
2021 11.5 Fri.-12.25 Sat.

ホリデーキャンペーン /

12.11 Sat. - 12.25 Sat.
オリジナルグッズがもらえる

ホリデープレゼント
キャンペーン

ホリデー特集 /

11.5 Fri. - 12.25 Sat.

THE GIFT OF JOY

イベント特集 /

12.1 Wed. - 12.25 Sat.

『アメリカン・ユートピア』
刊行記念　トーク・イベント開催
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英語の『GIFT』には元々 “神様からの賜物（たまもの）”という意味があるそうですね。

この季節、神ならぬ人が人に “贈る ”ことにはどんな意味があるのでしょうか。そんなことを考えながら、

大切な誰かに何を贈ろうか考える楽しさを、誠品生活日本橋で味わっていただければ、と思います。

ぐるりとフロアを一巡りすれば、きっとあなたの、あの人に、お似合いの一品が見つかるはず。

お店のすべてでお客様をお迎えいたします。

10－－－ 誠品コレクション
12－－－ 『アメリカン・ユートピア』
13－－－ 誠品選書
14－－－ NEW SHOP “guang（グアン）”
15－－－ 『想い出すのは、いつも台北』台北市特設コーナー
16－－－ 誠品メンバーズカード

ホリデーキャンペーン
HOLIDAY CAMPAIGN

11.19 Fri. - 12.26 Sun.

三井ショッピング
パークカード
《セゾン》
新規ご入会
キャンペーン

入会金・年会費 永久無料
三井ショッピングパークカード《セゾン》のお支払いで
100円につき 2ポイント貯まる！
期間中、三井ショッピングパークカード《セゾン》
新規ご入会でキャッシュバック＆お買物券
合計最大3,500円相当プレゼント！
注意事項●お買物券には利用条件がございます。詳細は店舗スタッフまで
お問合せください

ご入会はこちら ご優待情報

- 12.10 Fri. 

台北市政府観光伝播局
コラボ企画
「想い出すのは、
いつも台北」
スタンプラリー

期間中、台北市特設コーナーの商品をお買い上げの方に、
台北オリジナルグッズと、スタンプカードを
プレゼント！

【グッズ一覧（いずれか一つ）】
限定「知られざる台北の魅力」マスク／熊讃bravoマスク／熊讃
bravoお守り／熊讃bravo花柄マスキングテープ／台北グルメ柄ポーチ

さらに集めたスタンプに応じて、素敵なノベルティを
プレゼント!
2個｜熊讃bravoスーツケースベルト
3個｜熊讃bravoカードケース／熊讃bravoぬいぐるみ
4個｜熊讃bravo抱き枕

注意事項●ノベルティの引き換えはexpoレジにて●1度のお会計につきスタ
ンプ 1個  1日1回参加可能●スタンプカードの合算不可●なくなり次第終了

子どもの頃、祖母の家の近くの公園にあった、動物の形の遊具でい
とこ達と遊んだこと、セサミストリートで英語を学んだことをよく覚え
ています。私は母語が福建語なので、英語のセサミストリートが啓発
力と教育力を持つプログラムであると、感銘を受け、いつか自身の
21世紀のセサミストリートを創ろうと密かに決めていました。2017
年に「i Light Marina Bay」からのオファーをきっかけに、すぐにこの
アイディアを思い出しました。そして今の ART-ZOOに至ります。

「Bruno Bear」です。好奇心、想像力と探検精神の持ち主ですから。
それに私もマジックマーカーペンがほしいです。いつでも自分の考え
を現実にできることが羨ましいですね。
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動物とアルファベットアルファベットを融融合し、さらに ART-ZOO
へ発展したきっかけは何でしょうか。

ART-ZOO のなかで、どのアルファベットアルファベットのキャラキャラ
クタークターが一番自分を表していると思いますか。

Jackson Tan
ART-ZOO創作者。
シンガポール出身の芸術家、デザイナー、イベントプ
ロデューサー。シンガポール BLACK設計公司のク
リエイティブディレクター。

