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今年のホリデーシーズンは、子供向け絵本や知育玩具で有名な戸田デザイン研究室に特別デザ

インを描きおろしていただきました。シンプルなのにどこか懐かしく愛らしいデザインで誠品の冬

をあたたかく彩ります。代表の戸田靖さんに、デザインから冬の思い出まで語っていただきました。

Happy Holiday
Q

キービジュアルに込めた想いは？

弊社では「美しい、楽しいと感じる心に子どもも大人もない」とい

2022.11.3Thu. − 12.25Sun.

う考えを大切にモノ作りを続けています。このビジュアルを見て、子

どもたちはもちろん、大人もクリスマス、ホリデーシーズンがくるの
が待ち遠しくなるようなデザインを目指しました。

また、クリスマスは家族や大切な人と過ごす特別な時間。リースや

星空など、普遍的な美しさを持つモチーフもたくさんあります。そ

Q

ホリデーシーズンの思い出はありますか？

子どもの時、伯父が旅先の欧州から、山羊の革でできた珍しい水筒

を贈ってくれました。

絵本の中に出てくる羊飼いが持っているような水筒で、得意になって
遠足にも持って行きました。私の喜ぶ顔を想像して選んでくれたのだ

ろうと思うと、今でも胸がいっぱいになります。

うした要素を大切にしながら、誠品生活さんが掲げられたテーマ

「Playfulness」を盛り込みました。

大人だって、子どもだって、
いつでも「遊びゴコロ」を忘れずに。
今年のホリデーシーズンは、
あの頃のワクワクを感じながらめいっぱい楽しみませんか。

Q

戸田さんにとって
「遊びゴコロ」
とは何でしょ
うか？

デザインの観点で言うと、どこかにちょっとした驚きを忍ばせておくこと

でしょうか。

きちんと考えられた構成の中に「え？何これ？楽しい！」と言うひと匙
を入れる。その作業は作り手にとっても楽しいもので、それが見る人

にも伝わり「遊びゴコロ」のあるデザインとして完成するように思いま

す。

どこに行こうか、なにをしようか、

戸田デザイン研究室

代表・戸田靖

東京都武蔵野市生まれ。父は絵本作家 とだこうしろう。雑誌編集、広告制作など

やっぱりプレゼントも大事だよね。

の仕事を経て現在の仕事へ。書籍の編集・デザイン、木工品など、戸田デザイン

Face
book

研究室の制作物すべてを手がけています。『完全版・国旗のえほん』、『あいうえお

家族に、大切な人に、そしていつも頑張ってる自分にも。

つみき』、『Baby book』など、子どもや出版のジャンルを超えたユニークなモノ
作りを行なっています。

ちょっとずつ「いつも」が戻ってきた日常を、もう少し素敵に。

戸田デザイン研究室は【デザインができること】を追求し、 30 年以上にわたり知

育絵本やカード、木のおもちゃなどを制作。感性も育むデザインとして多くの支持

あの頃よりももっと楽しく。

HP

を集め、近年では出版の枠を超えた取り組みも行っています。

様々なアイテムと体験で、
皆さまをお待ちしております。

戸田デザイン研究室
フェア
今年のシーズンデザインを担当いただいた、戸田デザ

イン研究室の絵本やグッズを集めました。

デザインに徹底的にこだわって作成された絵本やグッ
ズ。ぜひお手に取ってみてください。
場

2

期

所｜誠品生活市集前 特設会場 A、児童書売り場
間｜ 11/3 （木）～ 12/25 （日）
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ホリデーキャンペーン

台湾ソーセージ No1 ブランド

黑橋牌香腸の魅力に迫る料理教室

HOLIDAY CAMPAIGN
11.25 Fri. - 12.25 Sun.

