この夏、誠品生活日本橋のテーマは『笑門来福（しょうもんらいふく）』です。
「笑う門には福来る」とも言います。
いつもなかよく、笑いあって過ごす家には幸せが訪れる、という意味です。
どうやらコロナ禍もやっと一息つき、わたしたちの生活も少しずつ以前のような
活気を取り戻しかけていますね。誠品生活日本橋では、久しぶりの熱い夏を思いきり楽しめる、
さまざまなモノやコトをご用意して、みなさまのお越しをお待ちしています。
まだまだ屋内でおしゃべりするときなどはマスクの着用をお願いしていますが、
心のマスクは、どうぞもうはずしてご参加ください！

萬田 翠
Q

manda midori

台湾の思い出は何かありますか？

Q

イラストの中でお気に入りは？

台湾には２回遊びに行ったことがあります。ほど良い異国感を味わえ

大同電鍋がモチーフになっている子です。

乳スープが、とってもシンプルなのにすごく美味しくて感動したのを覚

かわいいなと思っています。

る、大好きな場所です。朝ごはんに何の変哲もない屋台で食べた豆
えています。

Q

お店を回って気になった商品は？

誠品生活日本橋さんにお邪魔した際は、いつも台湾食品のコーナー

に長居してしまいます。中でも「蘋菓西打アップルサイダー」がお気
に入りです。レトロでキッチュなパッケージに一目惚れでした。

萬田 翠

グラフィックデザイナー / イラストレーター。

1997 年、群馬県生まれ。

多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒。

instagram:@mdr._m

ボタンの部分がブタの鼻のように見えて、

Q

今回の作成について

「笑門来福」という今年のテーマから着想し、台湾のモチーフたちが

ニコニコ笑顔で並んでいる様子を描きました。描いているこちらも、

イラストにつられて思わずにやけてしまったりなど、終始楽しく制作
させていただけました。ありがとうございました。

サマーキャンペーン
SUMMER CAMPAIGN
8.8 Mon. - 8.14 Sun.

夏のガラポン
大抽選会

人気の大同電鍋や台湾お菓子、にんべん・山

本海苔店・榮太樓總本舗のオススメセット等
が当たる！

コレド室町テラス 2Fでのお買い上げ 3,000円（ 税込 ）以上で
一回参加できます。
注意事項●コレド室町テラス 2階フロアのレシート対象●当日レシートのみ
有効 合算可

日本橋玻璃工房
WEB 予約サイト
オープン

日本橋玻璃工房の体験予約が、ウェブからもお申し込み

できるようになりました！

この機会にぜひご来店ください。
お電話でのご予約｜03-6225-2871
注意事項●平日は完全予約制●土日は店頭でもご予約可

SEASON EVENT
SCHEDULE

2022
July - August

7 月- 8 月

イベントの
お申し込みは
こちら

謎解きイベント
「奇幻台灣」
7.1Fri. ～

パスポートをなくした私のもとに届いた差出人不明の1 通のメール。
その指示に従い、無事に帰国できるのか、そして謎の送信者の正体とは…？
店内をめぐって、謎を解き明かそう！
参加費｜1,100 円（税込）※ご自身で進めていただく謎解きゲームです。店頭にてキットをお買い求めください。
場所｜誠品生活日本橋店内

『アナキズム大放談！
！
！』第1 回（全3 回）
栗原 康氏×五井 健太郎氏×森 元斎氏 連続トーク

7.5 Tue. 19:00 - 20:30
アナキズムという思想を手がかりに、こうしたわたしたちの現在をどう読み解き、考
えていけばいいのか、栗原康さん、五井健太郎さん、森元斎さんという3 人のアナ
キストに、全3 回の日程で語っていただきます。

出演者｜栗原 康 氏 五井 健太郎 氏（東北芸術工科大学教員） 森 元斎 氏（長崎大学教員）
参加費｜無料
場 所｜誠品生活日本橋内 FORUM ／オンライン（Zoom ウェビナー）