幼少期に訪れた動物園と動物のデッサンの思い出か
ら啓発され、「ART-ZOO芸術動物園」を創作。
2021年より誠品生活と協力。
その可愛らしいデザインと豊かな色彩で誠品生活ギフ
トシーズン「THE GIFT OF JOY」を展開中。

11.5 Fri. - 12.25 Sat.

期間限定
ポイント
交換特典

誠品メンバーズカードのポイント 200eslite pointで、
誠品生活日本橋でお使いいただける、
200円クーポンと交換できます。

注意事項●ご交換は書籍レジにて

11.5 Fri. - 12.25 Sat.

新規ご入会
キャンペーン

誠品メンバーズに新規ご入会いただいた方に 
「HEADPHONE DOGキーホルダー」
または「QUEMOLICAコースター」
をプレゼント。

注意事項●ご交換は書籍レジにて●柄の選択不可●なくなり次第終了

12.11 Sat. - 12.25 Sat.

ホリデー
プレゼント
キャンペーン

誠品生活日本橋のクリスマスを彩る
キャラクターのグッズが当たる抽選会を開催！
どうぞお見逃しなく！

対象｜誠品生活日本橋にて 2,000円（税込）以上お買い上げのお客様
参加方法｜レシートをお持ちの上、expoレジカウンタースタッフへ

お声掛けください。

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●各日  先着100名●なくなり次第終了

缶バッジ

トートバック ステッカー

※画像は全てイメージです。

ART-ZOOの動物を創るにあたって、形のみならず社会責任につい
ても考えていました。ART-ZOOが、人々の心にいる想像力と、好
奇心旺盛で単純な子どもを蘇らせることができれば嬉しいです。
そして、私たちは誰しも Super Powerー想像力と思いやりーを持っ
ていることを信じています。

動物のキャラクターキャラクターを創るにあたって、そこからイイ
ンスパイアンスパイアされたことはありますか。

去年パンデミックに見舞われ、社会は不安に満ちています。そして今
年はより一層険しい状態になっていくように見えます。ですが、この不
穏なご時世でも今自分が持っているものをもっと大切にしてほしいと
願っています。「THE GIFT OF JOY」とは、年末年始というベストタイ
ミングに、家族や友人に感謝と祝福の気持ちを贈ることだと思います。

Jakson Tan さんにとって、「THE GIFT OF JOY」
とはなんでしょうか。
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https://www.saisoncard.co.jp/lineup/ca150_self.html?sd=QR4&mi=45000&ta=00001
https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/clever/service.html
https://artzooworld.com
https://artzooworld.com


受付メニューは日によって異なりますので、カレンダーをご確認ください。
12月の日程につきましては、決定次第、店頭や HPにて告知いたします。

長らく休業していた日本橋玻璃工房、ついに営業再開しました！
日本橋玻璃工房は、硝子作品をご自身で制作いただく体験工房です。本格的な窯を備える当工房でぜひお楽しみ 

ください。職人がレクチャーいたしますので初心者の方も安心して体験いただけます。
ご予約はお電話、もしくは店頭にて受付しております。なお、開催時間は変動する場合がありますので事前にお問い合わせください。

※他にもワークショップメニューがございます。詳しくは HPをご参照ください。
ワークショップメニュー WORK SHOP MENU

11月ワークショップ開催日程

実施ワークショップ

切子体験
価格 / 1,650円（税込）～

対象年齢 / 7歳以上
ダイヤモンドが練りこまれた金属のホイールを回転さ
せて硝子を削り、自由に文様を描くワークショップです。

アクセサリー・おはし置きづくり
価格 / 3個 2,200円（税込）、6個 4,180円（税込）

対象年齢 / 5歳以上
色とりどりの硝子の破片を組み合わせてアクセサリーや
おはし置きをつくるワークショップです。

吹き硝子体験
価格 / 4,400円（税込）～

対象年齢 / 5歳以上
溶けた硝子に息を吹き込みながら、食器や花器を制作
するワークショップです。お好みの色を選んで模様を
入れることや、泡を入れることも出来ます。

SEASON  EVENT
SCHEDULE

2021
November - December

11月- 12月

ystudio × esliteクリスマスフェア
フェア期間　11.5 Fri. - 2021.1.10 Mon.

