
表紙写真の店：Salt grill & tapas bar by Luke Mangan（6F）
※2017年11月15日現在の情報です。　※本誌内に記載されている金額は注釈のある場合を除き、すべて税・サービス料別となります。　※掲載情報は変更になる場合がございます。 詳細は各店にてお問い合わせください。
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　パリで5店舗を展開するガレットやクレープのカフェ。11
月15日（水）～ 12 月31日（日）は、特製の生地でヨーグルトジェ
ラートを包み込んだクレープを用意しています。3種のベリー
を使ったソース、ラム酒が香るホワイトチョコレートソース
で仕上げており、酸味と甘みが絶妙な1皿です。

framboise
カフェ・ガレット・
クレープ3F

Tel 03-6280-6752　
営業時間 10:30 ～ 20:30（20:00L.O.）

framboise ［3F］

［住所］  〒104-0061 東京都中央区銀 座 6 -10 -1
［営業時間］  レストラン（ 6・13F ）11：00 ～ 23：30 ／ ショップ・カフェ（B2 ～ 5F）10：30 ～ 20：30　※営業時間は一部店舗により異なります。　
　　　　　　不定休 　※元日、2 月 26 日（月）・27（火）は店舗休業日とさせていただきます。

［お問い合わせ］  GINZA SIX 総合インフォメーション　☎03-6891-3390（ 受付 10：30 ～ 20：30）　https://ginza6.tokyo/

「GINZA SIX アプリ」の
ダウンロードは、
App Store、Google Playより

Information

多彩な機能が詰まった「GINZA 
SIX アプリ」。GINZA SIX での
ショッピング体験をさらに充実
させる機能が満載です。ぜひ、ダ
ウンロード･登録して、ショッピン
グをお楽しみください。

初めてのクリスマスを迎える「GINZA SIX」
では、ホワイトクリスマスを叶える雪の演出

「Snow Dome City」をはじめ、期間限定の
アート作品を展示します。その他、GINZA 
SIX 各所で実施されるクリスマスイベント
情報は、公式 HP でご確認ください。

ポイントが貯まる＆情報満載！

GINZA SIX アプリ
会員募集中

クリスマスの銀座には、奇跡が住んでいる。

GINZA SIX CHRISTMAS 2017
11月 15日（水）～ 12 月 25日（月）

Winter Sweets
GINZA SIXでホッとひと息

ショコラショー 
1,000 円～

　キモノデザイナー・JOTARO SAITOのカフェでは、専属
パティシエが手掛けるカカオの香りが豊かな “飲むチョコ
レート”がイチオシ。バニラ・ラズベリー・オレンジの全3種類、
牛乳に溶かせばお店の味が再現できるテイクアウト商品も11
月15日（水）～12月25日（月）限定で販売（700円 ）。

JOTARO SAITO
カフェ4F

Tel 03-6263-9961　
営業時間 10:30 ～ 20:30（フード 19:30L.O.
 ドリンク 20:00L.O.）

JOTARO SAITO ［4F］

B2F～5Fには、空間もメニューも
個性豊かなカフェが揃っています。

今なら冬メニューも登場！

Hiversouhait～イヴェルソア～
1,780 円

GINZA SIX
WINTER 
TABLE 
2017 冬
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ジョウタロウ サイトウ

フランボワーズ

● 登録費･年会費無料

GINZA SIXへはぜひお車で。
施設内 B4Fの駐車場が便利です。

駐車場概要

営業時間　6：00 ～ 26：00

収容台数　445 台

利用料金　300 円／30 分

※お買い上げによるサービス

3,000 円 以上　1時間無料
10,000 円 以上　2時間無料
30,000 円以上　4 時間無料

（イートインの場合）



THE GRAND GINZA
WINTER 2017

ラウンジ・レストラン・バー・バンケット13F

Tel        03-6280-6129
営業時間　　  レストラン／11:00 ～ 16:00（14:30L.O.）、17:00 ～22:30（21:00L.O.）
予約について　要予約（席・料理）。お電話またはお店の HP より
http://www.grandginza.com/grand47/

写真は、11月と12月のコースより各1品。手前は「岩手県産ブリとサーモンを使用した前菜」（11月）、奥は「『き
たあかり』のポタージュ」（12月）。ディナーコースは6品～。日本酒・日本ワインのペアリングは1,200円～。
また、こちらの2品はディナーと同じテーマで展開するランチコース（4品～で3,800円～）でも提供

