
 

 

 

＜NEWS RELEASE＞ 

報道関係各位 

2019 年 12 月 12 日 

GINZA SIX リテールマネジメント株式会社 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」では、2020 年 1 月 2 日（木）より、世界の最旬トレンドを体感できる約

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

また、B3Fの文化・交流施設「観世能楽堂」では、昨年に続き、1 月 2日（木）・3 日（金）に「GINZA SIX 新春能」

特別無料公演を開催する他、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、銀座らしく

華やかで上質なお正月グルメ、干支をモダンにアレンジした新春特別商品などを多数展開します。 
 

 

 

■2020 年初売りセール「GINZA SIX SALE」  

セール名称 ： GINZA SIX SALE 

実施期間 :  2020 年 1 月 2 日（木）～1 月 19 日（日）  

※一部開催期間が異なる店舗がございます。 

※セール対象外の店舗・商品もございます。 

割引率 ： 10％～最大 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 90 店舗 

（一例）※フロア順 

THE NORTH FACE UNLIMITED、World Footwear Gallery、MARK’STYLE TOKYO、Theory、 

BEAMS HOUSE WOMEN、CIBONE CASE、Tabio Japan、CA4LA、漆器 山田平安堂、ADORE、See By Chloé、

BY MALENE BIRGER、Vivienne Westwood、forte_forte、DIESEL BLACK GOLD、VERSACE、SIXIÈME GINZA、

H.P.FRANCE BIJOUX、LIVING NATURE organics、ワインショップ・エノテカ 他 
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約90店舗が参加する令和最初の初売りセール 

ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ 2020年初売りセール開催 
 2020年 1月 2日（木）～1月 19日（日） 

観世能楽堂では「GINZA SIX 新春能」特別無料公演を開催 

各店舗で「福袋」や「お正月グルメ」「新春特別商品」を展開 

 

＜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： 馬場、山口 

TEL：03-6894-3200  FAX：03-5413-3050  E‐MAIL：ginzasix_pr@ssu.co.jp 
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■「GINZA SIX 新春能」 

B3F の文化・交流施設「観世能楽堂」にて、無料でご参加いただける「GINZA SIX 新春能」を開催。能楽界を代表す

る観世流の拠点を堪能できます。 

 

日時：2020 年 1 月 2 日（木）、3 日（金）※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、能の解説・体験、 

半能 高砂 

午後の部：15：00～16:00（14：00 開場予定） 

仕舞 高砂、能の解説・体験、能 小鍛冶 

※小鍛冶：祝言性の高い切能の傑作で、人気が高い。 

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 歳未満のお子さまは入場不可。 

※公演は先着順となります。（各回受付は開演の 1 時間前より開始） 

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

 

 

■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：2019 年 12 月 26 日（木）～2020 年 1 月 6 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 

 

 

■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、GINZA SIX ならではのプレミアムな福袋を限定数で販売

します。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 120,000 円／5kg 減量コース 税込 202,000 円／

8kg 減量コース 税込288,000 円／10kg 減量コース 税込 349,000 円／15kg 減量コース 税込 460,000 円)を販売。そ

の他、各店舗で個性豊かでプレミアムな福袋を展開します。 

 

販売期間 ： 2020 年 1 月 2 日（木）～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）※フロア順 

KURO、junhashimoto、JOTARO SAITO、中川政七商店、TOWEL THINK LAB、Blumarine、Maison de NADIA、

H.P.FRANCE BIJOUX、BEAUTY TERRACE GINZA ～DRESS CIRCLE～、CLARINS SKIN SPA、shu uemura、

bareMinerals 、ル・ブーランジェ・ドゥ・モンジュ、キャンディアートミュージアム by PAPABUBBLE、パティスリー銀座千

疋屋 他 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

■「GINZA SIX のお正月」 令和最初のお正月を彩るグルメ、新春特別商品 

B2Fフードフロアやレストランでは、贅を尽くした厳選素材のおせちや、年末年始の帰省に最適な手土産に加え、

2020年の干支である「子」にちなんだスイーツ、和素材をふんだんに使用した限定のアフタヌーンティーなど、新春

に相応しい彩り溢れる逸品を揃えました。 

また、ライフスタイル雑貨ブランドでは、干支をモチーフにしたお飾りや、熟練した職人のクラフトマンシップを体感

できる伝統の和雑貨など、新春を祝う特別商品を多数ご用意。令和最初のお正月を華やかに演出します。 

 

