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想いをつなぐ

日本橋から宇宙とつながる　NIHONBASHI  THE  SPACE
日本橋は、宇宙へとつづく六街道の起点へ

江戸の時代から五街道の起点として賑わってきた日本橋。
いま、この街は「宇宙産業」が盛り上がりを見せています。
「宇宙ビジネス拠点 X-NIHONBASHI」や宇宙系のベンチャー企業の拠点が多く集まり、
日本橋はまさに、宇宙へとつづく六街道の起点になりつつあります。

次世代の若者たちへつなぐ想い
“Overview　Effect” は「概観効果」と訳される。
宇宙から地球を見ることで時代や社会の中で当然とみなされている
価値観、認識、思想等が劇的に変わり
見た人の意識を変革することを意味する。

この効果は
地球が、国境、民族、宗教等によって分断されるものではなく、多様性に溢れた、一つのかけがえのない
惑星であることを強く訴え、世界平和や環境保護、人間・技術・自然の共存を促すと信じたい。

我々は、この視点を通じて、人々の宇宙や宇宙利用への関心を促すだけでなく
知的好奇心を刺激し、持続可能な地球の発展への意識を醸成したい。

│EVENT

Overview Effect　パネルディスカッション
今後の地球を担っていく次世代の若者（子供・学生）にOverview  Effectを通して宇宙への興味関心を持ってもらう

2/27（土）　13:00～（ FORUM／オンライン配信）

パネリスト｜宇宙航空開発機構（ JAXA）、アメリカ航空宇宙局（NASA）よりゲストどちらか
モデレータ｜Axelspace
参加方法｜詳細はSNS、Peatixにてお知らせいたします。 PeatixInstagram Twitter

株式会社アクセルスペース
超小型衛星による地球観測事業、超小型衛星等を活用した
ソリューションの提案、超小型衛星および関連コンポーネント
の設計ならびに製造、超小型衛星の打ち上げアレンジメント
および運用支援・受託を行う宇宙ベンチャー企業。

Overview Effect



SEASON  EVENT
SCHEDULE

2021

February - March

2月 - 3月

羊毛フェルトで作る
てのひらサイズのイースターバニー
3/14（日）　➀ 13：00～ 14：30   ➁ 15：00～ 16：30
　　　　　　  各回60～ 90分程度　➀➁どちらかの時間をお選びください。

参 加 費｜ 1,100円（税込、材料費込み）
募集人数｜各回5名　お子様の同伴も可（作品は参加券1枚につき 1つ）
講　　師｜誠品生活日本橋スタッフ
場　　所｜FORUM

プリザーブドフラワーで作る
イースターのアレンジメント
3/28（日）　➀ 13：00～ 14：30   ➁ 15：00～ 16：30
　　　　　　  各回60～ 90分程度　➀➁どちらかの時間をお選びください。

参 加 費｜ 4,400円（税込、材料費込み）
募集人数｜各回5名　お子様の同伴も可（作品は参加券1枚につき 1つ）
講　　師｜緑川文恵
場　　所｜FORUM

参加受付｜ 2/15（月）より、誠品生活日本橋書籍レジサービスコーナーでご予約を承ります。イベント開始10分前までに、書籍レジで
　　　　　参加費をお支払いください。お会計後、参加券をお渡しいたします。会場へは 10分前からご入場いただけます。
代表電話｜ 03-6225-2871（書籍ワークショップ参加希望とお伝えください。）

Overview Effect　パネルディスカッション
2/27（土）13:00～（ FORUM／オンライン配信）

今後の地球を担っていく次世代の若者（子供・学生）にOverview  Effectを通して宇宙への興味関心を持ってもらう

パネリスト｜宇宙航空開発機構（ JAXA）、アメリカ航空宇宙局（NASA）よりゲストどちらか
モデレータ｜Axelspace

ミモザキット作成体験会
3/7（日）14:00～16:00（時間内自由参加）

当店でミモザのハンドメイドキットをご購入いただき、その場でお作りいただく自由参加型のワークショップ

スイッチ・ブック・レビュー「BORDERLESS：石岡瑛子とライムスターの交差点」
日程調整中
話題の書籍を上梓された二人の著者が、それぞれの著作について語り合うトークセッション。

パネリスト｜宇多丸、河尻亨一
共　　　催｜朝日新聞出版



.