台湾の筆記具ブランドと誠品生活日本橋がおくる、ギフトフェアを開催します。
ノベルティプレゼントや、12/18（土）には台湾とオンラインで繋いで手作り
カードのワークショップも開催予定です。

※詳細は確定次第、公式HP・SNS等でお知らせいたします。

吹き硝子

言語に恋して、書きたくなって。
『彼岸花が咲く島』芥川賞受賞記念
李 琴峰氏 × 新井 一二三氏 トークショー 
11.14 Sun.　15:00 - 16:30 

中国語話者なら気づく作品内の言語的企み、外国語を学ぶことの楽しさ、非
母語話者だからこそ気づける外国語の美しさなど、中文エッセイストの新井
一二三さんをお相手に、お二人だからこそのトピックが満載のトークショー。

出演者｜李 琴峰 氏（作家／日中翻訳者） 新井 一二三 氏（明治大学理工学部教授）
参加費｜ 1,000円（税込）～
場　所｜誠品生活日本橋内 FORUM／オンライン（ Zoomウェビナー）

小川 洋子氏  オンラインライブトーク
『小川洋子のつくり方』（田畑書店）　刊行記念 

11.12 Fri.　19:00 - 20:30

小川洋子さんの作品世界は、はたしてどのようにつくられてきたのか。その魅
力を生き生きと伝える書籍「小川洋子のつくり方」の刊行を記念して、トー
クイベントを開催します。聞き手は、エディター／ライターの神田法子さん。

出演者｜小川 洋子 氏（小説家） 神田 法子 氏（フリーランス・エディター／ライター）
参加費｜無料
場　所｜オンライン（ Zoomウェビナー）

篠原 聡子氏 ライブトーク
『アジアン・コモンズ』（平凡社刊）　刊行記念 

12.4 Sat.　19:00 - 20:30

篠原さんと日本女子大学篠原研究室が過去25年にわたるフィールドワークで
出会った、アジア各都市における様々な共同居住のかたち（ “コモンズ”）と
は。聞き手にプロジェクトプランナーの真壁智治さんをお迎えします。

出演者｜篠原 聡子 氏（空間研究所主宰） 真壁 智治 氏（プロジェクトプランナー）
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）
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http://www.eslitespectrum.jp/workshop
https://seihin1114books1.peatix.com/view
https://peatix.com/event/3042547/view
https://seihin1204asian1.peatix.com/view


ホリデーギフト特集
大切な誰かを思い浮かべながら、「GIFT」を選ぶ楽しさ

大切な人への贈り物はもちろん、自分へのご褒美にもピッタリ。

選りすぐりのアイテムを集めました。

❹糖村（タンチュン）

フレンチヌガー
918円（税込）
台湾手土産ランキングTOP10入りのヌガー
です。ギフトシーズン特別包装にてご用意
しました。

❽大同電鍋

黄檗色（きはだ色）　Lサイズ
11/上旬～
22,800円（税込）
オールステンレス製大同電鍋第2弾！黄蘗
色から待望のLサイズを発売いたします。

❻吾榖茶糧SIIDCHA

穀物入りミックスナッツ
1,620円（税込）
低温で焙煎された穀物の自然な甘みと 
大地の香りを存分に楽しめるナッツ。
ついつい手が伸びる究極のお茶請けです。

戸田デザイン研究室

❷あいうえおつみき
9,900円（税込）
❸Baby piece
14,080円（税込）
シンプルで美しい絵が特徴の積み木。上
質のブナ材を、岐阜・郡上八幡の職人
が丁寧に手仕事で仕上げています。子ど
も、そして孫と何代にもわたって永く使っ
ていただける最高品質の知育玩具です。

