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日本橋玻璃工房 吹き硝子体験
溶けた硝子に息を吹き込みながら、食器や花器を製作す
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、泡を入れることもできます。
グラス（丸型、上広がり、ストレート）、小皿、小鉢、
花器（丸型、なみだ型）、金魚鉢

価格｜透明の作品　4,400円（税込）
オプション：模様 +1,100円（税込）、泡+550円（税込）
所要時間｜ 30分程度
対象年齢｜ 5歳以上
開催時間｜ 14時～ 18時最終受付
完成品お引渡しまでの日数｜ 5日間程度
予約電話｜ 03-6225-2871  

meta mate 鋳造体験ワークショップ
手鍋で金属を溶かしてシリコーン型へ流し込む「鋳造」
の体験ワークショップです。所要時間は 30分程度。
誠品生活日本橋店1周年を記念して、台湾にちなんだア
イテムをご用意しております。
価格｜ 3,300円（税込）　
所要時間｜ 30~40分程度
対象年齢｜ 12歳以上
予約電話｜ 03-6910-3530

常設ワークショップ

L&Co. SV1000 製作体験コース
ピアス・バングル・リングから、お好きなアイテムとテ
クスチャーをお選びいただけます。こちらのコースで
は、純度が限りなく 100%に近い銀である、SV1000（シ
ルバー 1000）を用いています。SV1000は変色しにく
いのが特徴です。 
※製作できるアイテム、素材は期間によって変更する場合がございます 。
価格｜ 7,700円（税込）～
予約電話｜ 03-6225-2527

注染手ぬぐい  にじゆら 注染体験
日本橋店では工房を併設。専任の職人による丁寧なレク
チャーで”注染”の工程を体験いただけます。ふきんサイズ
の手ぬぐいを職人さながらに染められる体験コースです。
※90cmの手ぬぐいが 2枚連なった約180cm分をお持ち帰りいただけます。 
※ただいま、新型コロナウィルス拡大防止の観点から注染体験ワークシ
ョップは、内容を変更して実施しております。染めのみの体験を状況に
応じて実施しておりますので、詳細や今後の予定は、お電話または、に
じゆら日本橋店Facebookにてご確認くださいませ。 

予約電話｜ 03-6225-2035
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 『イロイロ、遊び台湾』

台湾観光局/台湾観光協会は、色彩豊かな魅力あふれ
る新しい台湾への観光誘致プロモーションとして、
2016年より「Meet Colors! Taiwan」を展開してい
ます。
2020年度は、これまで知られていなかった、魅力
に満ちて、色彩が豊かな台湾を再発見していただ
くため、「イロイロ、遊び台湾 ・ Meet Colors！
Taiwan」をテーマに、台湾観光キャンペーンを展開
しています。
「イロイロ」には「色々な彩（いろ）」と「様々な
顔」の意味が込められており、「遊び台湾」は「遊
びたい、たいわん」の言葉遊びで、楽しい台湾のイ
メージを作り上げています。日本の多くの方に台湾
を知っていただき、台湾に興味を持っていただき、
リピーターを増やしていきたいと考え、今までと違
う視点で見る色々な台湾の魅力を提案いたします。

パネル展   開催期間：9/12(土)～ 11/15(日)

日本人には知られていない、馴染みはないが台湾の
素晴らしい観光地を知ってもらおうと台湾観光業界
関係者が「世界遺産級台湾30選」を決定し、2017年
より台湾観光局東京事務所がPRを展開。その中から
厳選された 16点をパネル展示いたします。知らない
観光地の発見や、何か所巡っているか確認するのも
楽しいパネル展です。
台湾観光渡航が叶わない今、行きたくても行けない
ジレンマで『台湾ロス』症候群の台湾観光を応援し
てくださる皆様に向けて、台湾を少しでも感じても
らおうと企画いたしました。

誠品生活日本橋はおかげさまをもちまして、2020年9月27日で開店1周年を迎えます。
これからも、台湾を身近に感じることができ、誠品生活日本橋という「あそび場」で
皆様に楽しんでいただける企画を提供してまいります。

9/18（金）～11/15（日）の期間中、日頃の感謝を込め、コレド室町｢周年祭｣とのコラボキャ
ンペーンや台湾観光局オリジナルグッズがもらえる1周年記念キャンペーン、各ショッ
プ・エリアでの記念企画などを開催いたします。※詳細は、店頭およびSNSにてご覧いただけます。
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台湾出身のスタッフがお届けする日台カルチャートレンド。
日本語と台湾華語を通して日台文化の「イマ」をInstagramでご紹介しています。