デザートは5種より選択
可能。写真は11月のコー
スより「山 形 県 産日本
酒香るサバラン 伝 統行
事「花笠」に見立てて」

1,500㎡の空間に、大人たちが集うラウンジ、レストラ
ン、バー、バンケットを構える「THE GRAND GINZA」。

この一角にあるのがフレンチレストラン「THE GRAND 47」
です。1カ月半ごとに入れ替わるコースは、日本各地をテーマ
に展開されています。11月は東北地方、12月は北海道をテー
マに、各地の美味を厳選して使用。地元の農家から直送される
野菜やブランド食材、名産品の持ち味を活かすためバターやク
リームは極力控え、美しさや演出も楽しめるフレンチに仕上
がっています。また、日本酒と日本ワインを豊富に取り揃え、
ソムリエによるペアリングが楽しめるのも魅力。八幡平の紅葉
をイメージした右の写真の前菜（手前の皿）のように日本の四
季を体現した料理を、日本が誇る銘酒とともに堪能できます。

尾に本店を置くJASMINEブランドの最新店。テーマは「中華と和
の融合」で、中国料理の技と考え方を礎に、日本の四季と美的センス、

食材、おもてなしの心をかけ合わせた「和心漢菜」を体現しています。今
が旬の上海蟹をはじめ、北京ダックやフカヒレ、国産牛サーロインを盛り
込んだこちらのコースにも柚子や八ツ橋（京都のお菓子）などが使用され、
和の感性が優しい味わいながらも印象深い中華料理を楽しめます。

提供期間：［東北］11月15日（水）～ 30日（木） ［北海道］12月1日（金）～ 21日（木）

年末期間限定ワンドリンク付きコース 10,000 円（税サ込）

大海老のチリソース 淡雪仕立て、名物“よだれ鶏”と前菜盛り合わせ、上海蟹みそショウロン
ポーと北京ダック、上海蟹みそフカヒレスープなど全 7 品。中国茶の他、ワンドリンク付き

提供期間：11月15 日（水） ～ 12月25日（月）

THE GRAND GINZA ［13F］

Tel        03-6264-5571
営業時間　　  11:00 ～ 15:00（14:30L.O.）、17:00 ～ 23:30（22:00L.O.）
予約について　写真のコース料理は要予約。お電話にて

JASMINE 和心漢菜 ［6F］

ザ・グランギンザ

JASMINE 和心漢菜
中 華6F

だるまきわ味
串 揚げ6F

季節を満喫できる
コース料理

先付、旬野菜盛り合わせ、口直し、串揚げ 9 本（天使の海老、アジと紅生姜の月冠巻、鮭とイク
ラのこぼれ盛りなど）、季節の小茶碗、本日の 1 品、鯛茶漬け、デザートの全 16 品

提供期間：11月15 日（水） ～ 12月25日（月）

1台に108個の灯を集めたシャンデリアが印象的な
全60席のレストランフロア。壁には極限まで薄くし
た石が貼られ、床にはローズウッドの無垢材を使用

格子状の天井や柱に木の温もりを感じる店内は全
82席。全面ガラス張りの窓から銀座の街を望むダイ
ニングの他、個室2室、半個室2室がある

フレンチでめぐる
東北・北海道の美味

11月～12月のコース料理

2017年の記憶に残る
和が息づく中華

11月～12月のコース料理

11月～12月のコース料理

冬の味覚を味わう
大阪発の上質な串揚げ

Seasonal Course

SPECIAL MENU

「パティシエ特製クリスマスケーキ」もご用意

チョコレートでかたどったボックスの中に入っているのは、真っ白な
ブッシュドノエル。ほのかな柑橘の酸味、まろやかなマロンクリーム、プ
ラリネのザクザクとした食感が互い
を引き立て合う逸品です。12 月 1 日
～ 25 日の間にレストランをご利用
いただいた方は、コース料理のデ
ザート後に、こちらのケーキを予約
することが可能。3,800円（2～3人
分）、お渡しは予約から 3 日後以降。

Tel        03-6264-5539
営業時間　　  11:00 ～ 15:00（14:30L.O.）、17:00 ～ 23:30（22:30L.O.）
予約について　写真のコース料理は予約不要。予約される場合はお電話にて

だるまきわ味 ［6F］

全11席のカウンター、テーブル席、4名・8名で利用
可能な個室などの全51席。上質感漂う和の空間で、
デートから宴会まで幅広く利用できる

JASMINE WASHINKANSAI 

DARUMAKIWAMI

約

広

新地に本店を構え、和洋様々な調理法と食材を取り入れて技巧を凝
らした「四季を感じる唯一無二の創作串揚げ」の店。こちらで展開

するのが、お客様のストップがかかるまで鮭にイクラをかけ続ける「こぼ
れ盛り」を含む9本の串に、旬野菜のビシソワーズや和牛すじ肉のどて焼
きなどの料理も組み合わせたコース。宮城県産の牡蠣など、冬の厳選食材
をふんだんに使用した、満足必須の品々が登場します。

北

11月からクリスマスにかけては、レストランで食事する
のが最も楽しい時期。そしてGINZA SIX各店では、この
季節の魅力を存分に味わえるコース料理が期間限定で登
場しています。

東北地方／北海道の食材を中心に使った秋冬らしいコース 7,000 円～
冬の厳選食材 彩味コース 5,500 円

CHECK! CHECK!

