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＜NEWS RELEASE＞ 

報道関係各位 

2021年3月9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」は、2021年4月20日（火）に開業4周年を迎えます。4周年を記念して、2021年4月

12日（月）～5月31日（月）までの期間中、4周年&リニューアルプロモーションを開催。館内各所にて様々なイベントを開催  

するほか、4周年限定商品を展開します。 

また、第1弾リリースで発表した約40店舗に続き、レストラン2店舗の今夏オープンが決定。イタリア発の総合フードマーケット& 

レストラン「イータリー」日本旗艦店と、日本の食文化でもある鰻料理と魅力ある和食料理を提供する老舗鰻専門店 「伊勢定」が

オープンします。 

GINZA SIXは、国内外の多くのハイクオリティー・高感度のものを好まれるお客様にご支持をいただき、想定を上回る業績で

推移しております。さらなる成長、より鮮度・感度の高い商品やサービスをお客様に提供すべく、従前からの計画通り、今春、

開業以来初の大規模リニューアルを実施します。ここにしかないもの、ここでしか味わえない体験を更に追求したGINZA SIXに

ご注目ください。 
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■4th Anniversary スペシャルイベント 『Flower×Piano』 

3日間限定で、館内各所に生花とピアノのインスタレーションが出現。ジャズやクラシックなどジャンルの異なるピアニストが  

日替わりで登場し、「花」にまつわる多彩な曲をライブ演奏します。 

いずれの拠点で、いつ、どのピアニストが現れ、どのような曲を弾くのかはその時のお楽しみ。装花と花を奏でるピアノ演奏との

一期一会をお楽しみいただきます。（日時、場所は変更になる場合がございます。） 

【開 催 日 時】 2021年4月16日（金）、17日（土）、18日（日） 時間は非公開 

【開 催 場 所】 3F・5F吹き抜けパブリックスペース 

 

 

＜GINZA SIX 開業４周年 第2弾＞ 

イタリア発の総合フードマーケット＆レストラン「イータリー」日本旗艦店など、 

新たにレストラン２店舗が今夏オープン 
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■GINZA SIX NEW OPEN情報（第2弾） レストラン NEW OPEN 

このたび6Fに、GINZA SIXのコンセプト「LIFE At Its Best」を表現する、食を通じて満たされた暮らしを演出するライフスタイル型

レストランとして、ブランドミッションに「EAT BETTER, LIVE BETTER」を掲げる、イタリア発の総合フードマーケット&レストラン 

「イータリー」を招聘します。イタリアの多様な食材の物販、ライブ感あるオープンキッチン、気軽に利用できるカフェ・イートイン

スペースからゆったりと過ごせるレストランスペース・テラス席まで、330坪の規模を利用した日本旗艦店として、お客様の   

ニーズにあったバラエティに富んだ店舗展開を行います。さらに13Fには、日本橋に本店を構える鰻専門店「伊勢定」が登場。

食の楽しみを幅広くご提案します。 

 

▼イータリー（6F） 

ITALY is EATALY。 

日本にいながら本場イタリアの食事や食材、食文化を堪能できるイタリアンフードマーケット&レストラン。 

EATALYとは「イタリアを食す」ということを意味しています。イタリア料理の他にイタリアの歴史や食文化、

手軽に調理出来るメニュー等、イタリアが世界に誇る多くの個性が含まれています。イータリー銀座店は  

旗艦店としてイタリア食文化を発信していきます。レストランで本物のイタリア料理を堪能し、マーケット

では本場の食材を購入することができます。「食べて、買って、学ぶ」場所として、ぜひお楽しみください。 

 

【カ テ ゴ リ ー】 レストラン（イタリアン）、カフェ、バー、フーズ、イートイン 

【出 店 状 況】 日本最大級、旗艦店、銀座エリア初 

【オープ ン日】 今夏（予定） 

 

 

 

 

 

