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Aikoberry　台灣・台北出身。出版社の編集を経て来日。現在はフリーとして、書籍、雑誌、Web、似顔絵ワークショップ等、
幅広く活動中。食べ物や日常生活の出来事等を描くのが好きで、 カラフルで丁寧なタッチが特徴。
また、阿佐ヶ谷台湾茶カフェ「茶嘉葉」で定期的に「アイコ ベリー先生の中国語 deお喋り教室」を行っています。
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8.6 Fri.___________8.9 Mon.

Aikoberry（アイコベリー）

1.夏のガラポン大抽選会 
コレド室町テラス 2Fフロアで 1,000円（税込）以上
お買い上げのレシート（合算不可 /当日のみ）ご提示で、
ガラポン大抽選会にご参加いただけます！
大同電鍋や台湾フルーツ盛り合わせ、台湾観光局 

オリジナルグッズが当たります！

3.縁日 
夏を楽しむさまざまなイベントを開催しております！ 

誠品生活市集テラスでは 

ヨーヨー釣りコーナーを
開きます！ 

ぜひお立ち寄りください！

2.日台 Summer Festival 
　　オリジナルうちわプレゼント

Instagram

@aikoberry

「中国語 deお喋り教室」
Instagram

@aikoberry_taiwanlessons

HP

https://rcougiaikoberry.
tumblr.com

※画像は全てイメージです。

日台Summer Festivalキービジュアル 
のイメージや製作する時のエピソードなど
を教えてください！

日台 Summer Festivalにちなんで、 
夏やお祭りの思い出・エピソードを 
教えてください。

今後の活動などでお知らせや 
メッセージがあればお願いします。

今回初めてイラストをバラバラで描きました。 
組み合わせしやすくて、よかったです。今後制作にも 

ちょこちょここういう感じでやろうかなと思います！ 

あと、最初少し緊張しましたが、ラフアップして、
より具体的なイメージが湧いてきまして、最後まで
楽しく描きました。

夏は苦手です。でも夏のイベント、祭、そして屋台
のグルメがとても好きです。台湾の夜市の楽しさ
を思い出します。
台湾にいた頃、参加した音楽フェス「野台開唱」
のことも思い出しました。好きなアーティストの 

演奏を鑑賞しながら、ビールを飲んで、最高でした。
まだ浴衣を着たことがないので、いつか着て花火
とか見に行きたいです。

7月下旬～ 8月上旬に原宿のギャラリールモンド 

のチャリティー企画展に参加する予定です。 
詳細はまた Instagramから告知します。
また、阿佐ヶ谷の台湾茶カフェ「茶嘉葉」で定期
的に「中国語 deお喋り教室」を行っています。
台湾のカルチャーの話をご紹介しながら、それに
ついての中国語フレーズを教えています。興味が
ある方は是非一緒に台湾の話をしましょう！

meta mate 
ワークショップ　※中止 
＠誠品生活市集前 特設会場

meta mate 
ワークショップ　※中止 
＠誠品生活市集前 特設会場

江戸っ子が愛した 
榮太樓の丸い
金鍔実演ショー 

 ＠ COOKING 
STUDIO

江戸の紙切り遊び 
「紋切形」で作るオリジナル団扇

＠ FORUM

注染手ぬぐい にじゆら 
キメコミアートワークショップ 
＠誠品生活市集前 特設会場

夏の 
電鍋クッキング
イベント 

 ＠ COOKING 
STUDIO

にんべん 
かつお節教室 

 ＠ COOKING 
STUDIO

アートアクアリウム美術館 
ワークショップ 
＠ FORUM

注染手ぬぐい にじゆら 
キメコミアートワークショップ 
＠誠品生活市集前 特設会場

箔座 
箔押体験ワークショップ 

＠ FORUM

※営業時間　11：00～ 19：00　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。

イベント詳細は 
こちらから

目次
02－－－ 日台 Summer Festival 2021「你好嗎？」「元気です！」
03－－－Special Summer Days　8.6 Fri. - 8.9 Mon.

04－－－ “MUSIC”　LET’S GROOVE

06－－－ “ART”　クリエイティブの交差点
08－－－ “FOOD”　「好呷（ホージャー）」でつながる
10－－－ “EXTRA”　have more fun!

