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ワールドクラスクオリティの約100店舗が参加

ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ 2019 年 新春セール開 催
2019 年 1 月 2 日（水）〜1 月 20 日（日）

観世能楽堂にて「GINZA SIX 新春能」無料公演を開催
各店舗で「福袋」や「お正月グルメ」「新春特別商品」を展開
銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」では、2019 年 1 月 2 日（水）より、世界の最新トレンドを発信する
約 100 店舗が参加する新春セール「GINZA SIX SALE（ギンザ シックス セール）」を開催します。
また、B3F の文化・交流施設「観世能楽堂」にて、1 月 2 日（水）・3 日（木）に「GINZA SIX 新春能」無料公演を
開催するほか、銀座の年末の風物詩となっている大型「江戸前風門松」の設置や、初開催となるブラスバンドの
ジャズ演奏など、年末年始の銀座を華やかに演出します。
また、ワールドクラスクオリティのブランドが揃う GINZA SIX だからこそ実現したプレミアムな福袋や、日本と
世界のお正月を体感できるグルメ、日本の伝統をアレンジしたモダンな新春特別商品などを多数展開します。

2019 年 新 春 セール「GINZA SIX SALE」
セール名称 ： GINZA SIX SALE
実施期間

: 2019 年 1 月 2 日（水）～1 月 20 日（日）
※一部開催期間が異なる店舗がございます。
※セール対象外の店舗・商品もございます。

割引率

： 10％～50％OFF
※セール参加店舗により割引率は異なります。

参加店舗

： 約 100 店舗

（一例 ※フロア、アルファベット順）
DENHAM、EYESTYLE、FREEMANS SPORTING CLUB、JOSEPH、MARK’STYLE TOKYO、
World Footwear Gallery 、 ADORE 、 BEAMS HOUSE WOMEN 、 CIBONE CASE 、 PARIGOT 、 Tabio Japan 、
漆器 山田平安堂、DIESEL BLACK GOLD、N°21、See By Chloé、UNDERCOVER、BALLY、SIXIÈME GINZA、
VERSACE、e.m.PICTURESQUE、PAÑPURI、meat & green 旬熟成 他
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＜本件に関する報道関係者からのお問合せ先＞
GINZA SIX PR 事務局 （株式会社サニーサイドアップ内） 担当： 關（せき）、山口
TEL: 03-6894-3200 FAX: 03-5413-3050 E‐MAIL： ginzasix_pr@ssu.co.jp

■「GINZA SIX 新春能」
B3F の文化・交流施設「観世能楽堂」にて、無料でご覧いただける「GINZA SIX 新春能」を開催。能楽界を代表する
観世流の幽玄な能の世界を堪能できます。
日時：2019 年 1 月 2 日（水）、3 日（木） ※各日 2 公演
午前の部：11：30～12:30（10：30 開場予定）
素謡 神歌、仕舞 老松・東北、半能 高砂
午後の部：15：00～16:00（14：00 開場予定）
能 菊慈童
主催：GINZA SIX リテールマネジメント株式会社／協力：一般社団法人観世会
※無料でご覧いただけます。3 歳未満のお子さまのご入場はご遠慮いただいております。
※先着順にて定員に達し次第締め切りとなります。
（各公演の受付は開演の 1 時間前より観世能楽堂にて開始）
※お問合せ先 GINZA SIX 総合インフォメーション Tel: 03-6891-3390 (受付時間 10:30～20:30)

■銀座の風物詩、大型「江戸前風門松」設置
銀座のお正月の風物詩、大型「江戸前風門松」を GINZA SIX 正面エントランスに設置。3本の竹を芯にして周囲に
松を配し、藁を荒縄で結ぶ「江戸前風門松」は、1924年の銀座松坂屋開店当時より受け継がれている伝統的な形
であり、江戸時代から変わらない日本の伝統を味わっていただけます。
設置期間：2018 年 12 月 26 日（水）～2019 年 1 月 7 日（月）
設置場所：GINZA SIX 正面エントランス 2 箇所
門松仕様：高さ 3.6m（12 尺）、直径約 85cm、重さ 120kg

■ジャズアンサンブル演奏
プロミュージシャンによるブラスバンドが館内を練り歩き、ジャズアンサンブルで年末年始のGINZA SIXを盛り上げます。
日時：2018 年 12 月 29 日（土）、30 日（日）、2019 年 1 月 2 日（水）、3 日（木）
場所：GINZA SIX 各階
バンド構成：6 名予定（サックス、トランペット、パーカッション、トロンボーン、スーザフォン）
演奏内容：ジャズアンサンブル（各日 5 ステージ、1 ステージは 15～20 分程度）