まちがい探し
in 誠品生活日本橋

独特の甘い味付けと食べ応えのある食感、溢れる肉汁。一度食べるとその魅

力の虜になります。台湾料理を知り尽くした3人の料理家の方にご協力いただき、

誠品生活にてお買い物いただいたお客様へ 「まちが

台湾ソーセージを最大限に味わえるとっておきのレシピをご紹介いたします。

い探しチャレンジシート」をプレゼント。

玻璃工房前の大きなビジュアルとどこが違うか見つけて、

参加費｜4,500 円（税込）※レシピ、試食付き。黑橋牌香腸10 本をプレゼント。

オリジナルポストカードをゲットしましょう！

場

注意事項●コレド室町テラス 2階フロアのレシート対象●チャレンジシート
のお渡しと景品の引渡はexpoレジにて●当日レシートのみ有効●無くなり
次第終了

11.17 Thu. - 12.25 Sun.

メンバーズ会員
キャンペーン

注意事項●書籍・雑誌、セール商品を含む一部商品を除く。誠品生活市集、
誠品文具、expoの商品のみ対象●お会計時に必ずご提示ください。お会計
後の対応はいたしかねます●他クーポン等併用不可

Happy Holiday

注意事項●対象期間：11/17(木)～ 12/25(日)決済完了分まで●店舗でのみ
使用可●書籍・雑誌、セール商品を含む一部商品を除く。誠品生活市集、
誠品文具、expoの商品のみ対象●他クーポンとの併用不可

オンラインストア

キャンペーン

店舗で使用できる

SEASON EVENT
SCHEDULE

11.16Wed. 14:00 - 15:30

真藤舞衣子先生編

オンラインストアは
こちらから

11.19Sat. 11:30 - 13:00

羊毛フェルトで作る 天使のオーナメント
12.4Sun. ／11Sun. ➀13:00 - ➁15:00 -

羊毛フェルトを用いて作る、かわいらしい天使のオーナメントです。
クリスマスツリーやリースに飾ったり、チャームにもなります。

羊毛フェルトで作る

2022
November - December

11 月 - 12 月

イベントの
お申し込みは
こちら

『まめねこ切り絵 はじめましての物語』

切り絵ワークショップ & 展示・販売会
切り絵作家「切り絵の時間」さんをお招きして、小さなねこを切る、初心者向け切り
絵ワークショップと展示販売会を開催。作品はどこか味があり、それぞれにつけら
れているコメントもユニークで、ちょっと笑ってしまうものやシリアスなものまで。

ワークショップ：11.5Sat. ／11.27Sun. ➀13:00 -

➁15:00 -

講師｜切り絵の時間 参加費｜1,930 円（税込）※書籍『まめねこ切り絵 はじめましての物語』含む
場所｜誠品生活日本橋内 FORUM

展示・販売会：11.1Tue. - 11.30Wed.

場所｜誠品生活日本橋内 FORUM

※イベント開催時は入場できない場合がございます。予めご了承ください。※ご購入いただいた作品は、展示会終了後のお渡しとなります。

世界ブリューワーズカップ準チャンピオン
11.26Sat. 13:00 -17:00

「Bespoke Coffee Roasters」焙煎士 畠山大輝さんと、三洋産業代表取締役 中塚茂次
さんのトーク & 実演セミナーを開催します。 CAFEC 器具を使用した実演セミナー
も実施予定です。

講 師｜畠山大輝 氏（焙煎士） 中塚茂次 氏（三洋産業代表取締役）
参加費｜10,000 円（税込） 場所｜誠品生活日本橋内 FORUM

2023 年の干支うさぎバッジ

12.25Sun. ／28Wed. ➀13:00 - ➁15:00 -

羊毛フェルトで2023 年の干支、うさぎさんを作ってみませんか。
きっと幸運が訪れるはず！
定員｜各回5 名
場所｜誠品生活日本橋内 FORUM
参加費｜1,100 円（税込）※材料費込み
お申込み・お問合せ｜店頭または、お電話 ( 誠品生活日本橋代表：03-6225-2871) まで

注染手ぬぐい にじゆら ワークショップ
注染体験

染色コース 「星座」

11/19Sat. ／20Sun.

にじゆら日本橋店で好評の手ぬぐい染め体験。
注染の技法で今回は「 星座 」の柄を染め上げます。
参加費｜4,400 円（税込）

にじゆら×イワミズアサコ
11/19Sat. ／20Sun.