12－－－ 誠品文具／ expo／誠品生活市集
13－－－ 誠品選書
14－－－ 誠品コレクション　夏のおすすめ商品特集

「你好嗎？」「元気です！」

この夏の誠品生活日本橋のテーマです。中国語と日本語で交わすシンプルな挨拶に、“また会える日が来るまで、 

お互い元気で楽しみにしましょう”という想いを込めました。このテーマに沿って、この夏私たちは「日台 Summer 

Festival 2021」を開催します。“日本で一番台湾に近い場所でありたい ”との願いを心に、“MUSIC” “ART” “FOOD” 
“EXTRA”という４つの切り口でさまざまなイベントを行う1ヶ月間。 

皆様のお越しをお待ちしております。

表紙のイラストを描いてくれたのは…

協賛｜

※社会情勢によりイベント内容の変更、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。※イベント詳細は誠品生活日本橋各種SNSをご確認ください。
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7/9（金）  20：00～21：00
FORUM／オンライン
出演者｜以莉・高露氏（Ilid Kaolo イリー・カオルー） 
　　　　冠宇氏（Guanyuu Chen チェン・グァンユー） 
　　　　小池 龍平氏／関谷 元子氏

台湾シンガーソングライター Ilid Kaolo （イリー・カオルー）の
ニューアルバム『Longing』発売記念トーク＆弾き語りライブを
開催します。

7/16（金）  19：30～20：30
FORUM／オンライン
出演者｜栖来 ひかり氏／京 えりこ氏 

　　　　石井 由紀子氏

台湾の音楽の中でも、特に原住民シンガー 
ソングライターの Ilid Kaolo（イリー・カオルー）
の音楽を中心にご紹介します。

7/2（金）～8/上旬
expo

アジアインディ・カルチャーの発展に寄与すべく、台湾と東京を中心にアーティストのプロ
モート業務を行う BIG ROMANTIC RECORD。彼らがプロデュースする下北沢BONUS 
TRUCKの "大浪漫商店” の 1周年を記念して、台湾で注目を集めるNEW WAVEブラ
ンド、イラストレーター7組をフィーチャーした大浪漫商店1周年POP UPが決定！トーク
ショーや限定商品も登場予定です。

LET’S GROOVE

7/10（土）  19：00～20：30 

FORUM／オンライン
出演者｜寺尾 ブッタ氏／長谷川 陽平氏
司　会｜月刊『東京人』副編集長 田中 紀子氏

アジアにおける日本のシティ・ポップの受容、アジア発のシティ・ 
ポップの現在を、リアルな制作現場の声とともにお届けします。

「大浪漫娛樂集團」代表 
寺尾  ブッタ氏

音楽プロデューサー、DJ 

長谷川  陽平氏

台湾そしてアジアに広がる
日本のシティ・ポップ

7/25（日）  15：00～16：00
FORUM／オンライン
出演者｜舒米恩（Suming スミン）氏／関谷 元子氏

台湾ポップ・シーンの重要人物である Sumingの魅力をお伝えする 
トーク・イベント。

台湾アーティスト 
舒米恩氏 

（Suming スミン）

音楽評論家 
関谷 元子氏

台湾原住民音楽を牽引する
アーティストSumingを迎えて
東台湾の大自然と
音楽の楽しみ方7/24（土）  19：00～20：00

FORUM／オンライン 

出演者｜荒内 佑氏／森 元斎氏

誠品生活日本橋のこの夏のシーズンテーマ「日台 Summer Festival」にちなんで、今年もフジロックに
出演が決まった東京ポップバンド「cero」の荒内佑さんと、哲学者の森元斎さんによるリアル＋オンライン 
ライブトークを開催します。今は中高一貫校に変わった旧三鷹高校の軽音部からの旧知のお二人。 
コロナの夏に、音楽と哲学について、（たぶん猫と？）お二人が過ごした武蔵野の日々を背景に語り合って
いただきます。

