a

b

c

d

3

e

a/c_91 年の歴史を持つ革工芸の
老舗でお買い物。牛革を使い、型
押しをして、一筆一筆職人の手作
業で彩色を施すという繊細な革細
工の小物は、見た目もキュートで優
しく手に馴染むものばかり。ハート
型のまちがキュートなリップも入る
小物入れや手鏡など、自分だけのと
っておきを見つけて（文庫屋「大関」
銀座店）b_カラーリングがキュート
な紅芋とマンゴーのソフトクリーム
や揚げたてのサーターアンダギーな
ど、沖縄の食材を使ったおやつはど
こかホッとする味わい。店内にイー
トインスペースもあるので、散歩の
途中でひと休みしてみては？（銀座
わしたショップ 本店）
d/e_ポーセラーツの食器作りに挑
戦。真っ白な器にシール感覚で使
える転写紙を切り貼りして、世界で
ひとつのオリジナル食器を作れる。
転写紙の柄も器の形もバラエティ豊
かで、和食器でも洋食器でもOK。
優しく教えてもらえるから初心者で
も安心。1〜2 時間で気軽に体験で
きるのもうれしい（AJA アジア体験
文化推進協会）

◆銀座わしたショップ 本店
中央区銀座1-3-9 マルイト銀座ビル1F・B1F
03-3535-6991
10:30〜20:00 無休（年始を除く）
◆文庫屋「大関」銀座店
中央区銀座1-8-7 1F
03-6264-4100
11:00〜19:00 無休
◆AJA アジア体験文化推進協会
中央区銀座1-20-16 銀座岡安ビル2F
03-6876-1120
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銀座店限定の鹿ちゃんパンケーキ¥864。
バニラビーンズ入りアイスとの相性が抜群
広い店内は宝の山。商品知識の豊富なスタッフが、お探しのパーツ
を案内してくれる。どんなアクセサリーを作りたいのか相談してみて

a

b

c

d

きわ

せいさくじょ

5F

（アクセサリー・カフェ）

秋冬に人気のファーをトレンドカラーで
用意。チャームやタッセルと合わせて
存在感のあるバッグチャームを作れる。
03-6264-4811 物販 11:00 〜20:00
カフェ11:00〜19:30
（LO19:00）
優雅な鹿がお店の目印。5Fワンフロアを占め
る貴和製作所は、アクセサリー作りの聖地。
ショップでパーツを購入したら、併設のカフェで
すぐに作れるのが嬉しい
e

f

a_色違いでほしい秋色のタッセル。バッグなどに付けるだけでトレンドを演出して
くれるお役立ちアイテム b_軽やかなコットンパールを組み合わせて作ったドロ
ップピアス c_店内のミラーで、サイズ感や色などを確認 d_店内にさりげなく飾
られたディスプレイを、アクセサリー作りの参考にして e_さまざまなパーツで作っ
たリング。自分に似合うものを探して f_金具類もバリエーション豊か。手持ちの
アクセサリーをリメイクしてみるのもいい

5

※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。

エコファー
（¥216〜）
を使ってチャーム作りにチ
ャレンジ。大きなサイズのフォックスファーも用意

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

4

O GINZA AUTU
ARIT
MN
KIR

O GINZA AUTU
ARIT
MN
KIR

2F
（バッグ・ラゲージ・アクセサリー）

（ジュエリー・ブライダルジュエリー）

STANTON「ジャネット」
ドームド・サチェル
￥75,600

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

1F

¥14,800（K10WG 0.05ct）

かわ

ダークブラウンのトリミングが
シックなビジネスバッグ。ノー
ト型 PC 用のスペース等を備
え、高い機能性もあわせ持つ。

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、大切な誰かへのギフ
トにもおすすめ。色違いもあり。

03-6263-2731

03-6228-6503

2F

3F
（ジュエリー・ブライダルジュエリー）

（寝具、睡眠・ベビー・オーガニック用品）

羽毛合掛ふとん

（シングルサイズ）￥189,000

た

つけ

、見

秋
いい

ピンクサファイア
ネックレス
（K18PG）￥52,000

〜11/30
（金）

雲に包まれているような心地よ
さ。
「寝てみないとわからない」
との要望に応え、店舗にて熟
睡体験（無料）ができる。

〜11/15
（木）

9 月の誕生石ピンクサファイア
とダイヤモンドを組み合わせ
た、ハートの形のネックレス。
秋のコーデにぴったり。

03-5579-9710

03-5524-0333
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）
¥8,424（ホール）

モンブランパンケーキ
￥1,490

〜10/14
（日）

秋の味覚、栗を贅沢に使った
パンケーキ。栗本来の甘みと香
りが広がる。期間限定メニュー
が続々登場するので要チェック。

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
大切な人への贈りものにどうぞ。

03-6264-4949
9:00〜23:00
（LO22:00）

03-3563-5335
11:00〜23:00(LO22:30)
6F
（ギャラリー・ダイニング）

（ギャラリー・ダイニング）

くり／奥の麻衣子 作
各￥5,400

夜の銀座の金沢
￥5,400

色もツヤも本物の栗にそっく
り。大人の遊び心を感じる手
のひらサイズの漆の小箱は、
秋のギフトにいかが。

郷土料理の合鴨の治部煮や、
加賀野菜など金沢の食材をふ
んだんに使った加賀会席を、
リーズナブルな価格でどうぞ。

03-6228-7733
ギャラリー11:00〜20:00

7

6F

〜 11/30
（金）

03-6228-7733 ダイニング
11:30〜22:00
（LO21:00）

※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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店頭には待ち合わせにぴったりのバンコ（立ち飲みカ
ウンター）
が。食前酒やグラスワインを味わって
インテリアにもこだわった店内は、チェックのテーブルクロスがアクセ
ント。イタリアを旅行した気分で、ゆったりと食事を楽しめる

