


日本手ぬぐいの日
3月21日は「日本手ぬぐいの日」
春分の日を迎える季節から手ぬぐいの需要も高まり生産も増え始
めます。伝統産業の発展とモノを大切にすることにもつながる、
手ぬぐい文化の継承を願い、3月21日は「日本手ぬぐいの日」と制
定されました。多くの方にこの日を活用いただき、日本独自の手
ぬぐい文化に親しんでみてください。

注染とは？
明治後期に大阪で生まれた、浴衣や手ぬぐいの日本の伝統工芸
に指定されている染色技法。生地を畳んで重ねて染料を注いで
染めるため、一度に30～40枚の染色ができます。糸が染まるの
で裏表がなく、グラデーションを活かしたデザインができるのも特
徴です。

注染体験 【フルコース】
3.18 Sat. ／3.19 Sun. ➀11:00 - ➁14:30 - ➂17:00 - （各回90分程度）

「注染」の技法で手ぬぐいを一から染める日本橋店人気の染色体験です。
糊置きから染めて洗って乾かすまでの本格職人体験コース。
お好きな柄を１つ選び、糊の土手を作って7色の染料で自由に色づけしていただき
ます。
参加費｜4,400円（税込） ※生地の色を変える場合は＋500円（税込）

場　所｜注染手ぬぐい にじゆら 店内

申込み｜予約サイトより受付
※ 30cmの型を使用します。※柄は6面、約180cm分の生地をお持ち帰りいただけます。

染めがにじめば、人柄もにじむ

にじんだり、ゆらいだり
大阪堺にある 50年以上続く染色工場「ナカニ」が、
2008年に立ち上げた工場直営ブランド。
モダンで明るい柄の手ぬぐいは、
目が細かい浴衣生地を使用しているから心地よい肌触り。

HP

ワークショップ
WORK SHOP

注染体験「ROND」を染めよう！
3.21 Tue. ➀11:00 -➁12:30- ➂15:00- ➃16:30- ➄18:00-（各回60分程度）

職人と同じ技法でにじゆらの人気柄「ROND」を染める体験です。
にじゆらといえば「ROND」！
糊置きをせずに土手を描いて染めるので、フルコースとはまた違った染めになりま
す。ご自身だけのにじみを染めで表現しましょう！

参加費｜3,850円（税込）

場　所｜注染手ぬぐい にじゆら 店内

申込み｜予約サイトより受付

ミニ巾着ワークショップ
3.21 Tue. 11:00 -16:00

手ぬぐいのはぎれを使ってミニ巾着を貼って作ります。
あらかじめカットしたはぎれからお好きな一枚を選び、縫わずに貼り付けて、ミニ巾
着を作ります。カバンの中のちょっとした小物を入れるのにもぴったりなサイズです。

参加費｜500円（税込）

場　所｜誠品生活日本橋 日本橋玻璃工房前
申込み｜当日受付（予約不要）

「結ぶバッグ」即日オーダー受注会
手ぬぐいを切らずに2か所縫うだけでバッグになる、“あづま袋 ”。
店内の手ぬぐいの中から、お好きな手ぬぐいでお作りします。

所要時間｜ご注文から1枚あたり30分程度

価　　格｜手ぬぐい代＋オーダー代 880円（税込）

詳　　細｜注染手ぬぐい にじゆらの公式 HP・SNSにて決まり次第お知らせ

ブックカバー セミオーダー会
3.1 Wed. - 3.31 Fri.

ご用意した生地の中からお好きな色柄を組み合わせて、ご自分だけのオリジナルの
ブックカバーをオーダーいただけます。
ご注文から1ヶ月ほどで完成。
また、店内では手ぬぐいの柄に合わせたおすすめ書籍も展示いたします。

価　格｜文庫本用：1,980円（税込）、単行本用：2,200円（税込）

セミオーダー
SEMI-CUSTOM ORDER

「チクチクキット」プレゼント
3.18 Sat. - 3.21 Tue.

期間中「注染手ぬぐい にじゆら」と「誠品生活日本橋」でのお買い上げレシート2枚 
１セットで「チクチクキット」をプレゼント（手ぬぐい半分サイズのＢ生地＋紐）。
自由に好きなものを作っちゃおう！
「注染手ぬぐい にじゆら」店頭にてお渡しします。

注意事項●誠品生活日本橋のレシートは、金額問わず全対象●注染手ぬぐい にじゆらのレシートは

「手ぬぐい」購入者が対象（雑貨、ハンカチは対象外）●当日レシートのみ有効

キャンペーン
CAMPAIGN

注染手ぬぐい にじゆら展示
3.14 Tue. - 3.21 Tue.