YUAN × Carving Lily

ソープカービング体験会

7.9Sat. ➀11:30 - ➁12:30 - ➂13:30 - ➃14:30 - （45 分程度）

カービングとは、約700 年前のタイの宮廷料理から伝わる伝統工芸。阿原 /YUAN
の手作り石けんをナイフ1 本でアートに変える技を体験いただけます。

出演者｜カービングアーティスト すずきかずえ 氏
参加費｜1,320 円（税込）～※当日別途、YUAN 誠品生活日本橋にて体験で使用する100g ソープをお1 つお買い求めください。
定 員｜各回7 名
場所｜誠品生活日本橋内 FORUM

TAIHU TOKYO

料理教室｜7.10Sun. ／8.7Sun. 11:30 - 12:30
試 飲 会 ｜7.17Sun. ／8.21Sun. 13:00 -15:00
台湾で最も注目されるクラフトビール専門店、臺虎精釀（TAIHU）。日本第1 号店
は東京神楽坂にお店を構え、本格的な台湾料理を味わいながらこだわりの台湾クラ
フトビールを楽しめます。イベント期間、スペシャル台湾料理教室と試飲会を行い
ます。2022 年は寅年。虎のパワーで熱い夏を盛り上げましょう。
場所｜誠品生活市集

手ぬぐい生地で作る
「うちわワークショップ」
7.16Sat. ～18Mon. ／7.23Sat. ～24Sun.
➀11:30 - ➁14:00 - ➂16:00 -

夏に欠かせないうちわを手作りしませんか？うちわ骨に手ぬぐい生地を貼り付けて
作ります。大人の方からお子様まで楽しくご参加いただけます。

参加費｜1,500 円（税込）※手ぬぐいのお土産付き 場所｜誠品生活市集前 特設会場 A

「キメコミアート」
ワークショップ

7.30Sat.

にじゆらの色鮮やかな手ぬぐい生地を土台にカッターできめこみながら、アート
作品を作りあげます。 ※対象年齢：8 歳以上（カッター使用のため）
講
詳

<レゼルバ>
日本橋店
web予約サイト

師｜キメコミアート作家イワミズアサコさん
細｜ QR コードより

HP

（教育評論社）
『発達界隈通信―ぼくたちは障害と脳の多様性を生きています』
横道誠氏 × 香川まさひと氏 刊行記念ライブトーク

7.19Tue. 19:00 - 20:30

40 歳で発達障害と診断されて以来、当事者仲間との交流、自助グループの運営を

通じた諸経験を当事者批評に活用しようと模索する著者と、
『前科者』などの漫画原
作者や脚本家として活躍する香川まさひと氏との対談。

出演者｜横道 誠 氏（著者・京都府立大学准教授） 香川 まさひと 氏（漫画原作者）
参加費｜無料
場 所｜誠品生活日本橋内 FORUM ／オンライン（Zoom ウェビナー）

（原書房）刊行記念 ライブトーク
『図説 台湾の妖怪伝説』

7/ 下旬（予定）

異なる民族間の交流が生んだ台湾の妖怪たちの伝承や歴史を、精力的なフィールド
ワークで集めまとめた著者にオンラインでご出演いただきます。日台の妖怪の異な

りや、書籍制作の際のエピソードなど。
出演者｜何 敬堯 氏（著者）
参加費｜無料

五感で楽しむ

日本橋グルメイベント
8.3Wed. ／8.6Sat. ／8.27Sat.

