早いもので誠品生活日本橋も 3 周年。

日頃の感謝を込めて、 3 つの嬉しいコンテンツで、
皆様をお迎えします！

最大 80％ OFF のお買い得な商品や
嬉しい詰め合わせセット等、心躍る特価商品が登場。

ガラス体験割引

日本橋玻璃工房

誠品メンバーズカード
ご提示で 20%OFF ！

3 周年多謝特価 文具・雑貨 SALE

吹きガラス（オプションを除く）・ 切
子（食器加工のみ） 体験を期間中、

expo

誠 品 メン バ ー ズ ガ ード の ご 提 示 で

20%OFF になります。お会計の前に

かわいい台湾雑貨やステーショナリーなど、さまざまなお得商品

スタッフにお声掛けください。● 9/16

が集まります！最大 80%OFF お見逃しなく！● 9/1（木） ～なくな

（金）～ 9/30（金）

り次第終了

3 周年限定 台湾紅水ウーロン茶
王德傳

8,000 円（税込）以上お買い上げで、

台湾紅水ウーロン茶の無料引換券をプレゼント

3 周年を祝って、期間限定の「台湾紅水ウーロン茶」をご用意しました。8,000

円（税込）以上お買い上げで、イートインで利用可能な台湾紅水ウーロン茶の無

料引換券を 1 枚プレゼント。
また、台湾紅水ウーロン茶 15g を特別価格 1,000

円（税込）でご購入いただけます。●定価：3,990 円（税込）●

名入れ・メッセージ
刻印無料キャンペーン

9/2（金）～ 10/7（金）

metamate
いつもお世話になっているあの人へ名前入りギフトを

meta mate でお買い上げいただいた商品に、レーザーマーカーで名前やメッセー
ジなどを刻印いたします。通常価格550 円～のところ、期間限定で「無料」で刻

印させていただきます。レーザーで刻印するだけで、あなたの想いが届く世界にひ

とつだけのオリジナルギフトが作れます。●店内購入商品1 点まで●9/16（金）～

他のお店ではなかなか見ることのない、
希少な体験や商品との出会いをご用意。

誠品生活市集

緣 YUAN ～日台友好～
台湾漁師バッグ

【三點一刻】

三 點 一 刻 は 台 湾 発の世 界で最 初の

誠品生活日本橋 3 周年記念、台湾漁師バッグです。みなさまとのご緣を大

ティーバッグ式ミルクティー のブラ

切に。これからもよろしくお願いいたします。● 1,100 ～ 1,500 円（税込）●サイ

ンドです。茶葉、ミルク、砂糖がテ

ィーバッグに入った 3in1 タイプで、

ズ：2 ～ 6 番●カラー：誠品生活日本橋ブルー● 9/27（火）発売、9/9（金）～

気軽に本格的なミルクティーを楽し

オンラインストアにてご予約を承ります●数量限定、なくなり次第販売終了

めます。こだわりは形ある茶葉を使

用している点です。台湾烏龍茶と紅

緣 YUAN 〜日台友好〜
台湾漁師バッグ

茶を独自の製法でブレンド、焙煎し

た味 わいあるミルクティー。お湯を
注いだら、そこはもう台湾です。

三點一刻、誠品生活日本橋、台湾から
感謝の詰まった 3in1 マグカップ

三點一刻
3in1 マグカップ

3 周年を記念して、三點一刻のオリジナルマグカップを限

定販売。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 3in1 マグカップ。● 1,650
円（税込）●

9/27 （火）発売、 9/9 （金） ～オンラインストアに

てご予約を承ります●数量限定、なくなり次第販売終了

【K18】3 colorRing
L&Co.