CHECK!
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＜レストランご利用（12月1日～25日）の方、限定＞

※本誌の金額表記は、すべて税・サービス料別となります（一部例外は除く）　※写真のメニュー内容は変更になる場合がございます



若き実力派シェフによる、新しい感性が宿るフレンチ
尾「ア・ニュ」の姉妹店で、料理長はオーナーシェフの下野昌平さん
を支えてきた蓑原祐一シェフ。クラシックに現代的な軽やかさを加

え、素材の持ち味を引き出す本店のポリシーはそのままに、30歳の蓑原シェ
フならではの感性を注いだ料理を味わえます。メニューは、通常はコース
のみですが、注目すべきは11月15日（水）～12月21日（木）の期間、ディナー
で写真の3品をアラカルトで楽しめること（プリフィックスコース13,000
円でも選択可能）。ブルゴーニュやシャンパーニュが充実する400種のワ
インとともに、至福のマリアージュをこの機会にぜひどうぞ。

冬ならではのジビエ料理で蓑原シェフ一押し
の肉質がなめらかな鳩を使用。ビーツを様々
な方法で調理し、ジュース、チップス、ピュー
レ、サラダを散りばめた色鮮やかな 1 皿

サブレ生地の上にフォアグラのムース、生のま
まのりんごとグリルしたりんご、アールグレイ
が香るメレンゲをあしらってスパイス風味の
キャラメルソースを添えた、ワインに合う前菜

ビュッシュ ドゥ ノエル 500 円（1 カット）

ピスタチオやフランボワーズを贅沢に使用したク
リスマスケーキ。ワゴンデザートの中の1品で

（1カット各500 円）、この上でご紹介した 2 品の
うち1品以上を注文された方のみオーダー可能

MAIN DISH

APPETIZER

X’mas DESSERT

L’homme du Temps signé à nu
フレンチ13F

Tel        03-6263-9773
営業時間　　  11:00 ～ 15:00（13:00L.O.）、17:30 ～ 23:30（20:30L.O.）
予約について　要予約（席・料理）。お電話またはお店の HP より

L'homme du Temps signé à nu ［13F］

ロムデュタン シニエ ア・ニュ

左官仕上げの白い壁に紺色のソファーと椅子が映え
るメインダイニングの他、個室 2 室、カウンター席
を用意。随所に書家・川邊りえこ氏の書が飾られる

WINTER 2017

この冬、特に
注目してほしい1皿

Featured Dish

板焼きを「目で見て音で楽しむエンターテイメント」と捉え、店内
の鉄板カウンターでは料理人たちがテコを操って華麗に焼き上げる

光景が繰り広げられています。こちらのコースは黒毛和牛や築地直送の伊
勢海老や鮑がメインで、さらに世界三大珍味のフォアグラ・キャビア・ト
リュフも組み込まれているという豪華さ。黒毛和牛はA5の中でも上質な
牡牛を使用しており、とろけるような味わいが楽しめます。

TEPPANYAKI 10 GINZA Special クリスマスコース 18,000円

厳選黒毛和牛サーロインステーキ、伊勢海老 アメリケーヌソースとトリュフの香り、フォアグ
ラと三浦大根のコンポート、鮑とキノコのフリカッセなど全 8 品にワンドリンク付き

提供期間：11月15日（水） ～ 12月25日（月） 提供期間：11月15日（水） ～ 12月21日（木）Tel       03-6263-9899
営業時間　　  11:00 ～ 15:30（14:30L.O.）、17:00 ～ 23:30（21:30L.O.）
予約について　写真のコース料理は 3 日前までに要予約。お電話にて

TEPPANYAKI 10 GINZA ［6F］

TEPPANYAKI 10 GINZA
鉄板焼き6F

入口に配した「10」のオブジェなどを取り入れたスタ
イリッシュな店内は全90席。鉄板カウンター16席の
他、ソファやテーブル席がゆったりと配置されている

三大珍味が華を添える
クリスマスの鉄板料理

11月～12月のコース料理

クリスマスコース 6,500 円

前菜盛り合わせ、焼き物（チーズ＆ベジタブル、タンドリー海老、ラムチョップ）、蟹のバターマ
サラなど全 5 皿にチャイまたはコーヒー、スパークリングワインが 1 杯付く