《山本海苔店》食べて感じて！海苔を楽しむ会、
《にんべん》かつお節教室、
《榮太樓總本鋪》
「一粒万倍日」に願いを込めて縁起菓子 一粒万倍もち 手作り体験
腕利きの職人が、五感に美味しいひとときをお届けします。

カバラン ブランドセミナー カバランへの誘い Vol.2

〜カバラン ジンと愉しむ夏の台湾妙味〜
7.21Thu. 19:00 - 19:45

カバラン ジンは台湾特産の金柑やレッドグァバ、スターフルーツなど6 種類
のボタニカルが爽やかに香り、とても奥行きのある味わいが特徴です。カバ

ランブランドセミナー第2 弾はこのカバラン ジン。上品でトロピカル感溢れる
カバラン ジンの魅力とジンに合う台湾料理をたっぷり紹介します。爽やかな
南国のジンとおいしい台湾料理。この夏の定番になるに違いありません。
参加費｜ A.300 円（税込） B. ジン商品付 1,800 円（税込）
場 所｜オンライン（Zoom ウェビナー）

消しゴムハンコ ワークショップ
7.31Sun. ➀13:00 - ➁15:00 -

消しゴムハンコで大同電鍋のしおりを作ろう！当店でもヒット商品、大同電鍋
の図案で消しゴムハンコを作ってみませんか？できあがったハンコでオリジナ
ルしおりを作成。ハンコもしおりもお持ち帰りいただけます。
講師｜誠品生活日本橋スタッフ 定員｜各回5 名 場所｜ FORUM
予約｜店頭、お電話にて（代表電話：03-6225-2871）

シリーズイベント
『サイクルスポーツの愉しみ』第2 回

四国一周サイクリングの愉しみ
8.2Tue. 19:00 - 20:30

人気沸騰中のサイクルスポーツの愉しみをご紹介するシリーズ第2 回は、“ 日
本一の自転車観光県 ” 愛媛の取り組みをご紹介します。海や山、美しい自然

の中を自分の脚力で走り続ける喜び。
「四国一周サイクリング」のお手本になっ

た、台湾一周サイクリング「環台」についてもご紹介します。

出演者｜藤原 康芳 氏（愛媛県観光スポーツ文化部自転車新文化推進課課長）
中島 丈博 氏（「月刊サイクルスポーツ」編集長）
参加費｜無料
場 所｜誠品生活日本橋内 FORUM ／オンライン（Zoom ウェビナー）

sutta シルクスクリーンプリントワークショップ
8/ 下旬（予定）

毎回好評のsuttaによるシルクスクリーンのワークショップ。今回はフェアトレー
ドコットンを使ったポーチに、お好きな色でプリントできます。デザインは台
湾をモチーフにした 4種をご用意。詳細は決まり次第SNSにて告知します。
場

所｜誠品生活市集前 特設会場A

『プロレスと酒と、旅があれば生きていける』
全日本プロレス TAJIRI 選手トーク＆サイン会
8.26Fri. 19:00 - 20:30

コロナ禍で抑圧されてきた
『プロレスと酒と旅』をキーワードに、世界最高峰団
体 WWE をはじめプロレス先進国から発展途上国まで転戦してきた TAJIRI 選
手に、海外巡業の中でも特別な体験をした台湾、香港、フィリピンなどでのお
かしな人々、ユニークな町や国情との濃厚な出来事を語っていただきます。
参加｜徳間書店『プロレス深夜特急』
ご購入の方

定員｜40 名

場所｜誠品生活日本橋内 FORUM

※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。

夏のおすすめ
SUMMER

ひんやりメニュー
COOL MENU

guāng （グアン）

コーヒーフロート

800 円（税込）

こだわりの濃いめのアイス
コーヒーとバニラアイスが
とても合うドリンクです。
富錦樹台菜香檳（フージンツリー）

富錦樹八寶冰（バーバオピン）

980 円（税込）

自家製芋ダンゴ、白玉、あずき、ピーナッツ、
杏仁豆腐など贅沢に 8 種類をトッピングした
上品な甘さのきび糖氷。

HAPPYLEMON

ライチジャスミンティー
M サイズ：540 円（税込）
L サイズ：690 円（税込）

ジャスミンティーの爽やかさと
ライチの甘みが、マッチした
ドリンクです。

郭元益（グォユェンイー）

手軽に作れるひんやり台湾茶

1,134 円（税込）

阿里山烏龍茶と蜜香紅茶のティーパックをご用意しました。

王德傳（ワンダーチュアン）

四季安尚水出しウーロン茶
無くなり次第終了

DAYLILY

4,480 円（税込）

SENSO BEAU-TEA 台湾仙草茶

暑いこの時期、厳選された水出しティーバッグ
でお茶を楽しみましょう！
物販の商品を、2,000 円（税込）以上お買い上げで、
ドリンクの 300 円クーポンを一枚をプレゼント。