キメコミアート体験

キメコミアートの技法で手ぬぐい生地をきめこみながらアート作品を作り上げ
ます。今回は星座をモチーフにした柄です。
参加費｜3,300 円（税込）

畠山大輝氏 コーヒーセミナー

4

賴うぇん先生編

レシピ｜台湾ソーセージとカシューナッツの炊き込みごはん／台湾ソーセージと酸白菜の炒めもの／
台湾ソーセージパイ

5% オフクーポンをプレゼント！

参加費｜入場無料

11.13Sun. 12:00 - 13:30

レシピ｜香腸蘿蔔糕（台湾ソーセージ入り大根餅）／香腸香米飯（台湾ソーセージ入り香りご飯）／
香腸蛋餅（香腸入り台湾クレープ）

5％オフキャンペーンを開催いたします。

期間中、オンラインストアにてお買い上げいただいた方に、

山脇りこ先生編

レシピ｜台湾腸詰の煲仔飯（ボーチャイファン）／台湾バインミー／レモン酸辣湯（スーラータン）

期間中、お会計時にメンバーズカードをご提示で、

11.17 Thu. - 12.25 Sun.

所｜誠品生活市集 COOKING STUDIO

手ぬぐいはぎれでクリスマスリースを作ろう
11.22Tue. ／23Wed. ／26Sat. ／27Sun. ／12.3Sat. ／4Sun.
にじゆらの手ぬぐいはぎれを再利用して、リースを作ります。
お部屋を素敵に彩ります。
参加費｜2,200 円（税込）

※画像はイメージです。

お申込み｜ < レゼルバ > 日本橋店
（web 予約サイト）https://reserva.be/nijiyura_nihonbashi

※社会情勢の変化によりイベントを延期・中止する場合がございますので、予めご了承ください。

5

Christmas in 誠品生活日本橋

Family ver.
14:00

13:00

❹

誠品生活日本橋で過ごす

❽

クリスマス。

家族みんなで楽しめる

❼
❶

DATA

オリジナル缶バッジづくり

❻
❸

metamate

❷

毎日開催される「缶バッジ・マグネットづくりワーク

ショップ」は、小学生以下のお子様も保護者同伴で参

加可能！男女問わず楽しめる商品も取り揃えています。

➂金属加工品・ワークショップ

03-6910-3530 11:00-20:00
（火・木 -19:00）「缶バッチ・マグ
ネットワークショップ」2 個 990 円（税
込）／ 15-30 分／予約不要

