
For foodies and shoppers, 
there are few places 
more exciting than Ginza.
GINZA SIX offers 
an amazing food journey. 

GINZA SIX : Eating

※カコミケイアタリ（仕上がりサイズ182×257mm）　イラストは本画像です。



毎日の生活のなかであたりまえだったことが、そ

うではなくなったとき、それがどんなに大切なこと

だったのかわかることがあります。誰かとお喋りを

すること、衝動買いの誘惑と闘うこと、好きな人と

くっつくこと、大勢の人と一緒に何かを楽しむこと、

思いっきり笑うこと、そして美味しいレストランで

食事をすること。どれもそんなに特別なことでは

ありません。でも、どれも何十年か前までは、あた

りまえではなく、人々がいつかきっと、と憧れるこ

とでした。銀座という街は、そんな憧れや夢を叶え

てくれるファンタジックな場所だったのです。

GINZA SIXはそういう“街の店”のひとつでありた

いと思っています。いろんな気持ちを持った人が

やってきて、帰るときには笑顔になっているような。

丁寧に作ったお料理をどうぞ召し上がれと真っ白

なテーブルクロスの上にサーブするレストランのよ

うな。今度はあの人と来てみようかな、と思っても

らえるような。そしてそんなことがまたあたりまえ

のことになっていくような。美味しいは、嬉しい、と

か、楽しい、と一緒になって“おいしい”になります。

ここには、たくさんのメニューが揃っています。

お好きなときにお好きな“おいしい”をどうぞ。
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特 別な日も 、毎日でも 、銀 座でごはん 。

“銀座でごはんを食べる”という喜びを感じることができる店。
ジャンルを問わずさまざまな店が揃うGINZA SIXなら、

どんなシチュエーションにも、どんな気分にもフィットする味に出合えます。

il Cardinale（6F）　EMIT FISHBAR（6F）　銀座 真田 SIX（6F）
熊本あか牛しゃぶしゃぶ 甲梅（13F）　だるま きわ味（6F）

つきじ鈴富（13F）　ビストロ オザミ（6F）

RESTAURANTS:

MENU

for everyday and your own, special celebrations

誰 かと一 緒に食べるのはやっぱり美 味しい 。

一人で食べる美味しさと、大切な誰かと食べる美味しさは同じだけど違う。
連れてきてもらったり、お誘いしてみたり、いろんなカタチの
食べるコミュニケーションを。できれば笑顔と一緒に。

Ironbark Grill & Bar（6F）
Grill & PUB The NICK STOCK（6F）　Tamarind（6F）
TEPPANYAKI 10 GINZA（6F）　焼肉山水（6F）

RESTAURANTS:
sharing with a loved one

行きつけのカフェを 決 めてみる 。

買い物の合間にちょっと一息、小腹が空いたときに、コーヒー片手におしゃべり……。
気がついたらここにいた、というような居心地のいいカフェ。

美味しいコーヒーや軽食もお待ちしています。

CAFÉ EXPERTO（B2F）　THE GRAND GINZA（13F）
スターバックス コーヒー（1&2F/6F）　72 Degrees Juicery ＋ Café by David Myers（5F）

BLUE BOTTLE COFFEE（B2F）

CAFÉS:
your own place

一度 行ったら忘 れられない 。

いつもより少し背筋を伸ばしていきたいお店。
ここには、特別な“何か”があります。
他にはない魅力を知ってしまう。

それも銀座の楽しみ方のひとつなのです。

CAFÉS,BARS:
have a great time

GRAND CRU CAFÉ GINZA（13F）
JOTARO SAITO CAFÉ（4F）
MIXOLOGY SALON（13F）

発 見！  あのお店 がここに！！

文豪たちが愛したあの老舗も、
予約が取りづらい人気店も、海外発の有名店も……、

GINZA SIXには揃っています。
知っておきたい名店アドレス。

CAFÉS,SHOPS,RESTAURANTS:
well established taste

Café Cova Milano（3F）　くろぎ茶 （々B2F）
てんぷら山の上 Ginza（13F）

Bicerin（B2F）　中村藤𠮷本店（4F）
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選りすぐりの 和のエッセンス 。

伝統の和菓子をはじめ、和洋折衷のスイーツが楽しめるお店も充実。
和の要素を取り入れ、伝統の美味しさをモダンに再構築した銀座らしい和スイーツ。

やさしさと、はっとする驚きを、同時に味わってみてください。

恵那栗工房 良平堂（B2F）　KUGENUMA SHIMIZU（B2F）
甚五郎（B2F）　辻利（B2F）

ふふふあん by 半兵衛麸（B2F）　HONMIDO（B2F）　芭蕉堂（B2F）

SHOPS:
selecting the essence of Japan

大 切な人に会う前に立ち寄る理 由 。

小さな贈り物はすべての人に笑顔もプレゼントしてくれます。
あなたに会えて嬉しい、お元気でしたか？ ご家族にどうぞ、私の好きなものをあなたにも、

そんな気持ちと一緒に何をお渡ししましょうか。

Armonia（B2F）　綾farm（B2F）　AND THE FRIET（B2F）　ISHIYA GINZA（B2F）
キャンディアートミュージアム by PAPABUBBLE（B2F）

パティスリー銀座千疋屋（B2F）　パティスリーGIN NO MORI（B2F）　パティスリー パブロフ（B2F）
Ben's Cookies（B2F）　マーロウ（B2F）

SHOPS:
a heartfelt TEMIYAGE

こだわりの 食 材との出 合い 。

オレンジジュースにはちみつ、お酢ドリンク、紅茶、その他にもいっぱいの逸品食材。
素材の選定や製法にこだわり抜いたからこその美味を極めた専門店で、

新しいおいしさの発見が必ずあるはず。

銀座 平翠軒（B2F）　10FACTORY（B2F）　発酵酢屋 庄分酢（B2F）
ベッジュマン＆バートン（B2F）　L'ABEILLE（B2F）

SHOPS:
wonderful encounters

ちょっとした贅 沢を買って帰りたい 。

忙しい日のオフィスランチに、
GINZA SIXの屋上で空を見ながら食べたいときに、

もちろんそれ以外の場所や時でも、
ワクワクするごほうびとしてのお持ち帰り。

SHOPS:
take out specialties 

Viennoiserie JEAN FRANÇOIS（B2F）
荻野屋（B2F）

刷毛じょうゆ 海苔弁山登り（B2F）

優 秀なお 酒とお つまみ 。

日本酒やワインを幅広いラインアップから選べるのは、
一流のものが集まる銀座ならではの楽しみ。

お酒と一緒におつまみも。
選んでいるときからちょっとホロ酔い気分。

SHOPS:
In the mood for a drink?

いまでや銀座（B2F）
BEE CHENG HIANG 美珍香（B2F）　Piccolo Merca（B2F）

ワインショップ・エノテカ（B2F）
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https://ginza6.tokyo/shops/tenant_category/foods
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