は黒をアクセントとした、モダンな最新

コンセプトの店舗デザインです。

FRANCK MULLER WATCHLAND（仮）

(フランク ミュラー ウォッチランド)
ワールド通商株式会社 ● ジュエリー＆ウォッチ

想像を遥かに超えた才能と美学が融合した「時」のマスターピースを展示・販売。大人の男女に向

け、世界初となるトータルライフスタイルを提案します。天才時計師の想いが溢れる時の世界観を

堪能できます。

SIXIÈME GINZA

(シジェ－ム ギンザ)
株式会社大丸松坂屋百貨店 ●

レディス／バッグ＆シューズ／ジュ

エリー＆ウォッチ／ファッション

グッズ／ライフスタイル雑貨

国内外からセレクトした雑貨を、本質を極めた大人たちのライフスタイルシーンに合わせて、大き

く６つの展開で提案。グエナエル・ニコラ氏が手がける環境デザインは、ワールドクラスクオリ

ティにふさわしい空間を創出します。
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カテゴリー 紹介文

KENZO

(ケンゾー)
ケンゾーパリジャパン株式会社 ● ● ●

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ／ファッショングッズ

クリエイティブディレクター、キャロル・リムとウンベルト・レオンによるKENZOの日本初の旗

艦店。ファッションの楽しさとKENZOのDNAを継承したクリエイティビティを取り入れたレディ

ス・メンズ複合店です。

DSQUARED2

(ディースクエアード)

株式会社スタッフ インターナ

ショナル ジャパン
レディス／メンズ

双子のカナダ出身デザイナー、ディーン＆ダン・ケイティンのミラノコレクションブランド。ブラ

ンドのDNAでもある、デニムを中心としたラグジュアリーカジュアルを軸に、それらとドレスとの

ミックススタイルを提案します。

Maison Margiela

(メゾン マルジェラ)

株式会社スタッフ インターナ

ショナル ジャパン

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ／ファッショングッズ

マルタン・マルジェラが設立したパリのファションブランド。２０１４年にジョン・ガリアーノが

クリエイティブ・ディレクターに就任。プレタポルテ、レザ―グッズ、フレグランスなど全ライン

を展開する複合店です。

MOSCHINO

(モスキーノ)
株式会社 ウールン商会 ● ●

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ／ファッショングッズ

ファッションは楽しい！というメッセージを皮肉を交えたユーモアで表現。旗艦店として、国内唯

一のメンズ・レディスコンバインの品揃えのショップ。ミラノやニューヨークの店舖と同じく

BIKER BAGの形をした巨大什器を設置します。

ALEXANDER McQUEEN

(アレキサンダー・マックイーン)
株式会社ケリングジャパン

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ

伝統的なビスポーク・テーラリングや熟練のクラフツマンシップに裏打ちされたイギリスの代表ブ

ランド。「繊細さ」と「強さ」、「伝統性」と「モダニティ」など、相反する二面性の美しさを表

現したアイテムが揃います。

3.1 Phillip Lim

(3.1 フィリップ リム)
3.1 フィリップ リム ジャパン

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ

機能性とツイストで美しく仕上げた現代を生きる人たちのためのモダンラグジュアリ―ブランド。

新店舗コンセプトの第一号店。ストゥディオスペースを思わせる空間で、クラシックと型破りな発

想の融合を実現します。

ALEXANDER WANG

(アレキサンダー ワン)
株式会社CLUB21 JAPAN

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ

伝統的な手法と上質な素材が融合した“アメリカンニューラグジュアリー”。都内２店舗目のレディ

ス、メンズ両方のコレクション取扱い店となり、店内インテリアも既存店とは異なる新しいスタイ

ルで提案します。

NEIL BARRETT

(ニールバレット)

ニールバレットジャパン株式会

社
● ●

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ／ファッショングッズ

伝統と最先端のスタイルが溶け込むハイブリッドなラグジュアリーブランド。テーラードを駆使し

たタキシードや、ストリート感溢れるレッドカラーのバイカーデニムを揃えます。レディスは国内

で最も多くの型数を展開します。

MARNI

(マルニ)
株式会社マルニジャパン レディス／バッグ＆シューズ

１９９４年設立のイタリアデザイナーズブランド。GINZA SIX店は、既存店舗とは異なる新デザイ

ン店舗。床のカラーリングや素材、什器に至るまで既存店舗にはない仕様です。GINZA SIX限定カ

ラーバッグも用意します。

Mulberry

(マルベリー)
株式会社CLUB21 JAPAN ● ● レディス／バッグ＆シューズ

１９７１年サマセットに設立された、イギリスのラグジュアリーレザーグッズブランドです。革製

品における深い伝統をもち、現代の生活のためのスタイリッシュで、機能的なプロダクトを作って

います。

Framboise

(フランボワーズ)
カマタ株式会社 ● ● カフェ（ガレット、クレープ）

フランス発日本初出店のクレープガレット専門店。オーガニック小麦、そば粉を使用した伝統メ

ニューからオリジナルメニューまで提供します。

ADEAM

(アディアム)
株式会社フォクシー ● レディス

ニューヨーク在住のデザイナー前田華子が、２０１１年秋冬よりADEAMをスタート。コンセプト

は“伝統と改新の融合”。芸術性と機能美を融合した日常のラグジュアリーを提案します。

lucien pellat-finet

(ルシアン ペラフィネ)
コロネット株式会社

レディス／メンズ／キッズ／ジュエ

リー＆ウォッチ／バッグ＆シューズ

／ファッショングッズ

最高級のカシミヤセーターを中心としたコレクションを提案。他にもデニムやバッグ、シューズを

はじめとする様々なアイテムが揃います。GINZA SIX内装デザインは、日本を代表するインテリア

デザイナー森田恭通氏が手掛けます。

BELSTAFF

(ベルスタッフ)

ベルスタッフ・ジャパン株式会

社
● ● ● レディス／メンズ

機能性とスタイルの追及を通じラグジュアリーなライフスタイルを提案する英国ブランド。日本初

の旗艦店として最大の売場面積を誇り、レディス＆メンズのデュアルジェンダーでのコレクション

を展開します。

3階　－　ファッション
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※2016年11月7日時点の情報です。内容は変更となる場合があります。

店名 会社名 旗艦店 新業態 日本初 都内初
銀座

初

世界

最大級

日本

最大級

都内

最大級
カテゴリー 紹介文

rag & bone

(ラグアンドボーン)
株式会社CLUB21 JAPAN

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ／ライフスタイル

ブリティッシュヘリテージとモダンデザインをかけ合せた独自のスタイルで、常に新しいアーバン

スタイルを提案するニューヨーク生まれのライフスタイルブランドです。

MACKINTOSH

(マッキントッシュ)

八木通商株式会社（株式会社

マッキントッシュ ジャパン）
● ● ●

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ

クラフツマンシップとコンテポラリーなスタイルを融合したコレクションを提案する、英国を代表

する老舗ブランド。今も当時と同じ製法でつくられるゴム引きコートをはじめ、着る人の魅力を引

き出します。

MM6 Maison Margiela

(エムエム6 メゾン マルジェラ)