a

b

7F

c

d

（イタリア料理）

店の自慢はナポリ・ピッツァ。イタリア
の小麦粉と水、海塩、酵母のみで作り、
石窯で一気に焼き上げる本格派。
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）

e

f

a_直輸入 18ヶ月熟成のソフトプレス パルマ産プロシュット¥1,296。自家製モッ
ツァレラ・フレスカと合わせるとさらに美味（プラス¥864）b_手長海老、トマト
クリームソースのタリアテッレ ローマ風¥1,836。手打ちパスタの食べ応え
ある1皿 c_生ハムが飾られた店内。おいしそうな風景に、食欲が刺激される
d_パルマの工房より直輸入の生ハムやサラミは、手動のスライサーで空気を含ま
せつつゆっくりカット e_店名が描かれたオリジナルの石窯 f_食後には、香り高
いエスプレッソをどうぞ

9

イタリアのサルメリア（ハム・サラミの専門店）
をイメージしたトラットリア。入口には生ハムが
下がり、本場さながらの雰囲気。ワインセラー
にはイタリア直輸入のワインが豊富に揃う

※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。

秋におすすめのフンギ・モルタデッラ¥2,052

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

8

O GINZA AUTU
ARIT
MN
KIR

O GINZA AUTU
ARIT
MN
KIR

9F
（美容皮膚科）

9F
（エステティックサロン）

若返り・肌再生トライアル
プラン（約90 分 / カウンセリング含む）
￥49,000

ツヤぷる美顔体験コース

（レストランシアター）

〜11/30
（金）

（約 50 分）

¥1,000

強い日差しや紫外線などで、
夏に受けたダメージをしっかり
ケアして、肌のハリを取り戻そ
う。保湿対策もバッチリ。

03-6680-8386 11:00〜20:00
日曜日11:00〜19:00

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

情報誌限定価格 通常価格より10％ OFF
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

〜11/30

アーユルヴェーダ
ヘッドスパ（約65分）¥8,640

（金）

※上記すべて自費治療の価格（保険治
療もあり）※ご予約の際に “ 情報誌を見
た ”とお伝えいただいた方限定価格です。

クリーニングでは本来の歯の
白さに。さらに白くしたい方は
ホワイトニングがおすすめ。
0120-666-842
11:00〜21:00（火・土曜日定休）

手絞り刺繍 振袖

通常価格より 60％ OFF
特別価格 ￥207,360

長い歴史と伝統の中で培われ
た、職人の技が詰まった手絞
り刺繍の振袖。上品で優雅
な逸品を特別価格でご提供。
03-3538-9262

11

11:00〜19:00

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。
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）
8F

7F
（焼肉ダイニング＆BAR）

パーティープラン “5500PP”
￥5,500 要予約

￥10,000 コース
￥10,800 要予約

インドの 伝 承 医 学アーユル
ヴェーダを取り入れたヘッドス
パ。癒しの時間を過ごしなが
ら、もっと頭皮を健康に。

スペイン産イベリコ豚の最上
級品ベジョータと魚介類たっ
ぷりのパエリアに、飲み放題
も付いたお得なプラン。

肉フェスで好評だった肉寿司
やユッケをはじめ、A5 ランク
の黒毛和牛を存分に楽しめる
階段盛りの人気コース。

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）

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

03-6264-4929
ランチ11:00〜15:00
ディナー17:00〜23:00（LO21:45）

（金）

10F
（ウェディングドレスサロン）

9/29（土）
〜10/28（日）

数ある「俺のイタリアン」の中
でも、TOKYO 店のみの名物料
理。他では味わえないおいしさ
を、この価格でご堪能あれ。

（スペイン料理）

〜11/30

6F
（呉服）

牛フィレ肉とフォアグラの
ロッシーニ ￥2,139

9F
（ヘア・スパ・ネイル）

（歯科クリニック・ホワイトニング）

俺イタ名物！殻付きウニのコン
ソメジュレ添え（3 個）￥1,058

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）

10F

B 1F
（レストランシアター）

※ 3個からご提供

新規ご体験の方限定

コラーゲンの再生を促すレー
ザー治療とメラニン色素を排
出する光治療を組み合わせた
プランはいかが。

B 1F

8F
（回転寿司）

レンタルウェディングドレス
￥313,200（レンタル価格）

伊勢海老握り
￥1,382

鎖骨をキレイに見せてくれるク
ラシカルなケープ型オフショル
ダードレス。ビジューや刺繍
が高貴な花嫁を演出。

1 尾丸ごとを贅沢に使用した
伊勢海老の握り。プリプリの
身は寿司で、頭は味噌汁で、
2 度味わえるのがうれしい。

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）

※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

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

レストラン・カフェ

サービス

8F
（台湾点心料理）

4 種のきのこタン麺セット

（タン麺・小籠包 4 個・小皿）

￥1,890（単品￥1,458）

白しめじ、まいたけ、柿の木茸、
なめこの 4 種のきのこが入った
タン麺。ランチは小籠包と小
皿がついたセットがおすすめ。

※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。

※ディナータイムはセット内容・価格が異なります。

03-5159-4141
11:00〜23:00
（LO22:00）

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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