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誠品禮物節 きもちを包む

　私はよく台北の「誠品書店」台大店に行き文学書籍を購入しています。この書店が常々、私と世界各国の素晴らしい文学作品とをめぐり合わせて

くれることが、頻繁に足を運ぶ理由になっていると思います。10年前にそこで岡本かの子の「越年」「家霊」と出会ったことは “運命的 ”でした。

――かの子小説に見た人生の「悲喜」。“悲 ” には人生の寂寥感、逃げようのない宿命の残酷さも在ります。“喜 ”としては女の燃え上がるような愛、

究極のロマンスが綴られてもいます。このような情熱を向ける対象は男性のみならず、娘だったり、はたまた故郷、更には宇宙的に捉えた自分の「全て」

へ向けてでもあったりします。私はかの子が描き出した愛、特に「女たち」の姿をぜひ映画にしたいと願い、片原朋子プロデューサーと相談してから3年。

今、『越年 Lovers』と言う映画に私の想いは結実しました。

　一人の映画監督として私はこの映画に、私がかの子から受けた “生命（いのち）”と“ 愛 ” の輝き、そして私の情熱を包みました。どうか皆さんに

も私の気持ちが届きますように。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監督｜グオ・チェンディ（郭珍弟）

林行瑞  Lim Heng Swee
マレーシア、クアラルンプールを拠点に
活動するイラストレーター。
地球という顔ににっこりマークをラクガ
キしたいというのがモットー。

Website: ilovedoodle.com

Instagram: @limhengswee

【SYNOPSIS】
越年―新しい年を迎える瞬間の高揚はどこから来るのだろう。

きっとそれは、新しいことが始まることへの希望。

いきなり男にビンタをされたシャオラン、初恋の相手に会うために

数十年ぶりに帰郷した寛一、亡き母の家を片付けるモーリー。日本、

台湾、マレーシアの年越しの風景を舞台に、不器用な 3組が織り
なす物語。台湾・アカデミー賞受賞（金馬奨）監督のグオ・チェ

ンディ（郭珍弟）が愛に生きた作家・岡本かの子が紡いだ傑作小

説をもとに、素直になれずにこじれた恋心たちを描く。恋だけが

人生じゃない。けれど、こんな恋があってもいいと思わせてくれる

恋の物語。年を越えたら、新しい人生に出会えるかもしれない。
©2020映画「越年」パートナーズ

配給｜ ギグリーボックス
12/18（金）山形・仙台先行公開
1/15（金）新宿バルト9ほか全国公開

【ブックフェア／パネル展／SNSキャンペーン】
ブックフェア：12/2（水）～開催予定
パネル展示／ SNSキャンペーン：12/末～ 1/末
非売品プレス（先着 50名様）プレゼントなど、
詳細は店頭または SNSにて

大切なあの人へ贈りもの。「きもち」も包み、とどけましょう。

【ご購入・SNSキャンペーン】

❶缶バッジプレゼント！　
　詳細は店頭または SNSにて
❷店内にいるこの子達と写真を撮る
　といいことが！？

映画『越年 Lovers』タイアップ企画

Instagram Twitter



 

　　　　  

bogcraft KAKUKAKU
フェア
作って、贈って、楽しめるペーパー
クラフト、KAKUKAKU。いつも
大人気の可愛いクラフトアニマル
たちが大集合します。簡単に作
ることができるので、家族でチャ
レンジしておうちに飾ってみませ
んか。

935円～ 6,600円（税込）

楽しい休日のための
フラワーとインテリア 
おうちをもっとSpecialな場所に！おう
ち時間が多くなりそうな、ホリデーシー
ズンに、ちょっとしたフラワーベースや、
思わず飾りたくなってしまう素敵な本は
いかがでしょう。landの美しいスワッグ
やリースは、色の変化を楽しみながら、
飾ることができます。  

スワッグ（S） 4,400円（税込）
スワッグ（L） 7,700円（税込）
リース　  （S） 6,600円（税込）
リース　  （L） 9,900円（税込）

plain-me
"plain-me"は台湾全土で店舗展開し、日本の有名セレクトショップともコラボレーション
するなど、ファッションピープルから今最も注目され、支持をされているセレクトショップで
す。『紀念品 (JINIANPIN)』は "お土産 "を意味するニューブランド。台湾の暮らしの中でよ
く目にするモチーフを、モダンでユーモラスな手法で解釈。いますぐ日常で使いたいアイテ
ムが揃っています。

歓迎光臨 台湾市場
台湾旅行が難しい今、

楽しい休日のためのフラワーとインテリア
ホリデーシーズンに居心地良く過ごすための、インテリアやホームウェアを集めました。
この冬みなさまにとって、おうちが最高の空間になりますように！

