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a_本物さながら、わらチョコ納豆

（茨城マルシェ） b_味がしみしみ玉

こんにゃく（おいしい山形プラザ） 

c_キュートな眼鏡堅パン（食の國

福井館） d_まんまるサーターアンダ

ギー（銀座わしたショップ本店） 

e_高知名物アイスクリン（まるごと

高知）
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◆食の國福井館

中央区銀座1-3-3 銀座西ビル1F

03-5524-0291

月～土10:30～20:00　

日祝10:30～19:00

◆茨城マルシェ

中央区銀座1-2-1 紺屋ビル1F

03-5524-0818

セレクトショップ10:30～20:00

◆まるごと高知

中央区銀座1-3-13

オーブ プレミア1F・B1F

033538-4365

ショップ10:30～20:00

◆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

◆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

0352501752

ショップ10:00～20:00

◆ひろしまブランドショップTAU

中央区銀座1-6-10 

銀座上一ビルディング

03-5579-9952　

ショップ10:30～20:00

ンプーオルアーュニリ～）木（72/4※

abc

a_和テイストの包みがかわいい甘納豆。誰かにプレゼントしたくなる（茨城マルシェ） b_小瓶に入った檸檬ぷりん＆八朔ぷりんは爽やかな味わい（ひ

ろしまブランドショップTAU） c_手描きの顔がかわいい、手のひらサイズのシーサー（銀座わしたショップ本店）
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ダイニングでは、新鮮な海の幸や加賀野菜などを活

かした金沢料理を、美しい器やお酒とともに楽しめる。

のど黒塩焼き付き加賀料理会席『雅』　　

￥7,020

古き良きものだけでなく、金沢の「いま」を感じ

られる空間。茶会や邦楽鑑賞など、金沢の多

彩な文化を体感できるイベントも開催。

a_色合いが美しい西山シルクの先染めストール各￥30,240 b_ユニークな茶せんと

茶碗の七宝焼カフスボタン￥10,800 c_存在感豊かな陶器のペンダント各￥10,800 

d_繊細な漆のブラシカバーに入ったネイルパヒュームオイル￥7,560 e_和紙で作

られた軽やかなピアス￥5,400 f_手のひらサイズのキュートな陶器の植木鉢各￥

2,160～（参考商品） ※展示品は入れ替わることがあります。

03-6228-7733 ギャラリー11:00～

）00:12OL（00:22～03:11グンニイダ 00:02

dining gallery

銀座の金沢
（ギャラリー・ダイニング）

工芸品の数々を作り手とともに紹介す

るギャラリーと、旬の食材を味わえる

ダイニングで、金沢の魅力を満喫。

a

c

e

b

d

f

6F

※価格はすべて税込価格です。掲載商品が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

KIR
A RITO GINZA  GIFT
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（ハワイアン＆ブライダルジュエリー）

