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Restart グリーンな日常
新型コロナウイルス
（COVID-19）
の流行によって、私たちは今、
かつ

てないほどの変化の時代を迎えている。不安を感じることも多いが、
こ

の状況が私たちを変えるきっかけになったというのもまた事実。例えば

「グリーンリカバリー」
という動きもそうだ。2020年の今、私たちには

何ができるだろうか。今こそ、
身のまわりのことを見つめ、地球と社会が
より良くアップデートされる方法を考えてみよう。
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注目のタッチレス

水風呂で身を清める。

イノベーション3選

涼しさを全身に染み渡らせる。

新型コロナウイルス対策のため電車内ではつり革を持つのを避け、
セル

フレジが導入されるようになった。
こうした非接触への行動変化が、
人
手不足や過剰なサービスなどコロナ以前からの問題を解決する端緒

にもなり、
非接触のサービスが社会を前進させている。

ウィズコロナの
夏を乗り切る
4のこと

2

3

改良湯

銭湯は公衆浴場という名の通り、体を洗い清

ドクターブロナー マジックソープ
ペパーミント

っても営業を続けている。
そんな銭湯を活用を

よう。有機栽培されたオリーブ油、
ヤシ油など

める場所のため、
そのほとんどがコロナ禍にあ

した夏ならではの楽しみ方が水風呂だ。恵比寿
にある改良湯は、水風呂にも軟水を使用してお

オーガニックソープで体をひんやり包んでみ

100％自然成分のみでブレンドされたドクター

ブロナー製の液体ソープを使えば、
ペパーミン

1

人工知能（AI）接客システム
「AIさくらさん」

今や駅で道に迷ったらAI窓口に相

談するのが一番安全、安心だろう。

現在、高輪ゲートウェイ駅などのJR東日本の

交通機関や商業施設、
ホテルなどに導入され

ている、非接触で音声とテキストによる応対す

新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため

りアトピーや敏感肌、乾燥肌の人も安心して入

トによる清涼感が体に染み込み、
ひんやり感を

る人工知能(AI)接客システムが話題だ。
目の前

いが、猛暑は変わらずにやってくる。
ここでは、

アルし、
ポップな壁画や新しく清潔な設備も魅

ど10通りの用途を兼ねている。各種ECサイト

れる。多言語対応や防災システムと連携してお

りを楽しむアイデアを提案。

い落とし、
さっぱりしよう。

www.drbronner.jp

この夏は海水浴やレジャープールで楽しめな

そんな前代未聞の夏を乗り切るためのひんや

れるようになっている。2018年にフルリニュー

力。
しっとりと肌に染み込む水でべたつきを洗
渋谷区東2-19-9（恵比寿駅）、tinyurl.com/
TOTkairyouyu、13～24時（日曜・祝日は23時

まで）／定休日は土曜

楽しめるはず。1本で洗顔からボディー洗浄な

で購入可能だ。

4

に立つとサーモグラフィーによる検温もしてく

り、
アフターコロナのスマート応対システムとし
てますます活躍するに違いない。
tifana.ai

OKIPPA

3

要な宅配ボックスを取り付けづらく、玄関前では盗

配ボックス
『OKIPPA』だ。再配達防止の観点から生まれたアイテム

で、Amazonや楽天などの大手ECサイトの置き配として利用でき、安
全かつ清潔に荷物を受け取ることができる。

ビールはキンキンで受け取る。
御岳山

東京都青梅市にある標高929メートルの御岳山

は、
下界に比べ常に5度ほど温度が低く、
涼をと

 www.okippa.life

カクヤス 酒クール便

夏といえば冷たい飲み物がうまい季節だが、感

染症対策で外食ができないのは残念。
ならば、

るには最適な場所だ。
4時間程度のハイキングコ

カクヤスのクール便を利用してみよう。酒類を

けむした岩と清流が織り成すロックガーデンな

内なら1本から冷えた状態で無料配送を実施

ースは、
緑ゆたかな山道の道すがら二つの滝とこ

Time Out Tokyo 2020

が定番となりつつある。だが、賃貸物件では工事が必

難の危険もある。そんな不安を解消するのが、工事不要の鍵付き宅

避暑地に逃げ込む。

1

アフターコロナにおける宅配は非接触による
「置き配」

中心とした小売店カクヤスでは、東京都23区

スマートショッピングカート

2

スーパーマーケットは行く頻度も高いため、感染の危険性
を感じる人は多い。そんな不安を解消するショッピングカ

ートがスーパーマーケットのトライアルに導入されている。

どがあり、
自然の中を歩く楽しさに満ちている。

している。購入する際に冷やし指定をするだけ

でき、
近くに食事処や武蔵御嶽神社などもあるの

クを味わうことができるのだ。稀少な銘柄も扱

で済ませ、
レジでの対面や接触を極限まで減らせるスマートショッピン

東京都青梅市御岳山（御岳山駅）／tinyurl.

しれない。

問題点を解決するモデルケースになるだろう。

com/TOTmitakesan

www.kakuyasu.co.jp

ケーブルカーなら30分程度で頂上に行くことも

で、家にいながらにしてキンキンに冷えたドリン

で、
アウトドアが苦手でも気軽に楽しめるだろう。 っているので、思わず注文し過ぎてしまうかも

4

付属するタブレット端末を操作することで、商品のスキャンから会計ま

グカートだ。人手不足解消の面でも、
これからの回遊式ショッピングの
www.trial-net.co.jp
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新しい日常に必要な7のこと
Takram 代表/デザインエンジニア
田川欣哉に聞く

4

オンラインMTGのメリットを
享受する

オンラインMTGでは、打ち合わせ場所までの

交通、受付での当人確認など、
ミーティング前

後に時間をかけていたものが必要なくなった。

また100人、200人規模の定例ミーティング

でも、欠席者が少なくなった。社外の大勢のメ

ンバーと同じビルにいるかのような頻度で打

ち合わせができるメリットは大きい。
もっと享

受しよう。
もちろん、
キックオフミーティングや

プロジェクト成功後の打ち上げは、
ぜひともオ

Written by Kaori Hori, design and illustration by Christian Tate

フラインで！

新型コロナウイルス感染症によって、
かつてないほどの過渡期を迎えている。特
に働き方はがらりとその様相を変えた。
リモートワークやオンラインミーティン
グ
（MTG）
などのメリットやデメリットは？ 今後の
「オフィス」
の意味は？ 成
熟した社会に必要な私たちの意識改革は？ ビジネス、
テクノロジー、
クリエ
ーティブに精通するTakram代表の田川欣哉がコツやヒントを教えてくれた。