『もう革命しかないもんね』
著者 

森 元斎氏

ミュージシャン 
東京ポップバンド「CERO」 

荒内 佑氏

荒内佑氏×森元斎氏ライブトーク 
「音楽と哲学と猫（アレルギー）と郊外」

音楽から 
ちょっとディープな 
台湾の歴史を知る 
オンラインライブトーク

台湾シンガーソングライター 
Ilid Kaolo （イリー・カオルー） 
トーク＆弾き語りライブ

大浪漫商店 presents

台湾 NEW WAVE CULTURE

7/9（金）～8/上旬
テーマウォール
協賛｜

台湾の 3つの地域から 3つの音楽フェスを、写真
と映像でご紹介。三域三様のフェスの魅力と観光
スポットがひと目でわかります。

台湾 
音楽フェス＆ 
旅行マップ

7/9（金）～7/31（土）
テーマウォール

台湾ロックバンド「宇宙人（Cosmos People）」 
オリジナルグッズの POP UPを開催。 
大画面モニターでMVも上映します。

宇宙人（Cosmos People） 
オリジナルグッズPOP UP

※社会情勢によりイベント内容の変更、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。※イベント詳細は誠品生活日本橋各種SNSをご確認ください。
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クリエイティブの 
交差点

7/8（木）～8/下旬 

FORUM／文学の廊下

昨年末ご好評いただいた、九州を中心に活躍する画
家・アジサカコウジ氏の個展を開催いたします。
個展のタイトル「nana sauvage」とは “野生の女” 
を意味するフランス語で、アクリル画の新作、 
女性のポートレートばかりを大小30点展示し、また、 
彼が手がける Tシャツの販売も行います。さらに、
今回特別にデザインされた『LIVLOVE』（“本好き”
を意味する造語です）Tシャツ 2種を、誠品生活 
日本橋だけで販売します。

7/17（土）  19：00～20：30
オンライン 

出演者｜紀 蔚然氏（著者・劇作家）／川本 三郎氏（聞き手・作家・エッセイスト）

台湾を代表する劇作家・紀蔚然氏が 2011年に書いた初めての小説『台北プライベートアイ』が、
邦訳刊行直後から話題を呼んでいます。発売後台湾で大ヒットした本作は、台北国際ブックフェア
大賞を受賞し、これまでフランス、イタリア、トルコ、韓国、タイ、中国語簡体字版が刊行されて
います。伝統的なハードボイルド小説の文法にのっとって書かれた探偵小説でありながら、それに
とどまらない魅力を持つ本作の秘密について、台北の著者とオンラインで繋ぎ、台湾文化にも造詣
の深い評論家・エッセイストの川本三郎氏を聞き手にお迎えして語り合っていただきます。

8/7（土）、8/8（日）  11：00～
誠品生活市集前 特設会場

にじゆらの彩り鮮やかな手ぬぐい生地を土台にきめこみ、 
ノリなどの接着剤等は一切使用せずに作品を作ります。

6/21（月）～7/30（金）
expo

台湾にルーツを持つイラストレーターの 
Aikoberry（アイコベリー）さん、 
Wei Hsuan（ウェイシュエン）さん 
の作品を直にご覧いただけます。

7/6（火）～8/17（火）
expo

創業300余年、天然香原料でしか成しえない
繊細で奥深い香りの世界をご堪能ください。

8/9（月・祝） 
11：15～／14：00～／16：30～
FORUM

金箔の魅力にふれて、楽しむ！「金箔トートバッグ作り」

8/6（金）、8/9（月・祝）  12：00～18：00
誠品生活市集前 特設会場

金属を溶かして型に流しこむ加工方法「鋳造」のワークショップです。
今回は、小人をモチーフにした箸置きやお香立て、アクセサリースタンドの型をご用意しております。
あなたの暮らしを少し支えてくれるこびとたちを、ぜひ一緒に作ってみませんか？

7/21（水）  18：30～19：30 
FORUM／オンライン 

出演者｜畠山 健二氏／山口 恵以子氏

お江戸の夏は、行事や遊びが盛りだくさん。猛暑も愉しみに変える江戸庶民の暮らしぶりを紹介します。

7/10（土）、7/11（日）  12：00～18：00
誠品生活市集前 特設会場

トートバッグへのシルクスクリーンプリントが体験できるワークショップです。
｢電鍋｣｢日本橋｣｢パイナップル｣の3種類のデザインから好きな柄を選んでその場で 
プリントできます。

