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ふつう
 
深澤直人｜D&DepartmentProject

日本を代表するプロダクトデザイナー、深澤
直人が 2005年からナガオカケンメイ主宰の
d&departmentの刊行物に連載してきた文章が
やっと一冊にまとめられた。『ふつう』という
テーマで 15年間書き継がれたそれらは、決して
『ふつう』ではない。『ふつう』を毎日考え、
仕事に何らかの形で反映させるという仕事を継
続してきたデザイナーの魂が穏やかで平明な文
章に息づいている。

トーキング・トゥ・ストレンジャーズ
 
マルコム・グラッドウェル｜光文社

ジョージ・フロイドの事件をきっかけにBLM運
動が世界を席巻したことは記憶に新しい。BLM
に限らず、この様な悲劇は世界中で起こるが、
その要因は、単に人種やジェンダーの問題とい
うだけではなく、「他者」に対する思い込み
や想像力の欠如にあると著者は語る。「他者と
の分かり合えなさ」はどうすれば払拭できるの
か？ダイバーシティが叫ばれる現代において必
読の書である。

オクトローグ
 
酉島伝法｜早川書房

上梓した全著作で日本SF大賞を受賞した、日本
のみならず世界のSF界においても注目されてい
る作家、酉島伝法の初の短編集。
難解な造語と、虫や植物、異形の生物たちが織
り成す世界観には中毒性がある。
圧倒的な筆致と想像力で紡がれる物語8編を是
非堪能して頂きたい。

シリア獄中獄外
 
ヤシーン・ハージュ・サーレハ｜みすず書房

著者は 1980年、アレッポ大学医学部在学中、
反体制派民主化組織に所属していたため当局に
拘束され、16年間という長い時間を檻の中で過
ごすこととなった。それは、もちろん過酷な体
験ではあったが著者はその体験を『通過儀礼』
と表現、監獄に対して郷愁すら抱いている。今
までにない角度で書かれる政治的省察に強い衝
撃を受ける 1冊。

アジア図像探検
 
杉原たく哉｜集広舎

2016年に逝去した杉原たく哉のショートエッセ
イ 147篇と 5つの論文が併録された 1冊。
多量の図像（イコン）は圧巻の一言であり、ま
たそのエッセイ内容は多岐に渡り読者を飽きさ
せることがない。1ページめくるごとに、この
本は読者を知の探検へと導いている。
芸術の観点から日中を比較、研究してきた著者
の、後世に残すべき良書である。

仕事本
 
左右社｜東洋経済新報社

本書には、有名無名問わず 77人の様々な職業の
人たちの 2020年4月の日記が収められており、
コロナ禍をどうやって他の人たちは乗り越えよ
うとしているのかが見えてくる。緊急事態宣言
下の貴重な記録であるが、それ以上に、私たち
の仕事は他の誰かの生活に繋がり、その生活が
また別の人の仕事を支えていることを教えてく
れる 1冊である。

会いに行って
 
笙野頼子｜講談社

独特の作風で難解な小説を書くことで知られて
いる笙野頼子。1981年、笙野が群像新人賞に応
募した際、笙野の作品を絶賛し、反対意見に怒
り、最後は号泣してまで笙野の受賞を擁護した
選考委員が藤枝静男。
本書には自分を作家にしてくれた「師匠」への
ありったけの思いが綴られている。
藤枝静男の業績を振り返るのにも格好の 1冊。

わたしの全てのわたしたち
 
サラ・クロッサン｜ハーバーコリンズ

イギリスの児童文学賞、カーネギー賞受賞作。
主人公は、腰から下が繋がった結合双生児のグ
レースとティッピ。フィクションではあるが、
実在の結合双生児のエピソードをもとにしてい
る。金原瑞人が訳したものを詩人の最果タヒが
自分の作品として書き直した。詩でなければ表
せなかった心情が表現されている。
著者初の邦訳作品。
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宮沢賢治を読む
宮沢賢治「銀河鉄道の夜」誠品オリジナルのグッズが新たに発売されました。
他、宮沢賢治モチーフのマスキングテープやポストカードも併わせてどうぞ。

この夏の、読書のおとも。
リーディングタイムにぴったりなおともを集めました。
この夏を美味しく、楽しく過ごそう！

知るほどに愛おしい「モノ」たち
知れば知るほど大切に感じられる、プロダクトのバックグラウンドやスタイル、製作や手仕事を支える作り手たちのス
トーリーを語ります。ぜひ、「モノ」の裏にある「ストーリー」を楽しんでたっぷり味わってください。

ネイチャーブリス
ネイチャーブリスのアジアン雑貨
NATURE（自然）+ BLISS（至福）
自然界の音・色・質感・移ろい等
の美しさは創作の根本となる要素
であると同時に、私たちは自然の
恩恵を受けて生きています。
それらを享受した時の歓びや感謝
の気持ち、自然の流れのような良
い循環への憧れを名前にしました。