▼伊勢定（13F） 

日本の食文化でもある鰻料理と魅力ある和食料理との調和を、視覚と味覚でお楽しみください。 

日本橋に本店を構える鰻専門店。昭和21年創業より歴史を刻んで70有余年。お客様よりご注文を頂い

てから活鰻を調理いたします。「裂き、串打ち、蒸し、焼き」の工程を熟練した職人が店内厨房で丹精 

込めて一貫調理した鮮度と味は格別です。お食事が出来る迄の間、落ち着いた空間でおいしいお酒や

和食の一品でゆっくりとお寛ぎくださいませ。 

 

【カ テ ゴ リ ー】 レストラン（日本料理） 

【出 店 状 況】 銀座エリア初 

【オープ ン日】 今夏（予定） 
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＜GINZA SIX NEWS＞ 

■ポップアップショップ 

▼TeakDays（チークデイズ）（4F） 

50年代初頭、ル・コルビュジエとピエール・ジャン

ヌレはインドのチャンディガールで都市計画プロ

ジェクトに着手し、地域社会のために建物を設計

いたしました。ジャンヌレはチーフアーキテクト兼

都市計画デザイナーとなりました。彼は15年間 

チャンディガールに滞在し、街は近代建築のランドマークへと発展していきました。

Teak Daysは当時プロダクトを製作した工房の職人の親族が忠実に手仕事で

再現した家具になります。 

【展 開 期 間】 4月1日（木）～4月27日（火） 

▼Merlette（マーレット）（3F） 

NYのブルックリンにベースを置くマーレットは、デザイナー

マリーナ・コートバゥイ自身の豊かな旅の体験から生まれた

世界中を自由に旅する女性のためのワードローブです。 

ブランド名はヨーロッパで紋章として使われる鳥の名前。

自分の価値観と好奇心の向かうままに自由に旅をして  

グローバルに活躍する現代の女性のために昼も夜も着用

できるエレガントでストレスフリーな洗練されたコレクションを

提案しています。 

【展 開 期 間】 4月1日（木）～4月27日（火） 

▼銀座 緑寿庵清水（B2F） 

京都百万遍の金平糖専門店「緑寿庵清水」が   

170周年を記念し、初となる直営店を銀座の地に

オープンいたしました。「銀座 緑寿庵清水」では

現代のニーズに合うよう、伝統と革新を融合させた

オリジナルの金平糖を販売しております。この度 

「銀座 緑寿庵清水」が昨年12月にオープン3周年を迎え、更に多くの方々に

金平糖をお楽しみいただきたいという思いから、GINZA SIXに出店いただきます。

熟練の職人が1種類10日以上かけ、五感を使い手作りした、本物の味・色・形

の金平糖の心髄をお楽しみください。 

【展 開 期 間】 4月6日（火）～4月25日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■期間限定ショップ 

▼BIZOUX（ビズー）（4F）  

世界中から集めた約50種類もの宝石、女性デザ

イナーによるクリエイション、甲府の職人による  

高度な技術―その三位一体で生み出される   

ジュエリーブランド。多彩な宝石を組み合わせた

ジュエリーや、希少な宝石とお好みのデザインを

組み合わせて世界に1点のジュエリーを作る「セミオーダー」サービス、熟練の 

職人による手彫りのイニシャルジュエリーなどをご紹介します。「宝石ミュージ 

アム」をコンセプトに、多彩な原石やアートを展示する博物館のような空間で 

宝石の魅力を存分にお楽しみいただけます。 

【展 開 期 間】 2月26日（金）～5月25日（火） 

▼Mx. JEWEL LABO（ミクス・ジュエルラボ）（2F） 

「Mx.／ミクス」は「Mr.」でも「Ms.」でもないジェン 

ダーレスの敬称。そんなミクスがつくるのは、男女を

問わず着こなせるカジュアルでアーティスティック

なジュエリー。人種や国境を超え、年齢や時間を

超えて愛されるもの。そして、私だけの世界でたった

一つのジュエリーをプロデュース、まるでポップアートを着こなす様な、そんな

物づくりを創造できるプライベートラボ、それがミクス・ジュエルラボです。 

【展 開 期 間】 4月7日（水）～ 

 

▼Gluxury（グラジュリー）(B1F) 