1

仕事は
「ハイブリッドリモート」
にする

3

オンラインMTGは50分で終
わらせ、10分の休憩をとる

弊社では単なるリモートでもなく、単なる出社

「出社の場合、通勤時間での考え事や、
エレベ

働き方を模索している。大事なのは、
フルで出

アにつながったりするが、
リモートワークでは

に同じだけのパフォーマンスが出せるかように

がない」
というような話をよく聞く。
だが、
それ

でもない、二つをハイブリッドに組み合わせた

ーターや廊下などでの立ち話が次なるアイデ

社する人とフルでリモートワークする人が、共

そういう隙間時間がもたらすセレンディピティ

すること。
「出社した方がパフォーマンスが上が

は多分僕らがまだオンラインという新しい環

るアクティビティ」
があるなら、
なぜなのかその

境にフィットできていない、
オンラインの良さを

理由を明確にし、
リモートワークでも同じくら

2

コロナ以前の対面のMTGは、事前に作業を済

ませておいてコンセンサスをとるとか、
ディスカ

ッションを通して新しいアイデアを考え出すと
か、
「口」
は動いているが「手」
は動いていなか

った。
オンラインMTGではスクリーンをシェア

できるので、人とのコミュニケーションとコンピ

ューター上の作業が一つの視野の中に収めら

れ、
コラボレーション作業がはかどる。
つまり、

の部分に特化されていくに違いない。
だが、
オ

刻々と変わるとき、
想定外のことはたくさん起こり

フィスというのは本来、仕事をするための空間

得る。
そういう状況やチャレンジしている人に対し

て思い出を作る場所」
にしにくい。
そこで、弊社

というか、
想定外に対して不寛容であることで安

以前の隙間時間の代替になるかもしれない。

は
「人の集まる魅力的な場所」
「共有体験をし

んなで力を合わせよう。
安心と不寛容は表裏一体

では雰囲気の良いレストランと提携し、
月に1回

「Takramの日」
を設けてみる予定だ。社員は

心を手に入れる、
という傾向がある。
これからは

朝から晩までいつでも入退室可能で、仕事をし

たらQOL（Quality of Life＝生活の質）
が上

したり、家族を連れてきて紹介しあったりする。

中は自宅でランチをとっていたが、準備や後片

てもよいが、互いに学びあったり、大事な話を

どんな効果が生まれるか、楽しみだ。皆さんにも

「オフィスは仕事をする場所」
という概念をい

ったん解体し、違う形で集約することをおすす
めしたい。

6

昼休みを2時間とってみる

「なぜ昼休みは1時間なのだろうか？」

がったという話もある。僕の場合は、
リモート

付けも入れて2時間かけるようになった。食べ

が、案外仕事に良い影響を与えている。

不寛容さの強い
「安心社会」
か
ら、寛容さで成り立つ
「信頼社
会」
を目指す

7

と考えてみよう。例えば、食事をする30分と店

日本は
「安心社会」
といわれる。
それは
「心安ら

ョンのような特別な仕掛けや準備がなくても

食事30分に昼寝30分とか、
いろんな推論がで

ことが想像している通りに起こる──という前

う理由は見当たらない。試しに2時間とってみ

た。
安心できない社会を成立させる方法はある

コラボレーション作業ができるのは、
オンライ
ンミーティングの最大の利点だ。
6

までの往復30分の合計とか、
お弁当の場合は
きる。
しかし
「1時間でなければいけない」
とい

寛容さを発揮して、
許し、
受容しよう。
そうすれば、

日本はもっと成熟した社会になると思う。

るという行為の前後のクリエーティブな時間

短時間で成果が出るし、録画をすればログを

取らずに済む。
ワークショップやファシリテーシ

Time Out Tokyo 2020

想像外のことが起きるかもしれないが、
任せよ

う、
信じようというのが信頼だ。
これだけ環境が

は50分で切り上げ、10分休憩をとることを推

奨したい。
その10分の休憩──つまり余白が、

オンラインMTGでは口だけで
はなく手も動かす

リモートやオンラインMTGなどが進んだ結果、

「オフィス」
という空間は
「人と人とのつながり」

て、
リスペクトをしよう。
うまくいかない場合はみ

論的な対立構造で考えている場合ではなく、
片
方のデメリットをもう片方のメリットに近づけ

のだろうか？ ある学者は
「信頼」
だと言う。

として建築設計されているので、少しの改築で

なのではないだろうか。
そこでオンラインMTG

ていくことが必要だろう。

オフィスを働くだけの場所にし
ない

使いこなすだけのノウハウが足りていないだけ

いパフォーマンスが上がるよう、制度設計を変

えていけばよい。
もはやどちらがいいかと二元

5

か」
な状態がある──自分たちが想像している
提に成り立つ。
コロナ禍では、
その状態が失われ

7
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新しい日常へようこそ

ジャン・ミシェル・ジャール
音楽界の先駆者／ユネスコの親善大使

人々が昔の習慣を取り戻してしまうまでに、文化に対する考え方、映画や音楽や

日本の新しい未来を形作る方法

本に支払う方法などを変えなければならない。文化には大きな価値があり、
ヨー

グルトや歯磨き粉を買うようなものではなく、国としてのアイデンティティーを定

義するものなのだから。私たちは環境との関係、地域社会との関係、
そして、文化

との関係において変化を試みるべきだ。民主主義には文化が必要であり、
その維

持のためにはデジタル時代に適応したある種の規制を作る必要がある。
それは若

い世代から生まれるべきものだろう。

岩佐十良

手塚マキ

自遊人 クリエイティブ・
ディレクター／
代表取締役

Smappa! Group会長

今、公衆衛生についてすごく勉強しています。人の健康と衛生をしっかり管理できる仕組みを作っていくの

日本経済は地方が中心になって

が、今後の飲食業の肝ではないかと思って。一人一人の行動履歴や店の衛生の管理だけでなく、働く人の生

回っています。第一に、食糧は東

活自体も清潔かつ健康にしたい。
コレラやペストがはやった時、売春宿や貧困街が感染拡大の原因であるか

京ではなくて地方で作られてい

る。第二に、人口は地方から流

YUKIHIDE TONEGAWA

のように言われたのは、不潔だというイメージがあったから。
その部分を変えていくきっかけになるような動

きを自ら行い、
それが業界全体に広がるのが今後の目標です。

出して東京に流入しているので

あって、生んでいるのは地方で

ある。
つまり、経済の根幹となる
食糧と人を生んでいるのは、地

牧野友衛

トリップアドバイザー
代表取締役

方なのです。
アフターコロナの新

しい時代に適応したアイデアや
知恵が地方で生まれてくること

を信じ、地方が東京と対等に話
ができる社会、地方が中心にな

UberやAirbnbなど、
シェア

ってより良き未来を考えていけ

数年前から浸透し始めてい

ています。

リングエコノミーが日本でも
ます。例えば、昔の庶民は銭

る社会を作っていきたいと思っ

山田拓

林千晶

美ら地球（ちゅらぼし）
代表取締役

ロフトワーク代表取締役

はどのように変わっていくか

は個と個がつながり共存する動きが加速するのではないでしょうか。
「血縁」
や
「地縁」

アフターコロナで旅の仕方

個人は一人一人では無力です。
そして一人では幸せを感じることも難しい。
そこで今後

──。懐に余裕がなくなって

「企業」
に代わり、
年齢や生まれた土地にかかわらず、
近しい価値観や志を持った人た

ためのものになってしまうこ

「グループ」
とたとえていますが、
そのグループが社会の中心になり新たな世界を築い

きたら、旅が一部の富裕層の

ちによる新しいつながりが生まれていくのではないかと。
私は今のところそのつながりを

とは否めません。
リアルなも

湯に通っていましたが、高度

ていくというのが、
今の私が考えるアフターコロナの世界です。

のに触れられるというのは貴

成長期に各家庭に風呂がで

重かつ贅沢な機会になって

きて銭湯には行かなくなっ

いき、
そういうものに時間と

の家で水を沸かして入浴す

るかもしれないのです。

た。
でもこれからは、
それぞれ

費用を割く人しか行けなくな

るのは効率が悪いと、
また銭

「自分が出したものに対して

湯に戻っていくかもしれない。

何が得られるか」
という厳し

「シェアできるシステムがあ

れば、各自一つ一つ物を持た

さらに浸透していくと、豊か
はないでしょうか。

私たちに必要なのは、既存のリソースを利用して適応させる、
そして、短期的な戦略を示

していく、
という考え方を持つことです。低い枝に実る果物を収穫するように、
まず手近

者としては、選んでもらうため

し、次の1週間で、今より多くの手指を消毒する設備を導入ことも可能です。今の時代、

必要があります。

に我々が経験することになった今回の事象に早く適応するべきでしょう。

の施策をたくさん作っておく

さの定義も変わっていくので

Toshiko Mori Architectファウンダー

い選択眼を持った顧客を前

に、
サービスを提供する事業

なくてもいい」
という考えが

森俊子

なことから着手するといいでしょう。一日もあればオフィスのレイアウトは変えられます
建築家は空間だけでなく時間についても考えなければならないのだと思います。不意

ニューヨークで私たちが最も心を痛めているのが、新型コロナウイルス感染症の流行

で、所得格差の明確な差が露呈されたということです。感染患者数が最も多いのは、生活

状況がより悪い、低所得層のコミュニティーです。貧富の差は都市が持続できない大きな

理由であり、破壊の可能性がある。我々は個人ですが、
いろいろな層の人々に助けられて生活

RALPH GIBSON

をしています。人々に街の一員であり役割もあると再び感じてもらうために、
みんな一緒に生活
の質を良くできる都市社会を目指します。

Time Out Tokyo 2020
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タイムアウト東京の
齋藤貴弘
弁護士

私は、ベトナムのハノイに旅行

音楽業界は今、
これまで築き上げてきた業界の基本フォーマットが強制

へ行った際に市場で買ったバ

的に解体され、非連続なイノベーションの真っただ中に置かれていると

ラマキ土産の布マスク
（2万ド

いえます。
コロナ禍は、
音楽業界に破壊的なダメージを及ぼし、
多くの関

ン＝約93円）がお気に入りで

る価値や大切さ、
この価値を持続可能なものにしていくやり方について

インが気に入っています。
日本

係者を大変な状況に追い込みましたが、
これほどまでに音楽が持ってい

スタッフが選ぶ

MY FAV FACE MASKS

す。いかにも土産感のあるデザ

真剣に考えたことはなかったかもしれません。
音楽業界に限らず、
私たちは

製に比べてひもがかなり太いの

今、
これまでは見えなかった新しい風景を作り出せる時代を生きています。

が特徴です。
（ 編集：G）

私のお気に入りはOnly Yun

Yunの『Swanマスク』
（ 1,500

円）
です。
このフリフリのソフト

リボンゴムに一目惚れしまし

た。
フィルターポケットも付い

ているので、実用性もばっちり
その日のコーディネートに合わせたり、
マスクのひも
をヘアアレンジの一部に取り入れてみたり、今や個

です。
（ 編集：S）

onlyyunyun.cart.fc2.com

性を表現するツールの一つにもなったマスク。

ここでは、
タイムアウト東京のスタッフがゲットした
お気に入りのマスクを紹介する。

デボラ・クラーク

ダイアン・リース

ホテル経営者

イギリス帝国戦争博物館館長

ホスピタリティー産業に対して、人々

私たちの博物館では、新型コロナウ

私は、
日本やオラ

は自分のお金の使い方を賢明に選ぶ

イルス感染症の流行前から家庭でも

ンダ、韓国で活動

にあるのか、気づくようになれば、
自

んできました。
このたび、
オーストラリ

サミラブーンの楽しいマスクを紹介します。
マ

ようになるでしょう。真の価値がどこ

楽しめるデジタルプログラムに取り組

するデザイナー、

身のお金を複数の第三者への手数料

アの家庭でホームスクーリングをさ

スク不足のとき、昔、原美術館で見かけたのを

人へ直接の対価として使っていること

クの活動の一つである
「空襲シェルタ

パクトが強過ぎて在庫が残っていました。道

それが、衛生的なこと、
デザインにつ

これまで家族でしたことの中でも一

です。
（フォトグラファー：K）

としてではなく、
サービスを提供する

れた一家から、第二次世界大戦パッ

を実感できるのではないでしょうか。

ー」
をテーブルの下に作ったとあり、

いての細かいこと、
あるいは飲み物を

番楽しいことだったという内容のメ

提供する人の性格であっても、重要

ールが届きました。
これは私たちにと

なことに変わりはありません。
なぜな

って一つの成功です。今までとは違う

ら、
どこで、
なぜ、
お金を使っているの
か、
これまでよりも意識するようにな

るからです。

ことをデジタルで行うことで、
インパ

楠本修二郎

クトを与えられることを意味している

思い出しインターネットで探したところ、イン

深夜に、
かわいいマスクをInstagramでひたす

私は、
このかわいらしいヒグマのマスク

（1,320円）が大好きです。いたずらっ子な表

行く人の視線をくぎ付けしたい人におすすめ

ら探していた時に発見しました。作成したのは

www.jp.samiraboon.com

が長いのが特徴で、
頭の後ろで蝶結びにしたり、 向いていないかもしれないですね。
（ 編集：K）

注目の進化系マスク

スタイリストの人見千紘さん。
このマスクはひも

情と、手ぬぐい生地ならではの快適な着け心

地がお気に入り。ただ、夏の暑い日にはあまり

いろいろとアレンジが楽しめます。
（編集：M）

hantensomeya.thebase.in/

hitechasian.fashionstore.jp

items/29792991

のです。

カフェ・カンパニー
代表取締役社長

東日本大震災の時にも、
いろんな農

家やNPOの人たちが利他的に動き、
地域のリーダーとして育っていきまし

た。今回のコロナ禍でもそれが世界規

C-Face

salone de mask

う」
というアプローチを取ればいいの

ィクスが開発した日本語音声を8カ国語の

ク。髪をカットする際、口元が見えないと長さ

までの男性的なリーダーシップだとし

ク。Bluetoothを介してスマートフォンなどと

するときにひもが邪魔になるといった問題を

いう母性的なリーダーシップ――と僕

翻訳を可能にしている。初回は150枚限定で

salonedemask.stores.jp

模で起きているわけで、
日本もアジア

の国々に対して、
「連帯して学び合お

だと思います。
「戦う」
というのがこれ

たら、
「連帯、協調してともに生きる」
と
は呼んでいますが――、
いよいよそう

いう時代になってきているのではない

ロボットベンチャー企業、
ドーナッツロボテ
テキストに翻訳変換してくれるスマートマス

接続し、専用のアプリとペアリングすることで

ザムスト マウスカバー

美容室を運営するearchが開発した貼るマス

スポーツ用サポーターブランド
『ザムスト』が

のバランスを取るのが難しいことや、
カラーを

地を使うことで通気性は不織布マスクの約

解決した優れものだ。

1枚4,159円で販売。

作ったマウスカバー。ダブルラッセルという生
10倍で、
スポーツ時の息苦しさも軽減してく

れる。耳元は伸縮性に富んでいるので運動で
外れる心配もない。

www.zamst-online.jp

www.c-mask.jp

でしょうか。
Time Out Tokyo 2020
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グリーンな日常

