撮影場所／ナチュラル・ハーモニー銀座店（自転車協力：Velostyle TICKET）

a

微妙？

b

a_山形県鶴岡市の自家農園の山ぶ
どうを使ったジャム。ひとつひとつ
味わい深い手書きの瓶がキュート。
ご近所さんにおすそ分けしてもらっ
たみたい（おいしい山形プラザ）b_
農薬や肥料を使わない自然栽培の
青果や、オーガニックを中心とした
食材が並ぶナチュラル・ハーモニー。
土と太陽に育まれた野菜本来のう
まみを味わえる（ナチュラル・ハー
モニー銀座店）c_高品質のエクス
トラヴァージンオリーブオイルをはじ
め、風味豊かなフレーバーオイル、
種類も豊富なビネガーを取り揃える
オイル＆ビネガー。購入前に試飲す
ることができるので、好みの味を見
つけて料理のアクセントに（オイル＆
ビネガー銀座店）

3

c

2

b

自転車でまわると、いつもよりも
ギンザの街が身近になったみたい

自然栽培のフルーツ、見つけた
フレッシュジュースにしようかな

a

普段着で乗れるシティバイクは
自分好みにカスタマイズして

青汁スタンドを発見

ふらっと気軽に立ち寄れる

搾りたてをいただこう

b

c

◆Velostyle TICKET
中央区銀座 1-23-4 明松ビル1F
03-3562-5503
11:00～20:00 無休
◆オイル＆ビネガー銀座店
中央区銀座 1-5-5 明興ビル1F
03-6263-0860
11:30〜20:00
（日祝は11:00〜19:00） 無休

◆ナチュラル・ハーモニー銀座店
中央区銀座 1-23-16 1F・2F
03-3562-7719
11:00〜21:00 月曜定休

いいオリーブオイルと
ビネガーがあれば、
料理の幅もぐっと広がりそう

a_街乗りにピッタリのシティバイクやミニベロ、折りたたみ自転車がズラリ。おしゃれなパーツも揃っているので、自分だけの1 台をカスタマイズでき
る(Velostyle TICKET) b_レトロな建物も魅力の青汁スタンド。ふらりと立ち寄って、スッキリと口当たりのいい生のジュース青汁を味わうことがで
きる（遠藤青汁 銀座サービススタンド） c_店内では、各種オリーブオイルやフレーバーオイルを量り売りしている。気軽に試飲できるのがうれしい。
パンに付けたり、ドレッシングやパスタに使ったり。ギフトにもおすすめ（オイル＆ビネガー銀座店）

◆おいしい山形プラザ
中央区銀座 1-5-10
ギンザファーストファイブビル1F・2F
03-5250-1752
ショップ10:00〜20:00 無休

◆遠藤青汁 銀座サービススタンド
中央区銀座 1-6-7 谷口ビル1F
03-3535-2046
8:30〜19:00
（土は9:30〜18:00） 日祝定休
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ひとつひとつのチョコにストーリーがある。
どれにしようか迷ったらスタッフに尋ねてみよう
ハンドメイド感のある、おしゃれでキュートなパッケージに釘付け。
試食もできるので、自分好みの味を見つけて

b

a

c

3F

パナ チョコレート

d

c

PANA CHOCOLATE

（チョコレート専門店）

豪州メルボルン発のオーガニックチョコ
レートブランド。メッセージカード付き
のギフトパックはプレゼントにピッタリ。
03-4400-6302
お店の前に立つと、チョコレートの優しい香り
がふわり。オーストラリア以外では世界初の直
営店がキラリトギンザに登場。海外のモデルや
トップアスリートにもファンが多いそう
f

e

a_原料はすべてオーガニック。乳製品や動物性原料を一切使用しない100%
ヴィーガンのRAW
（非加熱）
チョコレートは、ポリフェノールやミネラル、食物繊
維など美容や健康にうれしい成分がたっぷり b_パッケージの紙やインクも地球環
境に優しいものを使用 c_現在フレーバーは8種類で、各¥1,015。いろいろな味
を試してみて d_人気のギフトパック。
「THANK YOU」
をはじめ、さまざまなメッセ
ージをご用意 e_スイーツというよりも栄養補給の感覚で、罪悪感なしで食べられ
る f_海外でのベストセラーは「ミント」
。日本では「オレンジ」
のフレーバーが人気