提供期間：11月15日（水） ～ 12月25日（月）

テッパンヤキ テン ギンザ

鉄

広

保町「マンダラ」の姉妹店。インドの北と南、それぞれの出身のシェ
フがおり、北のインドカレーから南のミールスまで、数十種のスパ

イスを駆使した幅広いメニューを展開しています。人気料理を網羅したク
リスマスコース（左の写真）のカレーには、トマトベースでコクがある「蟹
のバターマサラ」をチョイス。また、これらの料理に合うワインは、イタ
リアの赤いスパークリングワイン「ドネリ」がおすすめです。

Tel       03-6264-6541
営業時間　　  11:00 ～ 23:30（22:00L.O.）
予約について　写真のコース料理は予約不要。予約される場合はお電話にて

Tamarind ［6F］

Tamarind
インド料理6F

レンガ造りの壁と丸みを帯びた天井、鮮やかなブ
ルーの柱が異国情緒を感じさせる30 席の店内。入っ
て右手の壁にはインドの写真が多数飾られている

クリスマスを彩る
魅惑的なインド料理

11月～12月のコース料理

タマリンド

神

冬食材を用いた1品やクリスマス色の1皿、みんなで
賑やかにシェアする料理など、この季節に楽しみたい
メニューを厳選してご紹介します。

ラカン産ピジョン胸肉の
ロースト ビーツのデグリネゾン
6,800 円

フォアグラのムースとりんごのタルト仕立て
2,200 円

CHECK!

CHECK!

4 5

提供期間：11月15日（水） ～ 12月21日（木）

提供期間：11月15日（水） ～ 12月21日（木）

※本誌の金額表記は、すべて税・サービス料別となります（一部例外は除く）　※写真のメニュー内容は変更になる場合がございます



6 7

グリル & パブ　ザ・ニックストックシェフのアレンジが光るイタリア郷土の味
座で36年続く名イタリアン、「サバティーニ・ディ・フィレンツェ」（現
在移転中）が手がけるトラットリア。同店で料理長の経験もある小

柴大輔シェフが腕を振るい、トスカーナの伝統料理などイタリア全土の味
をベースに、センスのあるアレンジが光ります。こちらの「牛フィレのカ
ツレツ」は薄手が基本の “ミラノ風” に対し、分厚くカット。トマトの甘
みと香草の爽やかな風味がハーモニーを奏でます。

Grill & PUB 
The NICK STOCK

グローバルパブ6F

骨付きの熟成牛ステーキをカジュアルに堪能
成肉が並ぶショーケースが通路からも目を引く「肉が旨いパブ」。
温度や注ぎ方にもこだわったビール各種、フレッシュフルーツを

使った名物のジントニックなど100種以上が揃うお酒とともに、ソーセー
ジや肉ラザーニャなどのパブメニューと肉料理を楽しめます。こちらの熟
成肉は、1℃で40日間熟成した後、店舗でもさらに熟成させることで肉が
柔らかくなり、旨みが格段にアップ。旨みは骨の周りから染み出すため、「熟
成牛は骨付きが一番旨い」と言われています。骨付きリブを豪快に焼き上
げる「トマホーク」は、熟成肉の醍醐味を堪能でき、ちょっぴり贅沢した
いクリスマスにぴったりです。

ソルトグリル & タパスバー バイ ルーク・マンガン

Salt grill & tapas bar 
by Luke Mangan

モダン・オーストラリア料理6F

オーストラリアの食の豊かさがもたらした肉料理
ーストラリアのスターシェフ、ルーク・マンガン氏が手がけるSaltブ
ランドの新店は、現地の食材を生かしたグリルとタパスのお店。中

でも注目が日本ではここでしか味わえない稀少なプレミアムビーフの1皿。
タスマニア・ロビンス島で穀物と海藻を食べて育ち、日本の但馬牛系統で
WAGYUと呼ばれ、さらりとした脂をたたえています。ハーブが香る味付
けが肉の旨みを際立たせます。

牛フィレ肉のカツレツ R.I.R と
パルミジャーノ フレッシュトマト
3,600 円

パン粉はチーズとマスタードなどで味付け。トッ
ピングされたルッコラとアンディーブ、ラディッキ
オがジューシーなフィレに合う

タスマニア産ロンググレインビーフ 
ロビンスアイランド サーロイン 9,000円

ミントとセージ、イタリアンパセリを乾燥させたブリオッシュとともにパウダー状にし、肉の表
面に。マデイラソースとも相性抜群。コクのある白ニンジンのピューレを添えて

極 -kiwami- 盛り 9,000円（2人分）

薄切りのサーロインはさっと炙る程度でとろけるような絶品
の旨さ。他に、焼くとサクサクの食感のタントロ、肉の旨
みが濃いザブトンの全3種類の盛り合わせ

X’mas COLOR DISH

Winter Sweets

「アイススモア」登場！
11月15日～12月25日は、このスイーツが期間
限定登場。マシュマロの中にはチョコでコー
ティングされたアイスが入り、火で炙って仕上
げます。バニラ・ストロベリーの2種、各780円