フード
「食べる」を見つめ直す
11のこと

家で過ごす時間が増え、
自炊を楽しむ習慣が定着したことで、農産業や食

材について見つめ直す人が増えているアフターコロナ。
この転機をリカバリ
ーのきっかけにするには何から始めたらいいだろう。世界有数の食文化を

誇る日本だが、
フードロスの量は世界第6位、7人に一人は飢餓状態にある

というジレンマも秘めている。私たちの食が、
サステナビリティな世につなが
る一歩となる活動を考えてみた。

Written by Genya Aoki, Jessica Thompson,Youka Nagase

2. 美しい昆虫食に舌鼓を打つ。
ANTCICADA

昆虫食は、動物よりも必要とする水や

飼料の量を抑えられるなどの理由で、
環境負荷を少なくできるメリットがあ

る。例えば同じタンパク質量で比較し
た場合、
コオロギの飼料は、牛の6分

の1、豚や鶏の2分の1で済む。
日本橋

のANTCICADAは、
スタイリッシュな昆

虫グルメが食べられるレストランだ。現在

は週末のみの営業で、金、土曜は予約制の

1. 訳あり魚にハマる。

築地もったいないプロジェクト魚治

フードロスをおいしく減らすための活動をして
いるのが、MUGENが手がける
「もったいない

プロジェクト」
だ。海鮮居酒屋、築地もったいな

いプロジェクト魚治では、流通の過程で傷がつ

Restart グリーンな日常

コロナ禍による変化は悪いことばかりではない。
インドでは数十年ぶり
にヒマラヤが見渡せるようになり、
ベネチアの水の透明度が増したとい
う。社会活動の停滞により改善された自然環境を一時的なものにせず、
回復力を高めながら、社会を立て直すのが「グリーンリカバリー」
という

Time Out Tokyo 2020

動きだ。世界中で取り組みが推進されるなかで、2020年の今日本では
どんな活動があり、何ができるのか。本誌ではグリーンのあり方を
「衣・
食・学」
の三つの観点に分けて紹介する。一つでも暮らしに取り入れるこ
とで、地球と社会にはより良くアップデートされるだろう。

12

コース料理、
日曜はコオロギラーメンを提供

している。

中央区日本橋馬喰町2-4-6（馬喰町駅）
、
tinyurl.com/TOTantcicada、
金曜は
19時～、土曜は12時と19時から
（要予約）、
日曜は11～21時

3. 酒粕ジンで優雅に過ごす。
LAST GIN EPISODE 0

いたり、規格外のため買い手がつかない素材な

どを積極的に仕入れ、調理により おいしく変

日本酒を生産する際に発生する酒かすをリユ

ユニークなメニューが多く
「見たことのない魚

クトにも注目したい。ボタニカルの香りが豊か

ースし、
クラフトジンなどを生産するプロジェ

貌させ提供している。通常の店では出回らない

な『LAST GIN EPISODE 0』のコンセプトは

が食べられる」
と好評。

「飲む香水」。長野の銘酒「真澄」の酒粕を原

千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル 地下1階

料とした、新しいゼロウェイストジンだ。エシ

（有楽町駅）、03-6269-9099、tinyurl.com/

カル・スピリッツのオンラインストアなどで購

TOTuoharu、11時～14時30分、17時30分
～23時30分（土曜は16～22時）／定休日は

入できる。

日曜・祝日

shop.ethicalspirits.jp/collections/all
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ビーガン料理を
日常に

ビーガンメニューの効用は動物愛護だけではない。
植物性食品の農業は、
動物性に比べて温室効果
ガスの排出量が少なく環境に優しい。
また、
食のハンディキャップなく、
誰でも同じものを口にするこ

とができるユニバーサルフードとしても注目されている。
一人一人の食生活を
「グリーン」
にシフトす
るだけで、
世の中が変わるのだ。
毎日通いたくなるビーガンレストランも増えてきた。

10. ビーガンカレーを頬張る。

ささやカフェ

東京スカイツリーから徒歩10分にあるささやカフェ

4. 都心で行きつけの畑を作る。

は、広々とした倉庫のような店内が特徴だ。席が多

grow FIELD

いのはもちろん、車椅子やベビーカーでも入りやす

が手がける都市型シェアファーム。渋谷と恵比

でできており、食材は農薬を極力使用しない農家か

誰でもどこでも
「農」
を楽しめるサービスgrow
寿にあるビルの屋上に作られた畑は、利用者

同士が協力して栽培、収穫しており、
アプリか

ら会員登録すれば誰でも利用可能。
また、同農
園に設置されたアグリセンサーがさまざまな

データを計測し、生育状況に応じたアドバイス

をアプリで受けることができるため、育て方で

つまづくことがない。子どもとともに行う農体
験を通じ、食育もできる。

grow by PLANTIO、
grow.plantio.com

い。
メニューはデザートも含め全て植物由来のもの

5. 格安購入でレスキューする。

すだけでなく、分け

ら主に仕入れている。
おすすめは11時から提供して

ecoeatは、NPO法人「日本もったいない食品

らすという大きな共有

墨田区横川1-1-10（東京スカイツリー駅）、tinyurl.

ecoeat 町田店

センター」
が運営しているフードロス削減ショ

ップで、廃棄予定の飲料や食品などの賞味期
限切れの商品の中から販売可能なものを格

安で提供している。売り上げの一部は生活困
窮者への寄付に回しており、食品ロスを減ら

Dari K 大丸東京店

2020年6月に大丸東京にオープンしたチョコレ
ート専門店。
インドネシアで生産された最高品

質のカカオ豆のみを完全自社調達し提供してい

いるインドカレーのプレートだ。

の輪に加わることができる。

com/TOTsasayacafe、03-3623-6341、
8時30分～18時

町田市忠生3-1-12（下根岸バス停）、
042-851-9995、tinyurl.com/
TOTecoeat、10～19時

7. もったいないを楽しむ。

キッチン」
をオープンする。
コンビニの廃棄問題

オーストリア人のフードアクティビストで映画

の融合などすてきなフードアクションを知るこ

もったいないキッチン

6. カカオ農家の成長を味わう。

合うことで飢餓を減

監督のダーヴィド・グロスによる、
フードロス問
題をおいしく楽しく解決していく映画作品。
日
本全国のもったいないアイデアを持つユニー

クな日本人シェフたちと出会う旅に出て、各地
でそれらのアイデアを生かした
「もったいない

から始まり、昔ながらの生活の知恵やアートと

とができる。2020年8月8日からシネスイッチ

銀座、
アップリンク吉祥寺ほか全国で順次ロー

ドショーされている。

8. 自然の甘さに打ち震える。

シーンに合わせたメニューを考え、
焼き上げて

100％ビーガンのベーカリーカフェ。
パンはどれ

世田谷区代田5-9-15（世田谷代田駅）、03-

Universal Bakes and Cafe

も卵、牛乳、
バター、蜂蜜抜き。
なかでも、
自然の

ココナッツオイルが香るメロンパンは、
ほかでは
味わうことができないおすすめの逸品だ。日替

わりの野菜を使った総菜パンや朝、昼、午後で

www.mottainai-kitchen.net

いるので、
いつ訪れても新鮮な味を発見できる。
6335-4972、tinyurl.com/universalbakes-and-cafe 、
8時30分～18時／定休日は月・火曜

11. ジャンクに満たす。

(C)UNITED PEOPLE

菜道

る。
農家に対して質の良い豆の作り方や加工技

ひっそりとしたたたずまいな

ド」
を実現。
消費者は
「寄付」
をするのではなく本

足繁く通うのが菜道だ。

がら、多くの外国人客も

術を教え、
「生産者自らが勝ち取るフェアトレー

彼らが求めるのは、
シェ

当に質の良いものへ対価を払うことで、
おいしい

フの楠本勝三によ

チョコレートを楽しみながら、
生産者をサポート

る「ジャンクな

できる仕組みになっている。

千代田区丸の内1-9-1 大丸東京 地下1階（東
京駅）、tinyurl.com/TOTdari-k、10～21時（

ン料理」。野菜

個性派レストランが軒を連ねる渋谷パルコの

重』など、いず

居酒屋 真さか

土・日曜・祝日は20時まで）

和食のビーガ

9. 大豆唐揚げで活力をつける。

でできた『うな

地下レストランフロア。
その中にある大衆的な

れも既成概念を

ニューをビーガン仕様で提供する。
なかでもお

目黒区自由が丘

装いの居酒屋 真さかは、
おなじみの居酒屋メ

すすめは、鶏肉の代わりに大豆ミートで作った
唐揚げ。味付けは大根おろし、中国黒酢、ねぎ

塩レモン、南蛮タルタル、
テリマヨなど10種類

から選べる。

覆すものばかりだ。
2-15-10、03-57269500、tinyurl.com/
TOTsaido、12～20時／
定休日は水曜

渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ 地下1階
（渋谷駅）、03-5422-3020、tinyurl.com/
TOTmasaka、11時30分～ 22時
Time Out Tokyo 2020
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中級者編