株式会社スタッフ インターナ

ショナル ジャパン

レディス／バッグ＆シューズ／

ファッショングッズ

メゾン マルジェラが発信するコンテンポラリーライン。ウェアラブルなストリートウェアに新た

な解釈を加えた、モダンでユニークなコレクション。ガーメントを中心に、シューズ、バッグ、ア

クセサリーを展開します。

UNDERCOVER

(アンダーカバー)
株式会社アンダーカバー レディス／メンズ

ストリートファッションをモードへと昇華させ、世界的な評価を得る日本発のブランド。ブランド

が展開する複数のラインを総合的に展開。GINZA SIX店では、世界観をフルラインナップで楽しめ

ます。

N°21

(ヌメロ ヴェントゥーノ)
株式会社グルッポタナカ ● レディス／メンズ／キッズ

次世代イタリアファッション界の牽引者アレッサンドロ・デラクアによるファーストライン。デラ

クアの真骨頂とも言えるシャープなテイラーリング、フェミニティは健在ながら、スポーティで

ウェアラブルな魅力が加わりました。

BY MALENE BIRGER

(バイ マレーネ ビルガー)
株式会社アーバンリサーチ ● レディス／バッグ＆シューズ

世界中の女性たちへ、"手の届く贅沢"を提供するアフォーダブル・ラグジュアリーブランド。クリ

スティーナ・エスティーンのアイディアを基にエレガントでありながらモダンな雰囲気が漂う空間

になっています。

EQUIPMENT

(エキップモン)
株式会社サザビーリーグ ● ● レディス

フレンチシックな中に抜け感のある上質なシルクシャツが人気のブランド。EQUIPMENTの定番ラ

インを多く取り揃えつつ、日本ではGINZA SIXにしかない商品も展開する国内唯一の店舗となりま

す。

Vivienne Westwood

(ヴィヴィアン・ウエストウッド)
株式会社 インコントロ ●

レディス／ジュエリー＆ウォッチ／

バッグ＆シューズ／ファッション

グッズ

常に進化し続けるVivienne Westwood。GINZA SIXでは３つのラインを取り揃えます。新しいコ

ンセプトでデザインされた内装は、ニューヨーク、パリのストアに続いて日本初となります。

Vivienne Westwoodの新しい世界観を堪能できます。

DIESEL BLACK GOLD

(ディーゼル ブラック ゴールド)
ディーゼルジャパン株式会社

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ／ファッショングッズ

２００８年にデビュー。斬新さと個性に象徴されるディーゼルのDNAと洗練されたスタイルが融合

したコンテンポラリー・コレクション。ロック＆シックをコンセプトとする都会的なコレクション

が特徴です。

KAREN WALKER

(カレン ウォーカー)
コロネット株式会社 ● ● レディス／ファッショングッズ

デザイナー、カレン・ウォーカーによるニュージーランド発信のコンテンポラリーブランド。

GINZA SIX店は、日本初となるブティックとなり、ウェアはもちろん、アイウェアやアクセサリー

までフルコレクションが揃います。

CoSTUME NATIONAL

(コスチュームナショナル)
株式会社CN ジャパン ●

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ／ファッショングッズ

「Edgy Chic」と評されるコレクションはミニマムでありながら遊びの要素を持ち、着る人の美し

さをありのままに表現。銀座初のメンズ・レディスの複合店として大人の男女が満足いただける空

間を提案します。

ALEXANDRE DE PARIS

(アレクサンドル ドゥ パリ)
八木通商株式会社 ● ファッショングッズ

フランスを代表するラグジュアリーヘアアクセサリーブランド。最新アイデンティティーを導入し

たグローバル旗艦店がGINZA SIXに誕生。グローバル旗艦店として最新のストアデザインを採用し

ています。

HERNO

(ヘルノ)
株式会社アオイ ● ● レディス／メンズ／キッズ

設立当初から受け継がれる伝統的な技術と新素材の融合によって進化した斬新なアウターコレク

ションを展開。レディス・メンズ・キッズとHERNOの全てが揃うフラッグシップショップです。

TARA JARMON

(タラ ジャーモン)
イトキン株式会社 ● ● レディス／ファッショングッズ

長きにわたり、パリジェンヌのワードローブに欠かせないブランドとして人気を博しているTARA 

JARMON。エレガント・フェミニンをベースに、常に今の気分を取り入れた洗練されたリアルク

ローズを提案します。

FABIANA FILIPPI

(ファビアナ フィリッピ)
株式会社 ウールン商会 ● レディス／バッグ＆シューズ

高いハンドメイド技術、上質な素材、洗練されたデザインが融合した真のメイドインイタリーブラ

ンド。パリ・ロンドン・ローマの旗艦店に続き、最新のコンセプトに基づいた店舗となり、商品は

フルラインナップ揃います。

Blumarine

(ブルマリン)
株式会社 ウールン商会 ● ● レディス

タイムレスなエレガントとセンシュアルな上品さを併せ持つイタリアファッションブランド。クリ

エイティブなテイスト、感性、上品さを追求しつづけたコレクションを展開します。GINZA SIX限

定商品も展開します。

店名 会社名 旗艦店 新業態 日本初 都内初
銀座

初

世界

最大級

日本

最大級

都内

最大級
カテゴリー 紹介文

Theory

(セオリー)

株式会社リンク・セオリー・

ジャパン
● ●

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ

「Urban Uniform」をコンセプトに、１９９７年にニューヨークで誕生したコンテンポラリーな

ファッションブランド。優れた素材とシルエットで洗練された装いを提案。当店舗は国内最大面積

を誇るレディス＆メンズの複合店です。

BEAMS HOUSE WOMEN

(ビームス ハウス ウィメン)
株式会社ビームス ● レディス／バッグ＆シューズ

上質で洗練されたアイテムと大人にこそ相応しい品格あるスタイルを提案する「BEAMS HOUSE」

から、初めてのレディスに特化したブティックが登場。身につけた時に高揚感のあるプレシャスな

ワードローブを取り揃えます。

DRESSTERIOR

(ドレステリア)
株式会社ワールド ● ●

レディス／メンズ／ジュエリー＆

ウォッチ／バッグ＆シューズ／

ファッショングッズ

「今に受け継がれる物への再評価、再構築」をコンセプトに、英国の伝統的な物、イタリアの職人

気質やバランスの良いモダン、単に物では表現できないフランスのエスプリなどをミックスした上

品なコーディネートを提案します。

4階　－　ファッション&ライフスタイル
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※2016年11月7日時点の情報です。内容は変更となる場合があります。
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銀座

初

世界
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日本
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都内

最大級
カテゴリー 紹介文

VULCANIZE London

(ヴァルカナイズ・ロンドン)
BLBG株式会社 ●

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ／ファッショングッズ

「モダンブリティッシュ・ラグジュアリー」をワンストップで楽しめるブティック。キャサリン妃

愛用「キャサリン フッカー」や英国王室御用達「ギーブス&ホークス」などエクスクルーシブ・ブ

ランドを豊富に品揃えします。

PAUL SMITH

(ポール・スミス)

株式会社オンワード樫山／株式

会社ジョイックスコーポレー

ション

●

レディス／メンズ／ジュエリー＆

ウォッチ／バッグ＆シューズ／

ファッショングッズ／ライフスタイ

ル

イギリスを代表するデザイナー、ポール・スミスによるブランド。路面店以外では都内初となるメ

ンズ・レディス複合店として出店。メンズ・レディスのファーストラインを中心に、ポール・スミ

スコレクション、雑貨などをとり揃え展開します。

JOTARO SAITO

(ジョウタロウサイトウ)
株式会社三才 ● ● ●

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ／ファッショングッズ／カフェ／

フード

京都発の新進気鋭きものデザイナー斉藤上太郎のコンセプトショップ。ライフスタイルに溶け込む

キモノ創りに挑み、伝統の基本を残しつつモダンで最新のキモノを世界に向けて発信。初のスイー

ツカフェも併設します。

l'hèritage martinique

(レリタージュ マルティニーク)
株式会社メル・ローズ ● ●

レディス／ジュエリー＆ウォッチ／

バッグ＆シューズ／ファッション

グッズ

「ネクストヴィンテージ」をキーワードに装う愉しみと永遠に色褪せない上質なワードローブを展

開。世代を越えて受け継がれていくかけがえのないモノを提案します。

HELEN KAMINSKI

(ヘレンカミンスキー)

株式会社ヘレンカミンスキー

ジャパン
●

帽子＆バッグ（レディス、メンズ）

／ファッショングッズ

クラフツマンシップとサスティナビリティを伝統とした、最高品質のラフィアを使用したハンドク

ラフトの帽子ブランド。初の銀座出店では、直営ならではのスペシャルなコレクションを展開しま

す。

Ground Y

(グラウンド ワイ)
株式会社ヨウジヤマモト ● ● ●

レディス／メンズ／キッズ／バッグ

＆シューズ／ファッショングッズ／

ライフスタイル

ヨウジヤマモト社のフィルターを通し、ジェンダレス・エイジレスなスタイルを提案するコンセプ

トショップ。「Ground Y」に共鳴する、様々なカルチャーとコラボレーションを提案します。

TRANSIT PAR-SUCH

(トランジット パーサッチ)
株式会社ストックマン ●

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ

天然素材にこだわり、製品洗いや染めに至るまで独特な色合いや風合いを楽しめるイタリアのハイ

カジュアルブランド。レディス＆メンズの展開により、ご夫婦やカップルで一緒に買物を楽しんで

いただける空間を提案します。

PARIGOT

(パリゴ)
株式会社アクセ ● ●

レディス／ジュエリー＆ウォッチ／

バッグ＆シューズ／ファッション

グッズ／ライフスタイル

最新鋭のモードと個性の表現をエイジレスに愉しむ、パリの洗練された感性を感じる高感度セレク

トショップ。世界で活躍中の日本人デザイナーの限定品やデニム集積など１００ブランド以上の最

先端ファッションを提案します。

HELMUT LANG

(ヘルムート ラング)

株式会社リンク・セオリー・

ジャパン
● レディス／メンズ

ピュア、クリーン、センシュアルなニューアヴァンギャルドを提案。素材・デザインのこだわりや

リアルクローズとしての機能性を重視したコンテンポラリーブランド。初のメンズラインも加わり

究極のワードローブを紹介します。

CA4LA

(カシラ)
有限会社ウィーブトシ ● ファッショングッズ（帽子専門店）

メイドイン・ジャパンのオリジナル帽子と選りすぐられたインポートブランドを展開。銀座ならで

はの世界観溢れるアイテムが揃い、インショップ初となる店内に設置された「CA4LAアトリエ」で

はセミオーダーやサイズ調整にも対応します。

中村藤𠮷本店

(ナカムラトウキチホンテン)
株式会社中村藤𠮷本店 ● ● カフェ（日本茶、スイーツ）

創業安政元年（１８５４年）、京都宇治の茶商。いままでもこれからも、お茶が魅力的であり続け

るために、終わりなき探究を続けています。

Theatre H.P.FRANCE

(テアトル アッシュ・ペー・フランス)

アッシュ・ペー・フランス株式

会社
● ●

レディス／メンズ／ジュエリー＆

ウォッチ／バッグ＆シューズ／

ファッショングッズ

H.P.FRANCEの原点、ヨ―ロッパのクリエ―ションを追求し、大人の男女に向けた新しいラグジュ

アリ―を提案。GINZA SIX店ではオ―ストリア発、老舗帽子ブランド「MUHLBAUER」のセミオ

―ダ―サ―ビスを実施します。

OKANO

(オカノ)
株式会社岡野 ● ● ライフスタイル

創業１２０年の着物製作所が、「風と暮らす」をテーマに挑戦する新業態。染と織の職人技と現代

のライフスタイルを調和したストール・着物を展開。芸術と工芸のコラボやオーダーサービスも積

極的に提案して日本の感性を発信します。

漆器 山田平安堂

(シッキ ヤマダヘイアンドウ)
株式会社山田平安堂 ● ライフスタイル（漆器専門店）

「漆器を身近に、もっと楽しく」１９１９年日本橋で創業した宮内庁御用達拝命の漆器専門店。時

代と共に変化するライフスタイルに合わせた新しい漆器を提案。金文字名入れ対応など直営店なら

ではのサービスも提供します。

Tabio Japan

(タビオ ジャパン)
タビオ株式会社 ● ● レッグウェア

日本を代表する銀座から世界中の男女へ、Made in Japanの靴下を提案。男女共に素材とデザイン

にこだわりぬいた銀座リミテッドを展開。刺繍サービスでお客様だけの靴下オーダーにも対応しま

す。

KWANPEN

(クワンペン)

Kwan Brothers Japan株式会

社
● ● バッグ／ファッショングッズ

シンガポール発のエキゾチックレザー（クロコダイル）に特化したバッグ＆皮小物のラグジュア

リーブランド。厳選された希少性のある皮革と華やかな色合い、そして熟練職人の技で仕上げた最

上級のアイテムを展開します。

#0107PLAZA（仮）

(オトナプラザ)