2,950 円（税込）

飲んでも食べても楽しめるアジアの黒色ハー
ブティー。台湾の味をぜひお楽しみください。

夏のおすすめ
SUMMER

快適グッズ

COMFORTABLE GOODS

阿原 /YUAN

苦瓜（にがうり）
スカルプシャンプー

3,080 円（税込）

頭皮を健やかに保ち、美しく健やかな髪をキープ。
清涼感のある香りです。

P.Seven 茶香水

アロマミスト 国門香

BREATH TAIWAN

5,250 円（税込）

台湾桃園空港をイメージしたオリジナルの香りで、
森の中で深呼吸をしているかのようなリラックスで
きる香りです。

注染手ぬぐい にじゆら

扇子

L&Co.

K18金、K10金フープピアス

36,300 円（税込）〜

夏のコーディネートを更に彩るフープピアス。上質
な素材のピアスを選べば、ワンランク上の雰囲気に。

meta mate

純銅製ビアマグ
285ml：3,300 円（税込）
340ml：3,850 円（税込）
570ml：4,950 円（税込）

冷やしたビールやアイスコーヒー等
を美味しくお楽しみいただけます。
また 安 心してご使 用 いた だ ける
Made in 新潟です。

左

4,400 円（税込）

右

7,920 円（税込）

にじゆらの手ぬぐいで作られた扇子。
生地の風合いや色合いをそのまま生かし、あおげば柔らかな風が楽しめます。

誠品書店 eslite books

『暮らしの図鑑 台湾の日々』

連続企画『スポーツサイクリングの愉しみ』
フェア

～ 9/ 上旬
誠品書店

刊行記念 台湾的良品フェア

～ 7/15 （金）
誠品生活市集前

八重洲出版の自転車本

台北に十数年暮らす青木由
香さんおすすめの、台湾の
「良いもの」を集めました。

近年ますます盛り上がるスポーツサイクリングをよく知るために、この夏、
月刊『サイクルスポーツ』編集部と共同で連続イベントを開催します。この
雑誌の発売元、八重洲出版の自転車本を集めました。『Cycle Sports』の
バックナンバーもご用意しています。

誠品生活日本橋オリジナル

連続トークイベント

文庫フェア

『アナキズム大放談！
！
！』

～ 9/ 上旬
誠品書店

開催記念フェア

～ 7/14 （木）
（第一期）
8/15（月）～ 9/ 末（第二期）
誠品書店

誠品生活日本橋
オリジナル フェア

今年の夏こそ思いっきり羽を
伸ばして旅をしたい人は多い
はず。〈旅〉にまつわる文庫
を選びました。

アナキズムとは何か
国家は本当に必要かと問い
続 け、 歴 史の中で格 闘する
思 想 が ありました。アナキ
ズムを今 知る意 味とは。 現
在の政治や社会を検証する
手 掛かりになる 100 点。 栗
原康、五井健太郎、森元斎
ら、連続トークイベントの出
演者の著作も取り揃えます。

小磨坊

小磨坊

540 円（税込）

540 円（税込）

濃香五香粉

鹽酥雞椒鹽粉（台湾フライドチキン用塩胡椒）

台湾料理に欠かせない調味料、五香粉。
台湾の五香粉と言えば小磨坊です。肉の
下味に加えれば現地の味に。魯肉の仕込
みにも欠かせない一品です。

台湾茶房

e-one

近年日本でも知られるようになった屋台グル
メ、大雞排（ 台湾フライドチキン）。揚げた
後に振りかけるだけ、ご家庭でも手軽に台湾
屋台の味を再現できます。

埼玉大宮の氷川神社。その閑静な参道沿いに店を構える台湾家庭料理の
名店です。どこか懐かしい雰囲気の店内で過ごすひとときは、訪れる人を
台湾の古き良き時代に誘います。
店舗ではオーナーこだわりの台湾食品や雑貨も販売しています。

