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銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」では、世界に誇る美食の街・銀座において、確かな品質で贈り手の

真心を伝える“ぎんざの夏みやげ”をご用意しました。GINZA SIXでしか手に入らない今夏限定のグルメを数多く

揃え、お盆の帰省時に活躍する手みやげや、上質でこだわり抜いたギフトなどを価格帯別にラインナップしました。 

また、リニューアルオープンしたお菓子アートのミニミュージアムや、期間限定のポップアップショップも続々と

登場。伝統の製法と秘伝のレシピで作られたシンガポールスタイルのポークジャーキーや、スイス発のハンドバッ

グブランドなど、GINZA SIXだからこそ実現した個性溢れるショップが今夏限定で出店し、ショップ限定のサービ

スやアイテムを展開します。 

 

■価格帯別に特集！「夏の帰省みやげ＆銀座みやげ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※価格は全て税抜です。 

※上記は一例です。各テーマのピックアップ商品は次項以降をご参照ください。 

 

 

 

 

 

フリュイドール 

（パティスリー パブロフ） 

 

パルファン ドゥ ミエル シリーズ 

（L’ABEILLE） 

 

 

＜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： 山口、大谷 

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

生茶ゼリイ[深翠] 

（中村藤𠮷本店） 

夏季限定 こはく単衣 金魚浴衣 Ver. 

（ぎんざ鏡花水月） 

大人のこだわり手みやげ 

②「1,000～2,999円」 

“美味しい”を分け合える、大人数向きの手みやげ 

③「3,000～4,999円」 
特別な相手に贈る、銀座らしく上質なプレミアムギフト 

④「5,000円以上」 

ちょっとした感謝を伝える、小粋なプチギフト 

①「999円以下」 

銀座フルーツジュレ 

（パティスリー銀座千疋屋） 

セミドライフルーツ彩 BOX 

（綾 farm） 

水扇 

（菓子匠 末広庵） 

KOHAKU Fruit Bar  

（PALETAS） 

 

＜GINZA SIX 2019 SUMMER＞ 

大人数で分け合えるこだわりの逸品から、さりげなく感謝の気持ちを伝えるプチギフトまで 

夏の帰省みやげ＆銀座みやげ特集 
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ちょっとした感謝を伝える、小粋なプチギフト 

①「999 円以下」の夏みやげ 

涼やかで暑さを和らげてくれる冷菓や、定番を少しずつ味わえるアソートなど、さりげない中にもセンスが光るお

手頃ギフトが充実。金魚柄の浴衣デザインのパッケージなど、日本の夏を思い起こさせる趣のある限定デザイン

も登場し、夏気分を盛り上げてくれる逸品が揃いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大人のこだわり手みやげ 

②「1,000～2,999 円」の夏みやげ 

帰省みやげに是非使いたい、一流の作り手が腕をふるったこだわりの夏グルメを多数ご用意しました。和洋様々

な味わいを楽しめる華やかなスイーツから、大人が喜ぶご飯のお供まで、選ぶ楽しさも与えてくれる豊富なライン

ナップです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※価格は全て税抜です。 

※上記は一例です。各店舗の商品の詳細および販売期間は別紙「夏の帰省みやげ＆銀座みやげリスト」をご参照ください。 

 

 

 

生茶ゼリイ[深翠]  

（中村藤𠮷本店） 

価格：417 円 
人気の抹茶の生茶ゼリイに、銀座店限定

の抹茶餡を添えました。白餡に特製の抹

茶を練りこんだ抹茶餡は、なめらかな食

感と優しい甘みがゼリイとマッチし、抹茶

の風味をさらに深くします。 

GINZA SIX 

限定 

夏季限定 こはく単衣 金魚浴衣 Ver. 