【敦南店／信義店】#誠品書店　#敦南店　#信義店
#24時間営業の書店

台湾のみんなの貴重な思い出の場所。
「24時間営業」の誠品書店、敦南店は 5月末に閉店となりますが、寂し
いながらも、24時間営業の書店はこのまま終わるわけではありません
よ！24時間営業の第2号店は誠品信義店です！……more

【端午節】#ドラゴンボートフェスティバル　#端午節　#夏至
旧暦の 5月5日（今年は 6/25）は「端午節」です。中華圈では、旧正月、
中秋節と同じく、大切な行事です。皆よくこの日に一緒に遊びに行った
り、食事したりします。
台湾は多民族国家ですので、同じ料理でも、作り方や味付けなどは様々
です。例えば、日本でも人気があるルーロー飯は、台湾の北部は、豚の
脂肪が多い部分の肉を主役に、台湾の南部なら、豚ひき肉を使った「肉
燥飯（肉そぼろかけご飯）」と呼ばれています。
また、……more

【鬼月】#鬼月　#お盆　#都市伝説
台湾では旧暦の 7月を「鬼月」と呼んでいます。
旧暦7/1に鬼門（地獄の門）が開き、先祖だけではなく、
無縁仏の幽霊もこの世界へ遊びに来ていて、
旧暦7/30にまた地獄へ戻って行くという説があります。
鬼月に関する禁忌や都市伝説も少なくないですね。
例えば、夏の海では、人を狙って
水の中にひき込もうとする霊が……more

【七夕】#七夕　#星空　#台湾バレンタイン
台湾でも七夕がありますが、旧暦の 7月7日(今年の 8/25)は
バレンタインという事で日本とは違いますね。
中華圏の七夕ではこのような伝説があります。
天帝の末子の織姫と天帝の配下の彦星は仕事をサボり、
毎日恋愛に没頭してしまうので、天帝が二人に
一年に一度しか会えないという罰を与え……more

【心地良い空間】#台湾レシピ　#你好　#有閒來坐　#呷飽未？
台湾の人は
親しい人への挨拶は
「こんにちは（你好）」ではなく
「ご飯食べた？（呷飽未？）」と
「また遊びに来てね！（ #有閒來坐) 」です。
台湾では、ご飯を食べることは
何よりも大事と思われますので……more

【かき氷】#かき氷　#台湾スイーツ
いよいよ夏本番！蒸し暑い夏の時、かき氷で涼みましょう♪
暑い台湾では、カラフルなアイスの食文化が溢れています！
昔はレトロな冰菓室（かき氷屋）、豆花（トウファ）屋が町の中にあり
ました。現代になって、様々なオシャレなアイスショップが登場してい
ます。台湾のアイスはたくさん種類があります。
●昔懐かしい吧噗（バーブー）
自転車で呼び売りする時、パフパフラッパは
「バーブー」と音が鳴るので、……more

【夏のオススメ】#蒸し暑い　#真夏　#夕立
6月から 9月末にかけては高温の夏、
そして平均湿度は 80％もありますので、サウナのように蒸し暑いです。
台湾の典型的な夏の気候で
「夕暴雨(ユウバクウ／夕立)(台湾語表記：西北雨)」
があり……more

日台カルチャートレンドは毎週水曜日に
誠品生活日本橋Instagramアカウント
（@eslite_japan）にて更新中！
他にも、ツイッターアカウント（＠eslite_japan）では、
店舗の最新情報も発信しています。
ぜひチェックしてみてください！

日台カルチャートレンド

※下記はこれまでの投稿より

台湾文化を
知ろう！！

台湾
誠品生活の

今

台湾スイーツ
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美術解剖学とは何か
 
加藤公太｜トランスビュー
レオナルド・ダ・ヴィンチは、生涯にわたり解
剖を行い、膨大なスケッチを遺している。しか
も人体の外見を表現することに不要な血管や神
経、内蔵に至るまで研究した。それは例えば有
名な『受胎告知』を描くにあたりマリアの、外
からは見えない子宮に宿るキリストを意識し、
鑑賞者にその存在を強く印象付ける表現を行う
ためだった。美術解剖学の意義を平易に教えて
くれる 1冊。

マルジナリアでつかまえて
 
山本貴光｜本の雑誌社

本を読んでいるうちは色々と想ったりツッコん
だりするものの、読み終わったら忘れてしま
う、なんてことはよくある。「マルジナリア」
とは、書物の余白に書き込まれたもののこと。
その時、想ったこと感じたことは、すぐさま余
白に書き込んでしまえ！と著者は提案する。ア
ナログでありながら新しい本の愉しみ方「マル
ジナリア」の世界へあなたを誘う。