▼グルメ 

＜干支にちなんだお正月グルメ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜店舗イチオシのお正月グルメ・メニュー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※価格は全て税抜です。 

※上記は一例。各店舗のメニュー・商品の詳細および販売期間は別紙「新春のおすすめメニュー・商品リスト」参照 

新春を彩る「和×苺」の 

アフタヌーンティーセット 

（THE GRAND GINZA） 

価格：4,200 円 

お正月のおせちや祝い膳にも使わ

れる黒豆やカニ、柚子や寒ブリなど

和素材をふんだんに用いた「セイボ

リー」と、黒糖やきな粉、胡麻や抹

茶をベースとしたスイーツに、さらに

苺のエッセンスを加えた「パティシ

エ特製スイーツ」をご用意しました。 

くろぎ茶々の御節 

（くろぎ茶々） 

価格：70,000 円 

京都の六波羅密寺で祈祷いただいた

「京都 福寿園」の大福茶（おおぶくち

ゃ）と金箔入り抹茶をセットにした、 

特製「くろぎ茶々の御節」です。 

 

ガレット・デ・ロワ 

（ル・ブーランジェ・ドゥ・モンジュ） 

価格：3,500 円 

フランスの新年を祝う伝統菓子。フィユタ

ージュ(パイ)に、グリオットをアクセントに加

え、ピスタチオのクリームとアーモンドクリー

ムを包み込みました。 

 

 

 

お正月 mix 

（キャンディアートミュージアム  

by PAPABUBBLE） 

価格：593 円 

干支の絵柄や2020を金太郎飴にしまし

た。お年賀にもおすすめです。 

こはく単衣（干支柄） 

（ぎんざ鏡花水月） 

価格：550 円 

年末年始限定で2020年の干支「子」を

デザインしたパッケージが登場。金色

を基調とした華やかな着物のパッケー

ジは年末年始のご挨拶のお手土産に

ぴったりです。 

 

2020 年干支柄  

北海道フレッシュクリームプリン 

（マーロウ） 

価格：750 円 

北海道産の生クリーム2種類を使用し

た、濃厚で滑らかなマーロウ1番人気

の北海道フレッシュクリームプリンで

す。年末年始限定の2020年干支柄の

ビーカーでご用意しました。 

GINZA SIX 

限定 

GINZA SIX 

限定 

GINZA SIX 

限定 

GINZA SIX 

限定 



 

 

 

 

▼ライフスタイル雑貨 

＜干支（子）アイテム＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜店舗を代表する個性豊かなお正月アイテム＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※価格は全て税抜です。 

※上記は一例。各店舗のメニュー・商品の詳細および販売期間は別紙「新春のおすすめメニュー・商品リスト」参照 

 

 

 

 

 

 

三段重 熨斗蒔絵 

（漆器 山田平安堂） 

価格：1,800,000 円 

束ね熨斗という文様を大胆にあしらっ

た三段重です。塗りあがりまで何ヶ月

もかけ、漆黒に塗りあがった重箱にさ

らに熨斗模様をつけていく蒔絵。その

おめでたい熨斗にはそれぞれ桐、

菊、七宝、鳳凰など華やかな模様が

散りばめられています。 

 

 

銘々皿 みつ飴 吹き寄せ2020 

（漆器 山田平安堂） 

価格：18,000 円 

5色の銘々皿のセットです。透明感

のあるお皿は5色に塗り分けられてい

て、食卓を楽しく彩ります。サラダや

果物、デザートにもお使いいただけ

る使い勝手のいいサイズも魅力で

す。 

久保田 雪峰 

（Snow Peak Mobile） 

価格：3,100 円 

スノーピークと朝日酒造で共同開発

したアウトドアを楽しむための特別な

久保田です。 

 
 