グリーンな日常

古着をアップサイクルしたリメイクブランドを着こなす

77Circa

ファッション

デザイナーの山本

アイテムにすることで
「理由を持って選ぶ楽し

タートさせたファッ

始動したファッションブランド。個体差のある

「BORO」から学ぶ

哲也が2001年にス

さ」
を知るきっかけになってほしいという思い

ションブランド。古

に展開。解体した古着を組み合わせた絶妙な

リメイクしたワンピ

から、古着をリメイクしたラインナップを中心

着のTシャツなどを

バランス感のアイテムは唯一無二だ。

サステナビリティ

77circa.com、アイテムの取扱店はオフィシャ
ルサイトをチェック

ースが代表的だが、

折りたたみ可能な麦わら帽子など、
なんでも器

Cathy

用に作ってしまうのが山本の面白いところ。以

をふんだんに使った透け感のあるアイテムが

をリメイクしてもらえる」
というイベントでは、
サ

ならばCathyで決まりだ。

着続けたい一着として生まれ変わった。

高円寺発のリメイクブランド。
レースやリボン

Written by Shiori Kotaki

貧しさの象徴とされていたつぎはぎや、布を重ね、生地を補強した

多く、甘過ぎないファンシーさを取り入れたい

「BORO（ぼろ）」
という言葉が時代を経て、世界的なファッショントレン

ドになった。浅草にあったアミューズミュージアム
（2019年に閉館）
では、
民俗学者の故・田中忠三郎が一人で収集したという
「BORO」
を展示して
話題に。
その展覧会は2019年から2021年にかけて世界を巡回し、各地

で好評を得るまでになった。
また、2013年には
『Louis Vuitton』、

POTTO

森山直樹がデザイナーを務める、2014年に

www.instagram.com/southpawcathy、

www.instagram.com/pottoshop、アイテ
ムはオンラインを中心に販売

CAPACITYでも販売

ったかもしれないが、同じ衣服を長く着続ける、同じものを使い続けると

途中でやめる

ザイナーたちに大きな影響を与えたことも記憶に新しいだろう。

初級者編、
中級者編、上級者編とステップを分けて、洋服を長く着続ける

ンブランド。素材には、
リサイクルショップで仕入れた古着が用いられており、ふわっとし

生きるためにBOROを着ていた人々は、
こんな未来を想像していなか

イズが合わずあまり着なくなった上着も、一生

アイテムはオンラインのほかA NINCOMPOOP

2014年には
『Altuzarra』、2015年には
『COMME des GARCONS』

が相次いでコレクションのテーマにBOROを掲げたりと、世界のトップデ

前、
スタジオ35分で行われた
「持ち込んだ洋服

いうBOROのサステナブルな考え方は、今の時代にも通じる。
ここでは、
ための
「BORO」文化を見直そう。

デザイナーの山下陽光が、
自らミシンを踏んでリメイクしたアイテムを展開するファッショ

た袖がかわいらしい『バルーンワンピース』や、中心に丸の絵柄が入った『まるT』が代表

的なアイテム。
コロナ禍には「（こんな状況だからこそ）今この瞬間を楽しめ」
という享楽的

初級者編

サイズが合わなくなったり、
ダメージが目立ってきた服を手放さず、
お直しに出す

nucafe

髙畠海が、依頼者から相談を受けるところか

れるので、必ず自分の体に合った洋服が出来

さに依頼者に寄り添ってくれる一軒。例えば、

ークなスタイルなので、簡単なお直しの場合は

ら、最後のアイロンがけまで行うnucafeは、
ま
スカートのウエストを4センチ詰めるといって

も、
その人の体型やデザイン、縫製の仕様によ

っては横で詰めるのと後ろで詰めるのとで、
ど

ちらがきれいなシルエットになるか変わってく

る。
そういった細かい部分まで気配りをしてく

上がってくるのだ。
カフェバー併設というユニ

ビオワインを飲みながら待てるのもいい。
目黒区自由が丘3-7-10（自由が丘駅）、03-

3718-1736、
tinyurl.com/TOTnucafe、
12
～19時
（カフェバーは18時～、
日曜・祝日は14～24
時）
／定休日は水・土曜
（カフェバーは水曜のみ）

業界関係者からも頼りにされる老舗のお直し

ショップ。代澤工房、北澤工房の熟練した職人

と連携しながら、丁寧な作業をしてくれる。高

い技術に定評があり、ほかでは断られてしまっ
たお直しを完璧に仕上げた例も多い。
世田谷区代沢2-37-15（池ノ上駅）、
03-3414-4817、tinyurl.com/
TOTcodakobo、10～19時（土曜は18時まで）
／定休日は日曜・祝日

Time Out Tokyo 2020
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美術館などでも取り扱い中

Re⇆ STOCK

衣服のお直しのほか、
シューズリペアや時計

のメンテナンス、そしてリメイクやカスタマイズ

にも対応している。例えば靴底がすり減ってし

まった場合、通常は似たようなソールに変えて

「修理」をするが、
ここではユニークなソール
に
「カスタム」すること

で、全く新しい一足に

「進化」
させる。

渋谷区宇田川町

コーダ洋服工房

な考えが再生や復活につながることを表現した、
「カルペ・ディエム
（その日の花を摘め）」

というメッセージを刺しゅうしたロンTも販売した。
www.instagram.com/tochudeyameru、アイテムはオンライン販売を中心に東京都現代

15-1 渋谷パルコ4階
（渋谷駅）、03-34642462、tinyurl.com/
TOTrestock、11
～21時（渋谷パルコに
準じて短縮営業中）

上級者編

最新式のミシンを手に入れ、
自分の手でリメイクする

日本ミシンサービス社のスタッフ田上に教えてもらったミシン情報を紹介。

八幡山のショールームでは、
実際にミシンを見たり、
試し縫いすることもできる。
八幡山本社ショールームの詳しい情報はこちら
tinyurl.com/TOThachimanyamashowroom

シンガー
『モニカピクシーDX5760R』

ジャノメ
『パルシェルNP3000』

本格的にソーイングを楽しむなら、
この新型

昔ながらのシンプルなミシンが好みなら、手頃

コンピューターミシン。布を押さえる圧力を変

ミシンがおすすめ。
しっかりと重量があるので

り、伸縮性のあるTシャツ生地や、帆布などの

な価格で基本的な機能が備えられたこの電子
厚地でも安定して縫うことができ、小物作りか

ら洋服まで、幅広く使える。

更できる
「押さえ圧調整機能」
が搭載されてお

JUKI『HZL-J1000B』

デニムのリメイクなどにも挑戦したい場合は、

特殊素材にも対応している。
また、
「自動糸切り

機能」
も付いていて、作業効率が格段にアップ。

工業用ミシン世界トップシェアを誇るJUKIか

ら発売されたこのコンピューターミシンを。
自

動糸調子付きなので操作も簡単。
また、厚物を
縫う際にはモーターの出力が上がり、ゆっくり

と無理なく縫うことができるので、初心者には
特におすすめだ。
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不要な素材を進化させた