ゾンビとの論争
 
ポール・クルーグマン｜早川書房

『ニューヨーク・タイムズ』に連載されたコラ
ムとその関連ブログをまとめた、アメリカの
「今」を理解できる一冊。著者はその時々の政
治を、経済の面から独自の視点で考察、その問
題点を「ゾンビ思想」にあるとした。アメリカ
保守派層が提唱する富裕層への優遇や気候変動
否定論などを、いくら殺しても起き上がってく
るゾンビになぞらえ痛烈に批判。計算も裏表も
ない魅力的な 1冊。

さらば、神よ
 
リチャード・ドーキンス｜早川書房

“利己的な遺伝子”の紹介者として知られる著者
はまた、神の存在をいくつもの著作で明快に
否定する。この本の原題『 Outgrowing God: A 

Beginner’s Guide』も、“神からの卒業（のための）
入門書”といった意味だ。人類が自らの行いの結
果抱えている様々な課題は、神に祈るのではな
く、科学を発展させて自ら解決するほかないと
いう主張はきわめて論理的で、魅力的だ。

ジョージ・オーウェル
 
川端康雄｜岩波書店

著者名が作品世界の代名詞にもなっているジョ
ージ・オーウェルの生涯を辿り、その思想の形
成過程を詳らかにする。本書を読むと、オーウ
ェルは「ディストピア」そのものを描くことで
はなく、「ディーセンシー（人間らしさ）」を
重視していたことが分かる。現実世界がディス
トピアの様になっている今こそオーウェル作品
を広く勧めたい。

パチンコ
 
ミン・ジン・リー｜文藝春秋

2017年にアメリカで刊行されるやその年の話
題をさらった作品が遂に邦訳。在日コリアン一
家の四世代にわたる年代記。日本に統治された
朝鮮から大阪、横浜へと場所を変え綴られてい
く。移民として受ける理不尽な差別、家父長制
的な価値観で縛られる女性たち……。普遍的な
マイノリティ文学であり、恐ろしいほどページ
ターナーな大河小説である。

ウィトゲンシュタインの愛人
 
デイヴィッド・マークソン｜国書刊行会

主人公は何らかの理由で地球上にたった一人と
り残された女性ケイト。彼女が、身の回りのこ
とや過去の出来事を、芸術作品や哲学に関する
豊富な知識とともにタイピングしていくだけの
小説なのだが、その文章からは孤独の先にある
狂気が感じられる。特にイメージの連鎖のみで
読ませる終盤は、絵画を観ているような気持ち
にさえなる。マークソンの筆名を高めた代表作。

読書を中心として、文学、文化、ライフスタイルといったジャンルの書籍を取り揃えております。中でも 30メートル
の文学の廊下にご注目ください。また、主張性のある豊かで多様なフェアで、誠品の視点を伝えています。
年間を通じて開催を予定しているイベントでは、人々が交流し意見を述べる大切な場を提供しています。

ブルシット・ジョブ
 
デヴィッド・グレーバー｜岩波書店

ブルシット・ジョブとはなんなのか。著者はそ
れを完璧に無意味で有害でもある雇用形態とし
ている。劣悪な環境ではないのに、耐えがたい
ほど価値のない仕事……そんな仕事についてい
ると自覚している人が統計によれば英で 37％、
蘭で 40％存在している。この本では多数の経
験談とデータに基づき、なぜそんな仕事が生ま
れ、増殖し、どういった影響を社会に与えてい
るかを記している。
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あふれる創作エネルギーと多様なライフスタイルが集うexpo。新しいデザインプロダクトや、様々な味わい深い物を取
り揃えています。expoは、ぬくもりのある創作スタイルと、様々な地域の文化が集まり、広がっていく場です。知る人
ぞ知る職人やブランドの発掘を今後も続け、多彩で無限のイマジネーションを皆さんと共に創り上げていきます。

京橋満津金　錦絵フェア
江戸町火消しがJAZZを奏でる様子が目を引く、
「HAPPY COAT」シリーズが人気の「満津金」より、
粋な町火消の錦絵を集めて一挙に展示いたします。　
日頃よりお問い合わせの多い、
岡田親さんの原画を間近にご覧いただける機会です。
ぜひお越しください。

昨年も好評を博した干支カレンダーをはじめ、「HAPPY 
COAT」シリーズの一筆箋など、「満津金」のいなせなスピ
リットを感じさせる定番のお取扱い商材も各種取り揃えてお
待ちしております。