（ぎんざ鏡花水月） 

価格：550円 
こはく単衣が、夏季限定で金魚柄の浴衣デ

ザインのパッケージとなって登場。日本の夏

を思い起こさせる趣のあるデザインは、夏の

手みやげにもピッタリです。 

フワリ バターオムレット 3個入 

（ISHIYA GINZA） 

価格：900円 
ISHIYA オリジナルの北海道産発酵バターを

使ったバタークリームに、お酒と相性の良い

素材を合わせ、ふんわり生地で包みました。

「ワイン&チーズ」、「日本酒&いちじく」、「ラム

&レーズン」の 3 つの味が楽しめます。 

水扇 5 個入カゴ 

（菓子匠 末広庵） 

価格：1,759 円 
5種類の味を一度に楽しめる手みやげに

ぴったりなお試しセット。この時期にしか

味わえない季節限定の味が楽しめます。 

GINZA SIX 

限定 
GINZA SIX 

限定 

GINZA SIX 

限定 

KOHAKU Fruit Bar  

（PALETAS） 

価格：1,482 円 
琥珀羹は、煮て溶かした寒天に砂糖や水

飴などの甘味を加えて固めた伝統的な和

菓子です。琥珀糖の透明感ある質感を涼し

げなアイスキャンディーのモチーフに。職人

が一つひとつ心を込めて仕上げました。 

辻利 京濃い茶テリーヌ 彩り果実 

（辻利） 

価格：2,000 円 
果実とナッツがごろごろ入った、濃厚な

宇治抹茶のテリーヌショコラです。よく

冷やして、とろける口どけをお楽しみく

ださい。 

ふかみどり 

 



 

 

 

“美味しい”を分け合える、大人数向きの手みやげ 

③「3,000～4,999 円」の夏みやげ 

みんなでシェアできるスイーツのアソートや、伝統の職人技が光る和菓子の詰め合わせなど、大人数が集まる帰省

時に活躍するグルメが揃いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別な相手に贈る、銀座らしく上質なプレミアムギフト 

④「5,000 円以上」の夏みやげ 

ローズやブランデーのアロマを閉じ込めた上質なはちみつのギフトボックスや、銀座の老舗果物店が作るフルーツ

を閉じ込めたジュレ、贅沢なひとときを楽しめるワインなど、本物を知る大人にこそ贈りたいサマーギフトを厳選。 

銀座の確かな品質が伝わる、まさにプレミアムな逸品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、各ショップがおすすめする「夏の帰省みやげ＆銀座みやげ」が GINZA SIX に勢揃い！ 

 

 

 

 

 

 

 

※価格は全て税抜です。 

※上記は一例です。各店舗の商品の詳細および販売期間は別紙「夏の帰省みやげ＆銀座みやげリスト」をご参照ください。 

玉 12個入 

（ふふふあん by 半兵衛麸） 

価格：3,600 円 
半兵衛麸が 330 年培ってきた技で焼き

上げた焼き麸に、菓子職人の技をプラ

スして作った、ほろほろとした口どけの

クッキーです。 

セミドライフルーツ彩 BOX 

（綾 farm） 

価格：3,519 円 
こだわりの国産果実を使ったセミドライフ

ルーツの 9種類が入った BOXです。丸

型の箱で可愛く仕上がっていて、贈り物

にぴったりです。ひとつひとつ個包装に

なっているため少量ずつお召し上がり

いただけます。 

フリュイドール 16個入 

（パティスリー パブロフ） 

価格：3,704 円 
宝石箱をイメージしたパウンドケーキの詰め

合わせ。8 種類の異なる生地にそれぞれ合

うドライフルーツをちりばめました。GINZA 

SIX店限定のオリジナルBOXに入れてお渡

しします。 

GINZA SIX 

限定 

GINZA SIX 

限定 

銀座フルーツジュレ 12個入 

（パティスリー銀座千疋屋） 

価格：5,000 円 
フルーツの美味しさをぎゅっと閉じ込めた、

2 層の果肉入りのゼリーの詰合せです。 

サク&シトリ アソート 42個入 

（ISHIYA GINZA） 

価格：5,000 円 
サク（ラング・ド・シャ）をメインに、人気商

品の焼き菓子 2種を詰め合わせました。 

パルファン ドゥ ミエル シリーズ 

（L’ABEILLE） 

価格：6,000 円 
上質なはちみつに芳醇な香りを封じ込めた、

オリジナルのはちみつです。「ベルガモッ

ト」、ブランデーの「コニャック」、「ローズ」の 3

種類を詰め合わせたギフトボックスでご用意

しました。紅茶やアイスとの相性も抜群です。 

GINZA SIX 

限定 



 

 

 

＜GINZA SIX NEWS＞ 

■リニューアルオープン 

アートの街銀座に、お菓子アートのミニミュージアムがオープン！ 

▼キャンディアートミュージアム by PAPABUBBLE （B2F） 

キャンディ製オブジェなど、スイーツで作ったアート作品を展示するミュージアム

がB2Fフーズフロアにオープン。 

パパブブレは、スペインのバルセロナが発祥の「世界一おもしろいお菓子屋 

さん」。今まで数々の衝撃的なスイーツオブジェをリリースしてきました。ギャラ

リーや画廊が多いことで知られる銀座で、また、吹き抜けを中心に館内に数

多くのアートがあることで有名なGINZA SIX内で、遊び心を大切にする大人の

ニーズにいっそう応えたいと、アート性のあるスイーツに力を入れることにしま

した。世界30都市以上で展開しているパパブブレですが、このようなミュージ

アム形式の店舗は世界初で唯一となり、展示作品はほとんどが購入も可能です。 

※製作に日数がかかる場合があります。 

【オープン日】2019年7月1日（月） 

【展示数】15種20点前後 

 