❶『MOU』
著　者｜Naffy
出版社｜学研プラス
2,200円（税込）
絵の美しさとともにお話の余韻をご堪能
ください。

離れている友人に、近くにいる
大切な人に、そして自分自身に。
プレゼントにぴったりな本を集めました。

FOOD

BOOK

❺噶瑪蘭威士忌（カバラン）

ディスティラリーセレクト　No.1
ソリスト バーボン カスクストレングス
1,078円～1,705円（税込）
世界中から注目される台湾ウィスキー。
人気のシリーズを50mlミニチュアサイズからお試しいただけます。

Books for the
best gift

❼石城實業

3點1刻（サンテンイッコク）
11/下旬～ 日本全国先行販売
5袋入698円（税込）　15袋入1,698円（税込）
台湾インスタントミルクティーの先駆者、3點1刻が日本初上陸！厳選台湾 
ウーロン茶とセイロンウバ紅茶をプレンドした台湾ミルクティーをお手軽に。

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽
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蘭泉墨研所

Taipai Metro System Series インク
11/下旬
2,178円（税込）
台湾ブランド『蘭泉墨研所』のインク
の販売がスタートします。台北メトロの
コラボインクは、環状線・文湖線・中
和新蘆線・松山新店線・淡水新義線・
板南線の 6種類です。
箱を横に並べると、パッケージラベル
が列車になります。ぜひコレクションし
てみてください。

tucotemine
11/1（月）～11/30（火）
7,480円（税込）～
11,330円（税込）
眼鏡フレームに使われてき
た素材セルロースアセテー
トは、綿花由来で髪や地
肌、自然環境にも優しい素
材。一つ一つ手作業で磨き
上げた櫛の光沢と透明感で
毎日のひと梳きが、素敵な
ひと時になりますように。

YOPE

キッズハンドソープ
11/15（月）～
1,650円（税込）
お子様がいつでも楽しく手を
洗えるように、可愛い顔をデ
ザインしたハンドソープ。敏感
な肌もやさしく洗い上げます。

d-bros　カレンダー　12/上旬～

1,320円（税込）～11,000円（税込）
グラフィックデザイナーが立ち上げたブランド、
d-brosのカレンダー。2022年の準備におすすめです。

YOPE

キッチン用洗剤
11/15（月）～
1,298円（税込）
汚れを落としながら、洗い流
しもしやすいウォッシュアップ
リキッド。リピーターの多いア
イテムです。

❿Metro Taipei

eslite We Read
on the Move
25K Tote Bag
1,593円（税込）
誠品設計の新商品、台北 
メトロコラボは、マスク着
用のイラストがかわいい、
使いやすいマチなしトート
バッグです。
白と黒の 2色展開。

⓫CAVALLINI & Co.

クリスマスアイテム
440円（税込）～
毎年人気のCavalliniの
クリスマスアイテム。カード
はもちろんのこと、デコラ
ティブラップは、ポスターと
して飾るだけでクリスマス
気分になれます。

❾eslite

eslite Non-Woven  Bag 
Ssize　
603円（税込）～
人気の誠品オリジナル
フェルトバッグの新色5色が
発売されました。ギフトを
入れるのに使っても◎
サイズ：H30cmｘW23cm
ｘD9cm
※画像はLight Blueです。

⓬誠品生活日本橋限定

OMOSHIROI 
BLOCK SCENERY 
台北の夜景
6,380円（税込）～
メモを使用していくと風景 
がだんだん現れる
OMOSHIROIBLOCK。
台北の夜景が再現されます。

STATIONARY

•Usually, there are six car in one 
train.

•We hope this design would make 
people want to collet a whole set.

•You can also l ink the inks as a 
train, no matter how many inks 
you own.