■プレミアムな「福 袋 」
ファッションからライフスタイル、ビューティ、フードまで、プレミアムな福袋を限定数で販売します。
2F「Maison de NADIA」では、『ペアシェイプダイヤモンド』を税込2,000,000 円（4,000,000 円相当）でご用意するほか、
B1F「BEAUTY TERRACE GINZA ～DRESS CIRCLE～」では、目標減量を達成すればハワイ旅行など豪華景品
がもらえる『福袋ダイエッター』（3kg 減量コース 税込 100,000 円/5kg 減量コース 税込 150,000 円/8kg 減量コース
税込 200,000 円/15kg 減量コース 税込 450,000 円)など、個性豊かな福袋を展開します。
販売期間：2019 年 1 月 2 日（水）～各店舗なくなり次第終了 ※一部開催期間が異なる店舗がございます。
参加店舗：約 50 店舗
（一例 ※フロア、アルファベット順）adidas Originals Shop、KURO、RAWLIFE、D-BROS、OKANO、TOWEL
THINK LAB、中川政七商店、H.P.FRANCE BIJOUX、Maison de NADIA、BEAUTY TERRACE GINZA ～DRESS
CIRCLE～、shu uemura、Viennoiserie JEAN FRANCOIS、オリジンヌ・カカオ、パティスリー銀座千疋屋 他

■「GINZA SIX のお正月」 上質なお正月を彩るグルメ、新春特別商品
銀座の新たな食文化を提案するB2Fフードフロアやレストランでは、定番のおせちや年末年始の帰省に最適な
手土産に加え、茶室でのお抹茶体験付きのアフタヌーンティーや、スイーツおせちなど、伝統を現代風にアレンジ
したお正月グルメや、日本と世界のお正月を感じられるフードを多数展開します。
また、ライフスタイル雑貨ブランドでは、木やガラスを使って表現した鏡餅飾りや、干支にちなんだアイテム、伝統
の職人技が光るカトラリーなど、新春を祝う特別商品を多数ご用意。平成最後のお正月を華やかに彩ります。
※価格は全て税別。
※各店舗のメニュー・商品の詳細および販売期間は別紙「お正月のおすすめメニュー・商品リスト」を参照。

▼グルメ （一例）
＜伝統を現代風にアレンジしたお正月グルメ＞
GINZA SIX
限定

吟醸酒のプリン
（マーロウ）
価格：750 円

本格茶室でのお抹茶体験付き
和×苺新春プレミアムアフタヌーンティーセット
（THE GRAND GINZA）
価格：6,500 円

スイーツおせち
（荻野屋）
価格：4,000 円

＜日本と世界の味覚を味わうお正月グルメ・メニュー＞
「フランスの伝統を味わう」

「和とフレンチが融合したおせち」

「紅茶と伝統菓子のペアリング」
GINZA SIX
限定

ガレットデロワ
（Viennoiserie JEAN FRANCOIS）
価格：1 ホール 1,300 円

「手土産に最適な日本の伝統菓子」

オザミ特製おせち料理
（ビストロオザミ）
価格：29,630 円

ニューイヤーセレクション
（BETJEMAN＆BARTON）
価格：4,200 円

「新春に相応しい旬の逸品」

「金箔入り大吟醸で新年を祝う」

GINZA SIX

GINZA SIX

GINZA SIX

限定

限定

限定

こはく単衣
（ぎんざ鏡花水月）
価格：550 円

FRANCK MULLER 純米大吟醸
金箔入特製限定 祝酒
（FRANCK MULLER GENEVE）
価格：10,000 円（720ml）

大間産本鮪の鮪づくし
（つきじ鈴富）
価格：15,000 円

▼ライフスタイル雑貨 （一例）
＜伝統を現代風にアレンジしたお正月アイテム＞
GINZA SIX
限定

鏡餅飾り
（中川政七商店）
価格：4,000 円～20,000 円

酔独楽
（D-BROS）
価格：35,000円 ／40,000円
（サイズ違いの盃 4 個セット、台座 1 個入り）

小箱 麻の葉 朱・黒
（漆器 山田平安堂）
価格：各 3,000 円

＜干支（亥）アイテム＞

ビールカップ 亥
（玉川堂）
価格：各 25,000 円

干支丸盆
（漆器 山田平安堂）
価格：4,000 円

ふきん、お飾り、ポチ袋、食品
（中川政七商店）
価格：300 円～50,000 円

＜店舗を代表する個性豊かなお正月アイテム＞
「お正月ならではの最高級品」

「職人技が光る伝統のカトラリー」

「江戸小紋モチーフの和のフラワーベース」

四段重 熨斗蒔絵
（漆器 山田平安堂）
価格：2,500,000 円

Cutipol GOAホワイトマットゴールド
オハシセット
（#0107 PLAZA）
価格：4,900 円

フラワーベース
（D-BROS）
価格：1,800 円（2 柄入り）

＜GINZA SIX NEWS＞
■期間限定のポップアップショップ
＜フード＞
▼美珍香 BEE CHENG HAING （B2F）
炭火でじっくりと燻製する、秘伝のポークジャーキーなどを販売します。
【開催期間】 2019年1月8日（火）～2月3日（日）