あなたに台湾気分を味わっていただけますように。
台湾のカルチャーやデザインをより身近に感じられるエリアに expoが進化。

©️針線球



 

推し、燃ゆ
 
宇佐見りん｜河出書房新社

注目の若手作家、宇佐見りん待望の第二作。
主人公はアルバイト代を全て自分の “推し” に
費やし、彼についての見解をブログで公表する
ことに情熱を傾けている女子高生。生きること
は苦痛だ。でも “推し” を推す時だけは、生き
ることの重さから逃れられる。その「生き甲斐」
のようなものの描き方が天才的に巧い。若者以
外の読者には縁のない小説かと思いきや、本作
の根底にあるのは「生き辛さ」である。

ルポ新大久保　移民最前線都市を歩く
 
室橋裕和｜辰巳出版

アジアを長く取材してきたライターの著者が新
大久保に移り住み書いた、そこに住む人々の
記録。大久保一丁目に居住する外国人の割合は
40％にのぼり、大久保小学校の全児童150名の
うち、6割が外国人の血を引くという。
よく知られるコリアンタウンとしてだけではな
く、アジア全域やアフリカなど、世界中の文化
が混淆する街の、エネルギーに満ち満ちた生と
生活が細部まで活写された好著。

次の夜明けに
 
徐嘉澤｜書肆侃侃房

新シリーズ「台湾現代文学選」第一弾。台湾の
三世代の家族の物語が、台湾の現代史と絡み合
いながら描かれる。どの世代のパートにも一貫
しているテーマは「人権」。台湾の現在の民主
主義がどれだけ多くの人々の努力の末に確立し
たものかという事実だけでなく、LGBT、外国
人労働者、いじめに関しても鋭く問いを投げか
ける。台湾、日本だけでなく広く世界で読まれ
てほしい作品。徐嘉澤の作品は初邦訳。

言語の七番目の機能
 
ローラン・ビネ｜東京創元社

実在の学者たちが、まさかこんな陰謀に巻き込
まれていたとは！衝撃的な発想によるミステリ
長編。本作はフランスで最も権威のある文学賞
の一つ、アンテラリエ賞を 2015年に受賞して
いる。著者は『HHhH』で本屋大賞翻訳部門受
賞。ひとつひとつのシーンが映画を見ているよ
うに感じられる描写でつづられた本書は、記号
学や言語学に詳しくなくても読み応えのある
一冊。

おいしい昆虫記
 
佐伯真二郎｜ナツメ社

昔、糸井重里は「おいしい生活」というコピ
ーを書いたが、生活が相変わらずおいしい人
も、最近ちっともおいしくない人も、『おいし
い昆虫』への道は平等に開かれている。世界
中で 400種あまりの昆虫食を実践した著者によ
れば、一番おいしいのはある種の蛾の幼虫だと
か。ともあれさまざまな思いを胸に、一冊読み
終えた後にはなんとなく食べたくなっていると
いう不思議は、この本の持つ力か、それとも虫
の持つ本来的な魅力だろうか。

《時間》のかたち
 
伊藤徹｜堀之内出版

本書は、我々にとって「時間」そのものは外見
的に捉えることができないという難問に挑む。
いくつかの近代芸術作品を通して、我々に「時
間」とはどんなかたちをしているのか見る手掛
かりをくれた。哲学的アプローチだけでなく、
芸術論的な切り口で「時間」を捉えようとした
ことは、寺島実仁がハイデッガーの『存在と時
間』を和訳した時以来のセンセーショナルな挑
戦である。

日没
 
桐野夏生｜岩波書店

中年女性作家の主人公は、ある日突然「文化文
芸倫理向上委員会」なる組織から呼び出され、
人里離れた施設に軟禁させられる。理由は、犯
罪をあたかも肯定するかのような小説を書いて
いるからだという。満足な食事も与えられず、
社会に適した小説を書くように命じられるが、
この施設には彼女と同じような作家がたくさん
いることが次第に分かる―。ベテラン作家桐野
夏生が「表現の自由の危機」について警鐘を鳴
らす一冊。

何はなくとも三木のり平
 
小林のり一／戸田学｜青土社

桃屋のコマーシャルや社長シリーズなど映画でのとぼ
けた味わいを覚えている方も多いであろう。高田文夫
氏をして「三木のり平先生。私はこの人が一番面白
いと思っている」と言わしめる戦後の喜劇王、芸ごと
の神様である。たくさんの資料と関係者など多くの人
の証言に加え、息子・のり一氏の語るエピソードで、
その人となりを描きだしている。その真骨頂は舞台に
あったという。願っても、もはや観ることは叶わぬと
思わせる一冊。