プランをご提案。

美味しいごはんから、

タピオカやソルティチーズが人気の台湾茶ド

思い出に残る 1 日を

HAPPYLEMON

リンク専門店。甘さやトッピングをカスタマ

イズできます。店内奥にはイートインスペー

スもあるので、歩き疲れたらここでひと休み。

15:00

特別な体験まで。

❺

台湾茶スタンドで
ちょっと一息
DATA

➄台湾茶スタンド

6665-0806

0311:00-20:00

台湾石けんで癒される

お過ごしください。

11:30

guāng で贅沢ランチ

クラシカルなオムライスとフルーツたっぷりの季節のタルト
が人気のカフェ。落ち着いたアンティーク調の店内で、ま

ずは腹ごしらえ！

13:30 カラフルな手ぬぐい

guāng（グアン）
➀カフェ

DATA
03-6262-5100

大阪で生まれた染色方法「注染」の手ぬぐいを扱

う専門店。注染体験のワークショップも。クリスマ

11:00～22:00（L.o.21:00）

スにオススメのグッズやツリー柄の手ぬぐいは、イ

ンテリアとしてもオススメです。

15:30
いつもと違う手料理を台湾食材で
旬を大切にしながら、台湾食品を中心に伝統食材

やお菓子、キッチン雑貨が豊富にラインナップ。こ
の時期のおすすめをアイテムがいっぱい！

1,080 円（税込）／全 4 種／試飲会：
11/12（土）～12/24（土）毎週土
曜日 13 時～16 時

DATA

➃手ぬぐい・ワークショップ

03-6225-2035
11:00-19:00（金・土 -20:00）

阿原 YUAN

台湾で愛されるスキンケアブランド 阿原。敏感

肌にも使いやすい天然素材アイテムが豊富で

す。一年間頑張った自分へのギフトにも最適。
お試しもできます。

➅石けん

DATA
03-3527-9565

11:00-20:00

クリスマス絵本フェア

児童書エリアでは、クリスマス絵本フェアを開催中。

12:30

「優荳 YOU DOU あずきドリンク」

注染手ぬぐい にじゆら

誠品生活市集

DATA

➁食物販

03-6225-2871
11:00～20:00

「酸中傳奇 酸白菜（白菜漬
物）」1,950 円（税込）／台湾

の鍋料理、酸菜白肉鍋に使

う白菜漬物。酸味が絶妙。

クリスマスの思い出に、毎年一冊ずつ集めてみるのも

いいかも。さて、今日の夜はみんなで何を読もうかな。
誠品書店

DATA

➆書籍

03-6225-2871
11:00-20:00

「クリスマス絵 本
フェア」11/3（木）
～12/25
（日）

16:00

パイナップルケーキをお土産に

郭元益（グォユェンイー）

台湾のお土産といえば、パイナップルケーキ！台
湾老舗が作る濃厚な生地は特別感たっぷり。誠

品生活日本橋での楽しかったクリスマスの思い
出をお持ち帰り !

DATA

➇台湾銘菓

99

03-6665-04
11:00-19:00

Christmas in 誠品生活日本橋

Couple ver.

❼

❷

16:30

❹

❻

❸

17:30

香り豊かな台湾茶で
ひといき

❶

専門の茶畑で生産された、こだわ

❺

いつもよりちょっとだけ贅沢に、

カップルや友達同士で過ごす

誠品生活日本橋での 1 日をご紹介。
喧噪から少し離れた

りの台湾ウーロン茶を提供。目の

DATA

ガラスケースには台湾をはじめ各国の筆記具

➄文房具

を取り揃えています。限定カラーのインクも豊

03-6225-2871
11:00-20:00

富。台湾インクに触れてみましょう。

前でサーブしてくれるカウンター席
王德傳（ワンダーチュアン）

DATA

➃台湾茶

新しい魅力を見つけましょう。

18:00

03-6262-3995
11:00-20:00

お気に入りの
アイテム探し

ファクトリーブランドに着目し、地方の逸品をセレクトしたショップ。

『産直生活』を提案する新しいライフスタイルを提案してくれます。

DAYLILY で

14:00

誠品文具

台湾メーカーのインクが一面に並ぶ誠品文具。

もあり、優雅なティータイムを満喫。

大人の街日本橋で、

❽

台湾インクの世界に触れる

台湾漢方デビュー

工場十貨店

台湾発ライフスタイルブランド。知識豊富なス

DATA

➅アパレル・雑貨

タッフがあなたに合う体を整える漢方アイテム

03-6262-1334

をセレクトしてくれます。

11:00-20:00

DAYLILY
➀漢方

18:30

DATA
03-6265-1816

11:00-20:00

クリスマスマーケット
ホリデーシーズンにピッタリなアイテムが大集

合！見ているだけでほっこりするような、心温

まるデザインの雑貨を販売。中には 1 点物

14:30

の商品も。

L&Co. でペアリング作り

expo

オリジナルシルバーアクセサリー作り

DATA

を体験できる L＆Co.。クリスマスの

➆雑貨
03-6225-2871
11:00-20:00
「expo クリスマスマーケット」
12/1
（木）
～12/25
（日）

思い出に、ペアリングはいかがでしょ

うか。工房には珍しい昔ながらの刻
印機も！

L&Co.
DATA

➁ジュエリー・ワークショップ

03-6225-2527
11:00-20:00
「シルバー（SV925）製作体験コース」
2 人でつくる手作りペアリング／当日
お持ち帰り／ペア 11,000 円（税込）

