
＜物販＞

フロア 業態
会社名

（お問い合わせ先）
店舗名 店舗概要

４Ｆ
５Ｆ

インテリア
（生活雑貨）

（株）バルス
03-5459-7500

BALS TOKYO GINZA
（バルス　トウキョウ　ギンザ）

From Tokyoをコンセプトに、世界中の優れたデザインを集めた「BALS TOKYO」を始めとして、日本発の
家電ブランド「amadana（アマダナ）」、ヨーロッパNo.1のフィットネスマシンメーカー「テクノジム」、世界中の
トップライダーたちに愛される自転車メーカー「キャノンデール」といった魅力ある店舗を展開します。

３Ｆ
レディース
＆メンズ

服飾

（株）アンビデックス
03-3481-5150

NOMBRE IMPAIR ＤＩＣＯ
（ノンブル アンペール ディコ）

トラッドとナチュラル、そしてベーシックなスタイルを提案するノンブルアンペールとメンズクロージングの機
能性・完成度をベースにMEN'Ｓ&WOMEN'Ｓを展開するディコ。ナチュラルでモダンな空間を演出するshop
in shopの旗艦店。

３F
レディース
＆メンズ

服飾

（株）シンゾーン
03-5766-0200

Shinzone
（シンゾーン）

上品なカジュアルをコンセプトに、大人の女性のためのセレクトショップ。デニムに合うＭＩＸ　ＳＴＹＬＥを提
案。銀座店では、メンズも初展開します。心からリラックスしてショッピングを楽しんで頂けるサービスを提
供します。

３Ｆ バッグ
（株）ボーデッサン

03-3875-7882
BEAUDESSIN

（ボーデッサン）
ファクトリーブランド（ボーデッサン）として、世界の一流レザーを、みずからの手で仕立てたウォレットか
ら、バッグ、ラゲージまで、性別・年齢を問わず商品展開します。

３Ｆ
レディース
＆メンズ

服飾

（株）レナウン
03-5620-0184

Ｍａｎｏ ｎｅｌｌａ Ｍａｎｏ
（マーノ ネッラ マーノ）

ショップ名は、イタリア語で「手の中の手」というＭＡＮＯ 上のモノ、コトを扱うシグネチャーショップの意。
クリエーターとの協業やオリジナル新ラインにより、ハイ-ファッション・ハイ-スタイル・ハイ-クォリテイなア
パレルおよび大人が楽しめる雑貨を展開します。

３Ｆ
レディース
＆メンズ

服飾

ヒットユニオン（株）
03-3798-2562

フレッドペリーショップ銀座
英国のアイコンブランド“ＦＲＥＤ　ＰＥＲＲＹ”。
エクスクルーシブのＣＬＡＳＳＩＣＳラインやコラボラインなどを豊富にそろえたのは日本でここだけで、銀座
ならではの大人に向けたラインナップを揃え、ロンドンの街並みを思わせる店構えでお迎えします。

３Ｆ
レディース
＆メンズ

服飾

(有)奥平商会
（スキャッティグループ）

03-3663-1964

　SCHIATTI viale
　（スキャッティ・ヴィアーレ）

「シャツスタイルをもっと楽しみたい」という方に向けたメンズ＆レディスのシャツショップ。男女を問わず毎
月30色～50色の新柄が入荷します。自社生産によるオリジナルならではの特徴的な色や柄を豊富に揃
えています。

３Ｆ
雑貨

(メガネ＆
アクセサリー）

（株）金明堂
045－661-1361

ANGEROSSO
（アンジェロッソ）

「CHROME HEARTS EYEWEWAR」やシンプルで掛け心地を追求しているオリジナルブランド「M2」、その
他にもウッドなどの高級天然素材を用いた、世界中から厳選されたアイウェアを揃えます。なお、店内は
ROSSO（赤）がテーマカラーとし、大人の空間を提供します。

2F メンズ服飾
（株）三陽商会
03-5606-7881

三陽山長
（サンヨウヤマチョウ）

「和-Made in japan」をキーワードにした靴をはじめとするメンズ服飾店、高品質な物作りや店装に、ハイク
ラスのお客様のあらゆるご要望にお答えするオーダーサロンを新設。「和」の世界を楽しめるお店です。

2F メンズ服飾
（株）ノーリーズ
03-5159-8302

ＮＯＬＬＥＹ'Ｓ good man
（ノーリーズ グッドマン）

ノーリーズによるメンズ新業態。オリジナルのウエア、小物雑貨を中心にクオリティ、グレード感、ディテー
ルにこだわった商品を揃えます。ベーシックなデザインに時代性を取り入れ、洗練されたライフスタイルを
求める男性の様々なシーンに対応する、トータルコーディネイトを展開します。