HATARAKU TOTE

SUSTAINABAG

首都高速道路株式会社までも

アップサイクルアイテム6選

7月1日からのレジ袋有料化でエコバックに興

がアップサイクル活動に取り組

味を持った人も多いと思うが、
せっかくならばサ

んでいる。
その最初のコレクシ

ステナブルなエコバックを活用したい。
コスメキ

ョンの一つが『HATARAKU

TOTE』
だ。
これは、首都高の道路工事や安全

ッチンでは、海洋プラスチックゴミを100％使っ

リン製の横断幕を、
アップサイクルして作られた

発に成功。
その糸で作った
『SUSTAINABAG』

た、
リサイクルポリエステルフィラメント糸の開

対策などを知らせるために使われていたターポ

を現在販売している。毎年、海には約800

もの。
デザインは一つ一つ異なり、数字や漢字

万トンものゴミが流れ着くといわれている

のインパクトが強く土木テイスト満載のほかに

が、
この糸1キロごとに、海底からも1キロの

はないデザインが人気。
もちろん、丈夫な生地

で撥水性も抜群。
トートバッグは5,990円、
リュ

4

ックサックにもなるトートバッグは9,990円で

販売されている。
アイテムは首都高八潮パーキ

ングエリアの売店と首都高みやげのオンライン
ストアで販売中。

www.shutokomiyage.jp

PLASTICITY

利用する人の多いビニール傘だが、残念なこと

に毎年その約8000万本もがゴミになってい

1

る。
そこで立ち上がったのが、
サステナブルなフ

不要なものを単に資源として再利用するリサイクルに対し、それらをより価値の高いものに生

ァッションブランド
『PLASTICITY』
だ。同ブラ

リッシュなトートバッグとしてよみがえらせた魔法のようなアイテムも。最近のアップサイクル商

実用的なバッグにアップサイクルすることで、
日

まれ変わらせるのが「アップサイクル」。なかにはメカジキの角をデニムに、
ビニール傘をスタイ

ンドでは、廃棄されたビニール傘をおしゃれで

品は、デザイン性も格段に進化していて見逃せない。
Written by Shiori Kotaki, Kaila Imada and Tabea Greuner

メカジキデニム

魚から生まれたデニムがあることを知っている

だろうか。
日本有数の港町として知られる気仙

沼港から誕生したのが、
まさにこの
『メカジキデ

ニム』。廃棄されていたメカジキの角を有効活

用したデニムで、素材の約35%がメカジキの角

なのだという。
また、
ウエストのボタンにはタグ

5

本のプラスチックゴミ問題に取り組みながら、

ゴミを除去することができるのだそう。街が

『SUSTAINABAG』
であふれる日を願ってや

まない。
オンラインストアおよびコスメキッチン
の各店舗で販売中。

6

www.cosmekitchen-webstore.jp/Page/
journal/2019summer/sustainabag



D&DEPARTMENT
TOKYO

センスのいいキッチン用品や
家具などを販売する

D&DEPARTMENT PROJECTが2014年

に立ち上げた
『FROM LIFESTOCK』
のアイ

テムにも注目。
これは全国から集めた布地のデ

人々のスタイルを斬新なものにすることを目指

ッドストックを生きた在庫、
つまりライフストッ

だが、丈夫で軽く、防水性があるのもうれしい

プロジェクト。店内では廃棄されてしまいそう

している。傘の形状を生かしたデザインも魅力
ポイント。
バッグは、
サコッシュやトートバッグ

（サイズは2種類）
と三つのモデルがあり、
デザ
インも透明なものからカラーモデルまで選べ

る。
いずれも、
オンラインストアで購入可能。
plasticity.co.jp

クとして活用して作ったバッグなどを展開する
だった布を用いたトートバッグや靴箱などを
販売している。

世田谷区奥沢8-3-2（九品仏駅、田園調
布駅）、03-5752-0120、tinyurl.com/
TOTdadt、12〜18時／定休日は火・水曜

ワヤシが原料の本ナットボタンが使われていた

り、裏地にはオーガニックコットンが用いられ
ていたりとその全てが

地球に優しく、
「土に還

るデニム」
というのもポ

イント。手がけたのは、
気仙沼に工場を構える

ナイキ エア ヴェイパーマックス
2020 フライニット

重 量 の 5 0 % 以 上 に再 生 素 材 を使 用して

いる『ナイキ エア ヴェイパーマックス 2020

フライニット』
は、
ナイキの歴史至上、最もサス

テナブルなシューズといえるだろう。例えば、
カ

ラフルな模様を作り出しているフライニットの

糸は、約67%が工場で生まれたという廃棄物
Time Out Tokyo 2020

で作られた再生素材。
そのほか、
ソールから爪
先部分まで、全てにサステナブル素材が用い

られている。
また、
デザインも着脱が素早く簡

ジーンズメーカーのオ

イカワデニムで、東日本

大震災以降の未来を見

据えて挑戦し、作り上げ

単にできる設計で、
フィット感や履き心地も抜

た
「アップサイクル」
デニ

トア、
および一部のNIKE販売店で販売中だ。

ラインストアから。

www.nike.com/jp

www.tsuruto.com/

群。2020年7月23日からNIKEのオンラインス

ムでもある。購入はオン

oikawadenim
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Restart

グリーンな日常

世界陸上元日本代表による

ピラティス

マラソンランナーの市河麻由美が指導するピ

オンラインレッスン

ラティスレッスン。市河は実業団選手を引退後、
ランニングアドバイザーとして各地で開催され

るレースやイベントなどで活躍し、
ランナーのた
めのピラティスを始めた。
もともと第一次世界

「サステナビリティ」
というと、
地球環境に関連する話題で耳にすることが多い。
しかしここでは、
ちょ

大戦で負傷した兵士のリハビリとして開発され

っと違った角度から見ていきたい。
幸福度や愛着度などから地域の持続性をランキングした
『サステ

たピラティスは、体幹を鍛え、
バランスを整える

ナブルな自治体ランキング2020』
が注目されているように、
生活や人生の質を上げ、
現在の日常を

トレーニング。
ランナーのパフォーマンスアップ

整えることはサステナブルな暮らしにもつながっていくはずだ。
それは、
将来を見据えての行動はも

やけが防止にもつながるが、
リモートワークで

ちろん、
今この瞬間の生活もそう。
ここでは、
自宅にいながら体験できるフィットネスやカルチャーの

凝り固まった体もリセットできそうだ。1,100円

オンラインレッスンなどを紹介する。
新型コロナウイルスの流行で外出が制限された反面、
自宅でで

で30分のクラスで、爽快な気分になれる。

きることも増えた。
新たなことを学び、
心や体を整え、
幸福感や満足感のある毎日に再起動しよう。

i-mayumi.spo-sta.com

Written by Noriko Maniwa and Shirori Kotaki

のんびりと編み物に挑戦

何かに没頭したい人は、
ニット専門ウェブマガジン
『ニッティングバード

（knittingbird）
』
のオンラインワークショップへ。以前からYouTubeに

はいくつか動画をあげていたが、最近はインスタライブでのワークショッ

プもスタート。本を見ながら一人で挑戦するのはなかなか難しい編み物
だが、動画だと手元が近くで見られるた

め糸や指、編み棒の動かし方がよく分

かる。
また、
インスタライブの場合は、説
明やアドバイスをしながら一つ一つの
動作を丁寧に教えてくれ、特に初心者

におすすめだ。
インスタライブの動画は
IGTVにシェアされているので、
まずは

基礎を学び、
その後はルームシューズや

サコッシュ、
スヌードなど、
この機会にい

ろいろな編み物に挑戦してみてはいか
がだろう。

和泉流宗家狂言チャンネル

www.instagram.com/

舞台で活躍する現役のパフォーマーから直接学

knittingbird_os

ぶことも、
オンラインならば可能。
なかでも興味

深いのが
「そろり、
そろりと参ろう」
でおなじみの

走るコツを学べる学校

宗家和泉元彌とその姉、
和泉淳子と三宅藤九郎

り、
いつかマラソンにも挑戦したいというのな

運動不足解消に始めたランニングが楽しくな

狂言だ。
その本家本元である和泉流狂言20世
が、
分かりやすく面白く狂言の鑑賞法を伝える
YouTubeチャンネルは興味深い。
例えば5月5

自宅でパーソナルトレーニング

日の子どもの日に公開された
「親子で楽しんでね

レベルや目的に応じたボディーメイキングを求めるなら、個別のパーソナルトレーニングが最適

国語の教科書にも載っている
『柿山伏』
のストー

トレーニングを1日1回まで）
でのオンライントレーニングを開始した。
自身もトレイルランナーであ

見せながら解説。
狂言を初めて知る子どもたち

ーニング初心者からトップアスリートまでマンツーマンで指導する。
オンライントレーニングを受け

『柿山伏で楽しむ』
vol.1」
では、
小学校6年生の

リーや登場人物の装束について、
実際に演じて

ォームやセルフストレッチから、栄養学などの

座学もカバーした講座で、正しく走るコツを学

だ。
グリーンフィールド立川では50分5,500円、1カ月受け放題1万1,000円
（受け放題は20分の

べる。
コーチは早稲田大学競走部で選手として
箱根駅伝に出走し、主務としてマネージャーの

り、
山岳系アクティビティに強いトレーナーの一水孝志をはじめ、幅広い層のトレーナー陣がトレ

にも理解できる構成となっている。また、
自宅か

られるのは月曜日
（祝日の場合は火曜）
を除く7時30分から21時30分（土・日曜・祝日は18時）
ま

www.youtube.com/channel/

www.gf-top.com

ら受けられるオンライン稽古も開講した。

ら、
マラソンの学校がおすすめだ。
ランニングフ

経験もある大角重人。実業団陸上部のコーチ

を経てプロのコーチとなり、
アスリートからキッ

ズまでさまざまな層にランニングを指導してい

で。予約ページにはオンラインの項目がないが、希望を伝えれば対応してくれる。

る。
また、個別のランニングフォーム指導やエク
ササイズメニューの作成もオンラインで実施。

UCsS2moaILmfUdOdOUJEcn4w
Time Out Tokyo 2020

ichikiro.jp/marathongakkou
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OLD NEPAL TOKYO 7月9日オープン

世田谷区豪徳寺1-42-11（豪徳寺駅、山

ールで、唯一全国で食べられているダルバート

TOToldnepaltokyo、11時30分〜14時30分

100以上の民族が暮らしているといわれるネパ

東京、
注目の
ニューオープン×
テイクアウト

レストラン＆
カフェ

patisserie ease

東京のフードシーンにも大きな影響を与えた

7月2日グランドオープン

ない店舗もあるので、
いずれも電話での事前予

Written by Shiori Kotaki

前3,240円、一人前追加ごとに

1,620円）
は、贅沢な家飲みをした

樫村仁尊の思いから木の皿も販売

時間を過ごしてほしい」
という店主、

しているので、
ぜひきれいに盛り付
けて視覚でも味わってほしい。

はイートイン限定のものもあるので、
厨房の

十番右京 麻布十番

ら、
迷わずそこに座ろう。

番のいちおしは、
トリュフがたっぷり乗ったポ

橋駅）
、
03-6231-1681、
tinyurl.com/
TOTease、
10〜19時

種類豊富な和酒をそろえる十番右京 麻布十

テトサラダや、
とろとろの軟骨ソーキなどが詰

まった
『十番右京弁当
（TypeA／2,138円）』
だ。受け取りは十番右京ナチュールスタンドに
なるので注意。

十番右京ナチュールスタンド：港区麻布十
番2-6-3（麻布十番駅）、050-5456-1447
、tinyurl.com/TOTjyubanukyo、受け渡し11
6月1日オープン

時45分〜15時、17～22時（土・日曜・祝日は11時

イタリアンレストランDon Bravoのシェフでも

45分〜15時、16時30分〜22時）、電話受付は11

ある平雅一が、姉妹店としてオープンさせたピ

時15分〜21時30分

ザスタンド。
ひっそりと忍んだ山椒が新鮮なア

渋谷区代官山町14-10 LUZ代官山
地下1階（代官山駅）、03-6455-0206、tinyurl.
com/TOTfalo、受け渡し17～21時（日曜・祝日
は15〜20時、電話受付も同時間内に対応）／
定休日は木曜

クリスチアノ

ポルトガル料理を楽しめるクリスチアノでは、

9種類の牛や豚の内臓モツを煮込んだ
『トリッ

パのポルト風煮込み』
（770円）
など、種類豊

富なメニューをテイクアウトでも販売中。姉妹
店Nata de Cristiano’sの
『エッグタルト』
（一

つ220円）
もあるので、食後のデザートにも困

らない。

電話受付は11時30分〜21時

供する企画『KIDS PIZZA』
も実施中。

30分～21時／定休日は水曜

ベーコン風味の
た鈴⽊敦の初プロデュースバー。

DEENEY’S

（中目黒駅）、
03-3714-5160、
tinyurl.com/
TOTseirinkanjp、受け
渡し11時30分～13時
分（土・日曜・祝日は17
〜20時45分）