2F

03-3567-7667

ファッションジュエリー 

マウロアコレクション　　

￥24,840 ～

ハワイ王朝時代のクラシカル

なデザインに手彫りのレリー

フを組み合わせたネックレス。

トップとチェーンは別売り。

（ジュエリー・アクセサリー）

3F

03-6228-6657

マイクロパヴェ 

ナンバーペンダント　

各￥48,600

NY の最新トレンド、マイクロ

パヴェセッティングのペンダン

ト。好きなナンバーを選んで

みてはいかが？

（アクセサリー・カフェ）

5F

スワロフスキー・クリスタル

ビーチャームドビーズの

ネックレス　￥8,381 ～

03-6264-4811

シーズンに合わせてビーチャー

ムドビーズを組み替えられる

人気のシリーズ。自分だけの

オリジナルが簡単に作れる。

（ヘア・スパ・ネイル）

9F

03-3535-0715 

）00:02付受終最（00:12～00:11

季節限定 ヘッドスパ　　

￥8,640

季節に合わせたオイルやアロ

マを使い、アーユルヴェーダ

を取り入れたヘッドスパ。リフ

トアップ効果を期待して。

（ジュエリー・ブライダルジュエリー）

2F

03-5579-9898

ネックレスチャームシリーズ 

Pleasure　￥66,960

ダイヤがきらめくネックレス

チャーム。好きなイニシャル、

素材、チェーンのデザインを

組み合わせて楽しめる。

※トップとチェーンのセット価格になり

ます。※英字により価格が異なります。

（バッグ・服飾雑貨）

3F

03-5579-9979

J-POPPY　

￥20,952

各パーツを自由にカスタマイズ

できるバッグ。季節やその時

の気分で形を変えられるから、

自分にいつもフィット。

（時計）

3F

03-6228-6208

ARNE JACOBSEN　　

￥35,640 ～

デンマークの世界的なデザイ

ナー、アルネ・ヤコブセンの

腕時計。直営店限定のカス

タマイズ用ストラップも豊富。

Leather Cutout Flowers　　

￥31,320

レースの柄を革にパンチングした、

繊細でフェミニンなロングウォレット。

持っているだけで女子力を上げてくれそう。

（回転寿司）

8F

03-6228-7171 

11:00～23:00

（LO一品料理21:30/寿司22:00）

伊勢海老握り　

￥1,382

1 尾丸ごと贅沢に使用した伊

勢海老の握り。プリプリの身

は寿司で、頭は味噌汁で、2

度楽しめるのが嬉しい。

03-3561-2560

※価格はすべて税込価格です。掲載商品が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

（レディスファッション・生活雑貨）

1F

自分磨きのプレシャスギフト

KIR
A RITO GINZA  GIFTKIR

A RITO GINZA  GIFT
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（ジュエリー・ブライダルジュエリー）

2F

03-6228-6503

KIO 

本真珠大粒パールネックレス　

各￥10,000

8mm 以上ある大粒のパール

を1粒使ったシンプルなネック

レス。フォーマルでもカジュア

ルでも活躍してくれそう。

（ジュエリー・ブライダルジュエリー）

2F

03-5524-0333

フローラ ダイヤモンドリング

￥180,000 ～

可憐で上質感あふれる、花を

かたどったダイヤのリング。高

さを抑えたデザインで、身に

つけやすいのが嬉しい。

（ジュエリー・アクセサリー）

3F

03-5579-9237

K10〈H＆C〉

ダイヤモンドネックレス

￥41,040

ブライダルブーケに使われるス

トックの花をモチーフにしたダ

イヤのネックレス。本物の輝

きを身にまとって。

（ビストロ・カリフォルニア料理）

7F

03-6228-7400 ランチ11:00～

 00:71～00:51ーィテ ）03:41OL（00:51

）00:22OL（00:32～00:71ーナィデ

ファーム トゥ テーブルコース

￥6,264

日本各地の産直素材をシェフ

が厳選。好みに合わせて前

菜・メイン・デザートをチョイ

スできる人気のコース。

（ジュエリー・ブライダルジュエリー）

2F

03-6228-7007

ビーチスタンプサンダル　　

￥1,944

砂浜に文字を残せるビーチサン

ダルはブライダルギフトにぴっ

たり。SNSでの結婚報告やフォ

トウェディングの小物にも。

（ジュエリー・ブライダルジュエリー）

2F

03-6228-7100

婚約指輪 桜一輪　　

￥408,240 ～

枝先に咲く一輪の桜をイメー

ジしたエンゲージリング。匠の

技によるカットで、ダイヤの中

に桜が浮かび上がる。

（ブライダル＆アニバーサリージュエリー）

2F

03-5579-9980

シックスペンスコイン 

ネックレス

￥2,808 ～

花嫁に幸せをもたらすシックス

ペンスコインのお守りをネック

レスに。レディスとメンズがあ

り、ペアで贈り合っても。

（ジュエリー・アクセサリー・ファッション雑貨）

3F

03-6228-7627

アジサイネックレス　　

各￥16,200

樹脂でコーティングされた本

物のアジサイを使用。ひとつ

ひとつ形が異なる、世界でひ

とつしかないアクセサリー。

大切な人へ、特別な贈りもの

※価格はすべて税込価格です。掲載商品が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

KIR
A RITO GINZA  GIFTKIR

A RITO GINZA  GIFT
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（バッグ・トラベルラゲッジ・レザーグッズ）