お飾り／信楽焼きの子飾り／こけし／ 

張り子／熊手／一刀彫／枠飾り 

（中川政七商店） 

価格：1,300 円～50,000 円（予定）  

小さく可愛らしいお飾りから政七恒例の注

連縄、こけし、熊手・・・と見ているだけでほ

っこりとする干支のアイテムを多数ご用意

しました。 

丸皿 干支日月 子（朱／黒） 

（漆器 山田平安堂） 

価格：各 3,800 円 

時の移り変わりを表す「日月文様」に来年

の干支である「子」をあしらった丸皿です。

金の俵の上で子ネズミが遊んでいる様子

が可愛らしいデザインで、お正月の飾りは

もちろん、お菓子や果物、おせち料理の

お取り皿としてもおすすめです。 
 

上出長右エ門窯 湯呑 笛吹 鼠帽子 

（CIBONE CASE） 

価格：6,000 円 

干支にちなんだ限定デザインの湯呑

です。昔ながらの手仕事で創業以来

130年、日々の食器から茶陶まで一点

一線丹誠込めて伝統を現代まで守り

続けています。 



 

 

 

 

＜GINZA SIX NEWS＞ 

■期間限定のポップアップショップ 

＜フード＞ 

▼SAUTEDI（ソテディ）（B2F） 

ナチュロパシー（自然療法）、陰陽五行論、体質学を基にブレンドした有機

JAS 認証オーガニックハーブティーとアロマのブランド。 

ブランド名の『SAUTEDI』は、フランス語で「Sauter(ソテ)ジャンプ」「Dieu(ディユー)

神」という意味の頭文字を組み合わせたもので、植物のパワーが私たちのココ

ロやカラダをサポートしてくれることを世界中の人々に伝えていきたいという想い

から誕生しました。体中の細胞がふるえるほどの喜びを感じてください。 

【開催期間】 2020年1月7日（火）～2月2日（日） 

 

 

＜ファッション＞ 

▼BOUCHERON POP UP STORE（ブシュロン ポップアップストア） (2F「SIXIÈME GINZA」内） 

パリのヴァンドーム広場に最初にブティックを構えたハイジュエラーであるブシ

ュロンが、ホリデーシーズンに向けて、ポップアップストアをオープンします。 

メゾンに受け継がれる自由で大胆な精神が宿るアイコンコレクションで、ホリデー

シーズンを Light up!する特別な時間を楽しみください。 

【開催期間】 2019年12月18日（水）～2020年1月8日（水） 

 

 

 

 

 

▼Atlantic STARS POP-UP STORE（アトランティックスターズ ポップアップストア） (3F） 

イタリアのシューズブランド「Atlantic STARS」が期間限定で初出店。 

2014 年に突如、流星のように現れ、キャッチーな 3 連アイコンが視線を集め、

早くもイタリアンスニーカーの定番となった「アトランティックスターズ」。 

イベント期間には、2020年春夏シーズンのプレコレクションとしてリリースする

日本限定のカプセルコレクションの発表や、特別なコラボモデルの先行発売

の他、出店を記念した特典などもご用意し、特別なクラス感を演出します。 

【開催期間】 2020 年 1 月 15 日（水）～2 月 24 日（月・休） 

 

 

▼SANYOCOAT（サンヨーコート） (4F） 

1946年、防空暗幕でレインコートを制作したのをルーツに、世代や流行を越え、

コート専業ブランドとして73年の歴史を持つ「SANYOCOAT」。2020年春には、

ボタニカルダイによる爽やかなカラーリングやユニセックスで着用できるジェン

ダーレスなコートなど、スタンダードなラインアップに加え、トレンドを意識した

ニューモデルが登場。GINZA SIX限定のカスタマイズイベントも開催します。 

【開催期間】 2020 年 1 月 15 日（水）～2 月 24 日（月・休） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

＜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（火）、1 月 2 日（木）は下記の通り短縮営業となります。 

12 月 31 日（火） 

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（木） 

ショップ・カフェ（B2F～5F） 10：30～20：00 

レストラン（6F、13F） 11：00～22：30 

□休館日 不定休 ※2020 年 1 月 1 日（水・祝）は店舗休業日となります 

□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） 

 

 
 

＜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： 馬場、山口 

TEL：03-6894-3200  FAX：03-5413-3050  E‐MAIL：ginzasix_pr@ssu.co.jp 
 

http://ginza6.tokyo/
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