注染体験

緩やかな V 字ラインが
指を長く魅せてくれる地金リング

注染手ぬぐい にじゆら

緩やかな V 字ラインが指を長く魅せてくれる地
金リング。

ひとつ着けはもちろん、 3 本重ね着けをしてト

リニティリングとしても。●各 27,500 円（税込）●

K18 リング（YG/PG/WG）

ライチレモンティー
大阪発祥の染めの技術「注染」

店内に併設する体験スペースにて、大阪発祥の染めの技術「注染」の技法で、

HAPPYLEMON

注染体験「フルコース」 4,400 円（税込）●不定期開催。各メニューの開催日程は

ライチの甘みと
紅茶の香ばしさが秋っぽい

手ぬぐいを染める体験を行います。●注染体験「染色コース」 3,850 円（税込）●
注染手ぬぐい にじゆら公式 HP をご確認くださいませ。

ライチの甘みと紅 茶の香 ばしい香りが
マッチし秋にピッタリ！台湾産レモン果汁

入りとライチゼリーをトッピングし、ビタ

ミン補給と豊かな食感を楽しめるドリン
クです。
（ライチゼリー、台湾産レモン果

汁入り）● M サイズ 540 円（税込）、 L サイ

ズ 640 円（税込）● 9/2 （金）～ 10/7 （金）

テイスティング
コース

Golden Nest Gelée
金燕巢銀耳露

富錦樹台菜香檳
台北ミシュラン一つ星料理を堪能

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。また、こ

れら料理とペアリングしてお楽しみいただけるシャンパン・

白ワイン・ 赤ワイン・ 台 湾 茶 のセット（4 種 3,500 円（税 込）、

5 種 4,500 円（税込））もご用意しました。●全 10 品：5,800 円（税込）、

全 12 品： 6,800 円（税込）

DAYLILY
アジアの食べる美容液

数千年のアジアの歴史の中で、永遠の美を手に入

れるために好んで食されてきた「燕の巣」と
「白木耳」

その 2 つの和漢素材に「蓮の実」を加え、ジュレにし

た食べるアジアの美容液● 5,200 円（税込）
（3 瓶セット）

「yokkepokke」
傘＆ T シャツ
工場十貨店

身に着けて楽しむ

日本の郷土玩具や民芸品をポップに描いて生地から制作している
「yokkepokke」

コレド室町テラス 3 周年を記念して、期間限定で傘・T シャツ・玩具が勢ぞろい

します。身に着けて楽しむを是非体感してください。●傘：16,500 円（税込）● T シ

ャツ：10,780 円（税込）● 9/2 （金）～ 10/7 （金）

パイナップルケーキのギフトセット
2 種類のパイナップルケーキのセット

郭元益

昔ながらの優しい甘味が特徴の『台湾金賞パイナップルケーキ』と、 台南産パイナップルを

100 ％使用した甘味と酸味のバランスの良い『100% オリジナルパイナップルケーキ』の 2 種

類のパイナップルケーキを、 3 点ずつのセットにいたしました。食べ比べに、ご贈答用に、お

すすめのセットです。● 2,592 円（税込）

3 種の

フルーツタルト
guang

旬のフルーツを使ったスペシャルタルト

guang の名物であるさっくり香ばしいタルト生地に、旬のフルーツ

を 3 種使用したスペシャルタルトです。
（フルーツは日替わり）●イー

トイン：950 円（税込）●テイクアウト：740 円（税込）● 9/16（金）～ 10/7（金）

誠品生活日本橋
3 周年キーホルダー

誠品文具

誠品生活日本橋
限定カラーのインク

三 點 一 刻ミルクティー
カラーインク
台湾でも日本橋でも人気の「三點

誠品生活日本橋オリジナルロゴを使用

一刻」をイメージしたミルクティー

した、レトロ感あふれる、アクリルキ

色 のインク。 誠 品 生 活 日 本 橋 3

ーホルダー。ライフスタイルにさりげ

周 年 限 定 商 品。 ● 1,980 円（ 税 込 ）

なく台湾カルチャーを。● 550 円（税込）

●限定 50 個● 9/20 （火）予定

電鍋
トートバッグ
レトロかわいい
電鍋トートバッグ

シ ル クス ク リ ー ン プ リント

ワークショップでお なじみの

「 sutta 」と再 びコラボレーシ

ョン。オリジナルデザインを
プリントした、 台 湾カラー 二

色 刷りの「電 鍋トートバック」

が 販 売 開 始 です。 倉 敷 帆 布

の老舗タケヤリ製 9 号帆布使

用で丈夫なトートバックです。
● 4,180 円（税込）

本品堂
守袋「台湾限定柄」
expo
浅草の型染 め工房「本品堂」の定番アイテ

ム『守袋』台湾の伝統的な縁起柄は誠品生

活日本橋だけの限定デザインです。●デザ

イン：亀（青・黄）／桃／到福● 2,970 円（税込）

一緒にイラストレーターが描いた台湾を鑑賞しよう。
一緒に台湾からの温かい挨拶を感じよう。
一緒に心にあった思いを綴り、暫く会えていないその人に届けよう。
9.2Fri.～ 10.7Fri.