アジサカコウジ
1964年長崎生まれ。熊本大学文学部社会学科卒業後、渡仏。パリ
に住み様々な仕事をしながら独学で絵を描き始める。4年の滞在後、 
帰国し福岡にてイラストレーターとしての活動開始。10年後の 2002年、
ベルギーへ活動拠点を移すとともに、アクリル画の個展を始めるよう
になる。以後、ブリュッセル、パリ、日本の各地で毎年個展を開催。
2006年に帰国。現在は福岡を拠点に絵画とイラストの制作に励む。

著者・劇作家 
紀  蔚然氏

作家・エッセイスト 

川本  三郎氏

香老舗 松栄堂 
POP UP

箔押体験 
ワークショップ

meta mate 
金属を溶かしてつくる 
「はたらくこびと」

シリーズ『2人の作家と日本橋』VOL.2 
江戸っ子たちの夏の愉しみ 
～祭りに花火に舟遊び～

sutta 
シルクスクリーンワークショップ

注染手ぬぐい にじゆら×イワミズアサコ 
手ぬぐい生地で作る 
キメコミアート 
ワークショップ

Aikoberry＆ 
Wei Hsuan 
art work POP UP

アジサカコウジ 夏個展2021
「nana sauvage」

8/7（土）  13：30／15：00
FORUM 

講師｜波戸場 承龍氏／波戸場 耀次氏

出来上がった紋を貼って、自分だけの 
オリジナル団扇を作ります。

江戸の紙切り遊び「紋切形」で作る 
オリジナル団扇

『台北プライベートアイ』（文藝春秋） 
刊行記念 オンライントーク

『婚活食堂』 
著者 

山口 恵以子氏

『本所おけら長屋』 
著者 

畠山 健二氏

※社会情勢によりイベント内容の変更、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。※イベント詳細は誠品生活日本橋各種SNSをご確認ください。

箔座日本橋
住　所｜東京都中央区 
　　　　日本橋室町2-2-1 
　　　　COREDO室町1・1F 
T E L ｜03-3273-8941

Aikoberry Wei Hsuan

※中止
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8/7（土）  11：00～12：30
COOKING STUDIO／オンライン 

協賛｜大同日本株式会社

ゲストに Howto Taiwan 編集長の田中伶さんを迎え、真夏におすすめの電鍋メニューを紹介します。

老媽拌麵

台湾混ぜそば　海老そば／担々麵 
各1,620円（税込）

蜜旺果舖

パイナップル／マンゴー／グァバ　各1,296円（税込）

布田食品

手造りピーナッツ菓子 
1,388円（税込）

豆油伯

（左から） 
金美滿砂糖無添加醸造醤油 /大豆 
1,649円（税込） 
甘田醸造醤油（減塩） 
樽仕込み醸造醤油　　 
各1,550円（税込）

啤酒頭釀造

節気ビール 
全8種 
各1,100円（税込）

誠品生活市集 
おすすめ商品

HAPPYLEMON× 
美麗（メイリー）！台湾 
コラボ 台湾茶会

夏の電鍋クッキングイベント

にんべん 
かつお節教室

江戸っ子が愛した 

榮太樓の 
丸い金鍔 
実演ショー

台湾グルメで 
海苔を楽しむ会

8/8（日）  11：30～12：30 
COOKING STUDIO／オンライン

創業300余年の鰹節専門店にんべんがお届けする、
かつお節・だしを学んで楽しめる教室です！

8/6（金）  11：30～12：30 
COOKING STUDIO／オンライン

伝統を受け継ぐ榮太樓和菓子職人の共演。誠品生活 
日本橋には実力派若手職人、榮太樓本店には選和菓子職人 
を迎え、実演パフォーマンスを同時中継で繋ぎます。

7/9（金）、7/23（金）  14：00～ 
誠品生活市集テラス

HAPPYLEMONが用意した特別な台湾茶を 
楽しみながら、お茶に詳しくなれる会を開催
いたします。 
 
お申込み｜ happylemon.fuga@gmail.com
T　E　L｜03-6665-0806

8/22（日）  11：30～12：30 
COOKING STUDIO／オンライン
創業から172年、海苔専門店「山本海苔店」が、 
台湾グルメを使って海苔をよりおいしく、 
楽しんでいただける方法をお伝えいたします！