16:00

香りに癒される

台湾茶香水発祥の香水ブランド。さまざまな

コンセプトの香水を楽しめます。クリスマス

にはワインの香りのキャンドルで素敵な夜を。

P.Seven 茶香水
DATA

➂香水

03-6910-3969
11:00-19:00

19:00

洗礼された台湾料理を
シャンパンとともに

台 湾を代 表する人 気 店。豊かな
食材をふんだんに使った本場の台
湾料理を、選りすぐりのシャンパ

ンとともに楽しめるのはここだけ。
特別な夜のディナーにぴったり。

富錦樹台菜香檳
（フージンツリー）

DATA

➇台湾料理レストラン

03-6262-5611
11:00-22:00（L.o.21:00）

HOLIDAY

CASUAL GIFT
気軽にプレゼントできるカジュアルなギフトをご紹介。

いつもお世話になっている人や、友達同士、ちょっと手土産にもおすすめ。

guāng（グアン） アソートクッキー

阿原 /YUAN

小さくて可愛らしいクッキーなどが入ったアソートボックスです。ちょっと
したお土産や、プレゼントにいかがでしょうか。

ラベンダーの香りのバスソルトと月桃（げっとう）のボディクリームのギフトです。

12/1 （木）～ 12/25 （日）

580 円（税込）

YUAN クリスマス限定セット

12/1（木）～ 12/25（日）

5,500円（税込）

HAPPYLEMON

ソルティチーズほうじ茶ラテ
：650 円（税込）
M（アイス､ホット）
L（アイス）：800 円（税込）

誠品生活市集

いソルティチーズとほうじ茶が濃
密に絡み合う一杯。

台湾屏東より、ロコ（地元の
人）に愛される純黒ゴマ油を
お届けします。台南産の黒ゴ
マは台湾では貴重な食材で、
その香ばしさは絶品です。

金弘 麻油（純黒ゴマ油）

1,296 円（税込）

HAPPYLEMON でしか味わえな

郭元益（グォユェンイー）

オーベアクッキー チョコ味 11/1（火）～ 12/25（日）

1,782 円（税込）

台湾観光局の人気キャラクターである、オーベアをモチー
フにしたかわいいクッキーです。

王德傳（ワンダーチュアン）

ローズウーロン茶

920 円（税込）

箱：

4,080 円（税込）
300 円（税込）

缶：

気品ある味わいのローズウーロン茶は、昔ながら
の製法に忠実に、茶葉の奥深くまでオーガニック
ローズの香りを渡らせています。華やかなローズ
と堂々としたウーロンが一つとなった味わいです。
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誠品生活市集

廣大利 台湾塩蛋（塩漬け卵）4 個入

756 円（税込）

台湾家庭の食卓の定番、アヒルの塩漬け卵
です。そのまま召し上がるのはもちろん、炒
めものに合わせるのもおすすめです。クセに
なってしまう味です。

誠品書店

ギフトブックフェア

11/3 （木）～ 1/ 中旬（予定） 誠品書店児童書エリア

いつもお世話になっている大切な人に、遊びゴコロの
ある本のプレゼントはいかがですか。

誠品文具

ほぼ日アースボール

3,960 円（税込）

「ほぼ日のアースボール」は、国境も国名もない地球儀です。宇
宙から見た、そのままの地球です。スマホやタブレットをかざすと、
地球の「今」がご覧いただけます。もうすぐ「FIFA ワールドカップ」
も開催。一家に 1 台のマストアイテムです。

meta mate

「As it is」スプーン / フォーク
マット：

2,750 円（税込）

ミラー：

1,650 円（税込）

金属が酸化することにより作られる輝くカトラリーは、塗料などで着
色されているため、安心してお使いいただけます。

※画像はイメージです。
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HOLIDAY

SPECIAL GIFT
大切な人に特別なものを。誠品生活日本橋のとっておきギフトをピックアップ！
ならではのアイテムを取り揃えています。

P.Seven 茶香水 ワインキャンドル

16,800円（税込）

ワインの香りのキャンドル。スパークリングを彷彿させる白も、グ
レープの果実を感じさせる強い赤も、プレゼントにぴったりです。

注染手ぬぐい にじゆら

にじゆら手ぬぐいバッグ

7,900 円（税込）

手ぬぐい生地にカラー帆布を合わせたとても軽いバッグ。
本革の取っ手が使い込むほどに馴染んでいきます。

富錦樹台菜香檳（フージンツリー）

テイスティングコース 全10 品：5,800 円（税込） 全12 品：6,800 円（税込）
台北ミシュラン一つ星を獲得したフージンツリーを代表する料理を少量ずつ、多
彩に盛り込んだコースです。

L&Co.
誠品生活市集

三點一刻セット

和柄モチーフが隠れている
シンプルダイヤモンドネックレス

2,000円（税込）

3 周年限定商品である三點一刻「3 イン 1 マグカップ」と大人気ミルクティー
「オリジナルミルクティー（5 個入）」のセット。通常は非売品のマグカップを、
誠品生活日本橋にて初販売！三點一刻、誠品生活日本橋、そして台湾から
皆さまへ、感謝の想いが詰まった、ここでしか手に入らないセットです。