Home Town Taiwan

20 名を超える台湾イラストレーターによる、絵本イラスト展を開催。故郷台湾の風景と、
世界中の人々へのメッセージを伝える作品の数々。
「Home ＝家」を起点として、遠方に

台湾絵本イラスト展

いる人々への思いと祝福を届けます。

① Home Town Taiwan

台湾にはパリのロマンスやニューヨーク

の輝きはなくとも、ここは私たちが住ん

でいる場所であり、私たちの愛しい家で
す。家の外観は世界中でそれぞれ異な

林家棟

陳沛珛

りますが、家がもたらす温かさは非常に

Pei-Hsiu Chen

似ています。（キュレーター：鄒駿昇氏）

Jia DongLin

鄒駿昇

Page Tsou

良根

Liang Gen

② Messeagesfrom Taiwan

台湾のイラストレーターが「遠方からのご挨拶」
とい

うテーマのポストカードを創作。友人とのショートメ
ッセージだけでなく、世界中の人々へのメッセージ
である。イラストの力で言葉の壁を越え、人々の心

を癒し、そして新型コロナによって自由に旅行ができ

幾米

Jimmy Liao

徐世賢

BALLBOSS

Shih Hsien Hsu

阿力金吉兒

Ali Ginger 他

なくなってしまった人々に、少しでも希望と祝福をも

たらすことができたらと願っている。

周年記念キャンペーン

9.2 Fri. - ／ 9.17 Sat. -

『Home Town
Taiwan』

ポストカード
プレゼント

■9/2（金）～

誠品メンバーズカード会員様に、１会計につき１枚

『Home Town Taiwan』ポストカードプレゼント
■9/17（土）～

上野恩賜公園で開催の『TAIWAN PLUS 2022』会場で配
布される引換券をご提示のお客様に、１会計につき１枚

『Home Town Taiwan』ポストカードもしくは『台
湾菓子』を１個プレゼント
注意事項●無くなり次第、終了

9.12Mon. -

『台湾文旦』
プレゼント

誠品メンバーズカード会員様に、誠品生活日本橋で、

当日 2,000 円（税込）以上お買い上げのお客様に、 expo レジ

にて
『台湾文旦』を 1 個、さらに

をプレゼント

200 円クーポン券

注意事項●お一人様、1日1回●無くなり次第、終了●合算可●当日レシー
トのみ●expoレジにてレシートをご提示ください

台灣夜市遊戯＠誠品生活日本橋

9.19Mon.～ 9.25Sun.

流動商店 Presents「台灣夜市遊戯＠誠品生活日本橋」開催！
誠品生活日本橋に「台湾夜市」が出現！？

ちょっと懐かしくも感じる、様々な「夜市」ゲームを体験できます。
大人も子供も夢中になれるはず！
合同会社流動商店

（RYUDOSHOTEN L.L.C.）
合同会社流動商店は、都市空間・建築設計や商

店のプロデュース事業を日本内外各地で展開す

る会社です。

代表の三文字昌也が台湾の都市計画・夜市・遊

廓を対象とする研究者でもある縁から、さまざま
な場所で「 台湾夜市ゲーム」のイベントも実施

しています。

流動商店という社名も、中国語で「流動する商店

＝露店」を表す言葉から取っています。

Web

Twitter

日本最大級の台湾カルチャーフェス TAIWAN

PLUS が今年も開催決定！3 年ぶりに、9/17（土）〜 18（日）に再び東京にやって来ます。

音楽ライブはバラエティ豊かな 8 組のアーティストが台湾から来日。マーケットは台湾のカルチャーシーンをリードするブランド約 50

組が大集結。グルメだけではなく、ちょっとディープな台湾を五感で楽しめる 2 日間！

誠品生活日本橋では下記のフェア・イベントを行います！随時SNSにて更新していきますので、そちらもご確認ください。
『 TAIWAN PLUS 2022 台湾吉日』
会期：2022年9月17日（ 土）～18日（ 日）11:00～18:00
会場：東京上野恩賜公園・噴水広場
入場料：無料！