Box Label Package concept

17, 18 | Taipei Metro

❾
❿

⓫

⓬
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https://eslitespectrum-nihonbashi.shop/items/614c2a5aa102757b37ddf9ea
https://eslitespectrum-nihonbashi.shop/items/60bf363c4899215c8a086c00


©ART-ZOO PTE LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

郭元益（グォユェンイー）

郭元益エッグロール
蜂蜜ウーロン茶味

6本入り 540円（税込）
6袋入り 3,240円（税込）
甘さ控えめで、練り込まれた 
ウーロン茶が香る、たまらな
い風味になっております。

guang（グアン）

お菓子の詰め合わせ
OPEN～12/25（土）

1,994円（税込）
人気の焼き菓子を 7種類
詰め合わせました。

富錦樹台菜香檳（フージンツリー）

富錦樹クッキー
1,620円（税込）
塩漬け卵を使用したほんのり効いた
塩気と優しい甘さのクッキー

HAPPYLEMON

期間限定happy cake set　11/5（金）～12/25（土）

1,000円（税込）
ラズベリー＋キャラメルクランチ彩り豊かなソルティチーズケーキ

誠品コレクション eslite collection

DAYLILY

EAT BEAU-TEA 3缶BOX
8,000円 （税込）
EAT BEAU-TEA 3種が一度に楽しめ
る限定セット。贈り物にぴったりです。

L&Co.　Christmas collection　11/15（月）～

19,800円～33,000円（税込）
さり気ない大きさ・シンプルで洗練されたファッショナ
ブルなデザインが特徴の L&Co.オリジナルデザイン。
アイテム｜ネックレス　素材｜ K10金、K18金
石｜オパール、ロードライトガーネット等

工場十貨店

ガラスビーズバングル
11/5（金）～12/26（日）

4,400円（税込）
透明度と発色の良い国産ガ
ラスビーズを職人の手で軽
いバングルに仕上げました。

meta mate

メタルキット
「ミステリアスタイマー」
7,500円（税込）
ウクライナで生まれた、ゼン
マイ仕掛けの組立キットです。

注染手ぬぐい にじゆら

手ぬぐい　「聖なる夜」
1,760円（税込）
繊細な光を放つイルミネー
ションと雪を注染のにじみで
表現し大人っぽいツリー柄に。

王德傳（ワンダーチュアン）

臺灣茶器クラシックセット
（紅水ウーロン茶100g付き）
11/1（月）～12/25（土）

10,200円（税込）
寒い季節のおすすめウーロン茶。セット
の白磁茶器で、臺灣伝統ウーロン茶のま
ろやかな味わいをお楽しみいただけます。

P.Seven 茶香水

P.Sevenピロースプレー
4,250円（税込）
台湾の名所をイメージした香りで夢の中の台湾旅行へ出発！※数量限定。
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https://www.facebook.com/kuoyuanye.nihonbashi/
https://www.facebook.com/kuoyuanye.nihonbashi/
https://fujintree.jp
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https://happylemon.jp
https://happylemon.jp
https://daylily.com.tw
https://daylily.com.tw
https://l-co.jp
https://ko-bajukkaten.jp
https://www.metamate.co.jp
https://l-co.jp
https://ko-bajukkaten.jp
https://www.metamate.co.jp
https://www.panseven.com
https://nijiyura.com
https://nijiyura.com
https://www.dechuantea.com/jp/index.php
https://www.dechuantea.com/jp/index.php
https://www.panseven.com


東京の生活史
 
岸政彦｜筑摩書房

「実在する東京」をテーマに、市井の人々
のインタビューをただただ並べた一冊。
公募でたまたま選ばれた 170人の「聞
き手」がひとりの知り合いから生活史を
聞き出し、一冊の本にする。この成り立
ち自体が都市の偶然性と必然性を表して
いる。

人間狩り
 
グレゴワール・シャマユー｜明石書店

有史以来、人間が人間を狩る行為は、
奴隷の簒奪や異端者の追放、権力維
持のため統治者たちが繰り返してきた。 
本書は、誰もが知る歴史的事実から、
人間同士の権力的な捕食関係を哲学的
に読み解いていく。狩る者か狩られる 
者か、明日は我が身だ。