株式会社スタイリングライフ・

ホールディングス

プラザスタイル カンパニー

● ●

レディス／バッグ＆シューズ／

ファッショングッズ／ライフスタイ

ル／ビューティ（コスメ）／カフェ

銀座に誕生して５０年。PLAZAが「オトナのための、新しいPLAZA」をオープン。ニューヨーク

の街角をイメージした店内には、「Stand Bar」を設置し、コールドプレスジュースやコーヒーを

提供します。

中川政七商店

(ナカガワマサシチショウテン)
株式会社中川政七商店 ● ●

レディス／キッズ／バッグ／ファッ

ショングッズ／ライフスタイル

３００年の歴史を持つ老舗として、品質やこだわりを大切にし、家・生活に根ざした「暮らしの道

具」を扱う生活雑貨店。既存店舗では取扱いがない高級生活工芸品を揃え、本店舗だけの限定アイ

テムも並ぶ「高級工芸ゾーン」を設置します。

D-BROS

(ディーブロス)
株式会社ドラフト ● ● ● ライフスタイル

「デザインは楽しい」をテーマにユニークなプロダクトを提案。昔から伝わる日本の優れた技術を

駆使し、繊細で美しいグラフィックデザインを活かした新たな現代の伝統工芸品を展開します。

kashwére at home 

(カシウエア アット ホーム)

株式会社シリウスコーポレー

ション
●

レディス／メンズ／キッズ／ファッ

ショングッズ／ライフスタイル

カシミアのような柔らかさでありながら洗濯・乾燥機の使用が可能な素材として開発されたkashw

ére。その柔らかな風合いと素材のクオリティの高さで「まるで雲に包まれているような肌触り」

と世界のセレブを魅了しているラグジュアリーアイテムです。
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※2016年11月7日時点の情報です。内容は変更となる場合があります。

店名 会社名 旗艦店 新業態 日本初 都内初
銀座

初

世界

最大級

日本

最大級

都内

最大級
カテゴリー 紹介文

玉川堂

(ギョクセンドウ)
株式会社玉川堂 ● ● ライフスタイル（鎚起銅器専門店）

「打つ。時を打つ。」新潟・燕三条で２００年の歴史を持つ玉川堂の鎚起銅器は、世代を超えて艶

や味わいが増す生きた器。GINZA SIX店だけの内装は、銅器同様に職人が一つ一つ手打ちで施した

銅板で包み込むデザインです。

TOWEL THINK LAB

(タオル シンク ラボ)
株式会社タオル美術館 ● ● ライフスタイル

ラグジュアリーなタオルの使い心地を実際に体験できるタオル専門店。特別な綿を用い今治で丁寧

に創り上げたタオルには、豊かな伝統と未来への可能性が息づく。タオルコンシェルジュが最高の

一品をお選びします。

ADORE

(アドーア)

株式会社サンエー・インターナ

ショナル
● レディス

「シンプルなだけではつまらない」をテーマに、ワンランク上の満足を求める女性のための、ラグ

ジュアリークロージングを提案。「人生を謳歌し、自分自分を愛おしむ大人の女性が身に纏うだけ

で華やぐ豊かな服」を提案します。

BEARDSLEY

(ビアズリー)
株式会社パル ●

レディス／バッグ＆シューズ／

ファッショングッズ

ビアズリーの新しいテーマとして、”ヴァニエ（竹細工職人）のアトリエ”をイメージした、生活感

とぬくもりのある居心地の良い空間を提案。ぬくもりのあるデザインで心地が良い日常着を展開し

ます。

genten monococoro

(ゲンテン モノココロ)
株式会社クイーポ ● ●

バッグ＆革小物（レディス、メン

ズ）／ファッショングッズ／ライフ

スタイル

「こころ」を込めて作りあげた「もの」を、多くの人々の「こころ」に届ける「genten」の新業

態。レザーグッズを中心に、異業種コラボなどGINZA SIXだけの限定アイテムや、オーダーなどの

オリジナル企画も実施します。

PETIT BATEAU

(プチバトー)
株式会社プチバトージャパン ●

レディス／メンズ／キッズ／バッグ

＆シューズ／ファッショングッズ／

ライフスタイル

１８９３年創業。「クオリティ＆コンフォート」をテーマとするフランスの国民的ブランド。

GINZA SIX店は、銀座らしく大人のアイテムを充実。本国より取寄せたインテリアで店内を飾り、

プチバトーの世界感でお買い物を楽しめます。

THE CONRAN SHOP

(ザ・コンランショップ)

株式会社コンランショップ・

ジャパン
● ● ライフスタイル

テレンス・コンランが創業したホームファニッシングショップ。空間を五感で楽しめるホームデコ

レーションアイテムから、様々なシーンに合わせたギフトアイテムを世界中から厳選し取り揃えま

す。

ebure

(エブール)
株式会社サザビーリーグ ● ●

レディス／バッグ＆シューズ／

ファッショングッズ

「さらに人生を楽しむ気持ちをかき立てる服」「女性に生まれてよかったと思える服」を提案。優

れた審美眼を持つ銀座のお客様に心から納得してもらえる生地や作りにこだわったオリジナルアイ

テムと一部インポートアイテムを展開します。

ESSEN.LAUTRĒAMONT

(エッセン ロートレアモン)

株式会社ジャヴァコーポレー

ション
● ● レディス／バッグ＆シューズ

「HIGHQUALITY（最高のクオリティ）×AS I AM（自分らしさ）」をテーマに、人とは違う自分

らしさを提案。GINZA SIX店だけの商品構成で、モードを感じる大人のニュースタンダードを提

案。ファクトリーや他ブランドとのコラボも展開します。

店名 会社名 旗艦店 新業態 日本初 都内初
銀座

初

世界

最大級

日本

最大級

都内

最大級
カテゴリー 紹介文

DENHAM

(デンハム)
株式会社デンハム・ジャパン ● ●

レディス／メンズ／キッズ／ファッ

ショングッズ

「伝統を重んじ、しきたりを壊す」がコンセプトの、オランダ生まれのデニムブランド。デニムの

洗い場やヴィンテージミシンが並ぶデニムラボを国内初設置。経験を積んだスタッフがリペアやウ

オッシュを実施します。

HYDROGEN

(ハイドロゲン)
三喜商事株式会社 ● ● レディス／メンズ／キッズ

イタリアのラグジュアリースポーツカジュアルを提案する、ハイドロゲンのアジア最大級フラッグ

シップショップ。フルラインナップを取り揃え、ジャケットスタイルから大人の休日スタイルまで

を提案します。

BARBOUR

(バブアー)

スープリームスインコーポレー

テッド株式会社
● レディス／メンズ

英国上流階級のアウトドア・ライフスタイルを体現。１８９４年、北海の不順な天候の元で働く港

湾労働者のために、防水性に優れたオイルドクロスを開発したのが始まり。タウンユースで愛され

るカジュアルウェアをメンズ・レディス共に豊富に展開します。

WOOLRICH

(ウールリッチ)

スープリームスインコーポレー

テッド株式会社
● レディス／メンズ

1830年創業のアメリカ最古のアウトドアブランド。アラスカから天然ガスパイプラインを引く際

の作業着として開発された、極寒地用ワークウエアであるアークティックパーカをアイコンに、フ

ルコレクションを展開します。

BRITISH MADE

(ブリティッシュメイド)
渡辺産業株式会社 ● ●

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ／ファッショングッズ

クラフツマンシップから生まれた英国ブランドを多数取り揃え、それらのブランドストーリーを語

り伝えるショップ。GINZA SIXでは「Drake's」のフルラインナップを取り揃えるSHOP IN SHOP

を日本初展開します。

DIESEL

(ディーゼル)
ディーゼルジャパン株式会社

レディス／メンズ／ジュエリー＆

ウォッチ／バッグ＆シューズ／

ファッショングッズ／ライフスタイ

ル

イタリアのプレミアム・カジュアル・ブランド。遊び心あふれるユニークなデザインで、メンズ・

レディスのコレクションを展開。GINZA SIXでは、銀座の街にマッチするラグジュアリーなアイテ

ムもセレクトします。

FREEMANS SPORTING CLUB

(フリーマンズ スポーティング クラブ)
株式会社 アーバンリサーチ ● メンズ／バーバー

"MADE LOCAL, BY LOCAL"をコンセプトに、作り手と使い手の距離を縮めるブランド。ウェアと

バーバーが１フロアで展開される国内初のショップで、整髪から洋服までトータルに、クラシカル

かつ現代のニーズを反映したスタイルを提案します。

JOSEPH

(ジョゼフ)
株式会社オンワード樫山 ● ●

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ／ファッショングッズ／ライフス

タイル／カフェ／フード

パンツを軸としたアイテム展開を行う英国ブランド「JOSEPH」。セレクトアイテムを充実させた

新コンセプトの旗艦店が誕生。日本初上陸の「JOE'S CAFÉ」も併設致します。

ZERO HALLIBURTON

(ゼロハリバートン)
エース株式会社 ● バッグ

アポロ１１号の月面探査に用いられたことで有名なアメリカのラゲージブランド。国内４店目の直

営店として、ブランドの代名詞であるアルミ製品を中心に、独自の店舗デザインにこだわった、ブ

ランドを象徴するコンセプトストアです。

RINGJACKET MEISTER GINZA

(リングヂャケット マイスター ギンザ)
株式会社リングヂャケット ● ● ● メンズ／シューズ

１９５４年創業の、世界的に高評価を得るドレスクロージングショップの旗艦店。同ブランドの叡

智を結集した「RINGJACKET MEISTER 206」や「RINGJACKET NAPOLI」のフルラインナップ

をはじめ、GINZA SIXだけの商品を多数展開します。

5階　－　ファッション&ライフスタイル
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初
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都内