榮太樓 日本橋本店
住　所｜東京都中央区日本橋 1-2-5
T E L ｜03-3271-7785

山本海苔店 日本橋本店
住　所｜東京都中央区日本橋室町1-6-3
T E L ｜03-3241-0290

にんべん 日本橋本店
住　所｜東京都中央区日本橋室町2-2-1  
　　　　COREDO室町1･1F
T E L ｜03-3241-0968

浅野 太朗氏 青木 誠治氏

※社会情勢によりイベント内容の変更、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。※イベント詳細は誠品生活日本橋各種SNSをご確認ください。

「好呷」でつながる
ホージャー

※「好呷（ホージャー）」とは 
　台湾語で「おいしい」の意。
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8/16（月）～9/上旬
FORUM／オンライン

「脳内トラベル台湾」
行きたい「台湾」！　
本を読んで脳内トラベルしよう！　
1回目（8/16）のトークイベント
ゲストはオードリー・タン氏です。

開催中 
専科本棚 
 夏といえば文庫です！ 
FOOD,MUSIC,ART,SUMMER,ALL TIME 
BESTのカテゴリー別に、スタッフおすすめの 
文庫を集めました。

7/9（金）～8/22（日）
店内特設会場／FORUM 

 アート アクアリウム美術館オリジナル
アイテムを販売。期間中ワークショップ
も開催します。

7/11（日）  14：00～16：00
FORUM／オンライン 

 宇宙にかかわる豪華なゲストの方々に登壇し
ていただき、宇宙飛行士になるには？小惑星
探査機「はやぶさ2」の挑戦とは？などについ
てのお話をうかがいます。

7/12（月）～ 
11：00～14：00／16：00～19：00
L&Co. 

 二人で作る、オリジナル結婚指輪。職人のサポートで特別な 
思い出を作ってください。

7/9（金）～8/5（木）
『東周英雄伝』でお馴染みの漫画家・鄭問、台湾の国民的絵本作家ジミー・リャオをはじめ、 
ボローニャ国際絵本原画展に入選した陳又凌、阿尼默、徐至宏の作品まで、台湾の魅力を
伝える絵本、イラストエッセイ、画集を集めました。“絵で楽しめる台湾”をどうぞお楽しみに！

7/上旬～8/下旬
いろんなことがあったこの夏、 
日本の首都東京はどこへ向かっているのでしょうか。 
立ち止まって考えるきっかけになる本を集めてみました。

7/19（月）～8/15（日）
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！

【誠品生活日本橋限定】新規ご入会キャンペーン
通常のご入会特典に加えて、最大1,000円分のお買物券プレゼント！
※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

館内 
ご優待一覧

have more fun!

夏の書籍フェア

L&Co. 
手作りブライダルリング

アート アクアリウム美術館 
POP UP＆ワークショップ

三井ショッピング
パークカード
《セゾン》のご案内

宇宙コミュニティ
＜そらビ＞誕生記念イベント

脳内トラベル台湾

夏の文庫フェア

7/9（金）～8/5（木）
人文書を中心に、お買い得価格で
皆様をお待ちしております。

中文書バーゲン

7/11（日）～8/下旬
お子さまの「もっと知りたい」心を
はぐくむ科学絵本をご提案します。

夏の好奇心！ 

かがくえほん 
フェア

TOKYO 
二〇二一年夏

6/28（月）～8/下旬
なぜ、空は青いの？なぜ、雨は降って
くるの？そして、空の先にはどんな 
世界が広がっているの？時には立ち
止まってこの身近な「不思議」に思い
をめぐらせてみては。

宇宙・気象フェア

最も美しい場所 
中国語で読む絵本、イラストエッセイ、画集フェア

7/下旬～8/下旬 

 台北市観光大使のFANTASTICS from EXILE 
TRIBE！が台北旅の魅力と誠品生活日本橋の
台湾ブランドショップのおすすめ商品をお届け！
色々楽しみたいなら台北で！