Instagram

Twitter

主催：中華文化総会｜共催：誠品生活日本橋｜後援：台北駐日経済文化代表処、台東区、公益財団法人日本台湾交流協会｜特別後援：台湾文化部、台湾外交部、経済部国際貿易局、交通部観光局、原住民族
委員会、客家委員会、僑務委員会、行政院農業委員会｜協賛：兆豐國際商業銀行、台湾ビール、台湾エクセレンス、チャイナ エアライン｜マーケットディレクション：初耳 / hatsumimi｜音楽ディレクシ
ョン：高雄流行音樂中心｜デザイン統括：JOEFANGSTUDIO

FOUNTAIN 新 活 水

中華文化総会が隔月誌とウェブサイトで発行するカルチャーメディア誌。重要文化議題や文化現象を掘り下げ探求し、地域・分野・世代をまたぐス
ピリットを重視して、文化に対する想像力を豊かにするための、様々な文化がコミュニケーションを図ることができるプラットフォームを目指して
います。

新活 水 ブックフェア

9.12Mon. ～ 10.7Fri.

台湾文化を通じて国内外で文化交流することを目的に作ら

れた雑誌『新活水』バックナンバーが大集結。新しい視点で、
毎号さまざまなテーマを切り口に台湾の最新カルチャーを
掘り下げる本紙は優れたデザインも楽しむことができる雑

誌です。今回は expo テーマウォールにて特別ディスプレイ

も展開！

台湾 手 土 産 秋 特 集

9.2Fri. ～ 10.7Fri.

誠品生活市集スタッフ厳選、台湾手土産特集です。

台湾では、手土産を「伴手」
と呼び、親戚や友人を訪ねる時は、必ず何
かを手土産として持っていくことを意味しています。そして、
「持ち運びや

すい」、
「 手ごろな価格」、
「どこかの名産物」が、台湾伝統的な手土産の
特色です。そのため、貴重な品物を送ってしまうと、逆に「伴手」の意味

を失ってしまうこともあります。

出張 TAIWAN PLUS 2022@expo 9.12Mon. ～ 10.7Fri.
TAIWAN PLUS 2022 に出店している台湾ブランドの一部が expo に大集

合！「ヂェン先生の日常着」、「花見小路」、「來好商店」、「台湾日和」など

ラインナップは盛りだくさん。台湾の魅力をぎゅっと凝縮したコーナーをど

うぞお楽しみください。

MUSIC POPUP

9.12Mon. ～ 10.7Fri.

TAIWAN PLUS 2022 出演予定のアーティストをはじめ、台湾アーティストの CD を限定発売！台湾の旬の音楽をご堪能ください。
取扱ラインナップは決定次第 SNS にて告知いたします。

※取扱商品は変更となる可能性があります。画像はイメージです。

キャンペーン
9.2Fri. - 9.18Sun.

『TAIWAN PLUS
2022』
記念品プレゼント
抽選会

誠品生活日本橋で、 3,000円（ 税込 ） 以上お買い上げのお客
様に、『

TAIWAN PLUS 2022 』記念品が当

たる抽選券を差し上げます。

・抽選会は、9/17（土 ）、9/18（日）上野恩賜公園で開催される『 TAIWAN
PLUS 2022 』の会場で行われます。
・参加ご希望の方はスタッフにお申し付けください。
注意事項●当日レシートのみ有効●合算不可

中文書新入荷

Taiwan Books New Arrival

台湾出版の新刊・準新刊が大集合。最新の台湾文学トレンドをご紹介！

揚子堂糕餅舖

紅房子：圓山大飯店的當時與此刻

ヤンツータン菓子店

レッドハウス：円山大飯店のその時と今

光風｜蓋亞文化有限公司

李桐豪｜鏡文學股份有限公司

百年の歴史を持つお菓子老舗、職人精神、由
緒あるお菓子、台湾の記憶。本物の伝承とは、
何でしょうか。若い「流浪者」が自分の未来を
切り拓いていく旅の物語。

日本統治時代から、中国国民党が台湾にやって
くるまで、ザ・グランドホテルこと円山大飯店に
起こった数多くの出来事をこの一冊に。それは
まだ知られていない過去の台湾の物語。

樂遊台灣．百年風華：帶你走讀老
字號的傳承經營故事

單車環島, 停不了：台灣、四國、
琵琶湖、能登半島……

花のある百年歴史、台湾の老舗を回ろう：
老舗の経営と伝承の物語
樂寫團隊｜四塊玉文創有限公司

レトロを感じてプチ旅行に出よう。活字で百年
の歴史を持つ老舗を回ろう。旅人の角度から、
まるでタイムスリップのようにそれぞれの店の物
語を追体験して、老舗の魅力を再発見。