最大級
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TUMI

(トゥミ)
株式会社 トゥミ ジャパン バッグ（メンズ、レディス）

トラベル・ビジネス・ライフスタイルアクセサリーのインターナショナルブランド。ブランドのヘ

リテージを引き継ぐバリスティックナイロン素材のトラベル＆ビジネスバッグをはじめ、多岐にわ

たるアイテムを展開します。

Paraboot

(パラブーツ)
株式会社アール・ピー・ジェー ● ● シューズ（メンズ、レディス）

１９０８年フランスで創業。「価値ある歩き」をコンセプトとする靴ブランド。世界で唯一、自社

でラバーソールを生産する靴メーカーであり、ブランドの歴史・モデルに精通したスタッフと共

に、抜群の歩行性とフィッティングを提供します。

KURO

(クロ)
有限会社ブルース ● ● ● メンズ

最高峰と謳われる日本のクラフツマンシップにおいて、徹底的にこだわり抜いた"メイド・イン・

ジャパン"デニムを展開。洗練された店内に特別なアイテムを融合させた、アーバンクローゼット

なスタイルを提案します。

Gente di Mare

(ジェンテ ディ マーレ)
株式会社豊田貿易 ● ●

メンズ／バッグ＆シューズ／ファッ

ショングッズ／ライフスタイル

南イタリアの魅力を、「リラックス、ナチュラル＆ラグジュアリー」をベースに表現するライフス

タイルショップ。古典的なイタリアンスタイルとは異なる、今のイタリアを表現したコンフォータ

ブルなモダンスタイルを提案します。

RAWLIFE

(ロウライフ)
株式会社上野商会 ●

メンズ／ジュエリー＆ウォッチ／

バッグ＆シューズ／ファッション

グッズ

ストリートカジュアルを卒業したファッション上級者に向け、大人カジュアルを提案。国内外のレ

ザーブランドに特化したスペシャルショップを展開します。

Dartin Bonaparto

(ダルタン ボナパルト)
株式会社アンフェジベーナ ● ●

メンズ／レディス／キッズ／ペット

／ジュエリー＆ウォッチ／バッグ＆

シューズ

世界に通じるパーカーの神髄を追求するブランド。デザイナー自らがコンセプトから考えた内装

で、世界基準のファッションクオリティに日本の最高技術を付け加えた唯一無二のアイテムを、

パーカーを中心にトータルで展開します。

1PIU1UGUALE3

(ウノ ピゥ ウノ ウグァ－レ トレ)
株式会社AKM ●

メンズ／レディス／ジュエリー＆

ウォッチ／バッグ＆シューズ／

ファッショングッズ

“至高”“究極”への挑戦を胸に、世界中から厳選した素材を用い“一着入魂”した特別なコレクション

を展開。“歴史あるブランド”と展開されるセッションの数々は、希有で存在感のある作品を生み出

します。

Four Nines

(フォーナインズ)
株式会社 フォーナインズ ● 眼鏡・サングラス

最高純度の品質を追い求め続けるアイウェアブランドのフラッグシップショップ。日本、そして世

界に向けて発信していく拠点として、フルラインを揃える他、サングラスライン「999.9 

feelsun」専用スペースを設置します。

72 Degrees Juicery + Café by David 

Myers

(セブンティトゥディグリース ジューサ

リー プラス カフェ バイ デイヴィッド マ

イヤーズ)

株式会社シナジー ● カフェ（ライフスタイル）

世界的に活躍するミシュランスターシェフDavid Myersによる健康的でアクティブな南カリフォル

ニアをイメージしたカフェ。スーパーフードのオリジナルスムージーなど、UP LIFTなライフスタ

イルを提案します。

THE GENERAL STORE

(ザ ジェネラル ストア)
株式会社 ブリック ● ●

メンズ／ジュエリー＆ウォッチ／

バッグ＆シューズ／ファッション

グッズ／ライフスタイル／ビュー

ティ（コスメ）／スポーツ＆アウト

ドア

日本製バッグブランド「HERGOPOCH」「ENGAGEMENT」を中心に、“旅”をテーマとしジェット

セッターへむけたウェアや雑貨を展開するライフスタイル提案型セレクトショップ。限定商品をは

じめ、新作受注会やイニシャルを刻印したネームタグ作成など各種フェアも開催予定です。

JACOB COHËN

(ヤコブ コーエン)
コロネット株式会社 ● ● メンズ／レディス

“テーラ―ドデニム”の代表と呼ばれるイタリアのデニムブランド。日本やイタリアの高級デニムを

使用し、職人による立体裁断、アイロンワークで穿きやすさとシルエットを追求。新旗艦店とし

て、フルアイテムが揃います。

Leica Store

(ライカ)
ライカカメラジャパン株式会社 ● カメラ・ライフスタイル

１８４９年に光学研究所として創業したドイツの名門ブランド「ライカ」の現行製品を取り揃え、

ライカの世界観を体感できるストア。カメラのみならず双眼鏡やアクセサリー類も豊富で、専門の

知識を持つスタッフが対応します。

MSPC PRODUCT SELECTED

(エムエスピーシープロダクトセレク

ティッド)

MSPC株式会社 ● ●
メンズ／バッグ＆シューズ／ファッ

ショングッズ／ライフスタイル

メイドインジャパンにこだわるバッグブランド。本店舗のためだけに作られた上質なハイエンドラ

インを軸に、コスメなどのライフスタイルグッズやインポートブランドをセレクトする「MSPC 

PRODUCT」の新コンセプトストアです。

CONVERSE TOKYO

(コンバース トウキョウ)
株式会社メル・ローズ ●

レディス／メンズ／バッグ＆シュー

ズ／ファッショングッズ

「CONVERSE」から生まれたアパレルブランド。TOKYOだからこそ表現できるカルチャーや

ファッション、JAPANだからこそ実現できる技術を大切に、新しい価値やライフスタイルを提案。

TOKYOを代表するデザイナーによるカプセルコレクションも展開します。

lululemon

(ルルレモン)

lululemon athletica JP 合同会

社
● ●

レディス／メンズ／ライフスタイル

／スポーツ＆アウトドア

カナダ発祥のスポーツウェアブランド。全世界で大人気のラグジュアリーで高品質なフィットネス

ウェアを展開。ヨガやフィットネスのコミュニティが集まるショップとして、店内でコミュニティ

クラスを実施予定です。

A K M

(エイケイエム)
株式会社ラムダ ● ●

メンズ／バッグ＆シューズ／ファッ

ショングッズ

ボディラインを美しく強調するフィッティングと、独自のカッティングで現代にとらわれないモノ

づくりがコンセプト。国内最大級の既存コレクションの他、レザーを中心としたエクスクルーシブ

ラインを展開します。

SJX

(エスジェイエックス)

株式会社スタージュエリーブ

ティックス
● ●

ジュエリー（メンズ／ユニセック

ス）

本物の良さを知り、遊び心を持つ大人に向けたメンズ＆ユニセックスジュエリー「SJX」。GINZA 

SIXでは、内装デザインをGLAMOROUS co.,ltd.森田恭通氏が手がけ、お客様のこだわりに合わせ

たオリジナルジュエリーを作る“Made to order”を提案します。

N.HOOLYWOOD

(エヌ.ハリウッド)
株式会社ミスターハリウッド ● メンズ

過去にあったもの、もしくは今ある古いものにフォーカスを当て、新しい価値観を導き出すブラン

ド。デザイナー尾花大輔によるニューヨークコレクションの他に、スーツや着物など、グローバル

で対応可能なフォーマルアイテムも展開します。

SOPH.

(ソフ)
有限会社ソフ ●

メンズ／バッグ＆シューズ／ファッ

ショングッズ

洗練された日常着を追求するブランド。オーセンティックな「SOPHNET.」、メンズクロージング

の実験的ブランド「uniform experiment」、架空のフットボールチームをイメージした

「F.C.RealBristol」の３ブランドを展開します。

ATTACHMENT

(アタッチメント)
有限会社アタッチメント ● メンズ／バッグ＆シューズ

パリでコレクションを発表する「KAZUYUKI KUMAGAI」と、日常でリラックスして着られるベー

シックな「ATTACHMENT」。糸から作りこむ素材やシルエットにこだわる２レーベルを、洋服か

ら小物までをトータルで提案します。

7



※2016年11月7日時点の情報です。内容は変更となる場合があります。

店名 会社名 旗艦店 新業態 日本初 都内初
銀座

初

世界

最大級

日本

最大級

都内

最大級
カテゴリー 紹介文

junhashimoto GINZA

(ジュンハシモト ギンザ)
株式会社COMITAS ● ●

メンズ／ジュエリー＆ウォッチ／

バッグ＆シューズ／ファッション

グッズ／ライフスタイル

「japanese classico」をコンセプトに、ミニマリズムとエレガンスを兼ね備えたデザインを提

案。GINZA SIXでは「junhashimoto」と各国ブランドとのコラボレーション商品を中心に品揃え

します。

EYESTYLE

(アイスタイル)
株式会社 VISIONIZE ● 眼鏡・サングラス

「STYLE YOUR EYE」をテーマに、「TOM FORD」をはじめファッション性の高いアイウェアを

セレクト。「おとなの趣味の部屋」がコンセプトの店内はどこか懐かしく、クラフツマンシップが

光る逸品の数々に心弾む空間を演出します。

MARK'STYLE TOKYO

(マークスタイル トーキョー)
株式会社マークス ● ●

ジュエリー＆ウォッチ／バッグ／

ファッショングッズ／ライフスタイ

ル

ハレの日に贈る特別な一品。ケの場に寄り添う日常の一品を提案するプレミアム・デザインギフト

ストア。「日本の素敵で世界に快適を」を具現化する場として、マークス製品のみならず、モダン

ヘリテージ（＝伝統に根ざしながらもモダンをまとった日本の逸品）をセレクトします。

Snow Peak Mobile

(スノーピークモバイル)
株式会社スノーピーク ● ●

ライフスタイル／スポーツ＆アウト

ドア

「Snow Peak」が手掛ける、新しい暮らしを提案するライフスタイルショップ。隈研吾氏による

モバイルハウス「住箱 JYUBAKO」を軸とした、都市型生活の新たな形「マルチハビテーション」

を提唱する、世界初のコンセプトショップです。

BRIEFING

(ブリーフィング)
株式会社セルツリミテッド ● ライフスタイル／バッグ

バッグブランド「BRIEFING」が発信する新しいライフスタイル型提案ショップ。様々なブランド

とのコラボレーションを発信すると共に、高感度・高品質なアイテムを展開します。

Artglorieux GALLERY OF TOKYO

(アールグロリュー ギャラリーオブトウ

キョウ)