3月21日は「日本手ぬぐいの日」
「そもそも手ぬぐいってどういうもの？」から、注染工程の映像や 
とっても便利な使い方などをご紹介します。

場　所｜誠品生活日本橋内　日本橋玻璃工房前

注染手ぬぐい にじゆら×誠品生活日本橋　
コラボレーション
3.10 Fri. - 4.9 Sun.

人気柄「ROND」が誠品生活日本橋とコラボレーション！
色とりどりの「にじみ」が店内を彩ります。

場　所｜コレド室町テラス2F　誠品生活日本橋

「日本手ぬぐいの日」特別展
NIHON TENUGUI DAY SPECIAL EXHIBITION

<レゼルバ> 
注染手ぬぐい にじゆら
日本橋店
web予約サイト

https://nijiyura.com
https://reserva.be/nijiyura_nihonbashi
https://nijiyura.com
https://reserva.be/nijiyura_nihonbashi
https://reserva.be/nijiyura_nihonbashi


SEASON
CAMPAIGN

2023
March - April

3月- 4月

4.1 Sat. - 4.9 Sun.

誠品メンバーズカード
新規ご入会特典

期間中、誠品メンバーズカード会員への新規ご入会で、
誠品生活日本橋で使える200円クーポンをプレゼント。
メンバーズカードの入会希望の方は書籍レジ横【メンバーズカードカウン
ター】へお越しください。

注意事項●200円クーポンは誠品生活日本橋（誠品書店・誠品文具・誠品生
活市集・expo）で利用可能●書籍、特価品、金券、送料のお支払いは不可

3.10 Fri. - 4.9 Sun.

誠品メンバーズカード
会員限定
中文書キャンペーン

期間中、誠品メンバーズカードのご提示で、
中文書10％OFF。

さらに誠品生活日本橋にて、
10,000円（税込）以上お買い上げのお客様には、
中文書で使えるクーポン400円分をプレゼント。
注意事項●中文書クーポンの使用期限は、 4/10（月）～6/30（金）

3.13 Mon. - 4.28 Fri.

夜トクキャンペーン
コレド室町テラス2Fフロアにて、
1,000円（税込）以上お買い上げのお客様に、
誠品生活日本橋で使える200円クーポンをプレゼント。

お渡し対象日
 3 月｜毎週月曜日（13日、20日、27日）
 4 月｜平日毎日
時間｜18:00～ 20:00

注意事項●合算不可●expoレジで配布●各日先着100名



『僕とアンモナイトの1億年冒険記』
刊行記念トークイベント 
3.21 Tue.　14:00 - 15:30

アンモナイトを研究する古生物学者・相場大佑さんによる冒険的研究エッセ
イ『僕とアンモナイトの1億年冒険記』の刊行記念トークイベント開催！
ときに悩みながらも古生物学研究を一歩ずつ進めていく！お子様もご参加い
ただけます。

講師｜相場 大佑 氏（著者）  　定員｜ 40名　　参加費｜無料
場所｜誠品生活日本橋内 FORUM

『僕とアンモナイトの1億年冒険記』展 
3.21 Tue. - 4.9 Sun.　11:00 - 20:00

観覧料｜無料　　場所｜誠品選書コーナー

東京花文字 笑一笑 xiào yī xiào
3.26 Sun.／4.2 Sun.
➀11:15 - ➁12:15 - ➂14:15 - ➃15:15 - ➄16:15 - 

花文字は中国で生まれた縁起の良い文字アートです。
『亀・鶴＝長寿』『龍＝成功する・運気上昇・守護』などのように、縁起の良い絵柄
を使って文字を彩り、描きます。

定　員｜各回1名
参加費｜一文字 2,000円（税込）／二文字 3,000円（税込）※色紙、台紙付
場　所｜誠品生活日本橋内 特設会場

ガラスワークショップ
世界に一つだけのガラス作品を作りましょう！
最初はドロドロに溶けた真っ赤なガラスが、きらきら光るガラス作品に生まれ変
わる瞬間をどうぞお楽しみください。お子様（5歳以上）でも初心者の方でもご安
心を。経験豊富なスタッフが丁寧にレクチャーいたします。