 

手ぬぐい「Taiwan 赤」

P.Sevenからのラブレター
香りとともに想いよ、届け！

ミニ茶缶 2個入セット

イベント期間中（2/5～ 3/8）P.Seven茶香
水でお買い上げいただいた方にはオリジナル
の香るメッセージカードをプレゼント！こん
な時だからこそ、思い切って日頃の思いを綴
ろう。大切な人が近くにいても、遠くにいて
も、香りとともに想いが伝わりますように。

無料プレゼント

王德傳茶莊は百年伝承された技術で、多数の
名作ウーロン茶を生産しております。豊か
な味わいの揃ったミニ茶缶を、2個セットで
10%OFF。自由な組み合わせでお選びいただ
けます。（限定 1000セット）

4,536円（税込） ～6,480円（税込）

バレンタインブレンド
ドリップバック

甘く優しい余韻が続く深煎りブレンド。赤ぶ
どうやピーチの風味をキャラメルが温かく包
み込みます。大切なあの人に想いが届きます
ように、と願いを込めてご用意しました。

1,000円（税込） 

台湾茶ソープギフト

台湾の国民的な飲み物タピオカティーの石け
んと、どこか懐かしい香りの烏龍茶石けんの
ギフトセットです。大切な方へ、“愛” あふ
れる贈り物です。

4,400円（税込） 

台湾で縁起が良いとされる桃と、2つの柿が
モチーフ。 桃＝不老長寿、「柿柿」＝「事事」 
事事如意（全てが思い通りにうまくいく） と
いう意味があるそう。桃がハートにも見えま
すね！ 相手を想いながら贈るのにぴったり
な縁起物です。

1,760円（税込） 

バレンタイン
名入れ無料キャンペーン

名前や短いメッセージを入れてオリジナルの
プレゼントに。名前や短いメッセージを店内
購入商品にレーザー刻印いたします。
※最短 20分程度で刻印可能です。※商品の形状により、刻印
できない場合や日数を要する場合があります。※ 1組 5点まで
に限ります。

無料

EAT BEAU-TEA 3缶BOX

大人気、食べられる薬膳茶シリーズ「EAT 
BEAU-TEA」の 3種類がオリジナルの BOX
に入った限定セット。飲みやすく、漢方初心
者の方にもおすすめ。自分へのご褒美や、大
切な人への贈り物へぴったりです。

8,316円（税込）

only oneカップルリング

ふたりでつくる手作りペアリング。お名前や
記念日などを刻み、世界に 1つだけのペアリ
ングを作ることができます。特別な思い出を
作ってみませんか？

単品｜5,500円（税込）
ペア｜11,000円（税込）

「台湾味」の愛は
どんなカタチ？

昨年恋人たちに人気だった「ハート」の形の
ミニパイナップルカスタード菓子が再び日本
に上陸します。丁寧に 27層に折込んだパイ
生地の中に、パイナップルのジャムとカス
タード餡を入れました。サクサク感や絶妙な
甘じょっぱさを楽しめます。

1,242円（税込）

2006年に誕生以来、「レモン」シリーズや
「ソルティチーズ」シリーズなどで人気を集め、
台湾や中国をはじめとした世界 1000店舗
以上を展開する台湾茶ドリンク専門店です。
綿密なお茶の泡が美味しく味わえる茶器が
誠品生活日本橋に初上陸しました！

HAPPYLEMON 誠品生活日本橋店 OPEN
台湾茶スタンド（Taiwan Tea Stand）

日本の伝統工芸と、台湾の特色ある品々からセレクトした素敵なアイテムをご用意しました。
文化を超え、新旧を融合し、人と人、人とものとの素敵な関係をつなぐカルチャーライフゾーンを体験しましょう。

HAPPYLEMONオリジナルノベルティ
プレゼント！（無くなり次第終了）
期間：2/8（月）～ 2/14（日）

全ドリンク 10％ OFF！
期間：2/15（月）～ 2/21（日）





 

 

普段使いのものを特別なものに
毎日使う財布やパスケースに、名前や記念日、好きなフレーズを刻印して、愛着の湧く一品にしませんか？ギフトにも最適です。

圓滿（ユェンマン）
丸い円卓に、普段会えない家族が欠けることなく揃う様子と、これから迎える新しい一年が順調で円満であることをかけて、
台湾の春節（旧正月）には「圓滿（ユェンマン）」という言葉があります。円卓を囲み鍋料理などのごちそうを食べ、新しい
一年をお祝いします。新しい一年が「圓滿」順調でありますように。

SLIP-ON
革小物無料名入れキャンペーン
期間中、対象商品を 3,300円（税込）以上お買い上げのお客様
に、無料でお名入れ加工を承ります。
※お渡しまでに約2週間ほどかかります。
開催期間：2/22（月）～ 3/31（水）予定

麻辣鍋
台湾の旧正月といえば「火鍋」。火鍋といえば「麻辣鍋」。沙茶醬でおなじ
み牛頭牌の鍋の素をご用意しました。本格的な「麻辣鍋」が再現できます！
販売期間：2/5（金）～ 3/28（日）