台北市最高×誠品生活日本橋

8/7（土）、8/8（日） 
 日台Summer Festival 2021×日本で台湾気分！
オリジナルツアーを開催いたします。

お申し込みは 
こちら

「日本で台湾気分」 
KKdayオリジナルツアー

7/17（土）、18（日）、24（土）、25（日）、 
　31（土）   11：00～19：00
P.Seven茶香水 

 台湾で最も縁結びパワーのある恋愛の神様が、日本初上陸！最高の恋愛物語と嗅覚体験を是非体験しませんか。

P.Seven茶香水 
オンライン"月老"と
香りの体験イベント

8/15（日）、8/22（日）  15：00～16：00
FORUM／オンライン
出演者｜8/15（日）上垣内 茂樹 氏　
　　　　8/22（日）宇宙兄さんズ 1号2号 

 次世代を担う子供たちを対象に「宇宙兄弟リアル」の上垣内氏と 
「宇宙兄さんズ」のお二人より、宇宙の魅力についてお話いただきます。　　

公益財団法人  
日本宇宙少年団 
トークイベント

※社会情勢によりイベント内容の変更、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。※イベント詳細は誠品生活日本橋各種SNSをご確認ください。
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以覺學 contemporary jewelry
7/1（木）～

12,980円（税込）～
台中の臺中国歌歌劇院を始めとして、台湾に数店舗展開している、以覺學
（intzuition）ブランド。真鍮やシルバーのピアス、ネックレス、リングなど
を日本でまとめてご覧いただけます。幾何学的でどこか建築的なニュアンスで
ジェンダーレスな魅力です。

誠品文具 
eslite stationery

expo

誠品生活市集 
eslite marketplace

台湾ブランドの筆記具台湾ブランドの筆記具
『ANTOU』『ANTOU』

ANTOU　ボールペンC
7/9（金）～

9,900円（税込）
様々なリフィルが使用できる筆記具です。マグネット式のキャップを回転させること
でリフィルを挟んだネジを固定する仕組みなので、愛用のリフィルを入れてお使い
いただけます。金属製で程よい重量感がたまりません。

MITのコンテンポラリーMITのコンテンポラリー
ジュエリージュエリー

お料理の色彩が映えるお料理の色彩が映える
シンプルな白い食器シンプルな白い食器

大同磁器
825円～1,870円（税込）
台湾老舗の食器ブランドである大同磁器。
贈り物の定番として名高く、電鍋と並び台湾の人にとって日常生活の風景の一つ
である食器です。強化磁器なので耐久性に優れ、電子レンジはもちろんオーブン、 
食器洗浄機にも対応しています。

台北プライベートアイ
 
紀蔚然｜文藝春秋

大学教授を辞めて台北の路地裏で私立探偵
の看板を掲げることになった主人公が、連続
殺人事件の容疑者にされ、自ら真犯人を見つ
けることに！スリル満点のハードボイルドミス
テリー。読んでいるとまるで台北にいるような
気分になれるのもポイント。

本心
 
平野啓一郎｜文藝春秋

舞台は 2040 年代の日本。AI に人間の仕
事を奪われ、貧富の格差は拡大し、自由死
が認可されている。生前、自由死を希望し
ていた母の真意を探るため主人公は母の VF
（ヴァーチャル・フィギュア）を作る―。少し
先の未来を考えずにはいられなくなる一冊。

膠を旅する
 
内田あぐり／青木茂／上田邦介｜国書刊行会

動物の皮を原材料とする膠は、絵画・建築・
工芸の接着剤として古今東西の文化に根差
し、人の暮らしに寄り添ってきた。縁のある
日本の各地を巡り膠の歴史と文化を考える本
書は、美術を専門としない人も膠を深く理解
でき、情報量抜群の良書である。

もう革命しかないもんね
 
森元斎｜晶文社

もう始まっている。何が？革命だよ。今ある
現実だけが現実で、そこからどうしたって抜け
出せないと思い込む必要なんてどこにもない。
里山に移住した哲学者は明るく、快活に鼓舞
する。僕たちも始めよう、まずはこの一冊を
読むところからだ！

日本の体罰
 
アーロン・L・ミラー｜共和国

日本の体罰はかなり奇妙な性格を帯びてい
る。それは時に罪を犯したわけでもない人に
も行使され、何かを “しない” ことを強制する
だけでなく、何かを “する” ことを仕向けるた
めにも使われる。“曖昧な社会の曖昧な制度”
の成り立ちに切り込む好著。