▼EDWART （B2F）
2014年のオープンからわずか3年で、2016年「Salon du Chocolat Paris」最高
位金賞、オリジナリティ賞のダブル受賞。その後、4年連続で最高位金賞連続
受賞。2017年「NY Timesが選ぶ、パリで最も優秀なショコラティエ」第3位など
の受賞歴を持つ、今もっとも注目される20代の実力派若手ショコラティエ。
旅からインスピレーションを受けたチョコレートは、アフリカのバオバブの実、プ
ロヴァンスのはちみつ、アジアの生姜やコリアンダーなどが世界中の食材が使
われ、まるで味の世界旅行を楽しむよう。バイヤーが交渉を重ね、世界で初め
て日本に出店することになりました。GINZA SIX限定コフレもご用意しています。
【開催期間】 2019年2月5日（火）～3月3日（日）
「EDWART」シェフ：EDWIN YANSANÉ（エドウィン・ヤンサネ）
1989 年パリ生まれ。製菓分野で非常に優れた人材を輩出している「パリ外食
業専門学校（Ecole de Paris des Métiers de la Table）」にて、5 年間ショコラティ
エの勉強・職業訓練を受け、パリの「Michel Chorin」やパリ郊外の「Charles
Chocolatier」で修業を積む。卒業後、24 歳で友人のアルチュールと共同で起
業し、「EDWART」を立ち上げる。

＜ファッション／ライフスタイル＞
▼燕三条スタイルショップ(4F）
世界有数の金属加工業の産地である新潟県燕三条の地域ブランド。受け継
がれる技を、現代のライフスタイルに沿った形に落とし込んだ酒器やカトラリー
などを販売します。
【開催期間】 2018 年 12 月 26 日（水）～2019 年 1 月 15 日（火）

▼FUEGUIA 1833 (3F）
アルゼンチン発、話題のフレグランスブランド「FUEGUIA 1833」のポップアップ
ストアを開催します。セクシャリティに関係なく、すべての人々を魅了するエキ
ゾチックでユニークな香りの数々。パタゴニアや南米の多様な植物からインス
パイアされたフレグランスが織りなす、冒険の世界へと誘います。最高峰の
希少な植物由来の原料のみを厳選して作られるため、パルファンにはシリアル
ナンバーが刻まれる、リミテッド・エディションのフレグランスです。香水のセオ
リーを覆す、唯一無二の香りをお楽しみください。
【開催期間】 2018 年 11 月 21 日（水）～2019 年 1 月 15 日（火）

▼BVLGARI POP (UP) CORN (2F「SIXIÈME GINZA」内）
1960年代の映画のセットを大胆に再解釈したブルガリのポップ アップ ストア
「ブルガリ ポップ (アップ) コーン」が期間限定で登場。
鮮やかな光、色、モチーフで彩られたショップでは遊び心あふれる世界観の
中で、本ストアのみでお求めいただける限定モデルのバッグをはじめ、数多く
のアイテムをご用意しています。
＜GINZA SIX 限定商品＞
商品名：セルペンティ フォーエバ―
価格：295,000円
【開催期間】 2018年12月12日（水）～2019年1月15日（火）

▼Happy Socks(B1F）
スウェーデン・ストックホルム発のブランド。現在90ヶ国で販売されており、日常
のあらゆるものからインスピレーションを得た、ポップでカラフルなコレクション
を展開します。
【開催期間】 2018 年 12 月 26 日（水）～2019 年 2 月 17 日（日）

※価格は全て税別

＜GINZA SIX Information＞
【TEL】03-6891-3390 （GINZA SIX 総合インフォメーション 受付時間 10:30～20:30）
【ADDRESS】〒104-0061 東京都中央区銀座 6 丁目 10-1
【HP】http://ginza6.tokyo/
□営業時間

ショップ・カフェ（B2F～5F） 10:30～20:30
レストラン（6F、13F）

11:00～23:00

※一部営業時間が異なる店舗もございます。
※12 月 31 日（月）、1 月 2 日（水）は下記の通り短縮営業となります。
12 月 31 日（月）
ショップ・カフェ（B2F～5F） 10：30～18：00
レストラン（6F、13F） 11：00～21：00
1 月 2 日（水）
ショップ・カフェ（B2F～5F） 10：30～20：00
レストラン（6F、13F） 11：00～22：30
□休館日
□アクセス

不定休 ※2019 年 1 月 1 日（火・祝）は店舗休業
東京メトロ 銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座」駅から地下通路にて直結
駐車場完備（お買い上げ金額に応じたサービス有）