株式会社大丸松坂屋百貨店 ● ● ギャラリー

美術の街・銀座で国内外の美術愛好家に向けて大丸松坂屋百貨店が運営するギャラリー。異空間に

迷い込んだような空間でアートを楽しめるよう、内装デザインに元nendoの鬼木孝一郎氏を起用し

ています。

THE NORTH FACE UNLIMITED

(ザ・ノース・フェイス アンリミテッド)
株式会社ゴールドウイン ● ●

メンズ／レディス／バッグ＆シュー

ズ／ライフスタイル／スポーツ＆ア

ウトドア

都市と自然を結ぶ、新しい大人のアウトドアスタイルを提案。様々なアウトドアシーンのテクノロ

ジーを集約した「UNLIMITED」のラインを多く取り揃え、アウトドアブランドが表現する最新の

ライフスタイルを提案します。

OSKLEN

(オスクレン)

アッシュ・ペー・フランス株式

会社
● ● ●

メンズ／レディス／バッグ＆シュー

ズ／ファッショングッズ

ブラジルを代表するリオデジャネイロのニューラグジュアリーブランド。リオ本店をイメージし、

コレクションラインを中心にリラックスしたモードを感じるラインナップでブランドの世界観を表

現します。

adidas Originals Shop

(アディダス オリジナルスショップ)
アディダス ジャパン株式会社 ● メンズ／レディス／シューズ

１９７２年から１９９５年までadidas社のカンパニーロゴだったトレフォイルロゴ（三つ葉のロ

ゴ）を冠にし、アスリートのために開発されたプロダクトの復刻商品から、現在のトレンドを反映

させた新作やコラボレーション商品まで展開します。

World Footwear Gallery

(ワールド フットウェア ギャラリー)
株式会社ダブル・エフ・ジー ●

バッグ＆シューズ（メンズ・レディ

ス）

世界中の良靴を集め続けて２５年の高級靴セレクトショップ。「時を越えて存在するエレガンス」

をコンセプトに、既製品とオーダーメイド、国産品と輸入品、物販とイベントなど、ジャンルの垣

根を超えたクロスオーバーが特徴です。

SEIKO WATCH BOUTIQUE

(セイコーウオッチブティック)
セイコーウオッチ株式会社 ● ● ウォッチ

１８８１年創業のSEIKOが新たに「SEIKO WATCH BOUTIQUE」国内旗艦店を出店。「Grand 

Seiko」や「ASTRON」を中心とした革新的なテクノロジーと洗練されたデザインの主力モデルを

取り揃え、「時代とハートを動かすSEIKO」の今を発信します。

SOMÈS SADDLE

(ソメスサドル)
ソメスサドル株式会社

バッグ（メンズ・レディス）／

ファッショングッズ／ライフスタイ

ル

１９６４年創業の日本唯一の総合馬具メーカーとして、伝統と技術に基づくハンドメイドの革製品

を提案。GINZA SIXではカスタムオーダー対応やメンテナンスコーナーも設置し、多様なリクエス

トからアフターケアまで革製品のプロが対応します。

REFORM BOUTIQUE（仮）

(リフォームブティック)
株式会社フォルムアイ ●

洋服直し／シューリペア／シュー

シャイン

４５年培った洋服直しの技を持つ“リフォーム”と、靴や鞄といった革製品の構造・歴史を熟知した

“リペア”が体験できる「技術のプロ集団」の複合店。GINZA SIXだけの特別なサービスも提案しま

す。

店名 会社名 旗艦店 新業態 日本初 都内初
銀座

初

世界

最大級

日本

最大級

都内

最大級
カテゴリー 紹介文

Salt grill & tapas bar by Luke Mangan

(ソルトグリルアンドタパスバー バイ 

ルーク・マンガン)

株式会社ピージェイ・パート

ナーズ
● ●

レストラン／バー（モダン・オース

トラリア料理）

オーストラリアのスターシェフ、ルーク・マンガンが手掛ける日本初上陸のグリル&タパス料理一

号店。オーストラリアプロダクトにこだわり、銀座ならではの本物を知る大人のための遊び場を提

供します。

JASMINE 和心漢菜

(ジャスミン ワシンカンサイ)
株式会社コメール ● ● レストラン（中国料理）

「和」の感性を宿した革新的な中国料理。中国料理が元来持つ正統な技や考え方を礎に、日本の四

季、美感、食材、おもてなしの心をかけ合わせた「和心漢菜」を体現し、日本らしい想いとアイデ

アをのせてお迎えします。

IL CALDINALE

(イル カルディナーレ)
株式会社カーディナル ● レストラン（イタリアン）

伝統的なトスカーナ料理を中心にイタリアの郷土料理をくつろぎの空間で。名穣地トスカーナのワ

インも揃えお客様と近い距離感で本物の味を楽しめます。

だるまきわ味

(ダルマキワミ)
株式会社一門会 ● ● レストラン（創作串揚げ）

創業昭和４年、大阪新世界元祖串かつだるまによる至高の創作串揚げ。産地と品質にこだわり抜き

世界中の美味しいを表現した創作串揚げコースと、だるま伝統の本場大阪の串かつを一度に楽しめ

るのはきわ味だけです。

焼肉山水

(ヤキニクサンスイ)
有限会社焼肉山水 ● ● レストラン（焼肉）

創業以来、「肉本来のうまさ」にこだわり、一皿ごと熟練職人による生肉の手切り、丁寧な味付け

を行い、最高品質で提供できるよう努めています。「どうせ食うならうまい肉」をモットーに、全

てのお客様の心からのご満足、そして笑顔を私たちの手で作ります。

銀座 真田

(ギンザ サナダ)
株式会社フォンス レストラン（和食・蕎麦）

信州を味わう和食と蕎麦の店。特注の石臼で挽いた手打ちそば、信州産の食材を使用してつくられ

る一品料理。美しい器に盛られた見た目も楽しめる和食を肴に、厳選された長野の地酒やワインを

楽しめます。

6階　－　アート、ブック＆カフェ／レストラン
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※2016年11月7日時点の情報です。内容は変更となる場合があります。

店名 会社名 旗艦店 新業態 日本初 都内初
銀座

初

世界

最大級

日本

最大級

都内

最大級
カテゴリー 紹介文

TEPPANYAKI 10 GINZA

(テッパンヤキ テン ギンザ)

株式会社テン・スターズ・ダイ

ニング
● レストラン（鉄板焼き）

日本独自の四季、和の要素を取り入れた鉄板焼き。厳選された肉、毎日築地から仕入れる新鮮な魚

介類を、料理人の華麗なテコさばきでご提供します。鉄板焼きならではのエンターテイメントを楽

しめます。

Tamarind

(タマリンド)
株式会社西インド会社 ● レストラン（インド料理）

南インドの日常食「ミールス」と「ドーサ」を中心に、インド料理専門店ならではの希少な食材、

スパイスなどを活用したメニューの数々、ドリンクを提供します。

ビストロオザミ（仮） オザミワールド株式会社 ● レストラン（フレンチ）

オーソドックスなフランスのビストロ料理。日本全国より届く旬の食材を用いた四季を感じる料理

と、４万本を越える自社ストックの中から上質で状態のいいその日だけのスペシャルなワインを提

供します。

銀座 蔦屋書店

(ギンザツタヤショテン)

カルチュア・コンビニエンス・

クラブ株式会社
● ● ブック＆カフェ

「アートと本とアートの本」に溢れた蔦屋書店です。カフェやギャラリーを併設し、文具・雑貨の

コーナーも充実。日本の文化や美意識を発信するとともに、アートとともに暮らす生活を提案しま

す。

スターバックス コーヒー 銀座 蔦屋書店

(仮)

カルチュア・コンビニエンス・

クラブ株式会社
● カフェ（ドリンク・スイーツ）

アメリカ シアトル生れのスペシャルティ コーヒーストア。ブラックエプロンバリスタがコーヒー

体験を提供する「Experience Bar」や、アルコールを楽しめる「STARBUCKS EVENINGS」を展

開します。

GRILL & PUB The NICK STOCK

(グリル＆パブ ザ・ニックストック)
株式会社GOLIP ● ● レストラン（パブ）

肉が旨いパブ。自家製・手仕込みにこだわった肉料理メインのパブ。名物はソーセージ、ロースト

ビーフ、肉ラザニア。そして塊で焼き上げる熟成牛ステーキ。出来立ての旨い肉料理とこだわりの

ビア＆カクテルの共演を楽しめます。

GINZA FOODHALL（仮）

(ギンザ フードホール)
カフェ・カンパニー株式会社 レストラン（フードホール）

旬の味をカジュアルに楽しめるフルオーダー型のフードホール。「日本の食」の銘店を一同に集め

ました。８つの専門店では、目の前で調理された料理が楽しめ、オープンダイニングエリアでは、

各店のお勧めメニューが自由にチョイスできます。

FONDO 384 FISHBAR（仮）

(フォンド384フィッシュバー)
株式会社ヒューマンウェブ ● ● レストラン（シーフード）

さまざまな手法で調理したシーフードの食べ方を提案します。和と洋が融合し、海洋深層水で浄化

された安全安心な牡蠣と旬のシーフード。銀座発の新しいシーフードスタイルを楽しめます。

店名 会社名 旗艦店 新業態 日本初 都内初
銀座

初

世界

最大級

日本

最大級

都内

最大級
カテゴリー 紹介文

THE GRAND GINZA

(ザ・グランギンザ)
バリューマネジメント株式会社 ● ● ラウンジ ／ レストラン

銀座という街のラウンジ。茶室もあるプレミアムラウンジから、ダイニングレストラン、バー、ブ

ライダルとしても使用可能なパーティ会場、多目的ホールまで完備。粋と洒落感でライフスタイル

を満たします。

つきじ鈴富

(ツキジスズトミ)