マーラー火鍋の素
1,210円（税込）

なめらかなカカオの恵で、スキンケア
カカオのコスメ "yaeco"（ヤエコ）はオーガニックカカオで作られたスキン
ケア。保湿力たっぷりのカカオバターやポリフェノール、ビタミンがたっぷり
含まれ、お肌を健やかに保ってくれます。インナーケアにおすすめのカカオ
ティーも。
販売期間 ： 2/1（月）～ 3/15（月）

495円（税込）～ 3,850円（税込）

自分らしい時間をつくるフレグランス 
ala Lehua（アラレフア）は、"自然体でいる時間"をコンセプトにしたフレグ
ランスブランド。アロマテラピー専門メーカーによる調香はナチュラルで、深
呼吸したくなるような心地よさです。おすすめはディフューザーと、ハンドネ
イルクリーム。優しい香りがお部屋に広がります。
販売期間 ： 1/15（金）～ 2/28（日）

1,980円（税込）～

self care, self love.
"new normal"を模索する中で、ライフスタイルも日々変化しています。一度立ち止まって、自分をケアしてみてください。
自分を尊重して、大切にすることで、周りとも新しいスタイルで繋がっていけるはずです。

ペア割引
ペアでご体験いただくと「吹き硝子ワークショップ」（オプション除く）と「切子ワー
クショップ」がそれぞれ 20％ OFFになります。
※ご参加の際は当工房の定める感染予防対策（検温、消毒、マスクの着用）にご協力ください。
※当日の体温が 37度以上の方はご参加いただくことが出来ません。
※体験毎に換気・消毒を行うため受付人数を制限しております。
開催期間：2/11（木・祝）～ 3/28（日）

〈吹き硝子〉4,400円（税込）～ → 3,520円（税込）～
〈切　　子〉5,500円（税込）　  → 4,400円（税込）

なかよし割引はじめます。ペア割引 ＆ SNSキャンペーン
夢中で硝子と向き合う濃厚な時間を、大切な人と一緒に過ごしませんか。

豆油伯
たくさんのお問い合わせをいただいていた「台湾醬油」豆油伯が日本初上
陸！日本人から受け継いだ技術をもとに発展した台湾自慢の醬油です。ぜひ、
日本の醬油を比べてみてください。
販売期間：2/5（金）～ 3/28（日）

樽仕込み醸造醤油
甘田醸造醤油 /減塩
金美滿砂糖無添加醸造醤油 /大豆
1,580円（税込）～ 1,680円（税込）

SNSキャンペーン
体験いただいた様子を「＃誠品生活
日本橋」「＃日本橋玻璃工房」をつけ
て SNSに投稿いただき、レジにて投
稿画面を見せていただくと、お箸置き
ペアセットをプレゼントいたします。
（全ワークショップ対象）
※写真はイメージです。



 

Weの市民革命
 
佐久間裕美子｜朝日出版社

SNS全盛の現在、消費行動は企業活動を厳し
く吟味するアクティビズムとなり、経済や社会
を動かす力を持つに至った。消費者の利己的
「Me」だけでなく、アクティビズムの当事者
「We」として市井の人々が起こす革命が、今世
界を変えている。

きらめく拍手の音
 
イギル・ボラ｜リトルモア

聾者の父母から生まれ育った人をCODA
（Children of deaf adults）と呼ぶ。CODAで
ある著者は、手話の世界の豊かさを映画と文章
で伝え続けている。聾者は尊重すべき別の言語
と文化を持つ民族、という彼女の考えを、多く
の人に知ってほしい。

料理と利他
 
土井善晴／中島岳志｜ミシマ社

中島岳志が「利他」を考える上で真っ先に思い
浮かんだのが土井の料理論だという。旬のもの
をシンプルにいただくという哲学は、料理する
ことで地球を大事にする、まさに「利他」の精
神と繋がる。 “新しい生活様式” に必要な観点
と言えるのでは。

風船
 
ペマ・ツェテン｜春陽堂書店

映画監督兼小説家の著者は、宗教や政治問題と
はまた違う、ごくごく普通のチベット人の日常
を世界に伝えることに成功している。本書は、
急速な現代化の中で翻弄されるチベット人の戸
惑いや、日常の喜びや楽しみが伝わってくる短
編集である。

物語昭和写真史
 
桑原甲子雄｜月曜社

30～ 80年代にわたる東京の世相、下町、写真
界の回想。優秀な写真家として、また写真誌勃
興期に編集長として土門拳や木村伊兵衛を月
例写真の選者に迎え写真界の興隆を支えた著者
の、魅力あふれる人柄と詩情豊かな文章に触れ
ることができる好著。