１F
２Ｆ

レディース
＆メンズ

服飾

(株）アバハウスイン
ターナショナル
03-5456-8898

ドゥ・コート デザインワークス
オリジナルアイテムと国内外からセレクトした商品を遊び心あるエレガンスで提案します。モダンなパー
ティシーンを演出するドレスコーナーも充実。カジュアルからドレスまで取り揃えた「ドゥ・コート デザイン
ワークス」のメインショップ。

１F
2F

レディース
＆メンズ

服飾

（株）ベイクルーズ
エディフィス（イエナ）

プレスルーム
03-5457-1872

（03-5457-1877）

Ｌｅ Ｄｏｍｅ EDIFICE et IENA銀座
店

（ル ドーム エディフィス エ
イエナ ギンザテン）

IENA銀座店とEDIFICE銀座店が、コンセプトストア「Le　Ｄｏｍｅ」として移転オープン。ファッションを含めラ
イフスタイル全般に興味を持つ高感度な人々に向けた大人のためのショップ。遊び心のある小物や上質
なウエアーをセレクトしたショップ。

1F メンズ服飾
（株）ナノ・ユニバース

プレスルーム
03-5456-8092

nano・universeGINZA
（ナノ・ユニバース　ギンザ）

ヨーロピアントラディショナルを基に毎シーズン打ち出される様々なデザイン、ジャンルをナノ・ユニバース
というフィルターを通し、提案の要素も含めてリアルクロージングを表現。カジュアルからドレス、ハイブラ
ンドまで幅広く展開します。

＜ヘルス＆ビューティ＞

６Ｆ

トータルビューティー
サロン

＆メンズグルーミン
グ

（株）柿本榮三美容室
03-3718-6010

kakimoto arms
（カキモト アームズ）

自信に満ち溢れた自分を表現できる、上質な大人たちへ向けたトータルビューティーヘアサロン＆メンズ・
グルーミング。スタイリスト・カラーリスト・ネイリスト・セラピスト・レセプショニストのスペシャリストがワンフ
ロアに集結し、お客様のこだわりを実現します。



＜飲食＞

フロア 業態
会社名

（お問い合わせ先）
店舗名 店舗概要

９Ｆ
モダン

ヨーロピアン
料理

（株）ひらまつ
03-5793-8819

ICONIC
（アイコニック）

スタイリッシュかつ上質をキーワードに世界中で成功を収めているコンランレストランが日本に上陸しま
す。
エレガントなファインダイニングとお洒落なシャンパンバーの異なる空間を演出し、ウエディングにもご利
用いただけます。

８Ｆ タイ国料理
（有）Ｊ　Ｔ　インター

ナショナル
03-5329-1848

JAITHAI ＧＩＮＺＡ
(ジャイタイ ギンザ）

ジャイタイ＝「タイの心」。
その名の通り、香辛料、食材、製法に至るまで、本場の味にこだわった、洗練されたタイ料理を提供しま
す。”２００４年タイの首相賞"受賞。

８Ｆ イタリア料理
（有）PASTO RICCO

03-3524-5221
AL GRAPPOLO D'ORO
（アル グラッポロ ドーロ）

店内はミラノ在住デザイナーによる設計で、旬の食材を素材の良さを活かすべく、シンプルに調理したイ
タリア料理とオーナーソムリエが選び抜いたイタリア各地方の上質なワインをリーズナブルな価格で提供
するイタリアワインレストラン。

8F
Korean Dining

 & Bar

（株）イメージ
ネットワーク

03-5269-7027

竈 ＡＧＩＮＧＩ
（アグンイ）

竈（ＡＧＩＮＧＩ）では本場韓国料理をお楽しみいただけます。薬食同源に基づいた美容効果の高い本格韓
国料理を提供し、落ち着いた雰囲気を演出している飲食店。

８Ｆ 鉄板焼フレンチ
（株）Ｓ．Ｇ．Ｃ．
03-5721-2860

a hill
（アヒル）

「よちよち歩きのアヒル」がいつかは「大空へ羽ばたく白鳥」へ、という思いを込めて命名された西麻布の
鉄板焼フレンチ店。
カウンターに広がる大きな鉄板を使って、シェフが厳選された食材を調理する、五感で楽しめるこだわりの
飲食店。

８Ｆ スペイン料理
（株）カマロン
03-3432-7772

Casa Camaron
（カサ　カマロン）

東京・神谷町の系列店「カマロン」「バル カマロン」に続く、飲食好きの大人が楽しめるスペイン料理店。こ
だわりの一手間かけた料理と厳選した豊富な葡萄酒を提供します。

８Ｆ 洋食
（株）グラナダ
03-5418-6227

BUNGO洋食 方寸 MURATA
（ブンゴヨウショク ホウスン ムラタ）

大分湯布院の有名旅館「山荘 無量塔（むらた）」がプロデュースする洋食店。ビーフシチュー、エビフラ
イ、コロッケなどに加え、大分ならではの素材をふんだんに使った洋食を提供します。