株式会社B&Tマリンプロダクツ

カンパニー
● ● レストラン（寿司）

天然マグロを専門とする築地仲卸「鈴富」による寿司割烹。全国の港から集められた鮮魚を選りす

ぐる「目利き」、舌の肥えたお客様に四季の味に興じて頂ける「腕利き」。双方を兼ね備え、日本

食の喜びを形にします。

L'homme du temps  par a nu

(ロム デュタン  パー ア・ニュ)
ア・ニュ株式会社 ● レストラン（フレンチ）

二度とない「時」をつくるのは「人」。その一瞬のきらめきを、お客さまとともに。ア・ニュの姉

妹店として、温かく落ち着いたサービスはそのままに、ア・ニュにはないディナーのプリフィクス

スタイル、カウンター席を設えます。

旬熟成 ginza grill

(シュンジュクセイ ギンザ グリル)
株式会社フードイズム ● ● レストラン（熟成肉・ステーキ）

“長期熟成”という新しい肉のカテゴリーを提案し、センセーションを巻き起こしてきた熟成肉ス

テーキ専門店「旬熟成」の集大成。日本が誇る黒毛和牛を、契約農場と共に研究し辿り着いた、世

界最高レベルの熟成肉を提供します。

銀六（仮）

(ギンロク）
株式会社ジャーニーカンパニー ● ● カフェ（喫茶 ＆ バー）

昼は、上質な日常生活を求める人へのお茶処。夜は、日本の地酒、果実とのミックスロージをテー

マにした洗練された大人に愛される和の憩いの場に。

てんぷら山の上Ginza（仮）

(テンプラヤマノウエギンザ)
株式会社 山の上ホテル ● レストラン（てんぷら・日本料理）

神田駿河台１丁目１番地より創業６３年老舗「山の上ホテル」のおもてなし。昔ながらの氷の冷蔵

庫を見渡せる檜カウンターや、茶屋をイメージしたエントランスなど設えにもこだわり、店舗限定

テイクアウト商品も展開します。

Grand Cru Café Ginza

(グラン クリュ カフェ ギンザ)
株式会社ミカフェート ● ● カフェ（カフェ＆バー）

コーヒーハンター川島良彰が生んだ傑作Grand Cru Caféを揃えるフラッグシップ。コンシェル

ジュが目の前でハンドドリップする大人のためのカフェ。厳選を重ねたコーヒー豆のストーリーと

至高の一杯を楽しめます。

店名 会社名 旗艦店 新業態 日本初 都内初
銀座

初

世界

最大級

日本

最大級

都内

最大級
カテゴリー 紹介文

イート

イン

いまでや 株式会社 いまでや ● 日本酒、日本ワイン、酒類

日本の熱意溢れる造り手との共同開発による店舗限定のお酒に加え、蔵元直送の地酒・本格焼酎・

ワインなど約６００種を揃えました。生産現場から飲み手まですべての人の幸せの循環を創り、銀

座から酒文化を発信します。

オリジンヌ・カカオ 株式会社オリジンーヌ・カカオ ● フード（スイーツ）

日本におけるショコラティエの先駆者・川口行彦の技が生きるショコラとパティスリーの専門店。

香りと味わいを引き立てる厳選した素材を使用し、手間を惜しまず仕立てあげた洋菓子をお届けし

ます。

PHILIPPE CONTICINI

(フィリップ・コンティチーニ)
株式会社 ユーロパティスリー ● ● フード（スイーツ）

フランススイーツ界で常に革命を起こしてきた巨匠、フィリップ・コンティチーニ。満を持して

オープンする自身のブランドショップは、パリと銀座を舞台に新たな菓子の世界を発信します。

シェフはマークグレイスを起用します。

●

地下2階　－　食物販

13階　－　バンケット＆レストラン
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※2016年11月7日時点の情報です。内容は変更となる場合があります。

店名 会社名 旗艦店 新業態 日本初 都内初
銀座

初

世界

最大級

日本

最大級

都内

最大級
カテゴリー 紹介文

イート

イン

ル・ブーランジェ・ドゥ・モンジュ 株式会社ドンク ● フード（ベーカリー）

パン激戦区のパリ５区モンジュ通りで行列のできるベーカリーが東京初登場。フランス産ビオ小麦

を使ったバゲットモンジュをはじめ、「パリの美味しい日常」を演出するパンの数々を焼きたてで

提供します。

Viennoiserie JEAN FRANCOIS

(ヴィエノワズリージャンフランソワ)

株式会社グルメブランズカンパ

ニー
● フード（ベーカリー、スイーツ）

MOFシェフのジャン・フランソワ氏監修のベーカリーが新たに贈る、フランスで“ヴィエノワズ

リー”と呼ばれる甘い菓子パン専門店。卵やバターをふんだんに使ったリッチな味わいの生地を駆

使して質の高いヴィエノワズリーを提供します。

銀座 平翠軒

(ギンザヘイスイケン)
株式会社平翠軒 ● フード（食セレクトショップ）

総コンセプト「くらしのなかの食べもの」のもと、価値ある人生を実現できる食を展開します。本

店舗では「日本の記憶」をテーマに掲げ、暮らしの中での工夫がどのように継承されてきたか、を

見える化して提案します。

●

BETJEMAN&BARTON

(べッジュマン アンド バートン)

株式会社THE CREAM OF THE 

CROP AND COMPANY
● フード（紅茶）

美食の街、フランス・パリで約１００年の歴史を誇るフレーバードティーと紅茶の専門店。茶葉の

販売だけでなく、限定のティーソフトクリームや、紅茶に合うフィナンシェ・マドレーヌなどの焼

き菓子も充実しています。

10 FACTORY

(テンファクトリー)
株式会社TEN ● ● フード（ジュース、柑橘アイテム）

柑橘の魅力をもっと身近に。愛媛名産「柑橘」の魅力をジュース、ジャム、ドライフルーツ、ジェ

ラート等、日本の自然、季節を感じられる10 FACTORYオリジナルアイテム商品にて提案します。

PAPABUBBLE

(パパブブレ)
有限会社カンノ ● フード（スイーツ）

「世界一おもしろいお菓子やさん」のビジョンのもと、飴はもちろん、マシュマロ、グミ、キャラ

メル、チョコレート、タフィーなどパパブブレの独自の技で職人が作る様々なコンフィズリーの世

界でお客様をおもてなしします。最高の砂糖菓子を楽しめます。

パティスリー銀座千疋屋

(パティスリーギンザセンビキヤ)

株式会社パティスリー銀座千疋

屋
● フード（スイーツ）

マルシェのような賑わい溢れるフルーツスイーツ専門店。最多のバリエーションを誇り、元祖フ

ルーツサンドの伝統を踏襲した新サンドウィッチや、カットフルーツをそのまま食べているような

ゼリーが並びます。

paletas

(パレタス)
ジャパンパレタス株式会社 ● フード（スイーツ）

旬の時期に収穫された新鮮なフルーツを果汁やジェラードにとじこめたフルーツバー。凍っていて

もフルーツを柔らかく食べられる技術を開発し、自然の甘味や果汁を使うレシピにこだわっていま

す。「和」をイメージしたお菓子も、初ラインナップ予定です。

はちみつ専門店 ラベイユ 株式会社ラベイユ フード（蜂蜜）

世界１０ヵ国８０種類以上のはちみつを揃え、生産から販売までトレーサビリティにこだわったは

ちみつ専門店。はちみつに花やフルーツを漬けて香りづけした「パルファンドゥミエル」シリーズ

をオープン記念として展開します。

銀座 千年こうじや（仮）

(ギンザ センネンコウジヤ)
株式会社八海山 ● ● フード（日本酒、食品）

「清酒」八海山の蔵元が米・麹・発酵をテーマに、豊かな食と文化を提案。魚沼での長年の酒造り

を通じ、日本の食・知恵を活かした厳選素材、蔵人のこだわりの麹を活かした商品を提供します。

発酵酢屋 庄分酢（仮）

(ハッコウスヤ ショウブンス)
株式会社庄分酢 ● ● ● フード（お酢、食品）

福岡県大川市で３００年続くお酢の醸造元 庄分酢、都内初の旗艦店。江戸時代からの伝統製法に

より発酵した食酢をはじめ、九州産野菜のピクルスや季節の果物を使用した飲む酢も販売します。

KUGENUMA SHIMIZU

(クゲヌマ シミズ)

株式会社KUGENUMA　

SHIMIZU
● フード（スイーツ、和菓子）

飽くなきシェフの食に対する探求心が生み出す食材の組合せの新発見。丁寧に妥協せず創られたこ

だわりの新感覚和スイーツ。湘南食材を使用した贈る人贈られる人に喜びを届けます。

綾farm

(アヤファーム)
株式会社 岡昇 ● フード（スイーツ、和菓子）

日本初となる国産果実の生ドライフルーツ専門店。旬の果実のみを使用し、まるで上生菓子のよう

に上品で、果実の風味がしっかり感じられる果汁をたっぷり含んだ生ドライフルーツを届けます。

辻利

(ツジリ)
片岡物産株式会社 ●

カフェ、食品（スイーツ、ドリン

ク）

「抹茶の新感覚体験」百五十余年続く伝統を今に伝えながら、こだわりの抹茶商品を届けます。カ

フェでは銀座店だけの特別メニュー「辻利ソフト銀座パルフェ」、物版ではショップ限定の生ケー

キを展開します。

●

菓子匠 末広庵

(カシショウ スエヒロアン)
株式会社スエヒロ ● フード（スイーツ、和菓子）

川崎大師のおひざ元で菓子をつくり６５年、ご縁を菓子でつなぐ末広がりの「末広庵」が県外初出

店。GINZA SIX限定商品「大師祈願餅」は、店頭にて自家焙煎の大豆を石臼で挽き、香り豊かな本

物の黄奈粉を揃えて届けます。

カフェ・ユーロップ 株式会社 ユーハイム ● フード（スイーツ）
１９２０年代、銀座の伝説のカフェ「カフェ・ユーロップ」。１世紀を越えて、当時の洋菓子と銀

座一と賞賛されたコーヒーを復刻します。コーヒー監修はコーヒーハンター川島良彰氏です。
●

ISHIYA GINZA

(イシヤ ギンザ)
石屋商事株式会社 ● ● フード（スイーツ）

「銀座にいながらも北海道を感じられるお店」をコンセプトに、白い恋人をはじめとする菓子製造

で培った技術を活かし、「ラング・ド・シャ」や「パイ」を中心に、GINZA SIX店限定の新商品を

展開。道外初出店で“銀座の手土産”に挑戦します。

ぎんざ 鏡花水月

(ギンザキョウカスイゲツ)
有限会社花月 ● フード（スイーツ、和菓子）

創業７０年、かりんとう屋「ゆしま花月」が立ちあげた新ブランド。GINZA SIX店限定かりんとう

に加え、本店の看板商品「丸缶」もオリジナルデザインで登場。上質なお手土産を美しく演出する

パッケージにもこだわっています。

甚五郎

(ジンゴロウ)
株式会社石田屋 ● フード（スイーツ、和菓子）

日本の食文化のひとつである「米菓」。石田屋１００年の伝統技術とこだわりの国産素材で、米菓

の本質を極めながら、コンテンポラリーなお菓子に昇華させた新業態を展開します。

HONMIDO

(ホンミドウ)
株式会社菓匠三全 ● フード（スイーツ、和菓子）

滋味に富んだ「和素材」を仙台の銘菓「菓匠三全」の独自製法により完成させた和菓子でもない、

洋菓子でもない新時代の「和様菓子」ブランドです。
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※2016年11月7日時点の情報です。内容は変更となる場合があります。