BOWIE'S BOOKS
デヴィッド・ボウイの
人生を変えた 100冊
 
ジョン・オコーネル｜亜紀書房

ロックミュージック界きっての読者家だっ
た故デヴィッド・ボウイが、2013年ロン
ドンの美術館で行われた回顧展に自ら選
んだ 100冊の本のリストを寄せた。本書
はこれらの本とボウイの音楽との関係を
解き明かそうと試みた、野心的な一冊。

人工島戦記
 
橋本治｜ホーム社

舞台は架空の地方都市。人工島を作る
行政の計画に反対運動を立ち上げたテツ
オとキイチを軸に、登場人物は 200人
にまで膨れ上がる。巻末の辞典や附録の
地図から、本作が生まれる過程や作家の
思考まで明らかにされた読みごたえある
大作。

青森 1950-1962 工藤正市写真集
 
工藤正市｜みすず書房

昭和 30年代に新聞社に勤務しながら、
アマチュアカメラマンとして当時勃興した
カメラ雑誌で注目された工藤正市。没後
掘り起こされた貴重なショットが今蘇る。
生き生きと力強く暮らす青森の街と人々。
《写真》という表現の持つ力が集約され
ている。

メディアの未来
 
ジャック・アタリ｜プレジデント社

人々は “お仲間” 同士の内向きのコミュ
ニティに慰安を求め外部に触れることを
拒否し、権力にとってはよりコントローラ
ブルな状況を生みだしている―。
メディアの歴史を紐解き、SNSが新しい
メディアとして普及した現在を読む。

インヴィンシブル
 
スタニスラフ・レム｜国書刊行会

1964年に発表された SF作品。原典か
らの初邦訳。ある惑星に辿り着いた宇宙
船の乗組員達が、未知なる敵と遭遇し、
闘い、敗れる。米ソ間で宇宙開発競争が
激化していた時代に、人間中心主義的な
宇宙観に疑問を呈したと言える作品。

中国料理の世界史
 
岩間一弘｜慶應義塾大学出版会

世界史を中国料理というレンズを通して
見ると同時に、各国地域のナショナリズ
ムとエスニシティが中国料理をローカラ
イズさせ伝播していった過程を見ること
ができ、一石二鳥かつ情報満載な本書。
手に取れば中国料理を堪能する旅へ行き
たくなる。

映画『アメリカン・ユートピア』から生まれたビジュアル・ブック

『アメリカン・ユートピア』刊行記念
トーク・イベント開催！
12.15 Wed.　19:00 - 20:00

ミュージカルはトニー賞〈特別賞〉受賞、スパイク・リーが監督し
た映画は日本で大反響を巻き起こした『アメリカン・ユートピア』か
ら生まれたビジュアル本、ピーター・バラカン訳で日本版が登場！

登壇者｜ピーター・バラカン氏
聞き手｜小倉 聖子氏（VALERIA）

場　所｜誠品生活日本橋内 FORUM／オンライン（ Zoomウェビナー）
※原書の書影です。

『アメリカン・ユートピア』
文｜デイヴィッド・バーン
絵｜マイラ・カルマン
訳｜ピーター・バラカン

A5判変型／並製／ 160頁／オールカラー
定価｜ 3,000円（税込）
発行｜ストランド・ブックス
発売｜河出書房新社

ピーター・バラカン氏

1951年ロンドン生まれ。現在フリーのブロードキャスターとして活
動、「バラカン・ビート」（インター FM）、「ウィークエンド・サンシャ
イン」（NHK-FM）、「ライフスタイル・ミュージアム」（東京 FM）、
「ジャパノロジー・プラス」（NHK BS1）などを担当。著書に『Taking 

Stock どうしても手放せない 21世紀の愛聴盤』（駒草出版）、『ロッ
クの英詞を読む～世界を変える歌』（集英社インターナショナル）、
他多数。2014年から小規模の都市型音楽フェスティヴァル Live 