サスティナブル、ラグジュアリー、トラディショナルを

キーワードにした雑貨を集めたライフスタイルセレ

クトショップ。80年の技術が織りなす、最高級ホテル

タオル「Micro Cotton(マイクロコットン)」、伝統的

な製法を引き継ぎながら、高品質なナチュラル 

エッセンスを加えることで進化したキャンドル「RATHBORNES(ラスボーンズ)」、

ミラノスカラ座に隣接した最も古く有名なバーバー「ANTICA BARBIERIA 

COLLA (アンティカ バルビエリア コッラ)」のヘアケア製品など、こだわりの  

暮らしを彩る品々を集めました。 

【展 開 期 間】 3月31日（水）～ 

▼SHOT MODE（ショットモード）（B1F） 

美容成分を0.1mmサイズの微細な針状に成形し、

無数に並べた“針状美容液”を展開するスキン 

ケアブランド。塗るだけでは届きづらい美容成分を

角層までダイレクトに届けます。京都のテクノロジー

企業が、創業以来培った精密加工技術と美容医療

発想を組み合わせ、針状美容液の“理想形”を追求しました。SHOT MODE 

ブランドでの店舗出店は、GINZA SIXでの展開が初。おうち時間が贅沢な時間に

変わる、先進型のスキンケア体験をお楽しみください。 

【展 開 期 間】 4月3日（土）～7月31日(土)（予定） 

 

▼Tea Forté（ティーフォルテ）（B2F） 

シルクのような手触りのティーバッグはひとつひとつ

が手作り。お湯に入れても潰れず、高品質な茶葉

やハーブのアロマを最大限に引き出す特別設計。

MoMAで活躍したデザイナー発案の紅茶の美術品。

他に類を見ない紅茶は、極上のもてなしを提供する

世界のラグジュアリーホテルで愛されています。ご友人への贈り物からフォー

マルなギフトまで、幅広いギフトシーンに応じます。 

【展 開 期 間】 3月2日（火）～3月31日（水） 
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■海外新提携商業施設について 

GINZA SIXでは、3月9日（火）より、北京屈指のラグジュアリーモール「WF CENTRAL」と新たに提携を締結します。GINZA SIX

では、施設とお客様とのより密接な関係を築くために、上位顧客様専用の特別なラウンジ「LOUNGE SIX（ラウンジ シックス）」を  

設け、コンシェルジュ機能を中心としたOne to Oneのプレミアムサービスを提供しています。今回の提携により、上位顧客様

には、ご好評をいただいているラウンジの相互利用サービスをはじめとする様々な魅力溢れる体験を新たにご提供します。 

＜新提携＞ 

▼WF CENTRAL [北京] 

WF CENTRALは、首都北京の商業と政治の中心地である王府井（Wangfujing）エリアの歴史的建造物を尊重し、活性化させるデザインと規模を

備えた、Hongkong Land Limitedのプレミアム・ライフスタイル・リテール・デスティネーションです。130を超えるテナントを導入し2018年5月にオープン。

アート、文化的創造性、体験的なライフスタイルを考慮したキュレーションを通じて、国際的に有名な機関との非常に権威のある芸術的なコラボ 

レーションに焦点を当て、刺激的でVIP MENUクラス最高の小売体験を提供しています。 

WF CENTRALに併設されているマンダリンオリエンタル王府井（Mandarin Oriental Wangfujing, Beijing）では、北京最大級の73室の広々とした  

客室と豪華なスイートをご用意しており、多くの客室からは紫禁城や天安門広場などの歴史的なランドマークを一望できます。 

今回の提携により、GINZA SIXのVIP顧客様は、こちらのVIPラウンジをはじめ、ドリンクや軽食のサービス、パーソナルショッパー、ヘアメイクアップ

アーティスト、リムジンサービス、マンダリンオリエンタル特別料金、内覧会・先行予約などのテナント特別サービスを新たにご利用いただけることに

なりました。 

 

 

 

 

 

＜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 

            ※一部の店舗、レストランは営業時間が異なります。  

※詳細は公式ホームページをご確認ください。 

※営業時間については、変更になる場合がございます。 

□休館日 不定休  

□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） 

＜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：荒川（080‐7045-8071）、須田（080-4071-7269） FAX：03-5413-3050  E‐MAIL：ginzasix_pr@ssu.co.jp 