常時開催　体験メニューにより受付時間が異なります。
平　日｜10日前までにご予約ください。
土日祝｜当日までご予約・受付いただけます。
詳　細｜誠品生活日本橋HP、または予約サイト（QRコード）にてご確認ください。

“橋の記念日” 落語会
～ 日本橋が新しくなって 112年 ～ 
4.3 Mon.　19:30 - 21:00

4/3は、日本橋架橋の日。新生活の始まりに、日本橋で落語を楽しんでみ
ませんか？「落語の楽しみ方」についてもお話しいただけますので、初めて
の方でもお気軽にご参加ください。

出演者｜三遊亭花金 さん　春風亭かけ橋 さん　　　定員｜ 30名  
参加費｜ 2,000円（税込）（丸二果実店 ドライフルーツ付）
場　所｜ FORUM

SEASON  EVENT
SCHEDULE

2023
March - April

3月- 4月

※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。

魔幻命相館 インク占い ワークショップ  

3.12 Sun.／17 Fri.／21 Tue.　4.2 Sun.／7 Fri.／9 Sun.
㊎18:00 - 20:00　㊐㊗ 14:00 - 17:00

魔幻命相館は運命をテーマにした『藍濃道具屋』のインクシリーズです。
12色から、自分の運命にあったインクを見つけてみましょう。
インクはワークショップ開催時のみの販売となります。

参加費｜無料　　インク｜3,300円（税込）　　場所｜誠品生活市集前 特設会場

ヨシタケシンスケをさがせ！
3.10 Fri. - 4.9 Sun.　11:00 - 20:00

誠品書店エリアで、ヨシタケシンスケさんのポスターを6枚さがしてみよう！
ひらがな6文字をつなげると、どんなことばが出てくるかな？

参加費｜無料　　シート・景品お渡し場所｜書籍レジ

注意事項●景品がなくなり次第終了

『毎日の「歩き方」を変えるだけで、みるみ
る痩せる！歩トレ』発売記念トークイベント 
3.12 Sun.　14:00 - 15:30

歩き方を変えれば、通勤、通学、買い物などの日常すべてがダイエットに
なる！プロウォーキング講師の今村大祐氏が、痩せる歩き方を徹底解説。
オリジナルの骨格タイプ診断でさらに魅力的な自分になりましょう。

講　師｜今村 大祐 氏（著者）　　定員｜ 30名  
参加費｜ 1,540円（税込）（書籍代）
場　所｜ FORUM

小説家 TAJIRI始動！
『少年とリング屋』刊行記念トーク＆サイン会 

3.15 Wed.　19:00 - 20:30

今年１月、九州プロレスへの電撃移籍も話題になった TAJIRI選手。
新天地に込める思い、そして、文筆家としての新たなステージ「小説執筆」に
ついて、大いに語っていただきます。

出演者｜ TAJIRI 選手（著者）  　　特典｜サイン入りフォトカード　　定員｜ 40名
参加費｜ 1,650円（税込）（書籍代）
場　所｜ FORUM

日本の伝統美術で桜を描くワークショップ
3.18 Sat.／19 Sun. 　4.1 Sat.／2 Sun.　➀11:30 - ➁14:00 -

歌舞伎の舞台美術に登場する壁装飾の一種『花丸』。高級武士や公家など上流
階級の住処の金壁に装飾されている、植物のデザイン様式を実際の
塗料を用いて歌舞伎背景画絵描きと一緒に描くワークショップです。

定員｜各回10名　　参加費｜2,500円（税込）※材料費込み　　場所｜FORUM

https://seihin0321fossil.peatix.com/
https://seihin0321fossil.peatix.com/
http://www.eslitespectrum.jp/news/e29be6f7-ca5e-431c-9a6b-f1aca0440251
https://seihin0321fossil.peatix.com/
https://seihin0321fossil.peatix.com/
https://seihin0326hanamoji.peatix.com
https://seihin0326hanamoji.peatix.com
https://seihin0326hanamoji.peatix.com
https://coubic.com/nihonbashi-harikobo
https://coubic.com/nihonbashi-harikobo
https://seihin0403rakugo.peatix.com
https://seihin0403rakugo.peatix.com
https://seihin0403rakugo.peatix.com
https://seihin0312hotore.peatix.com/
https://seihin0312hotore.peatix.com/
https://seihin0312hotore.peatix.com/
https://seihin0312hotore.peatix.com/
https://seihin0315tajiri.peatix.com/
https://seihin0315tajiri.peatix.com/
https://seihin0315tajiri.peatix.com/
https://seihin0315tajiri.peatix.com/
https://coubic.com/nihonbashi-harikobo
https://seihin0318chikiri.peatix.com
https://seihin0318chikiri.peatix.com
https://seihin0318chikiri.peatix.com
https://seihin0403rakugo.peatix.com