Magic（https://www.livemagic.jp/ ）のキュレイターを務める。

小倉 聖子（おぐら せいこ）氏

VALERIA代表。新作映画の宣伝プロ
デュース他、映画祭や特集上映の企画・
主宰・宣伝。
近年『ブータン 山の教室』、『Peter 

Barakan's  Music Film Festival』、
『ポーランド映画祭』などを担当。企画・
制作をしたポーランド・ワルシャワのガ
イド本「ワルシャワ、文化、今日」発売中。

最新イベント情報は誠品生
活日本橋公式SNSまたは、

Peatix（下記 QR）にて

1312

https://peatix.com/group/7189243


COMING SOON...
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https://travel.taipei/ja


誠品生活日本橋 eslite spectrum nihonbashi
東京都中央区日本橋室町 3-2-1 COREDO室町テラス 2階
JR横須賀・総武線（快速）  新日本橋駅、東京メトロ銀座線 半蔵門線 三越前駅
2F COREDO Muromachi Terrace, 3-2-1, Nihombashi Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, Japan 
ACCESS：JR｜ Shin-Nihonbashi Station （Yokosuka Line・Sobu Line Rapid JO20）
　　　 　    Tokyo Metro｜Mitsukoshimae Station（Ginza Line G12 /Hanzomon Line Z09）
TEL：03-6225-2871

営業時間
Opening
Hours

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

11:00am - 8:00pm　※ 11.5現在

富錦樹台菜香檳（フージンツリー）　Fujin Tree / 11:00am - 10:00pm
※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。

Instagram
eslite_japan

Twitter
eslite_japan

Website
www.eslitespectrum.jp

Online Store
https://eslitespectrum-

nihonbashi.shop

誠品メンバーズカード
会員募集中！

1. QR コードを読み取り、公式サイトからお申し込みください。
2. お申し込み後 3 ヶ月以内に、誠品生活日本橋サービスカウンターでカードをお受け取りください。
※ カードお受け取りの際には、お申し込み時に表示された仮登録番号もしくはご登録に使用された携帯電話番号をお伝えください。
※ お申し込み画面で表示される番号は仮登録番号です。公式ホームページからのログインは、店頭にて本登録およびカード発行を完了してから可能になります。

誠品メンバーズカード会員限定特典

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。貯まったポイントはギフトと交換できます。

現在交換可能なギフト ＊それぞれ数に限りがございます。ご用意数に達しましたら交換終了となります。また、ギフトは入れ替えになることがございます。

500 1,200 2,000

誠品オリジナル 誠品オリジナル 誠品オリジナル
ノート（2冊セット） 革製パスケース（ストラップ付） 革製手帳カバー（A5サイズ対応）

紫薇／サルスベリ柄｜木棉／カポック柄 黒／ダークブラウン　※いずれか 1つ （閉じベルト付）ヌメ／黒　※いずれか 1つ

毎月、最終金曜日はポイントが 5倍！
グローバルに楽しめる読書ライフ
日本、台湾、香港、蘇州、各地店舗で会員限定の優待が受けられます。
＊ポイントは日本橋でのみ有効です。

お誕生日特典
お誕生日月のお買い物は、加算ポイントが 2倍になります。

誠品メンバーズカード
申し込みサイト

Fukutoku Jinja Shrine
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COREDO Muromachi
Terrace

Nihonbashi Mitsui Tower

Nihonbashi Mitsukoshi
Main Store

COREDO室町1

COREDO室町3

COREDO室町2

&mall

https://www.instagram.com/eslite_japan/
https://twitter.com/eslite_japan
http://www.eslitespectrum.jp
https://eslitespectrum-nihonbashi.shop
http://www.eslitespectrum.jp/member/signup
http://www.eslitespectrum.jp/member/signup
https://goo.gl/maps/ff6T2HyvYa5w6kUHA
https://mitsui-shopping-park.com/ec/shop/seihinnseikatsu?gender=LADIES