7

※価格はすべて税込価格です。掲載商品が販売終了や品切れの際はご容赦ください。

THINKING OF YOU
（あなたのことを思って）
ギフトパック ¥4,450

ファッション・ジュエリー・雑貨

レストラン・カフェ

サービス
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3F
（寝具、睡眠・ベビー・オーガニック用品）

サラパイプ枕
¥12,900

B 1F
（レストランシアター）

4/28（土）
〜 6/30（土）

牛・フォアグラ・トリュフの
ミルフィーユ ￥1,490
高級食材のフォアグラとトリュフ
を贅沢に使用した、店を代表
するスペシャリテ。大切な方と
一緒に幸せな食事を楽しんで。

好みの高さに調整できるので
ギフトにぴったり。枕カバーは
驚きの速さで汗を吸って発散
する、爽やかな使い心地。

03-5579-9915 平日12:00〜15:00
（LO14:00）17:00〜23:00（LO22:15）
土日祝11:30〜23:00（LO22:15）

03-5579-9710

と

3F
（ジュエリー・アクセサリー）

3F

自分

し

せ探

の幸

へ
誰か

（輸入壁紙専門店）

GAJRA -ROSE BUDHeart&Cupid ダンシング
ダイヤモンド ネックレス
（K10PG/色違いもご用意） ¥30,240

輸入壁紙貼り方教室
￥2,700
輸入壁紙の貼り方はもちろん、
どんな色や柄がいいかもご案内。
「貼ってあげる」までをセットで
壁紙をプレゼントしては？

自分へのご褒美にも、大切な
方へのギフトにも。最高の輝き
を放つダイヤモンドを胸に輝か
せて、心躍るひと時を。

詳細はホームページをご確認ください。

03-3564-1271

03-5579-9237
9F
（エステティックサロン）

5F
（アクセサリー・カフェ）

骨盤プレミアム
美脚体験コース
¥3,000

ハーバリウムオイルの
アクセサリー
各 ¥1,620 〜

夏直前！脚集中のダイエットコー
ス。素足を出す季節に間に合
うおすすめプラン。

好きなパーツを組み合わせて作
る植物標本のような “ ハーバリ
ウム”アクセサリー。初夏のコー
ディネートを華やかに。

03-6850-0236
平日11:00〜22:00
土日祝11:00〜20:00

〜 6/30

03-6264-4811

（土）

10F
（ウェディングドレスサロン）

オリジナルレンタルドレス
¥378,000（レンタル価格）
ビジューレースの繊細な輝きと
裾の透かし感が上品な、正統
派の A ラインドレス。付属のト
レーンを付けるとさらに優雅に。
03-3564-0705
平 日 11:00
〜20:00（金曜日〜21:00）土日祝
10:00〜19:00（土曜日〜20:00）
（火曜日定休）

9

10F
（歯科クリニック・ホワイトニング）

クリーニング 特別価格 ¥9,234
ホワイトニング 特別価格 ¥14,094
通常価格より 10％ OFF

※上記すべて自費治療の価格（保険治療もあり）

クリーニングで、歯石やステイ
ンなどの汚れを落として本来の
歯の白さに。歯自体の色を白く
するホワイトニングもどうぞ。

※価格はすべて税込価格です。掲載商品が販売終了や品切れの際はご容赦ください。

0120-666-842
11:00〜21:00
（火・土曜日定休）
ファッション・ジュエリー・雑貨

レストラン・カフェ

サービス
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4F
（カフェタイプのタルト専門店）

4F
（ハワイアンカジュアルレストラン）

フルーツタルト
¥831（1 カット）

フルーツ・フレンチトースト
¥1,274
※アルコール使用

旬の果実に彩られたフルーツ
たっぷりのタルト。カフェで食
べるだけでなく、テイクアウトし
て大切な人へおすそ分け。

オレンジの風味を効かせた自家
製のアパレイユをパンに漬け込
んで焼き上げた、バターたっぷ
りのフレンチトースト。

03-3563-5335
11:00〜23:00(LO22:30)