18,700 円（税込）

サイドに施したデザインによって個性がプラスさ
れます。大切な方へのプレゼントにおすすめです。

日本橋玻璃工房

玻璃工房体験チケット

5,500 円（税込）

玻璃工房の大人気ワークショップ、「切子体験」または「吹きガ
ラス体験」のいずれかを選べる体験チケット。お子様やご両親へ、
世界に一つだけの作品を作る時間を贈るのはいかがですか？限
定で特製オリジナルポストカードをプレゼント。

誠品文具

「竜生九子」第三弾
“ 蚣蝮（ゴン・フー）” インク＋万年筆セット

22,000 円（税込）

台湾のブランド『竜生九子（ナインドラゴンズ）』の新商
品は、台湾のインクメーカー『藍濃道具屋』とコラボレー
ションした “蚣蝮（ゴン・フー）” インク。万年筆とセッ
トになっているので特別なギフトにぴったりです。
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DAYLILY

Golden Nest Gelée 金燕巢銀耳露
（3 瓶セット /6 瓶セット）

3 瓶セット：5,200 円（税込） 6 瓶セット：9,550 円（税込）

何千年も前からアジアの女性に愛されてきた燕の巣と白
木耳。内側からうるおいを与えてくれる飲む美容液です。

charm

工場十貨店

クリスマスリース＆手作りキット 11/5（土）～11/15（木）

5,280 円（税込）

リース大：

3,630 円（税込）

リース小：

オルフェ ワンハンドルバッグ

3,300 円（税込）

手作りキット：

神田小川町の花屋 Root のオリジナルリース＆手作りキット。受注生産商品で 7 日
前後でお届け致します。受注生産ならではの箱を開けた時にフワッと香る生の草木
の匂いと歴史のある織物のリボンが特徴のリースは他では手に入らない一品です。

11/3（木）～11/30（水）

9,900 円（税込）

フランスのテキスタイルが特徴的
なコーディネートのポイントにな
る 2 ウェイバッグです。
※画像はイメージです。
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この部屋から東京タワーは
永遠に見えない

子供たちに民主主義を教えよう

麻布競馬場｜集英社

苫野一徳 工藤勇一｜英治出版
（あさま社）

Twitter 投稿から生まれた短編小説集。

対立から合意を導く力をはぐくむ

人も羨む「エリート」になることに最も

ヤフコメや SNS に溢 れる、およそ合意
形 成とは ほど遠 い嘲 笑や罵 倒 の 応 酬。

合いをつけていくか。「いいね！」の数で

加” “人権擁護” のスコアが際立って低
い日本で、今子供たちに我々は何を伝え

価値を置いている人たちが、どこかの段
階で躓いてしまったとき、人生とどう折り
はない本当の幸せの意味を考えさせられ

る一冊。

力と交換様式
柄谷行人｜岩波書店

著者が提唱する、経済的下部構造として
の《 交換様式 》A＝互酬、B＝服従と保護、
C＝商品交換を乗り越える可能性Dとは。
資本＝ネーション＝国家を乗り越えるた
めの「 力 」を顕現させる方法は。人類
の歴史の転機を迎えつつある現在、必読
の書。

世界の民主主義国家の中でも “政治参

るべきか。教育現場のプロと、哲学者の
真摯な対話。

異彩を、放て。
松田文登｜新潮社

知的障碍のあるアート作家とライセンス
契約を結び、製品にして販売する会社「ヘ
ラルボニー」。創業者は 20 代の双子の

兄弟。自閉症の兄を持ち、幼い頃から社
会の優しさも残酷さも味わってきた 2 人
が、起業の経緯やこれまでの仕事を語る。

スマホ・デトックスの時代

無人島のふたり

ブリュノ・パティノ｜白水社

山本文緒｜新潮社

スマホとともに育ったミレニアル世代の
注意持続時間は、金魚と同じ 9 秒。著
者はこれを「金魚文明」と呼び、 現代
人はスマホという金魚鉢から抜け出さな
ければならないと説く。そのためには既
存プラットフォームのあり方も見直す必要
があると提言。

黒橋牌（台湾ソーセージ）

宙の絵師展

2021 年 4 月、 膵 臓 がんでステージ 4b
と宣 告された 作 家 の 山 本 文 緒さんが、
10 月に亡くなる直前まで書き綴っていた
日記。最期まで「書く」
ことを手放さなかっ
た作家が、死に直面した時なにを思って
いたか。残された私たちが受け取るもの
は大きい。