始める、ハジマリ。

王德傳（ワンダーチュアン）

台湾文山ホウシュ茶
（プレゼントボックス付き）

3,500円（税込）
蘭の香りが広がる台湾ウーロン茶代表の文山
ホウシュ茶。春の季節におすすめのお茶です。

郭元益（グォユェンイー）

パイナップルケーキ食べ比べセット　1,520円（税込）
台湾のお土産物として人気のパイナップルケーキを 2種類
のセットでご用意しました。

誠品文具

組格子 -kumikuoishi-
13,869円（税込）
一台一台、職人の手仕事で作る、木のぬく
もり溢れるmade in Japanのパソコンスタン
ド。組み立て方により4通りの使い方ができ、
コンパクトにたためます。
書見台やタブレットスタンドとしても。新生活
ギフトにぴったりです。

Eslite Spring Gift
毎日を新しくアップデートしてくれるグッズを集めました。

贈り物にもオススメです。

DAYLILY

Strawberry Annin Beau-Tea
3,100円（税込）
癒しを与えてくれる春らしいギフト。台
湾甜杏仁茶に爽やかで甘酸っぱいイチ
ゴをプラスしたご褒美スイーツティー。

L&Co.　

①K10ピンクゴールド×ローズクオーツ SAKURA ネックレス
25,410円（税込）
②K10ピンクゴールド×ローズクオーツ SAKURA ピアス
12,100円（税込）
③ K10ピンクゴールド SAKURA ピアス
15,730円（税込）
ほんのり淡いピンクゴールドのSAKURA Jewelry Collection

注染手ぬぐい にじゆら

手ぬぐい「丸窓の風景・春さくら」
1,210円（税込）
60cm額「かまぼこフレーム」
5,940円（税込）
新生活のお部屋に季節を飾りませんか。
60cmでお部屋に飾りやすいコンパクト
なサイズの手ぬぐいです。
※なくなり次第終了

P.Seven 茶香水

キンセン茶香水 日本限定版
パフュームオイル
ロールオンタイプ 10ml
9,680円（税込）
ミルキーな香りが特徴の金セン茶を
イメージしたパフュームオイル。
アルコールフリーで香りも肌にも優しい
アイテムです。阿原/YUAN

新生活 春のギフトセット
3/20（月）～4/10（月）

3,564円（税込）
春から新しい環境や生活が始まる人へ応援の気持
ちをこめて、新しくなったYUANの手作りソープと、専
用ソープディッシュとバスネットのセットをお送りしま
す。幸福の花とハーブ柄のギフトパッケージ入りです。

meta mate

工房アイザワ
「丸型ランチボックス2段」

7,480円（税込）
大正11年創業、工房アイザワ
のお弁当箱。ステンレス製の
ためニオイや色うつりもなく、
永く愛用できます。

expo

KAMIDE＋CNF　富士山
スマホスタンド　　　　　　　1,540円（税込）
タブレットスタンド　　　　　　1,980円（税込）
アコースティックペーパーBOX　2,310円（税込）
ペーパーコンテナ　　　　　　   2,970円（税込）
～4/上旬

富士山の雪解け水と今話題の素材・セルロースナノファ
イバー（CNF)を使い、口に入れても安全でとても堅い
厚紙でできた製品。静岡の工場で生産されています。

②

①

③

https://www.dechuantea.com/jp/index.php
https://www.facebook.com/kuoyuanye.nihonbashi/
https://daylily.com.tw
https://l-co.jp
https://nijiyura.com
https://www.panseven.com
https://yuancare.co.jp
https://www.metamate.co.jp
https://eslitespectrum-nihonbashi.shop/items/64082ad25aafae6c54763099