"WAGYU" X AUSTRALIAASSORTED BEEF

TRADITIONAL FRENCH

il Cardinale
イタリアン6F

イル カルディナーレ

Tel 03-3573-3088
営業時間 ランチ11:00～15:00、ティータイム15:00～16:30、
 ディナー 17:30～23:30（コース21:00L.O.、アラカルト22:00L.O.）

il Cardinale ［6F］

Tel 03-6264-5402
営業時間 11:00～15:30（14:30L.O.）、17:30～23:30（22:00L.O.）
 ／土日祝 11:00～23:30（22:00L.O.）

Salt grill & tapas bar by Luke Mangan ［6F］

香り高いソースを堪能する王道のフレンチ
レンチとワインの奥深い魅力を伝える、多彩な店舗で人気の「オザ
ミデヴァン」系列の最新店は本格派のビストロ。食材の味を生かす

骨太でトラディショナルな逸品が揃います。この時季だけの「牛フィレと
フォアグラのロッシーニ」もフレンチの伝統に則った1皿です。マデイラ・
ワインやコニャック、トリュフを利かせたソース・ペリグーの芳醇な味わ
いは、思わずうっとりするようなおいしさ。

ビストロ オザミ
フレンチ6F

BISTRO AUXAMIS

〝手切り〞が叶えるやわらかい極上肉
京・国分寺に本店がある焼肉の名店が銀座に進出。40年愛される秘
密はブランドや等級ではなく純粋に質で吟味し、冷凍ではなく生の

みを使う肉へのこだわり。塊で仕入れ、職人が筋や脂を見ながら手切りす
るためやわらかさも抜群です。また、ピリッと辛い自家製コチュジャンを
溶かしていただく醤油ベースの甘めのタレが最高の相性。まずは厳選した
部位の盛り合わせの「極盛り」でその味を体感してみてください。

焼 肉 山水
焼肉6F

YAKINIKU SANSUI

Tel 03-6264-5529
営業時間 11:00～15:30（14:30L.O.）
 17:00～ 23:30（フード 22:00L.O.
 ドリンク23:00L.O.）

焼肉山水 ［6F］

AGED BEEF STEAK

熟成牛トマホークステーキ 8,690円
アメリカ産アンガス牛の骨付きリブを、岩塩、和洋2種のわさび、自家製ステーキソースで。
1枚600g以上のためシェアするのがおすすめ。1g約11円（写真は790gで8,690円）

Tel 03-6264-5756
営業時間 11:00 ～ 23:30（22:30L.O.）

Grill & PUB The NICK STOCK ［6F］

国産牛フィレ肉と鴨フォアグラのポワレ 
フレッシュ黒トリュフのロッシーニ風 5,200円

ジューシーなフィレにフォアグラ、トリュフを贅沢にトッピング。
4,800円と6,500円コースでもプラス2,500円で選べる

Tel 03-3289-4120
営業時間 ランチ 11:00～16:00（15:00L.O.）
 ディナー 17:30～23:30（21:30L.O.）
 土 17:00～ 23:30（21:30L.O.）
 日祝 17:00～ 23:30（21:00L.O.）

ビストロ オザミ ［6F］

銀
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提供期間：11月15日（水） ～ 12月25日（月）

提供期間：通年メニュー

提供期間：11月15日（水） ～ 12月中旬

提供期間：通年メニュー

提供期間：11月15日 （水）～ 売り切れ次第

※本誌の金額表記は、すべて税・サービス料別となります（一部例外は除く）　※写真のメニュー内容は変更になる場合がございます



TOWER OF SEAFOOD!

GORGEOUS BURGER

GINZA SIX

CHRISTMAS TABLE 2017
最後にご紹介するのは、クリスマス前後の数日間しか味わえない

各店が特別に用意するクリスマスコース。
趣向を凝らした料理の数々が珠玉の時間をもたらしてくれます。

手前は南オーストラリア産パスチャーフェッドビーフ ピナクル グリル、奥はオマールのポーチ ほうれん
草と春菊のソース。グラススパークリングワインは1,500円～

赤と白の組み合わせが美しいデザートはSaltが誇る人気スイー
ツ「クレームダンジュ」をメインに、ラズベリーのシャーベット、
白ワインで作った泡のゼリー、チョコレートをあしらった1皿

伝統的な日本の旨みと
オーストラリア料理の饗宴

ダンオーストラリア料理界の旗手が手がけ
る店が提案するクリスマスコースは、ア

ミューズからデザートまで全6皿。タスマニア産
オーシャントラウトのコンフィや、栄養価の高い
牧草で育った最高級オーストラリア産牛・ピナクル
牛のグリルなど、本場の食材を積極的に取り入れ
た1皿が揃います。また、「フレンチをベースに日
本のだしや調味料も取り入れています」と言うの
は齋藤拓也シェフ。日本人の口にも馴染みよく、
味わい深いオーストラリア料理で魅せてくれます。