環島ぐるっと台湾一周の旅

一青妙｜遠見天下文化出版股份有限公司

一青妙『「環島」ぐるっと台湾一周の旅』の中
国語版が刊行！台湾をぐるっと回れば、台湾に対
する固定観念が覆され、新しい台湾の発見につ
ながるかもしれません。台湾をぐるっと一周回る
「環島」という新しい旅のスタイルを提案。

異人茶跡書盒套書 1 〜 5
（完／ 5 冊合售）
異人茶跡1 〜 5巻ボックスセット
張季雅｜蓋亞文化有限公司

1872 年、お茶産業が北台湾で最も重要な産業
となった。そこから、台湾ウーロン茶の物語が始
まった。そして異人茶跡も 10 年間の連載を経て
ついに完結！10 周年を祝してのボックスセット。

菜場搜神記：一個不買菜女子的市
場踏查日記

朝市で神探し：買い物もしない女子の朝
市開拓日記
蘇凌｜裏路文化有限公司

町の中心に位置する市場で起こる奇妙な日常と
おかしい出来事を記録するため、自炊をしない

Y 世代女子が毎日朝市に入り浸っている。「人情
とはなんぞや。朝市で確認する。
」

世界は五反田から始まった
星野博美｜ゲンロン

大宅壮一ノンフィクション賞作家による故郷

＝ “大五反田” を巡る物語。彼女の祖父が

十三歳で千葉の御宿からこの地に移り住ん

で以来の、家族と、隣人たちと、土地の歴

史を丹念に拾い集めてゆくその背中が、こ
の国の戦後、そして現在を教えてくれる。

フランキスシュタイン
ジャネット・ウィンターソン｜河出書房
新社

「フランケンシュタイン」を執筆した 19
世紀のメアリー・シェリーの伝記的物語
と、それに呼応する現代の物語が交互に
進む。科学者は生命を創造できるのかと
いう重みのあるテーマだが、ウィンターソ
ンらしさ溢れる笑いの要素も。

応援消費
水越康介｜岩波書店

東日本大震災頃から、消費行動に「応援」
という意味が込められ、新たな付加価値
として消費者の利己的購買意欲と利他的
社会貢献ニーズを満たすようになってきた。
「応援」を喚起するマーケティングは、今
後の市場でより重要なものとなるだろう。

燃エガラからの思考
柿木伸之｜インパクト出版会

原爆の落とされた後に生きることは許され
るのか。原爆と広島を巡る通俗的な物語
－ “核の普遍史” を拒否し、大文字の言
葉で語られなかった被害を巡る様々な言
説や表現を手掛かりに、ありうべき戦後
世界と平和への回路を構想する論考集。

アイドルについて葛藤しなが
ら考えてみた
香月孝史 他｜青弓社

ファンの視線やプライベートの侵害など、
理不尽さに悩むアイドル達。業界やファ

ンの在り方まで考えさせられる。本書と
いう試論を切っ掛けにもう一度考えてみ

たい。推すアイドルへの認識だけでなく、
自分の生き方、考え方も変わるかもしれ
ない。

ポール・ヴァーゼンの
植物標本
ポール・ヴァーゼン｜リトル・モア

湯島の古道具屋の店主が、南フランスの
蚤の市で偶然見つけた箱に収められてい
た 100 枚ほどの植物標本。花や草の細
部まで再現したこのきめ細やかな手仕事
を見ると 100 年前の一人の女性の息遣
いがすぐ近くに感じられる。造本も美しい。

日本軍が銃をおいた日
ルイ・アレン｜早川書房

戦争ノンフィクションの名著を復刻するシ

リーズ〈人間と戦争〉の第一弾。第二次
大戦当時、イギリス軍の語学将校として
歴史の転換期を目の当たりにしたルイ・
アレン氏が、数多くのインタビューや膨
大な資料から書き上げた「日本軍の降
伏」の実態。

ルポ誰が国語力を殺すのか
石井光太｜文藝春秋

『ごんぎつね』で母親の葬儀の準備中、
家の前の大鍋で煮ているのは母親の遺
体？！どう読んだらそういう解 釈 になる
の？！言葉を使って物事を考え表現する能
力が決定的に欠如した子供たちの現状
と、教育現場における国語力再生の最
前線を描く話題の書。