＜主な展示作品＞ 

 

 

 

 

 

 

 

その他、髑髏、イノシシ、新幹線、カビが生えた鏡餅、桜餅、ぞうさんジョウロなどを展示します。 

 

＜オープン記念プレゼント＞ 

７月中に限り、5,000円（税込）以上購入されたお客様に「ミニ脳みそ」または 

「ミニ入れ歯」をプレゼント。 

 

＜銀座限定商品＞ 

日本ではまだ珍しいロッキーロードやスノーシュガーなどカラフルでフルーティーなチョコレートやソフト 

キャンディ菓子を販売。 

 

 

■期間限定のポップアップショップ 

▼BEE CHENG HIANG（ビーチェンヒャン） (B2F） 

1933年創業のシンガポールスタイルポークジャーキー“Bakkwa(バクワ）”の老舗、

「BEE CHENG HIANG」。 

炭火でじっくり燻製にした香ばしさと特製ソースによる風味豊かな味わいは、 

シンガポールを含む世界 12の国と地域で愛されています。伝統の製法と秘伝

のレシピを守り、人工添加物を一切使用しない安全な美味しさでつくられた 

ポークジャーキー。定番に加え、GINZA SIX限定商品も販売します。 

【展開期間】 7月 31日（水）まで 

 

 

どくろ 

 

ランプシェード（キャンディ） 

 

きのこ（キャンディ） 

 
古美術の壺（バウムクーヘン） 

ミニ脳みそ ミニ入れ歯 



 

 

 

▼Miller Haris ポップアップストア （ミラー ハリス ポップアップストア）(4F） 

ロンドンで 2000年に誕生し、ボタニカルをコンセプトに天然香料を贅沢に使用

した優しい香りで定評のあるミラー ハリス。ロンドンのアーバンストーリーのテイ

ストを加え、香りをアーティスティックに表現するモダンなフレグランスブランド

です。本国の路面店と同じく、香りを音で楽しめるドームなどを設けた、フレグラ

ンスの世界を新たな切り口で体験できる期間限定ストアがオープンします。 

【展開期間】 2019年 7月 24日（水）～8月 25日（日） 

 

▼アクリス ハンドバッグ コレクション ポップアップストア (3F） 

スイス発ラグジュアリーファッションブランド「Akris（アクリス）」のハンドバッグの

ポップアップストアが期間限定でオープン。エアポートをテーマにしたストアで

は、GINZA SIX限定のキャンバスバッグをはじめ、旅先を楽しく彩るさまざまな

スタイルやカラーのバッグをラインアップ。 

お買い上げの方にはオリジナルキーホルダーや、さらには抽選でミニバッグ

が当たるチャンスも。 

【展開期間】 2019年 7月 24日（水）～8月 25日（日） 

 

 

■フェア 

▼「サマージュエリー＆ウォッチ」フェア (全館） 

ジュエリー、アクセサリー、時計の各ショップにて、夏のジュエリー＆ウォッチ2019

を特集します。期間中、対象商品をご購入のお客様に、各ショップより素敵な

プレゼントを差し上げます。ご購入金額に応じたプレゼントもご用意しました。 

【展開期間】7月31日（水）まで 

 

＜ご購入金額に応じたプレゼント＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳しくはGINZA SIX公式WEBサイト（https://ginza6.tokyo/news/57317）をご参照ください 

 

＜GINZA SIX 基本情報＞ 

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

【ADDRESS】〒104-0061 東京都中央区銀座 6丁目 10-1 

【HP】https://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。 

□休館日 不定休 ※2019年 8月 26日（月）はショップ＆レストランは休業日となります。 

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

駐車場完備（お買い上げ金額に応じたサービス有） 

30万円以上ご購入 

チョコレートのヴェリーヌパフェ 

（ペア・ドリンク付き） 

（PHILIPPE CONTICINI） 

50万円以上ご購入 100万円以上ご購入 

パブロフセレクション 

10種詰め合わせ 

（パティスリー パブロフ） 

ディナーコース 

（ペア･ウエルカムドリンク付き）

（THE GRAND GINZA） 

https://ginza6.tokyo/news/57317
https://ginza6.tokyo/