マグロマート

ロマートでは、
ぜひ
『マグロチラシ』
（1,800円）

「スコットランドの伝統料理であるハギスを世

た4種類の本マグロがぎっしり
（部位は日によ

界中の人に知ってもらいたい」
と、
スコットラン

って異なる）。二人でもちょうどいいくらいのボ
リュームだ。

ーが2012年にロンドンのマーケットからスタ

クポンチ』
など、
数々のユニークなカクテルが楽

目黒区上目黒2-6-4

を。
白飯の上には赤身、漬け、
トロ、脳天といっ

7月24日オープン

ド出身のオーナー兼シェフ、
キャロル・ディーニ

する
「透明ミルク
（乳清）
」
を使った
『ベーコンミル

店を訪ねてみよう。

予約困難な一軒としても知られる中野のマグ

調布市国領町3-10-37 メゾンあいだ（国領駅）、
TOTcrazypizza、11時30分～14時30分、16時

（1,500円）
をテイクアウトで購入できる。電話

TOTcristianos、受け渡し12〜22時、

る。
また、15歳未満に1切れ100円でピザを提

080-5382-2660、tinyurl.com/

聖林館では現在、普段は常連客しか注文でき

ないチーズのみのシンプルなピザ『ビアンカ』

30分、18時～20時45

八幡駅）、03-5790-0909、tinyurl.com/

でしか出合えない5、6種類のピザを用意してい

聖林館

などでの事前予約は不可。気になる人は直接

渋谷区富ヶ谷1-51-10（代々木公園駅、代々木

クセントを与えてくれる
『マヨコーン』
など、
ここ

MASTERS 2017』
で世界チャンピオンに輝い

の
『前菜の盛り合わせ』
（二人

カカオのフルーティな香りと上

日本
中央区日本橋兜町9-1（茅場町駅、

CRAZY PIZZA

代官山にある人気イタリアンfalò

いときにおすすめ。
「豊かな食事の

様子が見られるカウンター席が空いていた

約がおすすめだ。

カクテルコンペティション
『THE CHIVAS

TAKE OUT

falò

介がオーナーを務めるパティス

ム』
だ。
約15種類の生菓子のなかに

ピックアップ。
テイクアウトは作り置きをしてい

み）、18〜21時／定休
日は火曜

い味わいには、誰もがとりこになるはず。

『アマゾンカカオのシュークリー

時間が豊かになるテイクアウトをそれぞれ五つ

6月20日グランドオープン

ィールドワークを重ねて作り出したという奥深

品な苦味が存分に生かされた

に誕生したニューオープンと、
自宅での食事の

The Bellwood

一軒。8月のディナーからはネパール流のコース

も提供予定だ。店主の本田遼がネパールでのフ

リー。
スペシャリテは、
アマゾン

の新店や、新たにテイクアウトやデリバリーをス

タートさせた人気店も多い。
ここでは、6月以降

NEW OPEN

をはじめとしたネパールの食文化を堪能できる （月曜はランチ営業の

注目の若きパティシエ、
大山恵

新型コロナウイルス。
しかし、
この街にはそのよ

うな状況の中でもたくましくオープンした話題

下駅）、03-6413-6618、tinyurl.com/

中野区中野5-50-3

ートさせたDEENEY’Sの日本初となる路面店。

（中野駅）、03-5942-

しめる。
また、
渋谷にある人気イタリアンKonelの

ハギスを挟んだ定番のトースティをはじめ、大

渋⾕区宇⽥川町41-31（渋谷駅）、03-6452-

している。

5077、tinyurl.com/TOTthe-bellwood、9

渋谷区神宮前2-3-26（国立競技場駅、外苑前駅）、

は11時30分〜22時（土曜は

〜24時（⾦・⼟曜は26時まで）／定休日は⽉曜

03-5411-2022、
tinyurl.com/TOTdeeneys

20時まで）

菊池隆樹が監修しているフードも評判だ。

Time Out Tokyo 2020

8527、tinyurl.com/

豆ミートを使ったビーガンメニューなども提供

22

TOTmaguromart、受け渡し
11時30分〜20時、電話受付
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1

どこにも行けない夏は食卓で旅を
今だからかなうお取り寄せ

5
4

TOKYO

FUKUSHIMA

6

3

2

5

3
気軽に旅ができない今、
ご当地グルメや旬の味が恋しい……！ だが今だからこそ、
食卓を豊かに彩るチャンスでもある。行列しなくては手に入らなかった全国各地の名
物がこの時期限定でお取り寄せ可能になり、
自宅で食べ比べることだってできるの

MIYAZAKI

だ。
いつかリアルな旅ができる日まで、心の中で日本各地を旅しよう。
Written by Shiori Kotaki

MIYAGI

6
1
1. 海苔だんだん弁当

HOKKAIDO
1
1,000円

2

北海道にある老舗温泉旅館 矢野の
『海苔だん

2. 口福のざるうどん
（2人前）
1,500円

中。
のり弁と言えば多くの人に親しみのある食べ

ば屋、
そばや哲心では
『口福のざるうどん
（2人

手摘みされた天然の岩のりを手作業で伸ばし、

もセットになり、
つるっとした喉越しのいいうど

した
『海苔だんだん弁当』
を味わえば、
これまで

ができる。
『ざるうどん』
の提供は、9月までの限

ス2人前』
は、
たれも3種付き、
まさに自宅で名

食感ののりからはしっかりと磯の香りも漂い、
今

うどん』
（1箱2人前入り、1,500円）
を販売。購

ンストアでアナウンスされるが、
いつも開始早々

品切れ中のため、
次回の販売については電話で

だん弁当』
が、
今だけ数量限定でオンライン販売
物だが、
ただののり弁と侮るなかれ。
松前の海で

それを天日干しにした貴重なのりを二段重ねに

ののり弁の概念が覆るはずだ。
ふわふわとした

すぐにでも松前に旅立ちたくなってしまう。
現在

長島茂雄も愛したといわれる宮崎県の人気そ
前）』
の通販を開始。店舗で提供しているつゆ

んを自宅でたった2分ゆでるだけで味わうこと
定。
それ以降は、温かい
『哲心の口福の釜揚げ
入は、
そばや哲心のオンラインストアから。

3. ヒロミヤ通販焼肉コース2人前
1万800円

「予約2年待ち」
というほど予約困難な焼肉ヒ

4

KYOTO

5. ゼリー12個詰め合わせセット 6. はらこ飯 1,836円
宮城県の亘理町と仙台市に店を構えるあら
3,600円

1988年、福島県のいわき市小名浜に

浜からは、名物のはらこ飯を。オンラインでの

肉コースのオンライン販売をスタート。名物の

4. ココカヌレ
1,150円／3個入りギフトボックス

これまでも毎週金曜日の21時から数量限定

るメニューしか販売をしていないのでぜひ、

の肉がセットになった
『ヒロミヤ通販焼肉コー

提供していない
『ココカヌレ』
をオンラインで販

いつもすぐ売り切れに。そんな人に朗報だ。6

旬～8月末）
を販売中。亘理の郷土料理である

ロミヤでは、人気店の味を自宅で楽しめる焼き
上タンや牛ハツモト、特選ハラミなど全8種類

京都にあるカフェhereでは、通常店舗でしか

売中。
しっとりとした生地に上品な甘み、
そして

店の味を堪能できる。販売日は事前にオンライ

ほんのり香るオリジナルブレンドのラム……。

に売り切れてしまうので、販売開始時間の少し

というhereのカヌレは感動的。
クール便で届

autoreserve.com/restaurants/

問い合わせを。

前からパソコンの前で待機しておこう。

dUTnN3PtrtQzTjG37Y7p/online_store/

hiromiyasan.base.shop

www.matsumae-yano.com/shopping

products/94

ゼリー専門店として誕生したゼリーのイエ。

販売自体は以前から行っていたが、旬を迎え

でオンラインでゼリーの販売は行っていたが、 今。例えば、今の時期は『あなごめし』
（ 7月初
月12日からは『12個詰め合わせセット』
のみ

日付指定なしで注文できるようになり、以前よ

『はらこ飯』
（ 9月初旬〜12月中旬）や、銀鮭
とますこを使った『銀鮭はらこめし』
（ 4月初

『ほっき飯』
（ 12月中旬〜5月下
旬〜7月末）、

パリで食したカヌレの衝撃を日本で再現した

りも手に入りやすくなったのだ。
もちろん、人

くため、
自然解凍で常温に戻してから味わう

かることもあるが、確実に手に入れたければ

づくそうだ。

今が狙いどき。

フォームから。

www.zerry-house.com

www.arahama.jp/access.html#sec1-2

と、店で提供される
『ココカヌレ』
の食感に近

気商品のため、ゼリーが届くまでに時間がか

旬）など、一年を通して旬の味をオンライン販
売している。注文は、オンラインストアの専用

coffeehere.stores.jp
Time Out Tokyo 2020
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They
shoot
Tokyo
By Ari Hatsuzawa

ロックダウンなしの緊急事態宣言を発出した日本
政府。布マスクと10万円を支給し、
自発的な行動
制限を促した。皆が判断に迷った。危機感には個
人差があり、軋轢（あつれき）
が生じた。銀座、新

宿、渋谷などを除けば、実際は多くの人が街に出

ていた。現在も、正しさの基準が曖昧なままだ。

1400万もの人が暮らす東京。
この大都市の感情

の記憶を呼び覚まし、
そこで生活する人々の自画
像として、振り返る素材となることを願う。

（初沢亜利）

新型コロナウイルスの流行は、私たちに大きな変

化と混乱をもたらしたが、
そんな状況のなか、
カメ

ラを持って東京の街を撮影し続け、
いち早く写真

集を出版した写真家がいる。
コロナ禍の東京で、

初沢がレンズを通して見た景色とは一体どんなも

のだったのだろうか。写真集『東京、
コロナ禍。』
か

らその一部を紹介する。

柏書房／2020年7月20日リリース
初沢亜利（はつざわ・あり）

1973年、
パリ生まれのドキュメンタリー写真家。

これまでに東川賞新人作家賞や、
日本写真協会
新人賞などを受賞。近著は
『隣人、
それから。』

（徳間書店）
や
『沖縄のことを教えてください』
（赤々舎）。

Time Out Tokyo 2020
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PHOTOGRAPHY: ヨアン・ブラウ、
ウィレム・ブラウ
『ブラウ大地図帳』1664年