店名 会社名 旗艦店 新業態 日本初 都内初
銀座

初

世界

最大級

日本

最大級

都内

最大級
カテゴリー 紹介文

イート

イン

ふふふあん by 半兵衛麸

(フフフアン バイ ハンベエフ)
株式会社 半兵衛麸 ● フード（スイーツ、和菓子）

創業３２０余年の京都の麸屋・半兵衛麸が提案する、お麸に遊び心やオシャレ心をプラスした新ブ

ランド。「お麸の文化・美味しさを京都から東京・そして世界へと広げること」をテーマに、京都

以外では初出店となります。

南風農菓舎・デザートハウス

(ミナミカゼノウカシャ・デザートハウス)
株式会社 大隅半島農林文化村 ● ● フード（スイーツ）

美しい大隅半島の南風ガーデンから、自然の素材を生かしたデザート工房の直営店。フランス製の

ガラス容器に入れたオリジナルデザートは、全て手作りで無添加。美味しさはもとより健康と美容

にも嬉しいデザートです。

マーロウ 有限会社マーロウ ● フード（スイーツ）

１９８４年創業。葉山のプリンの名店が東京初登場。オリジナルビーカー入りで、北海道釧路地方

の牛乳に、動物性脂肪を一切排除して育てられた食彩卵や放し飼い有精卵使用のプリンは、小さな

お子様からご年配の方まで楽しめます。

イグレックプリュス＋ 株式会社イグレック・プリュス ● フード（スイーツ）
神戸北野ホテルを発祥とした食の総合ブティック（スイーツ、パン、コンフィチュール）。ホテル

の味をそのままご家庭で楽しめます。

パティスリーパブロフ 有限会社ブライダル ● フード（スイーツ）

横浜元町に本店を構えるパウンドケーキ専門店。素材にこだわり、フレッシュフルーツやクリー

ム、バラの花びらで飾られた、新感覚の味わいは、これまでのパウンドケーキのイメージを大きく

変えるはずです。

meat&green 旬熟成

(ミート&グリーン シュンジュクセイ)
株式会社フードイズム ● フード（サラダ・デリ）

熟成肉専門店がニューヨークスタイルのサラダと進化系サンドをコラボさせた世界初の新業態。熟

成肉を贅沢にたっぷり使用したサラダとサンドイッチを提供。健康と美味しいを味わえます。
●

TAKAZAWA 180 ICHI HACHI MARU

(タカザワ イチハチマル)
サンマルコ食品株式会社 ● フード（デリ）

ジャンルにとらわれない自由な発想でオリジナリティーを追求し、新しい形で日本の食文化に通じ

る料理を提供する高澤シェフ監修による世界初のテイクアウトデリの新業態。その世界観と美味し

さをご家庭で堪能できます。

旬菜 三山

(シュンサイ ミヤマ)
株式会社マコト ● フード（和惣菜）

イートインでも、テイクアウト(ご家庭)でも楽しめる豪華な点心膳と特製の土鍋で炊いた季節のご

飯。パーティのオードブルとしても最適。手まひまかけた一品一品のお弁当も加えた銀座ならでは

のハイクラスな和食のお店です。

●

荻野屋

(オギノヤ)
株式会社荻野屋 ● フード（弁当）

明治１８年創業の老舗弁当店が銀座に初出店します。お馴染みの峠の釜めしをはじめ、旬の食材を

使った弁当や厳選した食材を使った弁当を数量限定で販売。ひとつひとつ丁寧に真心込めたお弁

当・惣菜を楽しめます。

刷毛じょうゆ 海苔弁山登り

(ハケジョウユ ノリベンヤマノボリ)
株式会社スマイルズ ● フード（弁当）

最高の素材との出会いで、今までに出会ったことのない「海苔弁」を提供する唯一無二の海苔弁専

門店。素材にこだわった海、山、畑。３つの基本の海苔弁は、季節に応じて使用する食材も変化し

ます。

CAFÉ EXPERTO

(カフェエクスペルト)
株式会社グランドスウェル ● ● カフェ（コーヒー、コーヒー豆）

コーヒースクールが運営し、世界のコーヒーの最旬情報をお届けするショップ。生産国での裁培や

精選はもちろんのこと、輸送から保管、焙煎に至る過程まで一貫した生産管理がされている厳選品

種のコーヒーを提供します。

●

WINE SHOP ENOTECA

(ワインショップ・エノテカ)
エノテカ株式会社 ● ●

フード（ワイン、フード、カフェ・

バー）

普段使いのワインから希少なプレミアムワインまで１５００種類以上のワインを常備。ワインと相

性抜群の厳選食材やワイングッズも充実。購入だけでなくグラスワインをお楽しみいただけるス

ペースもご用意します。

●

The Pie Hole Los Angeles

(ザ パイホール ロサンゼルス)
株式会社FSプランニング ●

カフェ（ミールパイ・スイーツ・ド

リンク)

秘伝のレシピをハンドメイドで。多くのハリウッドスターや世界中のファンを魅了する、ロサンゼ

ルスNo.１の伝統のパイと、最高品質のフルオーガニックコーヒーを提供します。
●

St.Cousair wine&grocery

(サンクゼール ワインアンドグロッサ

リー)

株式会社サンクゼール ● ● ● フード（グロッサリー）

新鮮な食材を味わえるデリ、オーガニックや旬のフルーツを手作りで加工したグロッサリーなど、

自然とグロッサリーを融合したライフスタイルを提案。限定商品やシーズナルイベントも展開しま

す。

店名 会社名 旗艦店 新業態 日本初 都内初
銀座

初

世界

最大級

日本

最大級

都内

最大級
カテゴリー 紹介文

Aēsop

(イソップ)
イソップ・ジャパン株式会社 ビューティ（コスメ）

１９８７年、メルボルン創業のスキンケアブランド。GINZA SIXでは、トラフ建築設計事務所との

コラボレーションにより、左官職人の手によって丁寧に仕上げられたしっくいの壁や研ぎ出し仕上

げの床が柔らかくお客様を歓迎します。

SABON

(サボン)
株式会社SABON Japan

ビューティ（コスメ）／ライフスタ

イル

イスラエル発のボディケアコスメ＆バスプロダクトを扱うブランド。死海のミネラルを豊富に含ん

だバスプロダクトやボディケアコスメをはじめ、石鹸、雑貨など自然と体にやさしいプロダクトを

数多く取り揃えています。

LIVING NATURE organics

(リビングネイチャーオーガニック)
アットスター株式会社 ● ● ● ビューティ（コスメ）

自然の力でお客様を美とリラックスに導く「リビングネイチャー」、「パティカ」の両コスメブラ

ンドを日本最大級のフルラインで展開。ニュージーランドとフランスを代表する自然化粧品が同時

に買える、唯一のお店です。

shu uemura

(シュウウエムラ)
日本ロレアル株式会社 ● ビューティ（コスメ）

東京生まれのメイクアップアーティストブランド。GINZA SIX店は、世界初となる新デザイン

ショップ。 自由に試せるメイクアップコーナーや大型モニターに流れるバックステージムービー

など、ポップで楽しい空間を提供します。

KIEHL'S SINCE 1851

(キールズ)
日本ロレアル株式会社 ● ビューティ（コスメ）

ニューヨークにて、１６０年以上前に創業。お肌に合わせたスキンケア商品を提案する調剤薬局発

祥のブランド。「Try Before You Buy」というコンセプト通り、サンプルから試すことができま

す。

地下1階　－　ビューティ
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※2016年11月7日時点の情報です。内容は変更となる場合があります。

店名 会社名 旗艦店 新業態 日本初 都内初
銀座

初

世界

最大級

日本

最大級

都内

最大級
カテゴリー 紹介文

diptyque

(ディプティック)

ディプティックジャパン株式会

社
● ● ●

ビューティ(コスメ)／ビューティ

(サービス)／ファッショングッズ／

ライフスタイル

香りのある生活を提案するライフスタイルフレグランスメゾン。GINZA SIXでは、バーでお酒を楽

しむ様にディプティックの作品を楽しんで頂けるカウンターを用意し、限定のフレグランスキャン

ドルなども登場します。

john masters organics select

(ジョンマスターオーガニック セレクト)

株式会社ジョンマスターオーガ

ニックグループ
●

ビューティ（コスメ）／ビューティ

（サービス）

ニューヨーク、ソーホーにあるへアサロンをイメージし、ラグジュアリーなショップデザインを採

用したコンセプトショップ。GINZA SIXだけにしかないバスルームをイメージとするコーナーで、

ゆっくりとオーガニック商品を試すことができます。

MAKE UP FOR EVER

(メイクアップフォーエバー)
LVMHコスメティック株式会社 ● ● ● ビューティ（コスメ）

映画やファッションショーなど、プロの現場でも愛用されるパリ発のメイクアップブランド。フ

ラッグシップショップとして、フォトスタジオをイメージしたスタイリッシュなデザインの店内は

国内最大級の品揃えを誇ります。

e.m. PICTURESQUE

(イーエム ピクチャレスク)
イー・エム・ボックス有限会社 ● ● レディス／ジュエリー＆ウォッチ

“PICTURESQUE（絵のように美しい）”という言葉の通り、女性の美しくなりたいという想いに応

える唯一無二のジュエリーショップ。ワークショップスぺースを完備し、 お客様が体験できるイ

ベントを順次開催します。

ELLE café

(エルカフェ)
andeat株式会社 ●

フード（イートイン）／ファッショ

ングッズ／ライフスタイル

１９４５年にフランスで誕生した「ELLE」のDNAを引き継ぐ食のブランド。ココナッツミルク

ヨーグルト“コヨ”やコールドプレスジュースなど、身体も心もより健康的に美しくなるフード＆ギ

フトを用意します。

OUREN

(オウレン)
株式会社ヘブン・デュオ ● ● フラワーショップ

京都・ミラノを拠点とするライフスタイルブランド「スフェラ」が手がける空間や花器と共に、厳

選された花々を提供するフラワーショップ。現代のライフスタイルに向けた「花と器」の新たなス

タイルを提案します。

JILLSTUART Beauty&PARTY

(ジルスチュアート ビューティアンドパー

ティ)