なりすまし
 
スザンナ・キャハラン｜亜紀書房

全く正常なのに精神病のフリをして入院する
というローゼンハン博士の実験は、精神医学
の信頼性を揺るがし、医療のみならず法律の
改革をも余儀なくした。正気とは。狂気とは。
この問いに答えられるのは、狂気を知る者のみ
である。

実力も運のうち
能力主義は正義か？
 
マイケル・サンデル｜早川書房

行き過ぎた能力主義は、這い上がれなかった
人を「努力が足りなかったからだ」と断じる
自己責任論と表裏一体である。成功者も自分
だけの力で身を立て生きているのではないと
認めなくてはならない。格差が顕著な世界に
対する戒めの書。

FOOTPRINTS
未来から見た私たちの痕跡
 
デイビッド・ファリアー｜東洋経済新報社

我々の行く先を案じることは簡単だが、遠い
未来から現在の我々自身を見つめる視点で 
書かれた書籍はなかなかお目にかかれない
だろう。我々の遺物である環境破壊の爪痕が 
「地層」となり果てた未来。我々の末裔たちは
それを見てどう思うのだろうか。
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王德傳（ワンダーチュアン）

水出しジャスミンウーロン茶
6/15（火）～8/30（月）

670円（税込）
一口めから、ジャスミンの清らかで 
優雅な香りが感じられます。

L&Co.

K10アメトリンジュエリー
7/9（金）～8/22（日）

18,700円～20,900円（税込）
期間限定10金GOLDのカラーストーンシリーズ

DAYLILY

白木耳美肌ジュース
7/1（木）～10/31（日）

810円（税込）
白きくらげやナツメを煮詰めた 
DAYLILYオリジナルブレンドジュースです。

日本橋玻璃工房

三重奏　一輪挿し（左）
5,500円（税込）
白をべ－スに他色の線を加えることで、色の重なりの美しさとポップ
な模様を表現した一輪挿しです。 
 

透明硝子（右）
7/1（木）～

2,500円（税込）～
日本橋玻璃工房の職人たちが作る透明の食器。ヒビ模様や泡入り
など様々な個性のある透明の中からお気に入りをお探しください。

HAPPYLEMON

ハニーシトラス四季春茶
～8/22（日）

M size540円（税込）／ L size 690円（税込）
爽やかな柑橘と四季春茶をハチミツの甘みと組み合わ
せました。ジューシーかつスッキリした夏にピッタリ
の限定ドリンクです。

郭元益（グォユェンイー）

太陽餅
7/2（金）～8/15（日）

1,512円（税込）
生地のふわふわな食感と餡の優しい甘さと
のバランスが長く愛されている理由です。

猿田彦珈琲

しゅわしゅわレモンコーヒー
～8/31（火）

660円（税込）
エスプレッソとレモンの酸味が絶妙に合う、
爽やかなドリンクです。

富錦樹台菜香檳（フージンツリー）

八寶氷（バーバオピン）
7/1（木）～8/31（火）

980円（税込）
8種類の具材を贅沢にトッピングした 
上品な甘さのキビ砂糖氷。

阿原（ユアン）

檸檬ヘアクリーム
7/下旬～

4,180円（税込）
毛先までふんわり仕上がる、 
爽やかな檸檬の香りの 
ヘアクリームです。

注染手ぬぐい にじゆら

手ぬぐい　「夏の夜」
1,760円（税込）
夜空に咲き誇る花火を 
手ぬぐいにしました。 
お祭り気分を、お部屋で。

P.Seven 茶香水
金萱茶香水日本限定版　特別セット

20,460円（税込）
一番人気の金萱茶香水はユニセックスで、
寝苦しい夏の寝香水にも最適です。

日本のコスメ 茉華（まつりか）

yaetoco 家族化粧水（甘夏／さっぱり）

2,750円（税込）
家族乳液（甘夏／さっぱり）

2,970円（税込）
有機栽培の甘夏を使用した、爽やかな使用感の化粧水・乳液です。

meta mate

TSUTSU Tumblr Series

5,500円～12,100円（税込）
極限まで薄くしたボディで 
持ち運びに便利なタンブラーです。

おすすめの商品で夏を満喫しましょう！