イラストレーター、水森亜土の展示。水森亜

高度成長期から現在までの間に国際的に活

覧会。全国の温泉の効能番付表や銭湯を描い

でイラストを描くパフォーマンスでよく知られ

る展示。本展では、草間彌生、李禹煥（リ・ウフ

た錦絵から看板やケロリン桶まで、多彩な資
料で歴史をたどる。同園敷地内には、足立区

千住元町から移築した子宝湯（1929年）
もあ

東京、
この夏行きたい
アートイベント8選

ている。本展では、その水森が「絶対に売らな
い」
と決めている秘蔵の作品やグッズ原画を

展示。そのほか、
日本橋育ちの水森が見た古

き良き東京についても紹介されている。

2020年9月27日まで江戸東京たてもの園

2020年10月25日まで弥生美術館（文京区

（小金井市桜町3-7-1）
にて、開園時間は9時30

弥生2-4-3）にて、開館時間は10時30分〜16

躍しているアーティスト6人の軌跡を紹介す

ァン）、宮島達男、村上隆、奈良美智、杉本博

司を対象に、その活動の軌跡を初期作品と最
新作をつないで紹介、彼らの実践が世界から

いかに評価されてきたのかを探る。主催者自

らが本展を
「日本の現代美術」入門として推し
ているので、現代美術が分からない人にこそ

分〜17時30分（入園は閉園の30分前まで）／

時30分（入館は閉館の30分前まで）／ 休館

見てほしい。

休園日は月曜、9月23日、042-388-3300、

日は月・火曜（9月21、22日は開館）、9月23

2021年1月3日まで森美術館（港区六本木

tinyurl.com/TOTsento

日、03-3812-0012、チケットは日時指定の

6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 53階）にて、開

予約制で公式サイトで販売中、tinyurl.com/

館時間は10～22時（火曜は17時、9月22日と

TOTadomizumori

7

11月3日は22時まで／入館は閉館の30分前ま

MANGA都市TOKYO
ニッポンのマンガ・アニメ・
ゲーム・特撮2020

で）、03-5777-8600、チケットは日時指定の
予約制で公式サイトで販売中、tinyurl.com/
TOTstars

時代とともに変化する都市「東京」
の姿に、
日本

大宇宙展ー星と人の歴史

が誇るマンガ、
アニメ、
ゲーム、特撮から迫る大

人々がどのように天空の動きを理解し、宇宙への関心を育んだか

を通観する展示。江戸時代の瓦版、世界最古の星図と称される中国の

『淳祐天文図』
（1274年石刻）
の拓本、
オランダの著名な地図製作者ヨ

アン・ブラウとウィレム・ブラウによる
『ブラウ大地図帳』
などの書籍を中心
に、文字通り古今東西の資料を目にすることができる。古代メソポタミア

の天文に関する著作もあり、
その5000年にもわたる気宇壮大なスケー
ルはほかの展覧会とは一線を画している。

2020年9月22日 まで東洋文庫ミュージアム（文京区本駒込2-28-21）
にて、開催時間は10～17時、9月11日は15時まで
（入館は閉館の30分前ま
で、9月11日は14時まで）／休館日は火曜（祝日の場合は翌日）、03-39420280、tinyurl.com/TOTspaceodyssey

2

ヨコハマトリエンナーレ
2020

3年に一度開催されるアートの祭典。
今年のタイトルは、
「AFTERGLOW

ー光の破片をつかまえる」。
アーティ

スティックディレクターには初の外

現在、
ほとんどの美術

館では、
新型コロナウ

横浜市西区みなとみらい3-4-1）
とプロッ
ト48（横浜市西区みなとみらい4-3-1）
に
て、開催時間はいずれも10～18時（10
月2・3・8・9・10日は21時まで、10月11

三つのセクションに分けられ、
『ゴジラ』

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』
『AKIRA』
な

どから500点以上におよぶ資料が横断的に展
示される。

2020年11月3日まで国立新美術館（港区六本
木7-22-2）
にて、開館時間は10〜18時（入館は
閉館の30分前まで）／休館日は火曜と9月23日
（9
月22日と11月3日は開館）、03-5777-8600、
チケットは日時指定の予約制で公式サイトで販売

6

月岡芳年 血と妖艶

月岡芳年の作品を
「血」
「妖艶」
「闇」
と

か、
感染拡大状況によ

モの展覧会。
エキソニモは1990年代から一般
に普及し始めたインターネットをいち早く素材

り、公共美術館で初の大規模展示となる。

キソニモの初期から現在までの代表作が集ま

などを紹介する。見どころは「浮世絵史上、

最も残酷な一枚」
と銘打って展示される『奥
州安達がはらひとつ家の図』。会期中、前後期

ので、
訪ねる前に必ず

2020年10月4日まで太田記念美術館（渋谷

確認するようにしよう。

岩やえによる日本のアートユニット、
エキソニ

の代表作『英名二十八衆句』全14点のほか、

で全点展示替えなので気をつけておきたい。
前

オフィシャルサイトで

現在ニューヨークで活動する千房けん輔と赤

として扱い、国内外で高い評価を得てきた。
エ

ってはイベントが急に

変更される場合もある

8

エキソニモ UN-DEAD-LINK アン・
デッド・リンク

酷な殺害シーンや死骸を描いた「血みどろ絵

『東錦浮世稿談
（あずまのはなうきよこうだん）
』

になっている。
そのほ

中、tinyurl.com/TOTmangatoshitokyo

いうキーワードから掘り下げる展示。芳年は残

温、
ソーシャルディスタ

ンスを保つことが必須

2020年10月11日まで横浜美術館（

反復」
「東京の日常」
「キャラクターvs.都市」
の

（無惨絵）」
と通称されるジャンルを手がけ、
そ

迎えた。参加アーティストは、金氏徹

イエメンなど全67組。

規模な展覧会。展示は、大きく
「破壊と復興の

イルスの感染対策と

してマスクの着用と検

平、
キム・ユンチョル、
ナイーム・モハ

PHOTOGRAPHY：Keisuke Tanigawa

美術館を訪ねる
前に

国人となるラクス・メディア・コレクテ

ィヴ（Raqs Media Collective）
を

Time Out Tokyo 2020

土は、歌を歌いながらアクリルボードに両手

り、中に入って見学することも可能。

PHOTOGRAPHY: 月岡芳年『風俗三十二相 いたさう』
（太田記念美術館蔵）前期展示

1

東京の銭湯の歴史をひもとき、銭湯が社会に

果たした役割や変遷を紹介するユニークな展

Written by Ryuichiro Sato and Mari Sakamoto

5

STARS展：現代美術の
スターたち―日本から世界へ

期は8月30日まで、
後期は9月4日 ～10月4日。

区神宮前1-10-10）
にて、開館時間は10時30

2020年8月18日から10月11日まで東京都写真

分〜17時30分（入館は閉館の30分前まで）

美術館（目黒区三田1-13-3）
にて、開館時間は

日は20時まで）／休場日は木曜（10月8

／ 休館日は月曜（祝日の場合は翌日）、9月1・2

10〜18時（入館は閉館の30分前まで）／休館日は

日は開場）、
チケットは日時指定の予約制

・3・23日、03-5777-8600、
tinyurl.com/

月曜（祝日の場合は翌日）、03-3280-0099、

で公式サイトで販売中、tinyurl.com/

TOTbloodandthebewitching

tinyurl.com/TOTexonemo

28

草間彌生《ピンクボート》1992年 詰め物入り縫製布、
ボート、
オウル 90×350×180cm 所蔵：名古屋市美術館

アート＆
カルチャー

4

いつみても、
いつでもラブリー♥
水森亜土展

TOTyokohamatriennale
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《UN-DEAD-LINK》2008年［参考図版］
（左）
,
photo: Stefan Holenstein, courtesy of [plug.in]

3

ぬくもりと希望の空間 ～ 大銭
湯展

ご当地

ショッピング＆
スタイル

エコバッグ5選
プラスチック製レジ袋有料化に伴い、各自エ

別府レトロ トートバッグ

1925（大正14）年 に別府市で開催された
「別府温泉
祭」
のレトロなポスターがプリントされたトートバッグ。
手にしただけで在りし日の温泉郷にタイムスリップでき
るような一品。SELECT BEPPUの店頭とオンラインス
トアで購入可能だ。