株式会社コーセー ● ●
ビューティ（コスメ）／ライフスタ

イル

パーティに行く前日のように、毎日をわくわくとハッピーな気分で満たしてくれるお店。コスメの

カウンターでは手に入らないアイテムをはじめ、いつものJILLSTUARTよりもちょっぴり大人っぽ

いデザインを取り揃えます。

PAǸPURI

(パンピューリ)
株式会社パンピューリジャパン ● ● ●

ビューティ（コスメ）／ビューティ

（サービス）／ライフスタイル

タイを代表する高級スパブランドのフラッグシップショップ。本国の公認インストラクターによる

スパトリートメントサービスと国内最大の商品数を取り揃え、真の癒しを体験いただける非日常の

空間を提供します。

bareMinerals

(ベアミネラル)
ベアエッセンシャル株式会社 ● ビューティ（コスメ）

ヘルシーで輝きのある肌を生み、自然な美しさを提案するミネラルコスメのパイオニア。「ガール

フレンドエクスペリエンス」により、翌日からご自身でできる一人ひとりに合わせた実践的なメイ

ク法を紹介します。

RMK

(アールエムケー)
株式会社エキップ ビューティ（コスメ）

N.Y.の最新のビューティをベースに、独自の発想による健康的かつ洗練されたナチュラルメイクを

提案。プロダクト一つ一つには、メイクを楽しんでほしいと願うRMKのスピリットとテクニックが

息づいています。

Salon des Parfums

(サロン ド パルファム)
ブルーベル・ジャパン株式会社 ● ● ビューティ（コスメ）

３つのメゾン「アニック グタール」「メゾン フランシス クルジャン」「ペンハリガン」の世界観

を表現するカウンターを日本初導入したフレグランスサロン。GINZA SIX限定品も用意し、上質な

香りの世界を提案します。

HACCI

(ハッチ)
HACCI's JAPAN.LLC ● ● ビューティ（コスメ）／フード

はちみつを通じて世界中の女性に幸せと笑顔をもたらす、はちみつ美容ブランド。GINZA SIX店は

コスメと食品、全ての商品をご体験できる唯一のショップとなり、世界観を存分にご体感いただけ

るここだけの特別な空間です。

acca

(アッカ)

株式会社ストゥーディオ アッ

カ
● ● ● ヘアアクセサリー／ヘアジュエリー

ファッションの一部を担う装飾品として、ラグジュアリー・モードなヘアアクセサリーを提案。全

アイテムがヨーロッパの職人によるハンドメイド。GINZA SIX限定でセミオーダーや着物生地を

使ったアイテムを展開します。

La Maison VALMONT

(ラ・メゾン・ヴァルモン)

CVLコスメティックス・ジャパ

ン株式会社
● ●

ビューティ（コスメ）／ビューティ

（サービス）

スイス発ハイパフォーマンスエイジングケアブランド「ヴァルモン」の日本初となる旗艦店。店舗

内にはキャビンを完備。美にこだわるセレブも通う世界の名だたる高級ホテルが導入し、その劇的

な結果で高い評価を得るトリートメントを提供します。

CLARINS

(クラランス)
クラランス株式会社 ● ● ビューティ（コスメ）

１９５４年にパリのエステティックサロンから誕生したNo.１プレミアムスキンケアブランド。初

めてカウンター＆スキンスパを併設出店し、カウンターは特別な内装デザインを採用したフラッグ

シップショップです。

CHANEL

(シャネル)
シャネル株式会社 ビューティ（コスメ）

マドモアゼル シャネルの革新スピリットを継承し、フレグランス、メークアップ、スキンケアの

各分野で、あらゆる年代の女性に向けて、時代を超えたモダニティをもつクリエイションを発信し

続けます。

clé de peau BEAUTÉ

(クレ・ド・ポー ボーテ)
資生堂ジャパン株式会社 ● ● ビューティ（コスメ）

1982年発売の「クレ・ド・ポー」を前身として1996年に誕生。最先端の肌サイエンスと日本の美

意識、フランスのモダンなエレガンスを取り入れ、進化し続けるスキンケア・メーキャップブラン

ドです。内側から輝くような美しさを提案しています。

YVES  SAINT LAURENT BEAUTÉ

(イヴ・サンローラン・ボーテ)
日本ロレアル株式会社 ● ● ビューティ（コスメ）

メイクアップ、スキンケア、フレグランスをゆっくりお試し頂ける最新のデザインを取り入れた空

間で、イヴ・サンローラン・ボーテの世界を堪能頂ける国内最大級のブティックが登場します。

La Boutique Guerlain

(ラ ブティック ゲラン)
ゲラン株式会社 ● ●

ビューティ（コスメ）／ビューティ

（サービス）

パリのエスプリを感じさせる最新の店舗デザイン。希少性の高いエクスクルーシブラインを含む豊

富なフレグランスを展開するだけでなく、スペシャリストがセミナーを開催。大人女性の知的好奇

心を満たすブティックの誕生です。

Dior PERFUME & BEAUTY GINZA 

BOUTIQUE（仮）

(ディオール パヒューム＆ビューティ ギ

ンザ ブティック)

パルファン・クリスチャン・

ディオール・ジャポン株式会社
● ● ビューティ（コスメ）

国内２店舗目となるパフューム＆ビューティ ブティック。GINZA SIXでしか手に入らない限定品

や最高のサービスを用意します。
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※2016年11月7日時点の情報です。内容は変更となる場合があります。

店名 会社名 旗艦店 新業態 日本初 都内初
銀座

初

世界

最大級

日本

最大級

都内

最大級
カテゴリー 紹介文

SHISEIDO

(シセイドウ)
資生堂ジャパン株式会社 ● ● ビューティ（コスメ）

１８７２年、東京・銀座に生まれて以来、時代の美を創造し続けた資生堂の名を受け継ぐグローバ

ルブランド。選りすぐりのビューティコンサルタントが常駐し、研究員によるセミナーなど、様々

な情報を発信していきます。

HABA

(ハーバー)
株式会社ハーバー研究所 ● ビューティ（コスメ）

“Made in Hokkaido”のコスメブランド。スキンケアからメイク、ヘアケアに至るまで、肌に負担

をかける成分を一切使用しない無添加主義。GINZA SIX店では、日・中・英の３ヶ国語対応が可能

です。

SULA NYC

(スーラ エヌワイシー)
資生堂ジャパン株式会社 ● ●

ビューティ（コスメ）／ライフスタ

イル

ピュアオーガニック・アルガンオイルをコンセプトにした、ニューヨーク発のライフスタイルブラ

ンド。GINZA SIXでは、新たにスキンケアアイテムをラインナップし、ラグジュアリーなトータル

ビューティを提案します。

SUQQU

(スック)
株式会社エキップ ● ビューティ（コスメ）

大人の女性を美しく。そのためのすべてを提供するベースメイクブランド。クラス感のある、ミ二

マルモダンなオリジナルデザイン。世界で唯一のトリートメントルームを完備し、SUQQUの世界

観を表現します。

Maison DECORTÉ

(メゾン デコルテ)
株式会社コーセー ● ●

ビューティ（コスメ）／ビューティ

（サービス）

新コンセプト商品を含むDECORTÉ全商品の取扱いに加え、オーダーメイド感覚でアレンジされる

“六感美容”をテーマにした新トリートメントを導入し、これまでにない体験を提供するブランド旗

艦店です。

GINZA PEEK-A-BOO AVEDA

(ギンザ ピーク・ア・ブー アヴェダ)
株式会社大国屋 PEEK-A-BOO ●

ビューティ（サービス）／ビュー

ティ（コスメ）

１９７７年に誕生以来、業界のトップを走り続けるヘアサロン「ピーク・ア・ブー」と、自然界由

来成分にこだわった「アヴェダ」のコラボサロン。健康的で上質なヘアデザイン、五感を通じた心

地良さを提案します。

CLARINS SKIN SPA

(クラランス スキン スパ)
クラランス株式会社 ● ● ●

ビューティ（サービス）／ビュー

ティ（コスメ）

カウンターとの併設出店。オールハンドで行われるメソッド「クラランスタッチ」は８０種類以上

にものぼる複雑な手の動きの組み合わせ。独自のトリートメントで心にまで働きかけ、心と肌のバ

ランスを調和・回復します。

uka

(ウカ)
株式会社ウカ ●

ビューティ（サービス）／ビュー

ティ（コスメ）

“うれしいことが世界でいちばん多いお店”ukaによるショップ＆サロン。ゆったり寛げる個室では

ネイルとエステを提供。定番の人気プロダクツに加え、GINZA SIXのオープンに合わせてこだわり

抜いた新製品も展開します。

BEAUTY TERRACE GINZA -DRESS 

CIRCLE-

(ビューティーテラス ギンザ-ドレス サー

クル-)

株式会社ジェイファムコーポ

レーション
● ●

ビューティ（サービス）／ビュー

ティ（コスメ）／ライフスタイル／

スポーツ／サービス

銀座の人気店「加圧ビューティーテラス」の新業態。話題のバーチャルビジョンの異空間体感型エ

イジングケアスリムプランと加圧、シルクサスペンション、最新美容施術が融合。パーソナルな美

と健康の特等席がテーマです。
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