干支カレンダー（9月下旬発売予定）
一筆箋　300円（税込）

「日本橋玻璃工房」は、硝子作品をご自身で制作いただく本格的な窯を備えた体験工房です。どろどろに溶けた硝子に
息を吹き込む吹き硝子や、硝子に自由に模様を刻む切子など、様々なメニューがあります。初体験の方でも経験豊富な
職人がレクチャーいたしますのでご安心ください。また、職人が目の前で制作する作品を購入することもできます。制
作風景の臨場感も併せてご堪能くださいませ。

〈ワークショップ〉
【土日祝限定】
ビール割引券付き硝子ジョッキ作り
啤酒頭釀造の「二十四節気ビール割引券」付き硝子ジョッキ作り
体験を期間限定開催いたします。後日お受け取りの際、生活市集テ
ラスにてお召し上がりいただくこともできます。秋晴れの空の下、
世界に一つだけのジョッキで乾杯するのはいかがですか。  
開催期間：9/18（金）～ 11/1 （日）の土・日・祝日
4,400円（税込）～　　

「誠品文具」は、世界各地から独創的でクリエイティブな商品を集め、テーマ別に陳列、最先端のメッセージを伝えて
います。商品は「読書」をキーワードにセレクトしており、「書・文房具」、「写生書屋」という 2つのテーマを立て、
生活の細かな部分をもう 1度見つめなおし、上質で理想的な書斎の構築へと導きます。

〈ワークショップ〉
sutta×誠品生活日本橋
オリジナルトートバッグをつくる
誠品書店オリジナルのフェルトトートバッグ
に、sutta×誠品生活日本橋デザインのシルク
スクリーンプリントワークショップを開催いた
します。オリジナルトートバッグを作りません
か？    
開催日：9/26（土）27（日）11:00-18:00
参加費：1,650円（税込）

九ポ堂
台湾の誠品書店信義店にて開催のイベント
supertryの九ポ堂コラボ限定商品の一部を誠
品生活日本橋でも販売いたします。数に限りが
ございますのでお早めにご来店ください。  

インク 2,200円（税込）～
ノート 297円（税込）～
ポストカード 220円（税込）～

7days cards 
7days cardsの台湾デザイン。
日本国内で入手できるのは
誠品生活日本橋のみとなっています。
既存の 7種に加えて新たに 2種類増えて
全9種類で展開中です。お土産にもオススメ。  

198円（税込）

「誠品生活市集」は、季節感を大切にしながら、日台を中心に現代人の食生活にも合う伝統食材やキッチン雑貨を集め
たエリアです。併設される「COOKING STUDIO」では、日台をはじめとした世界中の食文化を紹介するクッキン
グイベントや、食のワークショップも開催予定です。

電鍋チャレンジお助け企画
台湾でどの家でも常備されている電鍋。
今回は「気になるけれど使い方が……。」
という方に気軽にトライしてけるよう、簡単な
調理方法やメンテナンス方法を紹介した特設コ
ーナーをご用意。
毎日のお料理をお気に入りの色の電鍋で
シンプルに楽しく遊びましょう！  
開催期間：9/18（金）～ 11/15（日）

大人気な食材を手にいれよう！
誠品生活市集のスタッフが日本と台湾の食事
系、甘味系を厳選した 1周年限定の福袋！
美味しいこと間違い無しのセットです。
また、簡単に持ち帰ることができる誠品生活オ
リジナルバッグ付きです。
さぁ！今夜の晩御飯にもう一品はいかがでしょ
うか。  

1,700円～ 2,300円（税込）

AMETSUCHI 
“やわらかい土が焼きしまり、使えるものに変
化する” “自分が使いたい器を自分で作りたい”
そこからAMETSUCHIさんのものづくりははじ
まりました。
「 AMETSUCHI＝アメツチ＝天地」
山並みの線刻で「そら」と「つち」を表現した
器のシリーズで食卓に彩りを。  

2,750円～（税込）

切子体験
ダイヤモンドが練り込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。
難しい印象をお持ちの方が多いですが、初体験
の方でもお楽しみいただけるメニューです。
集中して硝子と向き合う濃厚な時間をお楽しみ
ください。  