提供期間：12月 23日（土） ～ 25日（月）クリスマスコース  9,260円

Tel 03-6264-5402
営業時間 11:00～15:30（14:30L.O.）
 17:30～23:30（22:00L.O.）
 ／土日祝 11:00～23:30（22:00L.O.）
予約について 要予約（席・料理）。
 お電話またはお店の HP より
＊同店の情報は P.7 にも掲載があります。

ソルトグリル & タパス バー バイ ルーク・マンガン

Salt grill & tapas bar by Luke Mangan
モダン・オーストラリア料理6F

TABLE FILE 01

海洋深層水育ちの全国の生牡蠣を満喫
業17年の日本最大級のオイスターバーチェーン「ゼネラル・オイス
ター」がGINZA SIXのために生み出した新店。新鮮な魚介を使い、

和食の味付けなどでアレンジした創作料理を楽しむことができます。人気
の前菜がこのシーフードプラッターで、貝や白身魚などが満載。中でも牡
蠣は、日本各地から厳選した後、同グループが富山に所有する施設に集め、
海洋深層水で浄化。ミネラル分が豊富で安全性も段違いと言います。冬に
かけて旬を迎える牡蠣は常時約10種揃いますが、このシーフードプラッ
ターではその中から2種を選べるのもうれしいところ。はちきれそうな身
にミルキーな旨みが詰まった兵庫の室津産、爽やかな海水の風味がある北
海道サロマ湖産など、バラエティ豊かな味が堪能できます。

シーフードプラッター
2人分／2,680円（1人分／1,580円、3人分／3,980円）

生牡蠣2種にボイルしたシュリンプ、ホタテなどの貝類、サーモンや鯛などを盛り合わせ。
まずはシャンパンとともにどうぞ。マム・コルドン・ルージュ 1,000円（グラス）

X'mas 限定 ゴージャスビーフフォアグラバーガー 1,980 円

40gの大ぶりなフォアグラをサンド。オニオンやルッコラの爽やかな風味でしつこくなくペロ
リと食べられる。グラスワインが選べるドリンクセット600円。ポテトフライ300円

EMIT FISHBAR
シーフードレストラン6F

エミット フィッシュバー

Tel 03-3575-1540
営業時間 ランチ 11:00～15:30（15:00L.O.）、土日祝～16:00（15:00L.O.）
 ディナー 17:00～23:30（22:00L.O.）

EMIT FISHBAR ［6F］

星付きシェフ監修の洗練されたハンバーガー
レンチシェフとしてミシュラン1ツ星を獲得した経歴を持つ、ボス
トン出身でカリフォルニア在住のデイビット・マイヤーズ氏が手が

けるカフェは、スーパーフードのスムージーやオープンサンドなどをオリ
ジナルレシピで提案。12月25日までの限定メニューにはフォアグラとト
リュフ入りのフォン・ド・ヴォーソースを使ったゴージャスなハンバーガー
が登場。カリッと表面を鉄板で焼いたバンズに、かみ応えのある赤身の牛
肉100%のパティ、自家製の甘酸っぱいビーツのピクルスなど、すべてが
渾然一体となる、贅沢なおいしさです。

72 Degrees Juicery + 
Café by David Myers

カフェ5F

72° ジューサリー + カフェ バイ デイビット マイヤーズ

Tel 03-6263-9872
営業時間 10:30 ～ 20:30（20:00 L.O.）

72 Degrees Juicery + Café by David Myers ［5F］

創

フ

モ
提供期間：通年メニュー ※シーフードは季節ごとに変動

提供期間：12 月 1 日 (金）～ 25日（月）

8 9※本誌の金額表記は、すべて税・サービス料別となります（一部例外は除く）　※写真のメニュー内容は変更になる場合がございます



右の写真は、カレイやボタンエビなどを使った冷前
菜、金目鯛と白子を燻す魚料理。左の写真はベリー系
のムースが入ったショコラドームに温かいベリーソー
スをかけるデザート

手前は黒毛和牛 フィレ肉のステーキ、中央はブルガリア産 フォアグラのポワレ トリュフソー
ス、奥はオマールエビのサラダ仕立て キャビア添え。他にアミューズや魚料理を含む全6皿

北海道の味覚をひと皿ごとに
宝石に見立てた華麗なコース

HE GRAND GINZA」の中に構えるフレンチレストラン「THE GRAND 47」
のクリスマスコースは、「ジュエリー」がテーマ。北海道の食材を中心に、キャ