1F

03-6228-7009

Veron Slim Briefcase　　

￥52,920

高級感のあるレザーと高強度

素材を使用したスリムブリーフ

ケース。ビジネスシーンをス

マートに演出してくれる。

コーヒースターターセット　　

￥5,670

初心者でも使いやすいウェーブドリッ

パーとスペシャルティコーヒーをセット

に。アトリエカフェのオリジナルギフト。

03-6264-4811
）00:02OL（03:02～00:11ェフカ

（アクセサリー・カフェ）

5F

（バッグ・トラベルラゲッジ・レザーグッズ）

1F

03-5579-9199

Mountain Blue Tweed 

シリーズ　

￥43,200 ～￥118,800

創業140周年のアニバーサリー

モデル。洗練されたツイード

のバッグやラゲッジは、ビジネ

スにも日常にも使いやすい。

（タオル専門店）

3F

03-5579-9581

yuki ミニバスタオルセット　　

￥7,960

柔らかく、ボリュームたっぷり

の肌触りで吸水性も抜群。毎

日のバスタイムに極上の癒し

をもたらしてくれそう。

（スペイン料理）

8F

03-5579-9721

ランチ11:00～17:00

）00:22OL（00:32～00:71ーナィデ

ネグロ

￥3,240

旨味が凝縮した濃厚なイカ墨

と丸ズワイガニを使ったパエリ

ア。黒と赤のコントラストが食

欲を刺激し、後引く味わい。

（寝具、睡眠・ベビー・オーガニック用品）

3F

03-5579-9710

和晒 

プレミアムガーゼケット　

￥7,020

ふわりとした風合いのガーゼ

ケットは、老若男女、子ども

までオールマイティーに使える

夏の必需品。5色から選べる。

（インテリア雑貨）

3F

03-6264-4955

フォトフレーム

リボンハウスグレー　　

￥2,808

シャビー感のあるアンティーク

風な仕上がりのフォトフレー

ム。色やデザイン違いで数種

類のラインナップが。

（輸入壁紙専門店）

3F

03-3564-1271

デコレーションパネル 

ワークショップ　￥7,020

オランダの伝統的な陶器「ロ

イヤルデルフト」の壁紙でパ

ネルを作るワークショップ。世

界でひとつのインテリアを。

※5月28日（日）11:00～（要予約）

オンもオフも、上質なものに囲まれて

（オーダーメイドジュエリー・ブライダルジュエリー）

2F

03-6264-4980

ジュエリーのリフォーム、

修理　￥2,160 ～

使っていないジュエリーのリ

フォームや、お気に入りのリン

グの磨き直し・サイズ直しな

どを、ご予算にあわせて提案。

BEFORE

AFTER

※価格はすべて税込価格です。掲載商品が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

KIR
A RITO GINZA  GIFTKIR

A RITO GINZA  GIFT
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　　　　　　　　　非

（ジュエリー・ブライダルジュエリー）

2F

03-5159-6360

PT900 アイスブルー

ダイヤモンドネックレス　　

￥102,600

人魚が流した幸せの涙をイ

メージしたネックレス。淡い

水色のダイヤは、身につけた

人に幸運を運んでくれそう。

（美容機器・化粧品）

3F

03-3566-6111

母の日ギフト

￥3,240

ミネラルなので目元や口元どこ

にでも使えるリップミネラル(ア

メジスト)とブラシセットを、

母の日ギフトにいかが？

（ハワイアンカジュアルレストラン）

4F

03-6264-4949

）00:22OL（00:32～00:9

ハワイアン 

パーティメニュー　￥3,000

フリフリチキン、スパムむすび、

ガーリックシュリンプをメイン

に、自分好みでカスタマイズ

できるパンケーキを用意。

（エステティックサロン）

9F

03-6850-0236 平日11:00～

22:00 土日祝11:00～20:00

よくばり美顔 2 回コース＋

ナマコラ1 本　￥35,400

人気のフェイシャル「よくばり

美顔」2 回と生コラゲン美

容液 1 本がセットになった、

母の日のスペシャルコース。

※会員様利用可能 ※お一人様1回限り

（レストランシアター）

B1F

03-5579-9915 平日12:00～15:00

（LO14:00）  平日17:00～  ）51:22OL（00:32

土日祝11:30～ ）51:22OL（00:32

牛・トリュフ・フォアグラの

ミルフィーユ　￥1,490

トリュフやフォアグラをたっぷり

使い、赤ワインソースで仕上

げた贅沢な一皿。心もお腹も

幸せいっぱい。

（ジュエリー・アクセサリー・ファッション雑貨）

3F

03-5579-9696

Baby G Bib　各￥2,484

Baby 24-7（ガラガラ）

￥2,916

ガルニのペンダントや時計を

ベビーにも。遊び心あふれる

Bib やガラガラは、出産祝い

のギフトとしても大人気。

（ファッション雑貨）

3F

03-3564-3939

FLOWER POT 

手刺繍ストール　

a￥30,240 b￥59,400

薄手のウールシルク素材にフ

ラワーポットや花束が手刺繍

で描かれたストール。持つ人

を明るい気分にさせてくれる。

（焼肉ダイニング＆BAR）

7F

03-6264-4929 ランチ11:00

 ）03:41OL（00:51～ カフェ15:00

　みの祝日土※）03:61OL（00:71～

）03:22OL（00:32～00:71ーナィデ

和牛階段盛り　￥10,800

シグネチャーコースのメイン料

理。A5ランクの和牛と京都

の地野菜を盛り合わせた、見

た目も美しい自慢の一品。

b

a

ギンザで出会える身近な非日常

※価格はすべて税込価格です。掲載商品が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

KIR
A RITO GINZA  GIFTKIR

A RITO GINZA  GIFT
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