1,650円（税込）～　　
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➀DAYLILY
コレド室町テラス 1周年を記念して、
DAYLILY人気No. "1"商品「山査子スティ
ック」と、美容と健康のスーパーフード
「棗（なつめ）」を可愛くラッピングした
特別なギフトをご用意いたしました！
定価の5％OFFの、とってもお得なsetです。

anniversary
オリジナルギフトセット
1,539円（税込）

➁注染手ぬぐい にじゆら 
にじゆら日本橋店でしかお買い求めいただ
けない人気の限定柄「日本橋手帖」1周年
を記念して、限定色で染め上げたものをご
用意いたしました。要望の多かった色で職
人がアレンジを加え染め上げます。
※なお、写真のものは通常色となります。

日本橋手帖　周年限定色
1,760円（税込）

➂阿原（ユアン）
台湾といえば『小籠包』が有名です。
今はなかなか台湾にいけないので、ユア
ンは台湾が好きな方のために気分だけで
も味わっていただけたらという思いで小
籠包ソープを丁寧に一つ一つ手作りいた
しました。

誠品生活日本橋店限定デザイン
小籠包ソープセット
3,960円（税込）

➃P.Seven 茶香水
台湾先住民文化は台湾の多様な文化の中で
も大変貴重な文化です。日本進出1周年を
記念して先住民の古語であるkilakilangan
（山）、liyal（海）、lisisn（儀式）をテーマ
とした特集コーナーを設置し、台湾先住民
文化の内面的な力と独特な文化を日本の皆
様にご紹介いたします。

P.Sevenオリジナル
台湾先住民特集
観覧無料

➄meta mate
紙を切ることも出来るほどに精巧に作られ
たステンレス製ミニチュアハサミのピン
ズ。人気のはさみを３点セットでお求めや
すくいたしました。

ミニチュアピンズハサミ
3点セット（裁ちばさみ・カットシザー・
セニングシザー）

9,900円（税込）

➅L&Co.
和柄の一つである「青海波（せいがいは）」
をモチーフにした、天然石のネックレス
とピアス。縁起が良いとされる、ひとつ
の波が末広がりに広がる形には、「平穏
な暮らしが永久に続くように」という願
いが込められています。

1周年記念デザイン
1粒天然石ネックレス・ピアス
材質：K10イエローゴールド
各11,000円（税込）

❶ ❸

❷

❹

❺
❻

郭元益（グォユェンイー）
原料の産地をこだわり、ダブルクリーム、赤土で漬けた塩つけ卵
黄、高雄産の小豆を使用し、３種類の味を味わえるショートブレッ
ドクッキーです。「良いものをあなたへ」を意味する「好好」の文
字をデザインに入れた容器は台湾の著名デザインチーム"biaugust"
による作品です。自宅用にはもちろん、贈答品としても大変喜ばれ
ます。

ショートブレッドクッキー
3,456円（税込）

THE ALLEY
沖縄産黒糖蜜の中でことこと煮込んで丁寧に仕上げた、THE ALLEY
オリジナルの黒糖タピオカを使用。
ミルクと合わせてマイルドに仕上げた"ラテ"

黒糖タピオカラテ
イートイン 715円（税込）
テイクアウト 702円（税込）

猿田彦珈琲
1周年記念として、鳴門金時芋をふんだんに使用した
お芋のモンブランホットケーキと、「時間・空間・
文化」を連結するCOREDO室町テラスをイメージし
作った『日本橋ブレンド』をご用意。開業時にも大
人気だった 2品が期間限定復活します。この機会にぜ
ひお楽しみください。

開催期間：9/25（金）～ 10/11（日）〈 LO18:00〉
寿太郎のスペシャルホットケーキ
（鳴門金時モンブラン）1,210円（税込）
開催期間：9/18（金）～ 10/31（土）
日本橋ブレンド　豆150g 1,485円（税込）
ドリップ 594円（税込）

王德傳（ワンダーチュアン）
1周年の感謝の気持ちを込めてお得なセットをご用意いたしました。
人気の茶葉をバリエーション豊かに詰め合わせました。一緒におい
しいお茶を淹れて、贅沢な時間を過ごしましょう。（限定数30組）
※写真はイメージです。実物は異なる場合がございます。 

人気茶福袋 
5,400円（税込）

富錦樹台菜香檳（フージンツリー）
代表的なフージンツリーの料理を前菜、魚料理、肉料理、デザート
と存分に楽しめるテイスティングコースです。
（1名様分ずつ盛り付けて提供させていただきます。）

富錦樹テイスティングコース（2名様～）
5,500円（税込）

日本の伝統工芸を再生した現代に息づくセレクトアイテムとワークショップ、台湾の特色ある老舗の特産物と台湾のく
らしからのセレクトアイテムを取り入れ、文化を超え、新旧を融合し、人と人、人と物との素敵な関係をつなぐ東京で
一番楽しいカルチャーライフが体験できます。