し

おい

03-6264-4949
9:00〜23:00
（LO22:00）
7F

（焼肉ダイニング＆BAR）

6F
（ギャラリー・ダイニング）

極撰コース
¥10,800

金沢の魅力満載

加賀百万石会席

¥6,480

A5 ランクの黒毛和牛をはじめ、
京野菜、寿司、ユッケなど盛り
だくさん。インスタ映えする贅沢
コースはいかが？

加賀野菜など、金沢の食材を
ふんだんに使ったディナーコー
ス。郷土料理の合鴨の治部煮
は一度食べたら忘れられない。

03-6264-4929 ランチ11:00〜15:00
（LO14:30）カフェ
（土日祝のみ）
15:00〜17:00
（LO16:30）ディナー17:00〜23:00（LO22:30）

03-6228-7733
ギャラリー11:00〜20:00
ダイニング11:30〜22:00
（LO21:00）
8F

（台湾点心料理）

パイナップルケーキ
¥270（1 個）

7F
（イタリア料理）

数量
限定

旬の食材のおすすめメニューから選べる

ディナーコース（2名様仕立て）
¥8,208（2名様分）サービス料別途

（¥432/ 席料・パン・コンディメント代）

毎月台湾から直輸入し限定販
売されるパイナップルケーキ。
有名店の味をご自宅でどうぞ。
ジャスミンティー茶葉も販売中。

イタリアから買い付けた生ハム
やサラミ、自家製手打ち生パス
タなど、月替わりの旬の食材を
使ったスペシャルメニュー。

03-5159-4141
11:00〜23:00（LO22:00）

03-6264-4567 平日11:00〜15:00
（LO14:00）、17:30〜23:00
（LO22:00）土日祝
11:00〜16:00（LO15:00）、
17:30〜23:00（LO22:00）
8F

（スペイン料理）

11

8F
（回転寿司）

マリスコス・エスペシャル
¥3,780

生桜えび富士山盛り
¥453

エビやムール貝、アサリなど、
下のお米が見えないくらい魚
介類がたっぷりの豪華な海鮮
パエージャ。仲間とシェアして。

銀座沼津港名物、生桜えびの
シーズンが到来。富士山のよ
うに山盛りにして、今の時期お
すすめの旬の味覚を楽しんで。

03-5579-9721
ランチ11:00〜17:00
ディナー17:00〜23:00
（LO22:00）

さい

くだ

時、

と
いひ

03-6228-7171
11:00〜23:00
（LO一品料理 21:30/寿司22:00）

※価格はすべて税込価格です。掲載商品が販売終了や品切れの際はご容赦ください。

ファッション・ジュエリー・雑貨

レストラン・カフェ

サービス
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2F
（ジュエリー・ブライダルジュエリー）

1F
（バッグ・ラゲージ・アクセサリー）

ジュエリーウォッチ
¥24,840

HARRISON
「ストラットン」クロスボディ
（カラー ディープオーシャン）¥43,200

ガラス部分を宝石のようにカッ
ト。文字盤にはマザーオブパー
ル、12 時の位置にはルビーを入
れた、高級感あふれる腕時計。

マットで手触りのいいナイロン
地を使用したクロスボディは、
ちょっとしたお出かけから旅先ま
でさまざまなシーンでお役立ち。

03-5579-9898

キラ

3F
（消防刺子＆裂き織りレザーバッグ・レザー小物）

ザか

ギン

リト

03-6263-2731

る

じま

がは

旅
ら、

2F
（ジュエリー・ブライダルジュエリー）

刺子レザー
ワンショルダーバッグ
各 ¥37,584

ロゼッタクラシコ フィオーレ
¥95,040
ローズカットダイヤモンドを使用
した、お花モチーフの可憐な
ネックレス。優しい雰囲気が
女性らしさを演出。

消防刺子とイタリアンレザーが
コラボした、職人の手作りによ
るバッグ。小さく見えて A4 サイ
ズや iPad なども収納できる。

03-5159-6360

03-3535-0760
3F

3F

（時計）

BERING（ベーリング）
メンズ（14240-307）¥25,920
レディース（10126-307）¥22,140

フィリップ・フェランディス
ネックレス ¥41,040
イヤリング ¥30,240
リング ¥14,040

メンズはシルバーとネイビーの
2 色のストラップ付き。レディー
スはスワロフスキーのインデッ
クスで華やかさをプラス。

パリの人気ブランド
「フィリップ・
フェランディス」から、サーカ
スをテーマにした遊び心あふれ
るカラフルな新作が登場。

03-6228-6208

03-6228-7627
10F
（旅行会社）

〜 10/31
大型豪華客船ダイヤモンドプリンセス号 （水）
予定

クルーズ旅行 ¥68,000 〜

食事、移動、宿泊、エンターテ
インメント費は全て旅行代金に
インクルード。非日常を堪能で
きるクルーズ旅行へ、いざ。
03-5159-1515
11:00〜20:00
（火曜日定休）
ginza@stworld.co.jp
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6F
（ギャラリー・ダイニング）