ビアやトリュフも取り入れて展開。価格に応じてメインが替わり、7,800円のコースは
肉または魚料理、10,000円は金目鯛と蝦夷鹿、12,000円はオマール海老と黒毛和牛、
15,000円は金目鯛・オマール海老・黒毛和牛が登場します。

提供期間：12月 22 日（金） ～ 25日（月）

提供期間：12月 22 日（金） ～ 25日（月）
＊17:00～19:30、20:00～スタートの2部制Menu Noël  12,000 円

Tel       03-6280-6129
営業時間　　  レストラン 11:00～16:00（14:30L.O.）
 　  17:00～22:30（21:00L.O.）
予約について　要予約（席・料理）。
       お 電話またはお店の HP より
＊同店の情報は P.2 にも掲載があります。ザ・グランギンザ

THE GRAND GINZA
ラウンジ・レストラン・バー・バンケット13F

TABLE FILE 02 TABLE FILE 04

TABLE FILE 05

TABLE FILE 06

Tel       03-3289-4120
営業時間　　  ランチ 11:00～16:00（15:00L.O.）、ディナー 17:30～23:30
 （21:30L.O.）、土 17:00～23:30（21:30L.O.）、
 日祝 17:00～23:30（21:00L.O.）
予約について　写真のコース料理は要予約。お電話にて
＊同店の情報は P.6 にも掲載があります。

フレンチ6F

コースは、キャビアと甘海老のアミューズ、フラン
ス産バザス牛ヒレ肉のメイン、ムースやアイスが入っ
たチョコの球体に温かい牛乳をかけて仕上げるデ
ザートなどの全7品

稀少肉が特別な時間を演出
ワインとともに楽しむ晩餐

尾「ア・ニュ」の姉妹店であるこちらが展開するのは、フランスの稀少肉・バザス
牛のヒレをメインに据え、フォアグラやトリュフ、キャビアなどを織り交ぜた最

高級のコース。バザス牛は和牛とは異なる香りとなめらかさを持つ赤身肉で、濃厚なソー
スと相性抜群。フランスを中心に400種を揃えるワインコレクションも圧巻です。

提供期間：12月 22 日（金） ～ 25日（月）

Tel       03-6263-9773
営業時間　　  11:00～15:00（13:00L.O.）
 　  17:30～23:30（20:30L.O.） 
予約について　要予約（席・料理）。
 お電話またはお店の HP より
＊同店の情報は P.5 にも掲載があります。ロムデュタン シニエ ア・ニュ

L’ homme du Temps signé à nu
フレンチ13F

TABLE FILE 03

まるでパリの街角で味わうような本格派
統派フレンチが味わえるビストロのクリスマスコースは最高級食材
のオンパレード。フランス・アキテーヌ産キャビアやフレッシュな黒

トリュフなどを盛り込み、さらに深い味のソースなどに丁寧な技を感じられ
ます。デザートはブッシュドノエルと、本場フランスさながらの料理構成。

手前はメインの牛フィレ肉とポルチーニ 木こり風、奥は自家製タリアテッレ 鴨肉のラグー
ソース。コースは前菜、パスタ、魚、肉、デザートの5品。グラス赤ワイン700円～

Menu di Natale  8,000円

Tel       03-3573-3088
営業時間　　  ランチ 11:00～15:00、ティータイム 15:00～16:30、
 　  ディナー17:30～23:30（コース 21:00L.O.、アラカルト22:00L.O.）
予約について　写真のコース料理は要予約。お電話にて
＊同店の情報は P.6 にも掲載があります。

イタリアン6F

ポルチーニや鴨などのイタリアらしい美味が凝縮
スカーナ料理を中心にイタリア全土の味が味わえるトラットリアで
は、旬の食材を使った全5品のクリスマスコースを用意。鴨の胸や

もも肉を赤ワインで煮込んだソースの手打ちパスタや、ポルチーニソース
の牛フィレ肉のグリルなど濃厚な美味が楽しめます。

クリスマスコースは2種で16,667円は全6～7皿、23,148円は全7～8皿。赤城牛の旨みを
最大限に引き出した発酵熟成肉をふんだんに使用し、極上の肉コースを作り上げている

提供期間：12月 22 日（金） ～ 25日（月）

提供期間：12月22日（金） ～ 25日（月）

旬熟成クリスマスコース
16,667 円／ 23,148 円

Tel       03-6280-6429
営業時間　　  11:00～15:00（13:30L.O.）、17:00～23:00（21:30L.O.）
予約について　要予約（席・料理）。お電話にて

SHUNJYUKUSEI 
GINZA GRILL旬熟 成 GINZA GRILL

創作肉料理13F

赤城牛の発酵熟成肉をより贅沢に味わえるコース
成肉のパイオニア「旬熟成」のGINZA SIX店は赤城牛にこだわり、
世界最高レベルの発酵熟成肉を提供。クリスマスコースではその発