ロッキード
 
真山仁｜文藝春秋

田中角栄は本当に 5億円を受け取り、全日空の
トライスター購入に影響力を行使したのか？ロ
ッキード事件終結から 40年後の今、存命の関係
者や当時の資料に徹底的に当たり、明らかにし
た驚愕の事実とは―。読了まで一気読み必至の
600ページ。

2016年の週刊文春
 
柳澤健｜光文社

『週刊文春』のみならず、文藝春秋の社史とも
言えるノンフィクション。特に、スクープを連
発し、「文春砲」なる言葉が生まれた 2016年
前後に『週刊文春』編集部で起きたドラマは読
みごたえあり。己の仕事に真剣に向き合った人
間の熱が伝わってくる。

ダリウスは今日も生きづらい
 
アディーブ・コラーム｜集英社

ペルシア系アメリカ人のダリウスは 16歳。家で
も学校でも疎外感を感じ、いまひとつさえない
が、一家初めての里帰り旅行で少しずつ変わっ
ていく成長物語。また、お茶やお菓子の美味し
さなど、主人公を通してイラン文化や暮らしぶ
りに温かくなる一冊。



 

誠品書店

Borderless│EVENT

ボーダーレスフェア～国境 人種 性差 格差 障害を越えて～
Aiming for a world without boundaries 
~Overcoming borders, races, gender differences, disparities and obstacles~

国境、人種、ジェンダー、LGBT、経済格差、障害者 /健常者という区別を越え、

多様性を認め合い連携する世界を考えるきっかけとなるフェアです。

ミモザキット作成体験会
当店でミモザのハンドメイドキットをご購入いただき、
その場でお作りいただく自由参加型のワークショップ
3/7（日）　14:00～16:00（時間内自由参加）

「国際女性デー」である 3月 8日は「ミモザの日」とも呼ばれていて、イタリアではミモザを贈って女性
に感謝を伝える記念日となっています。近年、日本の生花店でもこの日を前にミモザが店頭に並びます。

当店でもミモザを使ったスワッグ、カレイドフレーム、ボタニカルキャンドルなどのハンドメイドキットを

ご用意しました。恩師に、友人に、先輩後輩に、今年はミモザを贈ってみてはいかがでしょうか。

場　　所｜FORUM
定　　員｜ 5名
参加条件｜当日はお買い上げいただいた商品とレシートをお持ちになり、時間内にご来店ください。
　　　　　会場へは 10分前からご入場いただけます。
　　　　　満席時はお待ちいただいてのご案内となります。

国境
 
海を渡った故郷の味
認定NPO法人難民支援協会編著｜トゥーヴァージンズ

迫害から逃れ、現在日本に暮らす難民から教わった家庭料理のレシ
ピを収録。特徴ある料理からは、彼らの生まれ育った土地の記憶
や、共に料理を囲んだ大切な人たちとの思い出まで伝わってくるよ
うだ。一人一人に大切な故郷があることを教えてくれる 1冊。

フェミニズム
 
シンデレラ
レベッカ・ソルニット／アーサー・ラッカム（挿画）｜河出書房新社

おそらく世界一有名な童話を、アメリカのアクティビストが大胆に
翻案。さて、「あたらしいシンデレラ」は、王子様が迎えにきたと
き何と言ったでしょう？王子様に幸せにしてもらうのが本当の幸せ
なの？と疑問に思ったことのある方におすすめしたい。

格差
 
JR上野駅公園口
柳美里河出文庫

上野公園で暮らすホームレスの男。1933年に福島で生まれ、東京オ
リンピックの前年に出稼ぎのため上京した彼がこれまで辿ってきた
人生とは。自分は彼とは違うと、いったい誰が断言できるだろうか。
2020年全米図書賞翻訳部門受賞作。

障碍
 
多様性のレッスン
安積遊歩｜安積宇宙ミツイパブリッシング

同じ境遇にある人がピア（仲間）となって相談に応じることをピア
カウンセリングという。生まれつき骨が弱く車いすを使って生活す
る母娘が様々な悩みに答えていく。本書を読むと、人の気持ちや話
を聴くためには、自分自身を肯定することが必要と分かる。

スイッチ・ブック・レビュー
「BORDERLESS：石岡瑛子とライムスターの交差点」

話題の書籍を上梓された二人の著者が、
それぞれの著作について語り合う
トークセッション。
日程調整中

パネリスト｜宇多丸／「KING OF STAGE ～ライムスターのライブ哲学」著者、
　　　　　　ヒップホップグループ「ライムスター」のラッパー、
　　　　　　ラジオパーソナリティー
　　　　　　河尻亨一／「 TIMELESS　石岡瑛子とその時代」著者、
　　　　　　銀河ライター主宰、編集者
共　　　催｜朝日新聞出版
参加方法｜詳細はSNS、Peatixにてお知らせ
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