好朋友

美美辣醬

B.B.ホットチリソース

599 円（税込）

台湾の夜市グルメに欠かせないチリソースが登場！強すぎない酸
味と辛さはタバスコとは一味違います。台湾料理はもちろん、
ピザ、パスタにも。夏の食生活を盛り上げてくれるでしょう。

台湾ワッペン

1,210 円（税込）
棗道甜

デーツクルミ

2,592 円（税込）

※デーツとはナツメヤシのこと

好朋友

台湾キーホルダー

440 円（税込）

台 湾 を代 表する雑 貨、 食
べ 物、 名 所 を刺 繡ワッペ
ンとキーホルダーにしまし
た。お好きなところにつけ
れ ば、 どこでも台 湾 気 分
になれます。

甘いデーツを香ばしいクルミで挟んだデーツクルミは台湾では
有名なお茶菓子です。近年、その高い栄養価でスーパー健康食
品として注目されています。棗道甜のデーツクルミは職人が手
作りしていて、台湾の自然の味を存分に味わっていただけます。

誠品生活市集 eslite market

誠品文具 eslite stationery
GeckoDesign インクウェル オーバルインクウェル 7 月下旬入荷予定

6,050 円（税込）

ガラス製のインクボトル。インクガラスペンの先に、適量のインクを見やすく付け
られるように計算された構造は指を汚すことなく、必要なだけペン先につけられ
る優れものです。丸型とオーバル型の 2種類。

蘭泉墨研所

INK INSTITUTE インク 2,772円（税込）

蘭泉墨研所

INK INSTITUTE インク 2,574円（税込）

台湾インク
『蘭泉墨研所 INK INSTITUTE』フラッシュぎらぎらな
“Premium SheenSeries” 2 種。

蘭泉墨研所

INK INSTITUTE インク 2,574円（税込）

台湾インク
『蘭泉墨研所 INK INSTITUTE』ネコちゃんのラベルが
かわいい“Cat's Daily” 4 種。

台湾インク
『蘭泉墨研所 INK INSTITUTE』
くすみカラーの
“Vintage Grey Mixer” 4 種。

GeckoDesign

デビルディップペン
7 月下旬入荷予定

13,200 円（税込）

台湾ブランド
『GeckoDesign』の使うほどに味が出る木つくられたペン軸
にガラスペンとスチールペンのペン先がセットになっています。
付け替えて2 種類の描きごこちが楽しめるセットです。

WEEKEND （ER） &CO.

CONNECT SHOULDER

2,750 円（税込）

WEEKEND （ER） &CO.

TYVEK
GROCERY
COOL BAG

4,290 円（税込）

軽くて丈 夫 なタイベック
製の保冷バッグ。アウト
ドアだ けでなくレジカゴ
サイズなので普段のお買
い物でも大活躍。折り畳
めるので嵩張らずに持ち
歩けます。

付属のカラビナや
フック、リングパー
ツに必要なものを
引っ掛 けてバッグ
を持たずに身軽に
でか けられるショ
ルダーベルト。

WEEKEND（ER）&CO.

PE / PACKING
SERIES

2,420 円（税込）〜

info. BEAUTY&YOUTH ×台湾誠品書店

水 を通さず、 軽くて汚
れが付きにくく、付着し
ても拭いて取れるアウト
ドアに適した PE （ポリ
エチレン）生地を使用し
たパッキングシリーズ。

8/1（月）～8/28（日）

UNITED ARROWS の
オンライン限定レーベル
「info. BEAUTY&YOUTH」と
台湾誠品書店の、世界初となる
コラボスーベニアグッズを販売。
知的なストアロゴＴなど、ここで
しか買えない商品が揃います。

➀

➀

WEEKEND （ER） &CO.