桜チーズ抹茶ラテ

100% 宇 治 産 石 臼 挽き抹 茶と
ほんのり桜色のソルティチーズ
が相 性 抜 群！日 本の春を感じ
られる1杯です。

Mサイズ 700円（税込）

 Lサイズ 850円（税込）

新ラインナップ発売開始

樽仕込み醸造醤油 300ml
1,917円（税込）

金美好
砂糖無添加醸造醤油 300ml
2,110円（税込）

春源醸造醤油 300ml
2,110円（税込）

金美満
砂糖無添加醸造醤油 300ml
1,960円（税込）

台湾醤油ブランド 豆油伯

HAPPY LEMON

豆油伯

イートイン 968円（税込）

桜のモンブランタルト
桜あん、大粒苺、求肥、ホイップクリーム、
桜クリームを載せた、桜風味の和風タルト

guāng

https://happylemon.jp/
https://happylemon.jp/
https://www.instagram.com/guang_cafe/
https://www.instagram.com/guang_cafe/
https://eslitespectrum-nihonbashi.shop/items/6402e5aa97c24517baa92bb2
https://eslitespectrum-nihonbashi.shop/items/6402e657d77a6f4a8873e421
https://eslitespectrum-nihonbashi.shop/items/6402e6ee34e0171f091f2a74
https://eslitespectrum-nihonbashi.shop/items/6402e757f54f6725e1e95dda


「こころ」はどうやって
壊れるのか
 
カール・ダイセロス｜光文社

特殊なタンパク質とレーザーで、個々の
脳細胞を観測・制御する技術。これは「こ
ころ」の病気を解明する助けとなる。具
体的かつ困難な症例で「こころ」が壊れ
る仕組みを知り、壊れていない「こころ」
の働きも知る。精神医学の最先端に触れ
る１冊。

ヒエログリフを解け
 
エドワード・ドルニック｜東京創元社

18世紀末仏軍の手で発見されたロゼッタ
・ストーンに刻まれていたのは、既に知
られていた古代ギリシア語と、古代エジ
プトの神聖文字（ヒエログリフ）、民衆
文字（デモティック）だった。シャンポリ
オンとヤング、仏英の天才の息詰まる解
読劇。

最後の猿まわし
 
馬宏傑｜みすず書房

近年「文明化」している中国で、猿まわし
たちは社会から排斥されつつある存在に
なっている。見えてくるのは貧困、格差問題、
権力の横暴。写真記者である著者は時代
の変化に合わせて懸命に生きる猿まわし
たちの姿を描き出す。

ホワイト・フェミニズムを
解体する
 
カイラ・シュラー｜明石書店

白人女性によるホワイト・フェミニズムの
陰で抑圧されてきたインターセクショナル
フェミニスト達の立ち位置を紹介し、合
わせて両者の議論を整理する。現在の
フェミニズムの場所を理解し、思想史の
編み直しを企図するために必読の書。

女たちの沈黙
 
パット・バーカー｜早川書房

西洋文学の起源とされる「イリアス」の
主要人物はアキレウスを始めとする男たち
だが、本書は敗戦により敵軍に囚われ、
戦利品として男たちの手に渡った女たちの
側に焦点を当てた。三千年もの沈黙を破っ
て、彼女たちの声が高らかに響き渡る。

悪意の科学
 
サイモン・マッカーシー＝ジョーンズ｜
合同出版

自他ともに害があるのにリスクを取って
でもやる、悪意ある行為はなぜ無くなら
ないのか。公平を乱す者への罰か、ある
いは支配への抵抗か。支配するための悪
意が動かす現在の社会は本当に自由な
のだろうか。本書で知る人間の闇は、息
が長く根深い。

アウシュヴィッツを破壊せよ
（上・下）
 
ジャック・フェアウェザー｜河出書房新社

第二次世界大戦におけるワルシャワ陥落
の翌年、あえてナチスドイツに捕らえら
れアウシュヴィッツに送られたポーランド
将校ピレツキを巡るノンフィクション。彼
の任務はアウシュヴィッツ設立の目的を
暴き、内部からこれを破壊することだっ
たが―。

ルポ筋肉と脂肪
 
平松洋子｜新潮社

食エッセイの名手である著者が、「アスリ
ートの身体」をテーマに、スポーツ界の
最前線で活躍する人々を取材。栄養と身
体との関係や、筋トレと体脂肪、腸内環
境、サプリメントなどについて触れ、人
間の体は可能性に満ちていると教えてく
れる一冊。
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