８Ｆ
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾜｲﾝ

&
ｸﾞﾘﾙﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

（株）ブゥロ
03-3469-0125

グリル&ワインバー アロッサ銀座店
ニュージーランドワインを200種以上常備した、オーストラリアワイン専門に扱う『渋谷アロッサ』の２号店。
ワインとの相性を考えた日替わり中心の豊富な料理を提供します。

８Ｆ インド料理
（株）DTD

03-3551-3101

Indian Kebab Bar SITAARA AGNI
（インディアン ケバブ バー

 シターラ アグニ）

青山のインド料理「ＳＩＴＡＡＲＡ（シターラ）」のカバブ(炭火焼）とワインの専門店。カウンター席の目の前で
調理する本物のカバブと、ソムリエが選ぶワインの組み合わせが気軽にお楽しみいただけます。

7Ｆ
ラーメン

ダイニング
(株）力の源カンパニー

092-762-4445
銀座 五行

（ギンザ ゴギョウ）

飲んでつまんでラーメンで締める“酒麺一店締め”をコンセプトに、2003年にラーメンの新しい楽しみ方と
独創的なラーメンが注目を浴びた「西麻布五行」を、銀座の大人を意識してグレードアップ。「焦がし味噌」
「焦がし醤油」も健在です。

７Ｆ 薬膳火鍋料理
（株）ナチュラルフード

03-5255-7255

天香回味 銀座店
（テンシャンフェイウェイ ギンザテ

ン）

台湾で約60店舗を展開する薬膳火鍋の人気店。
台湾の新聞社が主催する美食グランプリでグランプリをとるなど、一度食べると忘れられない美肌鍋が特
徴です。

７Ｆ
和食

（もつ料理）
（株）クラウドプロスパー

03-5766-8577
ろくまる

榛名山の麓で育った上州和牛の新鮮なもつを、鹿児島のとんこつ丸鶏をじっくりと煮込んだスープで食べ
る５種のもつ鍋店。粋なつまみとお酒、ランチにはもつ煮込みと麦飯を用意します。

７Ｆ
和食

（鶏料理）
（株）クラウドプロスパー

03-5766-8577
銀座 若どり

ひなどりのももを使用した名物”むしり揚げ”に、コラーゲンたっぷりの”水炊き”などの鶏料理と、美味しい
お酒を提供。充実したワインリスト、ランチには塩そぼろ飯と絶品チキンカツを用意します。

７Ｆ 肉料理
（株）トラジ

03-3407-4129
(仮)とらじ

素材にこだわった 上のお肉を、炭火、鉄板、刺身と 良の調理法でご提供し、落ち着いた和の空間を
演出します。韓国料理のテイストを盛込んだ、小鉢料理や会席コ－スも用意し、お客様のスタイルで上質
なお肉を楽しめる飲食店。

７Ｆ 和食
（有）フェアグランド

03-3414-1295
銀座KAN

（ギンザカン）

10年目を迎えた目黒川沿いの看板の無い店「KAN」が銀座に初出店。季節の素材を生かした毎月替わる
アラカルトメニューに加えて、鉄板焼、炭火焼、土鍋ごはんなど新たな名物も加わった気軽なカウンター和
食店。テーブル席、個室も用意しています。

７Ｆ
お酒とおつまみ

と蕎麦
（株）グラナダ
03-5418-6227

江戸切庵
（エドギリアン）

白臼挽きのそば粉を使い二八で打つ蕎麦料理処。この二八蕎麦ならではのサラリとした口当たりと歯切
れのよさが自慢。季節の食材を取り入れた心なごむおばんざいとお酒のすすむ珍味、各地より厳選した
選りすぐりの焼酎も充実しています。

7F
和食

（しゃぶしゃぶ）
(株）アトレイト
03-3518-6900

旬菜しゃぶしゃぶ 喜よし
　　　　　　　　　　　（きよし）

全国各地より取り寄せた有機野菜と唐津漁港直送の魚を提供。
放し飼いされて育った高隈高地産の貴重な六白黒豚のしゃぶしゃぶの他、お酒も焼酎を中心に各種用意
しています。

1F イタリアバール
（株）フォルトゥーナ

03-5411-6515
銀座バール・デルソーレ 2Due

（ギンザバール・デルソーレ ドゥエ）

イタリアから熱い支持を受けるバールのパイオニア”デルソーレ”銀座第1号店。イタリア職人・食文化の
継承者として、粋な大人の銀座スタイルを創出。一日を通じ多彩なフード・ワイン、カフェ、ジェラート、ドル
チェ等がお楽しみ頂けます。

Ｂ１Ｆ
和食専門店街

＆ビアバー
（株）デリシャスリンク

03-3845-3199

食房酒膳　銀座六景
（ショクボウシュゼン

ギンザロッケイ）

東京駅『黒塀横丁』からの銘店４店（おでん、焼鳥、串揚げ、家庭料理）と白金の超人気関西風お好み焼
き『甚六』の姉妹店、そして初登場の国内４社の生ビール飲み比べビアバーの、計６店を集め「大人の銀
座の街」を展開します。
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