www.selectbeppu.com

コバッグを持つ時代になった。各地の特色や

3

カルチャーを伝えるエコバッグが人気だ。

1
ポストコロナではショッピングのあり方もシフ

トした。
リモートで接客し、
クリエーターの思い

おでかけシャンシャンエコバッグ

を伝える雑貨店、誰かがおすすめする本を紹介

上野のアイドルパンダであるシャンシャンをモ

するブックストアなど、
コミュニケーションの幅
は広がっている。
また今や必需品となったエコ
バックのトレンドも紹介。

チーフにしたエコバッグ。裏面にもかわいらしい

1

後ろ姿が描かれ、
どちらから腕を通しても絵柄

が見えるデザインになっている。上野案内

Written by Genya Aoki

2

マジェルカ

全国の障がい者雇用施設で作られた、
独特の感性を持ったユニークな雑貨を

取りそろえている。実店舗に行かずオンライン

上で会話しながら購入するリモートショッピン

グをいち早く導入したのも画期的。
リアルな買

い物のように思いの込もった商品に出合える。

Vantan Design Institute

所とオンラインショップで販売中。

空き家になった場所を占拠し、文化的なコン

テンツを通じて人が集う場所を作り出す活動

4

「SKWAT」
による第4弾企画。海外のアートブ

ックを中心に扱うtwelvebooksのショップ、倉

北海道を中心に展開してい

りだ。

発見がある。

品をグラフィックとして採用、製品化し

た。
日本の伝統的な手刷りの技術「手

道では90市町村のバージョンが存在す

捺染（てなっせん）」
で作られており、継
承と革新を表した東京らしいトートバ

ロゴマークとしてデザインしている。北海

多様な目的で楽しめる空間だけに、行くたびに

TOTskwat、12～18時／定休日は日・月曜

ペティションを開催し、特に優れた作

る地元デザインブランドが

する物産、文化、観光名所などを独自の

港区南青山5-3-2（表参道駅）、tinyurl.com/

に、
「東京」
をテーマにしたデザインコン

手がけたトートバッグ。各市町村を象徴

庫、
サロン、
オフィスという複数の機能を持った

吉祥寺駅）、0422-27-1623、tinyurl.com/

バンタンデザイン研究所の学生を対象

ジモトート

スペースだ。
「公園」
や
「図書館」
をイメージした

武蔵野市吉祥寺本町3-3-11 中田ビル 1階（

× ROOTOTE

edotokyo1.com

SKWAT/twelvebooks

食器、
ステーショナリー、玩具、
アクセサリーな

ど、
センスが光るハンドメイドの一点ものばか

2

ッグだ。全13種、1,980円で代官山の

店、ZOZOTOWNなどで購入できる。

る。大小2サイズ展開で、
キラキラ北海道

TOTmajerca、11～19時

3

BOOK SHOP無用之用

本の街、神保町にある型破りな書店が
無用之用。客やつながりのある誰かが

選書した本が並ぶユニークな店だ。
「地理から
見る東京」
などキーワードごとに文学、
ビジネ

渋谷区猿楽町25-3（代官山駅）、03-

のオンラインストアで販売中。

6416-1986、tinyurl.com/TOT-

www.kirakirahokkaido.net

rootote、11時30分～19時

5

伊賀 家紋忍者

トートバッグ

伊賀忍者の家紋が入った

ス、
ライフスタイル、
アートなどの本がジャンル

トートバッグ。綿100％素材でＡ4サイズ

設されたバーでは、
コーヒーなどを飲みながら

い勝手も良く、折り畳みもできる。黒と紺と

千代田区神田神保町1-15-3 サンサイド

インサイトで購入も可能だ。

神保町ビル 3階（神保町駅）、tinyurl.com/

kyomaruya.com

レスに仕分けられて並んでいるのも魅力的。併
読書することもできる。

が入り、底10センチのマチと内ポットで使

生成りの3色展開。伊賀の京丸屋のオンラ

TOTmuyonoyo 、12～19時

Time Out Tokyo 2020
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4

小川町、
ご近所ガイド

小川ぐらしの茄子おやじ

下北沢の名店、茄子おやじを27年間

営んできた創業者が、2019年3月に小川町に

オープンしたカレー店。
「おやじ」
という言葉の

印象とは裏腹に、
カフェのようなモダンな店内

だが、下北沢で絶大な支持を得た、
たっぷりの

タマネギと赤ワイン、十数種のスパイスなどで

作る、
どこか優しく、
そして深みのあるカレーは
健在だ。裏口から
「まだカレー、食べられる？」

と、
おじさんが入ってきたり、
すっかりこの町に

「小川町」
と言っても今回フィーチャーするの

溶け込んでいるのが分かる。

は神田小川町ではなく東武東上線の終点、埼

比企郡小川町小川110-1（小川町

玉県の比企郡の小川町だ。
もともと和紙の里

駅）、0493-88-8112、tinyurl.com/

として、
また酒造りの町として知られる小川町

TOTnasuoyajiogawa、11時30分～15時（売り

は、近年、有機野菜の街としても注目されてい

切れ次第終了）／定休日は月・火曜（月曜が祝日の際

る。2020年は中止となったが、2014年からは

は営業、水曜休み）

『小川町オーガニックフェス』
も開催され、東
京からの移住者も増えている。

5

野菜だけではなく、無農薬、無化学肥料でワ

インを醸造するワイナリーや、原材料自給率

100％を目指す気鋭のブルワリーもあり、街は

地元の素材を使った、
おいしいものがあふれて

いるのだ。特急なら池袋から1時間強。東京メ

2

農家のcafe＆bar TRANSIT

を使った『下小川』
（ 750円）など、地域名が付

川町へやってきた兵庫県出身のマスターが営

て、小川町通を気取ってみるのもいいだろう。

1０年ほど前、有機栽培を学ぶため小

トロ副都心線とも直結しており、思い立ったら

む一軒。営業は金、土、
日曜の3日間のみで、

べに、小川町へ出かけてみてはどうだろうか。

た料理や、小川町内で製造された日本酒、地

足を延ばせる気楽さもいい。体が喜ぶものを食
Written by Aya Hasegawa

1

店では彼が丹精込めて育てた農作物を使っ

ビールなどが楽しめる。地元のぶどうジュース

指し
「畑からのビール造り」
を始めたマイクロブ

ルワリー。現在は創始者の娘夫婦が営んでい

いたオリジナルカクテルもユニーク。全制覇し

駅）、080-2523-0022、tinyurl.com/

自然に恵まれた小川町周辺には複数

ており、
自家醸造クラフトビールが楽しめる。
い

スが整備されている。特に人気がある

円）
は、
自社農園で栽培した小麦、
ライ麦、
さら

秩父の官ノ倉山（344.7メートル）、石

ちおしの
『雑穀ヴァイツェン』
（S500円、L800

TOTtransit、18～24時／定休日は月～木曜

にキビやアワを使用したもの。山椒やレモンを
使ったものなど、
オリジナリティーあふれるビ

ールを求め、県外から足を運ぶ人がいるという

大正10年創業の老舗豆腐店が営む、
お

のも納得の味。

からドーナツ店。
地元の朝市で提供したドーナ

3

ツが好評で、
駅前に店舗を構えるようになった。
無農薬栽培された
『小川青山在来大豆』
のおか

比企郡小川町大塚88-6（小川町駅）、

武蔵ワイナリー 玉成舎
直売所

0493-72-5673、tinyurl.com/

に位置。完全無農薬や全量自社栽培

含めると40種類以上のバリエーションがある。

のブドウを天然酵母、無添加で醸し

店舗の片隅では豆腐や厚揚げも販売しており、

た安心安全なワインを作っている。玉

地元のおばちゃんや女子高生も通い詰める。

成舎2階にも直売所を設置。
自社商

比企郡小川町大塚1147-5（小川町駅）、049374-0100、tinyurl.com/TOTshimizuya、10
17時30分まで）

カリで醸した、武蔵鶴酒造の日本酒も

ューも。
ほっこり、緩やかな時間が流れる空間

しべの料理とともにワインや日本酒を

スペースでは、地元の農家が手がけた有機野

比企郡小川町大字小川197

比企郡小川町小川197 玉成舎 1階（小川

（小川町駅）、080-7331-8870、

にも立ち寄る全長約9.5キロメートル

の行程は、道も景色も変化に富み、歩

きがいがある。

和風パスタの老舗、壁の穴で腕を磨い

する。
日替わり定食やパスタセットのほか、
オ

飲み比べるのもありだ。

32

6

し飲みできるほか、代表の福島有造

楽しめる。1階には有機野菜食堂わら

町駅を目指すコース。重要文化財の吉

田家住宅や三光神社、穴八幡古墳など

た夫、天然酵母パンの人気店ルヴァンで修行

した妻という最強のコンビが玉成舎の1階で、

が杜氏を務める無農薬栽培米イセヒ

尊山（344.2メートル）
を経由し、小川

有機野菜食堂わらしべ

品をはじめ、選りすぐりの日本ワイン

が30ミリリットルからの量り売りで試

～18時（土・日曜は9～18時、11〜2月は

のは、東武東上線の東武竹沢駅から外

〜19時）／定休日は月・火曜（祝日の場合は営業）

は、小川町駅から車で10分強の場所

（120円から）
は、
日替わりや季節限定商品を

のウォーキングコース、ハイキングコー

TOTzakkokubeer、15〜19時（土・日曜は11

2011年に創業した武蔵ワイナリー

らを、
豆乳で割って作る優しい味わいのドーナツ

充実の低山ハイキングコース
を歩くなら...

る。1階では小川町のきれいな水を仕込み水と

して使用して醸造。2階がタップルームとなっ

比企郡小川町大塚28 2階 東（小川町

三代目 清水屋

Time Out Tokyo 2020

麦雑穀工房マイクロブルワリー

2004年に自給自足100％ビールを目

地元の生産者による食材を使った料理を提供

ムライスやドリアなどディナータイム限定メニ
は、何時間でも滞在したくなる。
レジ横の物販
菜や雑貨が購入できる。

町駅）、0493-74-3013、tinyurl.com/

tinyurl.com/TOTmusashiwine

TOTyuukiwarashibe、11～20時30分／

ry、11〜21時／定休日は月・火曜

定休日は月・火曜
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世界の
ニュートレンド

世界の

ニューオープン３選

世界では今、
どんなムーブメントやトレンドが生まれて

いるのか。話題のニューオープンなどとともに注目のコ

ンテンツをピックアップ。
これからの時代を読み解くヒ

PHOTOGRAPH: COURTESY OF DANIEL BOULUD KITCHEN

ントにしてほしい。

1

La Samaritaine

パリにおけるアールデコ

のアイコンであるデパート、La

Samaritaine が15年の歳月と7

億5000万ユーロをかけた改装を
終え、2020年4月にリニューアル

オープンした。

広大なガラス屋根や鉄製の手す

り、
クジャクやヒョウを描いた崇高
なフラスコ画などが美しく、
目を引

く。
ファッション複合企業、LVMH

3

は、
このセーヌ川沿いにある7万平
方メートルという巨大なランドマ

の上からサファリを満喫できる超豪華鉄道ホテルがオープ

現している。

1. Open Restaurants

ンチを提供する有名レストラン、Daniel が業態

が拡大中だ。道路の一部や歩道などを使用し

このプログラムは10月31日までの予定とされ

Restaurants』
プログラムには、2020年8月3

れている。

て店の営業ができるよう市が許可した
『Open

日までに9700軒のレストランが申請。高級フレ

変更し歩道へ出店したことでも話題になった。

3. ハードセルツァー

原文 tinyurl.com/TOTopenrestaurants

に成長している。
サトウキビ由来の

ルツァー」
が今、
アメリカで爆発的

を訴えるアートプロジェクトが世界

Motion Pictures）がオープン予

れから日本でも注目されそう。

ートバリアリーフにオープンした海中

には、大量の写真や台本、ポスタ

ー、
ドローイングが展示される。
ま

た建築家レンゾ・ピアノらが設計

一例。海へ潜り、
サンゴ礁やそこで暮

博物館には16、35、70ミリフィ

1000席のシアターなどを完備。

らす生き物と一緒に作品を楽しめる

ルムからレーザー投影デジタルな

というユニークなものだが、同時に

ど、考えられる全ての映写設備が

失われつつあるサンゴ礁の実態や、

になっている。

そろう。開館記念には宮崎駿の作
品展も開催予定だ。

THE MUSEUM OF UNDERWATER ART

原文 tinyurl.com/

原文 tinyurl.com/TOTmoua
Time Out Tokyo 2020

原文 tinyurl.com/TOTkruger-Shalati

定。
アカデミー賞のコレクション

したガラスの球体のスペースには

理由について鑑賞者に提起する内容

れたプールでくつろぐこともできる。

館（Academy Museum of

水族館、MOUA（The Museum of

Underwater Art）はその代表的な

一望できるのはもちろん、川を見下ろすような場所に置か

2021年4月30日
（金）、
ロサン

このヘルシーな飲み物は、健康を

過ぎないスッキリした味わいで、
こ

2020年8月にオーストラリアのグレ

いる。全ての部屋からクルーガー国立公園の美しい景色を

Museum of
Motion Pictures

ゼルスにアカデミー映画博物

意識した多くの世代をとりこに。甘

中で進化を遂げている。

2

設される
「ブリッジハウス」
という部屋に2種類に分かれて

Academy

糖分から作ったアルコールを使い、
低カロリー、
低シュガーに仕上げた

自然と共存する美術館や環境問題

装してできるホテルは、
ガラス張りの客車と線路の隣に建

Samaritaine

アルコール入り炭酸水の
「ハードセ

2. 自然と共存するアート

ン予定。
サビエ川に架かるセラティ橋の上に古い列車を改

原文 tinyurl.com/TOTla-

ているが、2021年6月に再開することも発表さ

The Train on the Bridge

2020年末までに南アフリカのクルーガー国立公園に、橋

ーク全てにかつての栄光の姿を再

ニューヨークでは新たな屋外飲食のスタイル

Kruger Shalati:

TOTacademy-museum
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