酵熟成肉を駆使し、トリュフなどの高級食材とのマッチングも楽しませて
くれます。デザートも今しか味わえないスペシャルな1皿が登場。

「T

広

正

ト

熟

BISTRO AUXAMISビストロ オザミ

イル カルディナーレil Cardinale

北海道の食材を中心に使った
4日間限定のクリスマスディナー
コース　7,800 円～

Menu de Noel ～ diner ～ 
クリスマスディナーコース
18,000 円

10 11

＊12月23日・24日は17:30～20:00、20:30～23:30の2部制

※本誌の金額表記は、すべて税・サービス料別となります（一部例外は除く）　※写真のメニュー内容は変更になる場合がございます



表紙写真の店：Salt grill & tapas bar by Luke Mangan（6F）
※2017年11月15日現在の情報です。　※本誌内に記載されている金額は注釈のある場合を除き、すべて税・サービス料別となります。　※掲載情報は変更になる場合がございます。 詳細は各店にてお問い合わせください。
　
Art Direction: NAKAJIMA YUTA Design Room　Photo: Daisuke Yanagi, Yoshiko Yoda, Shinya Kondo　Text: Noriko Matsumoto, Atsushi Sato　Illustration: Mina Nakai

　パリで5店舗を展開するガレットやクレープのカフェ。11
月15日（水）～ 12 月31日（日）は、特製の生地でヨーグルトジェ
ラートを包み込んだクレープを用意しています。3種のベリー
を使ったソース、ラム酒が香るホワイトチョコレートソース
で仕上げており、酸味と甘みが絶妙な1皿です。

framboise
カフェ・ガレット・
クレープ3F

Tel 03-6280-6752　
営業時間 10:30 ～ 20:30（20:00L.O.）

framboise ［3F］

［住所］  〒104-0061 東京都中央区銀 座 6 -10 -1
［営業時間］  レストラン（ 6・13F ）11：00 ～ 23：30 ／ ショップ・カフェ（B2 ～ 5F）10：30 ～ 20：30　※営業時間は一部店舗により異なります。　
　　　　　　不定休 　※元日、2 月 26 日（月）・27（火）は店舗休業日とさせていただきます。

［お問い合わせ］  GINZA SIX 総合インフォメーション　☎03-6891-3390（ 受付 10：30 ～ 20：30）　https://ginza6.tokyo/

「GINZA SIX アプリ」の
ダウンロードは、
App Store、Google Playより

Information

多彩な機能が詰まった「GINZA 
SIX アプリ」。GINZA SIX での
ショッピング体験をさらに充実
させる機能が満載です。ぜひ、ダ
ウンロード･登録して、ショッピン
グをお楽しみください。

初めてのクリスマスを迎える「GINZA SIX」
では、ホワイトクリスマスを叶える雪の演出

「Snow Dome City」をはじめ、期間限定の
アート作品を展示します。その他、GINZA 
SIX 各所で実施されるクリスマスイベント
情報は、公式 HP でご確認ください。

ポイントが貯まる＆情報満載！

GINZA SIX アプリ
会員募集中

クリスマスの銀座には、奇跡が住んでいる。

GINZA SIX CHRISTMAS 2017
11月 15日（水）～ 12 月 25日（月）

Winter Sweets
GINZA SIXでホッとひと息

ショコラショー 
1,000 円～

　キモノデザイナー・JOTARO SAITOのカフェでは、専属
パティシエが手掛けるカカオの香りが豊かな “飲むチョコ
レート”がイチオシ。バニラ・ラズベリー・オレンジの全3種類、
牛乳に溶かせばお店の味が再現できるテイクアウト商品も11
月15日（水）～12月25日（月）限定で販売（700円 ）。

JOTARO SAITO
カフェ4F

Tel 03-6263-9961　
営業時間 10:30 ～ 20:30（フード 19:30L.O.
 ドリンク 20:00L.O.）

JOTARO SAITO ［4F］

B2F～5Fには、空間もメニューも
個性豊かなカフェが揃っています。

今なら冬メニューも登場！

Hiversouhait～イヴェルソア～
1,780 円

GINZA SIX
WINTER 
TABLE 
2017 冬

を
味
わ
え
る
メ
ニ
ュ
ー
案
内

ジョウタロウ サイトウ

フランボワーズ

● 登録費･年会費無料

GINZA SIXへはぜひお車で。
施設内 B4Fの駐車場が便利です。

駐車場概要

営業時間　6：00 ～ 26：00

収容台数　445 台

利用料金　300 円／30 分

※お買い上げによるサービス

3,000 円 以上　1時間無料
10,000 円 以上　2時間無料
30,000 円以上　4 時間無料

（イートインの場合）