CONNECT
SMARTPHONE
SACK

2,420 円（税込）

CONNECT SHOULDER に付

けられるコーディュラナイロン
製のスマホポーチ。オレンジ
のメッシュポケットがポイント。

➁

➁

WEEKEND （ER） &CO.

coruri / cordura
WOODLAND

3,300 円（税込）

手のひらに収まるマイクロ財
布。紙幣、小銭、カードをコ
ンパクトに収納出来ます。
※画像は全てイメージです。

expo

私たちはなぜ犬を愛し、豚を
食べ、牛を身にまとうのか
メラニー・ジョイ｜青土社

人間の胃を満たすためにどれだけ多くの

動物が苦痛の果てに殺され、 売 れ残り

や食べ残しのためにどれだけ多くの命が

無駄に失われているか。肉食主義の成り

立ちや仕組みを社会心理学の視点から説
き、食と動物の生命倫理について問題提
起する。

弱者に仕掛けた戦争
エドウィン・ブラック｜人文書院

パープル・ハイビスカス
チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ｜
河出書房新社

アディーチェ 26 歳の時のデビュー作。
狂信的なキリスト教徒である父のもとで
育った少女が、ある出会いをきっかけに
束縛から脱出し、自由を得ようとする物
語。背景にはつねに不安定な政治状況

にさらされてきたナイジェリアの実情が
浮かび上がる。

さらば、ベイルート
四方田犬彦｜河出書房新社

優生学に基づく “ 弱者 ” の淘汰は、 何
もナチスの専売特許ではなかった。ホロ
コーストにはるか先だち、現代まで続く
アメリカにおける迫害、強制断種と、そ
れらを支える狂信的な “ 超越人種 ” へ
の憧 れ。科学者達と、 誰もが知る巨大
企業による資金援助。

中東からヴェトナムまで戦火に翻弄され
る人々を追い続けたドキュメンタリー作
家ジョスリーン・サアブ。病に冒された
彼女が最後に撮ろうと試みたのは元日本
赤軍幹部・重信房子と、娘メイの、母子
の相克と和解の物語だった。

生なるコモンズ

リャマサーレス短篇集

濱田陽｜春秋社

フリオ・リャマサーレス｜河出書房新社

「持続可能な社会」という言葉が出現し
て何年も経つが、持続可能性と同じく重
要なものに共有可能性がある。共同所
有者が、共有地・公共財・共有財産に
アクセスできることこそ、社会が持続して
いく鍵となる。

大惨事の人類史
ニーアル・ファーガソン｜東洋経済新報社

有史以来人類が経験した惨事はどのよう
に起こったのか。防止策や未来に起こり得
る大惨事とは。歴史に学ぶことで先々の失
敗を回避できるのか、我々は試されている
のだ。

ブラック・ユーモアあり、恋愛ものあり、
スペイン内戦をテーマとしたものあり、ス
ペイン語圏屈指の作家、リャマサーレス
の自選短篇集。詩人としても高い評価を
得た著者の、詩情溢れる作品群をぜひご
堪能ください。

誰も正常ではない
ロイ・リチャード・グリンカー｜みすず書房

文化人類学の見地から、精神医学的分類
で人間が正常・異常に分けられてしまう
ことに対して疑問を呈する。誰しも程度
の差というものはある。そう考えると、誰
が正常かという絶対的な定義は、もはや
できないのではないか。

TAICCA 文化內容策進院

7.23Sat.__________8.21Sun.