西山シルク先染めストール

（絹 100％）

〜 6/30

（土）予定

¥30,240

800年の伝統ある技法で作ら
れた「牛首紬」のストール。
低 刺 激で湿 気を吸 収するの
で、これからの時期にピッタリ。

※価格はすべて税込価格です。掲載商品が販売終了や品切れの際はご容赦ください。

03-6228-7733

ファッション・ジュエリー・雑貨

レストラン・カフェ

サービス
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2F
（ジュエリー・ブライダルジュエリー）

ダイヤモンド ダンシング ネックレス
左 ¥19,800（K10WG 0.1ct）
中央 ¥29,800（K18WG 0.15ct）
右

B 1F
（レストランシアター）

牛フィレ肉とフォアグラの
ロッシーニ ￥2,139

〜 6/30
（土）

牛フィレ肉にフォアグラをのせ
てトリュフソースで仕上げた、
フレンチの王様料理。リーズナ
ブルな価格に感激。

¥14,800（K10WG 0.05ct）

胸元に本物のダイヤがキラキラ
と揺れるネックレス。自分はもち
ろん、感謝の気持ちを込めて
母の日のプレゼントにいかが？

の宝

03-6264-4921 平日12:00〜15:00
（LO14:15）
17:00〜23:00
（LO22:00）
土日祝12:00〜23:00
（LO22:00）

03-6228-6503

一生

2F

2F

（ブライダル＆アニバーサリージュエリー）

（ジュエリー・ブライダルジュエリー）

婚約指輪
PUENTE（プエンテ）- 架け橋 ¥151,200 〜 ※オーダー商品

婚約指輪
ciottolo（チョットロ）- 小石 ¥464,400 〜 ※オーダー商品

（センターダイヤモンド含む）
（0.2ct F VS2 /2018 年 3 月14日現在）

（センターダイヤモンド含む）
（0.5ct F VS2 /2018 年 3 月14日現在）

“ふたりを繋ぐ世界でたったひ
とつの架け橋” をイメージした
婚約指輪。私らしくジュエリー
を身につけたい方へ、ぜひ。

繊細さと華やかさを兼ね備え
た新作モデル。一生ものにふ
さわしく、0.5ct のダイヤを使用。
重ね着けにも対応できる。
03-6228-7007

03-5579-9980

6F

（呉服）

〜浴衣を彩る華やかな小物〜

帯留＆三分紐

2F
（オーダーメイドジュエリー・ブライダルジュエリー）

リフォーム・オーダージュエリー

〜 6/30

5％ OFF or ¥5,000 引き
修理価格 50％ OFF

（土）

ひとつ加えるだけで雰囲気を
ガラリと変えてくれる帯まわり
の小物で、夏の装いをもっと
素敵にアレンジしてみては。

母の日や父の日のプレゼント
に、お持ちのジュエリーを使っ
て手軽に世界でひとつのオー
ダーメイドジュエリーを。

03-3538-9262
11:00〜19:00

03-6264-4980

〜 6/30
（土）

9F
（ヘア・スパ・ネイル）

アーユルヴェーダ
ヘッドスパ ¥8,640
インドの伝承医学を取り入れ
た UNIX オリジナルヘッドスパ。
癒しの時間を満喫しながら、
もっと頭皮を健康に。
03-3535-0715
11:00〜21:00（最終受付20:00）
金曜日11:00〜22:00（最終受付21:00）

15

も…

るか

会え

出
物と

9F
（美容皮膚科）

サリチル酸ピーリング
＋イオン導入（ビタミン C ＋ E）
初回お試し ￥8,300
ピーリングで肌のターンオー
バーを促進し、イオン導入で
有効成分を肌の奥まで浸透さ
せる。様々な肌の悩みに対応。
03-6680-8386 11:00〜20:00
日曜日11:00〜19:00

※価格はすべて税込価格です。掲載商品が販売終了や品切れの際はご容赦ください。

ファッション・ジュエリー・雑貨

レストラン・カフェ

サービス
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