11.7Mon.〜11.20Sun.
宙フェスのキービジュアルを務 めるアーティス

ト「 はるまきごはん」と、人 気イラストレーター

計 6 名のイラスト作 品＆原 画 が楽しめる「宙の

絵師展」を開催！

会 場 にはイラスト関 連 グッズや作 品 の 原 画 販

売の ほか、
「宙フェス TO K YO 2 0 2 2 ＠ 日 本 橋」

フェミニスト・シティ
レスリー・カーン 東辻賢治郎｜晶文社

男性の視点でつくられてきた近現代の都市
や公共空間を再考し、女性の視点を取り
入れた都市の再構築を促す。マイノリティ
や障碍者への配慮も忘れてはいけない。
本書は、都市をつくる人や、都市に住み暮
らす人にとって欠かせない視座を我々に気
付かせてくれる。
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イベントに先駆けて宙や星のハンドメイドアク

セサリー＆雑貨のお買い物が楽しめるマーケッ

NAGASAKA MAGO ALL
SELECTION

トも展開。

長坂真護｜小学館

先進国で廃棄された電子機器ゴミの山を
ガーナで見た筆者は、廃棄物でアートを
創り、売上でガーナに学校や農地をを作っ
た。私たちが使うモノは捨てられた後の
ことまで考えて、本当に大切にされてい
るのか。作品のメッセージは強烈に心を
打つだろう。

【展開場所】

誠品生活日本橋内
● EXPOレジ付近

●玻璃工房前テーマウォール

宙フェス 2022
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2022

11.3 Thu. - 12.25 Sun.

光あふれる生活をあなたと創る

誠品生活日本橋 eslite spectrum nihonbashi

新日本橋駅 Shin-Nihonbashi Sta.
COREDO室町テラス

営業時間

COREDO Muromachi
Terrace

日本銀行本店
Bank of Japan
Head Office

日本橋三井タワー
Nihonbashi Mitsui Tower

11:00am - 8:00pm

Opening
Hours

※一部店舗は営業時間が異なります。
また、社会情勢により、変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

駐車場の
ご案内

お買い物額に応じて駐車料金サービスあり。
【コレド室町駐車場／福徳の森駐車場／コレド室町テラス／コレド日本橋駐車場】
̶合計3,000円以上＝1時間無料、合計6,000円以上＝最大2時間無料
【三越パーキングビル駐車場】
̶合計3,000円以上＝1.5時間無料、合計6,000円以上＝最大2.5時間無料

日本橋三越本店
Nihonbashi Mitsukoshi
Main Store

Instagram

Twitter

Website

eslite_japan

eslite_japan

www.eslitespectrum.jp

Mitsukoshimae Sta.

2F COREDO Muromachi Terrace, 3-2-1, Nihombashi Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, Japan
ACCESS：JR｜Shin-Nihonbashi Station （Sobu Line JO20）
Tokyo Metro｜Mitsukoshimae Station（Ginza Line G12 /Hanzomon Line Z09）
TEL ：03-6225-2871

三越前駅

東京都中央区日本橋室町3-2-1 COREDO室町テラス2階
JR総武線 新日本橋駅、東京メトロ銀座線 半蔵門線 三越前駅

福徳神社
Fukutoku Jinja Shrine

COREDO室町1

COREDO室町2

COREDO室町3

Online Store

&mall

誠品メンバーズカード
会員募集中！

2,000 eslite point

誠品オリジナル革製手帳カバー（ベルト付き）
誠品オリジナルデザイン、 A5 サイズ対応、革製カバー、閉じベルト付き、黒・ヌメ（画像のカラーはヌメ）

ポイントを貯めて、
ギフトと交換しましょう

お買い上げ金額 100円（税抜）につき 1ポイントが加算されます。

●現在交換可能なギフト：ノート
（2冊セット）紫薇 サルスベリ柄＆木棉 カポック柄／革製パスケース
（ストラップ付）黒orダークブラウン／
（閉じベルト付）
ヌメor黒 ※なくなり次第終了。
革製手帳カバー（A5サイズ対応）
●誠品メンバーズカード会員への新規ご入会、詳しい得点や規約の内容はQRコードより確認可能です。

誠品メンバーズカード
申し込みサイト