『日に流れて橋に行く』日高ショーコ

複製原画展

最新刊！
「日に流れて橋に行く」
複製原画展
『日に流れて橋に行く』
7.23 Sat. ～ 8.21Sun.
7 月25 日（月）

7 月23 日（土）より、誠品生活日本橋
店内にて、複製原画展を開催いたし
ます。
「 日に流れて橋に行く」の世界
を、日本橋でぜひご体験ください。
場

所｜誠品書店内 専科本棚横

7巻発売！
オリジナルノベルティ

最新刊をご購入いただいた方に先着で描き

おろしイラストを使用したノベルティをプレ
ゼントいたします。

あらすじ

時 は 明 治 末。 矜 持と覚

悟の街・日本橋を舞台に、

さびれた老舗呉服店「三つ

星」の三男である主人公・
星 乃 虎 三 郎 と、 謎 の 男・

鷹頭が、店の再建を目指し、
呉服店から百貨店へと業態

を変え、日本橋に新風を巻

き起こす──。二人はかつ
ての賑わいを
「三つ星」に取

り戻すことができるのか。

※画像は全てイメージです。

集英社

経済部国際貿易局・台湾貿易センター

MOVIOLA ムヴィオラ

王德傳

meta mate

TSUTSU
tumbler
5,500 円（税込）〜

極限まで薄くした高品質のステンレスを採用
し、日々の外出用として持ち運びしやすい軽
さと丈夫さを実現しました。

四季安尚水出し
ウーロン茶
4,480 円（税込）

暑いこの時期、厳選された水出しティーバッグ
で一杯お茶を飲みましょう！

注染手ぬぐい にじゆら

夏の贈り物
eslite collection
Summer gift version

Re カタチ

京うちわ
1,540 円（税込）

生地の柔らかな風合いをそのままいかし、職
人が作った京うちわ。裏表の柄を楽しみなが
ら、涼しい風をどうぞ。

郭元益

DAYLILY

EAT BEAU-TEA
3 缶 BOX
8,000 円（税込）

DAYLILY で 大 人 気 の 薬 膳 茶「EAT BEAUTEA」 3 種類が一度に楽しめるセットです。

100% パイナップルケーキ
10 個入り
4,050 円（税込）

台湾パイナップルをそのままかじって
いるような、甘さと酸味を楽しめる
ケーキは、 夏 の 贈り物 におすすめ
です。

日本橋を代表する老舗が大集合！

五感で楽しむ

日本橋グルメイベント

イベントの
お申し込みは
こちら

誠品生活日本橋と日本橋老舗が再びコラボレーション。
昨夏に引き続き、腕利きの職人が、五感に美味しいひとときをお届けします。

8.3Wed. 13:00 - 14:15

食べて感じて！
海苔を楽しむ会

COOKING STUDIO
本当のおいしい海苔とは？

海苔ひとすじ 174 年、山本海苔店がおすす
めする海苔を食べ比べ。

同じ海苔でも全然違う！ 海苔の魅力が再発

見できるイベントです。

定

員｜ 15 名

参加費｜ 550 円（税込）

※お土産「のり食べ比べセット」付き

山本海苔店 日本橋本店

住 所｜東京都中央区日本橋室町

1-6-3
T E L ｜ 03-3241-0290

8.6Sat. 11:30 - 12:30
FORUM

にんべん
かつお節教室

創業300 余年の鰹節専門店にんべんがお届

けする、かつお節・だしを学んで楽しめる

教室です。好評の前回内容に加え、今回は

参加者の皆様に鰹節を削る体験をしていた
だきます。
定

員｜ 24 名

参加費｜無料

にんべん 日本橋本店

住 所｜東京都中央区日本橋室町

2-2-1 COREDO 室町1･1F
T E L ｜ 03-3241-0968

FORUM

榮太樓總本鋪では、一粒万倍日に合わ
せて、願いを込めて「一粒万倍もち」を
販売中。イベントでは、
「一粒万倍もち」
をその場で作ります。専用の紙絵馬は、
福徳神社でお参りいただけます。
定

員｜各回22 名

参加費｜650 円（税込）※お土産（一粒万倍もち）付き

榮太樓 日本橋本店

住 所｜東京都中央区日本橋

1-2-5
T E L ｜ 03-3271-7785

「一粒万倍日」に願いを込めて
手作り体験

縁起菓子 一粒万倍もち

8.27Sat. ➀11:30 - ➁14:00 -

山本海苔店

にんべん

榮太樓總本鋪

休日ハック

KAVALAN

TAIHU TOKYO