ワイルド・バナナバスケット
4,730円～（税込）

LIVERER 
プロのクリーニング屋が開発した
洗濯に関するブランド『リブレヨ
コハマ』。ご自宅で簡単におうちク
リーニングができます。  

ランドリーディタージェント
2,640円～（税込）

誠品設計
誠品書店オリジナルブランド
『誠品設計』の宮沢賢治モチーフの
トートバッグ。
紐を絞れば巾着にもなります。
エコバッグとしてもおすすめです。

宮沢賢治巾着トート
2,762円（税込）

誠品設計
『誠品設計』の新商品。
銀河鉄道の夜をイメージした
ノートは夏にぴったりです。
使いやすいA5サイズ。

宮沢賢治A5ノート 
2,149円（税込）

喜年来
台湾ネギを練り込んだクラッカー
で少し塩味がありさっぱりとして
葱の香りがとても香ばしいです。
クリームチーズ、スモークサーモ
ン、キャビア、野菜などを乗せて
「カナッペ」などにもお使いいただ
けます。
販売期間 8/7～ 9/11　 

香葱蘇打餅乾
オニオンソーダクラッカー
367円（税込）

啤酒頭釀造
台湾のクラフトビール。「啤酒頭
醸造が醸造しているのは 1杯のビ
ールと言うだけではありません。
醸造者の土地への思いやりと情熱
に満ちたビールを醸しているので
す。」地元の原料のみを使って、
「宝の島」台湾の趣ある美味しい
ビールを楽しめます。
販売期間 8/7～ 9/11
24節気ビール
1,100円（税込）
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➀DAYLILY
台湾で庶民のツバメの巣と呼ばれ
る白木耳。他にも、蓮の実、枸杞
の実、ナツメを煮詰めたやめられ
ない美味しさ。

白木耳美肌ジュース
891円（税込）

➁工場十貨店
ジャガード織物で有名な山形県は
米沢市のファクトリーで生まれ
た、楽ちんスカート。ウェストが
ゴム仕様でサイズフリー。シワも
気にならず、旅行なんかにぴった
りです。

リバーシブルスカート
25,300円（税込）～

➂L&Co.
大ヒット商品がL&Co.日本橋店
に！山梨の有名な観光スポットや
果物をイメージしたネックレス、
6デザインをご用意いたしました。
販売期間 7/31-9/31

天然石の2粒ネックレス
16,500円（税込）

➃P.Seven 茶香水
初めての日本手すき和紙職人との
コラボ企画！P.Sevenの香る栞を
誠品書店で書籍購入の方に無料で
差し上げます。

手すき和紙職人とコラボ企画！

香る栞
プレゼントキャンペーン

➄郭元益（グォユェンイー）
夏といえば、何を思い浮かべます
か？やっばり金魚でしょう！いま
青い金魚がミニパイナップルカス
タード菓子の上に出没中!
販売期間 7/31-8/31

ミニパイナップル
カスタード菓子 金魚 5個入 

1,242円（税込）

➅阿原（ユアン）
アウトドアスプレー。外に出る機
会の多い季節、お散歩や自然の多
い場所へのお出かけに、アロマの
香りとヨモギエキスで夏の刺激か
らガードします。

ヨモギスプレー
1,980円（税込）

➆注染手ぬぐい にじゆら 
注染独特のぼかしの技法をふんだ
んに使ったROND。型を使わず職
人の感覚で染めるので、染めるた
びに違った色合い、違った柄の大
きさになり、1枚1枚注染ならでは
の風合いが楽しめます。

ROND
1,760円（税込）

➇meta mate
世界にひとつだけの「自分達が主
役のアクセサリー」を作ります。
手をつないでスキャンしたデータ
を元にアクセサリーを制作するこ
とができます。
販売期間 8/7～

オーダーメイド手をつないだ
手型アクセサリー
33,000円（税込）～

❶

❸

❷

❹

❺ ❽
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小説のストーリーや装丁から発
想を得た作品を作りました。
本を読んでいる最中はもちろ
ん、読み終わった後にも余韻を
大切に味わうことができる硝子
です。

物語硝子
3,850円（税込）～

〈ワークショップ〉
この夏のおともに、
風鈴を制作してみませんか。
透明をベースに、自由に模様
や泡を入れることもできます。
期間限定 7/11～ 8/31

「風鈴づくり体験」
4,400円（税込）～
所要時間｜ 30分
開催時間｜ 14:00～18:30
                           (最終受付18:00）
お引渡し｜ 5日後
お申込み｜ TEL 03-6225-2871

※開催時間は変更となる可能性がございますので、事前にご予約いただくことをお勧めします。

物語から生まれた硝子

猿田彦珈琲
猿田彦珈琲初の水出しコーヒーパック。長時間かけて作るから味わ
えるコクのある珈琲。待った人だけが楽しめる味わいを夏の読書と
一緒に。

水出しコーヒーパック
1,458円（税込）

THE ALLEY
女性に人気の豆乳のおいしさを伝えたいとプリンにつめ込んだ一
品。白桃烏龍×豆乳の新提案ストレートティー。
販売期間 8/7-9/31

白桃烏龍フレッシュストレートティー
豆乳プリントッピング
テイクアウト　Mサイズ 432円 　Lサイズ 540円（税込）

王德傳（ワンダーチュアン）
常温水を使って、簡単にお茶を淹れよう。冷蔵庫に入れ、ゆっくり
とお茶の甘味を抽出。苦味や渋みを抑え、自然な甘さの水出し茶が
出来上がり！お子様が飲んでも安心！
家族と一緒に涼しい夏を迎えよう！    販売期間 8/1-8/31

100gの茶葉2点以上で 500円引き

富錦樹台菜香檳（フージンツリー）
人気のデザートメニューの豆花・杏仁豆腐・青マンゴー氷からお好
みの 1品と茶菓子3点盛り、ドリンクのお得なセットメニュー。 

フージンツリーTEA SET 
1,650円（税込）