 

台湾インクで、心をこめて
誠品生活日本橋が、いまオススメしたい台湾ブランドのインクを集めました。

誠品生活日本橋より、大切なあなたへ。
誠品生活日本橋より日頃の感謝を込めて、台湾の温かさを感じていただける品を特別にご用意しました。
—FEEL TAIWAN—台湾のぬくもりがみなさまに伝わりますように。

台湾インク沼
誠品生活日本橋でいちばんの売
れ筋、藍濃道具屋のインクはも
ちろんのこと、新たに IPAPER、
鋼筆工作室の取り扱いを始めま
した。他ではなかなかいちどき
に見ることの出来ない台湾イン
ク。それぞれのパッケージデザイ
ンも魅力のひとつです。

1,760円～2,700円（税込）

TWSBI
台湾の万年筆ブランド TWSBI
はインクの色がひと目でわかる
スケルトン軸なので、入れたイン
クの色を見て楽しむことが出来
ます。専用工具を使って分解で
きるのでお手入れも簡単です。

5,500円～16,500円（税込）

老媽拌麵
2013年の発売から爆発的に広まり、今
や知らない台湾人はいないインスタント
ラーメン「老媽拌麵」。その勢いは止ま
らずレストランを出店、海外展開もして
います。火鍋に使うピリ辛ソースは体が
温まります。情熱の国台湾の味を手軽に
近くに感じていただける一品です。
販売期間：11/27（金）～
担担麺・海老そば・葱油
各1,620円（税込）

【大同電鍋（周年記念限定版）】

2020年 9月に誠品生活日本橋が 1周年を迎えたことを記念して、大同電
鍋とコラボレーション限定色「黄蘗色／鵝黃色（きはだいろ）」をご用意し
ました。待望のステンレス製、電源コードが外せる進化版です。台湾家庭の
ぬくもりを、ご自宅に取り入れてみませんか。

〈予約特典〉
更に！数量 150台限定でご予約・購入いただいたお客様に特典がございます。
●予約受付｜ 11/14(土 )11時～ 12/13(日 )19時
●特典内容｜
➀ 大同電鍋オリジナル蒸し皿／通常 2,200円（税込）
➁ Instagramにて大同電鍋 (@dennabe_official)と誠品生活日本橋
　（eslite_japan）の公式アカウントをフォローいただくと「Mart BOOKS-
　大同電鍋でつくるおいしい家庭料理」をプレゼント／通常 1,540円（税込）
●ご予約はお電話・店頭にて承ります。
　お問い合わせ｜ 03-6225-2871／誠品生活日本橋　

大同電鍋　黄蘗色／鵝黃色（きはだいろ）
Mサイズ（6合用）のみ
発売日：12/18（金）

19,800円（税込）

ラオマ・バンメン



➀ DAYLILY
大人気の「食べる薬膳茶」3缶をオ
リジナル BOXに入れ、クリスマス限
定リボンをかけた特別なGIFTセット
です。
贈り物にはもちろん、毎日頑張って
いる自分へのご褒美にも。
※画像はイメージです。実際の商品とは異
なる場合があります。

薬膳茶 3缶ギフトセット
7,776円（税込）

➄ L&Co.
肌なじみが良く使いやすいイエロー
ゴールドをベースに、ダイヤモンドと
カラーストーンで高級感と華やかさを
プラスした、特別な日のためのクリス
マスコレクションです。

クリスマスコレクション
18金・10金・ダイヤモンド・カラー
ストーン

14,300円～ 30,800円（税込）

➆ P.Seven 茶香水
P.Sevenで圧倒的な人気を誇るキン
セン茶香水日本限定版のお得なセッ
トです。10mlのロールオンタイプは
持ち運びしやすく、いつでもちょこっ
と首筋や手首に塗れるのでとっても
便利です。大切な人へ香りで気持ち
を贈ってみてはいかがですか。
キンセン茶香水 
日本限定版 特別セット
22mlスプレータイプ＋ 10mlロール
オンタイプ
20,460円（税込）

➂郭元益（グォユェンイー）
アッサムミルクティー味と黒糖タピオ
カ味の 2種類です。2つ一緒に食べ
るとタピオカミルクティーの味になり
ます。台湾の形のクッキーには台湾
モチーフが刻まれ、台湾旅行の気分
が味わえます。

タピオカティークッキー
24個入り 
2,592円（税込）

➁阿原（ユアン）
ヨモギハンドウォッシュ・月桃スカル
プシャンプー・月桃コンディショナー・
ヨモギハンドクリームミニサイズの詰
め合わせです。YUANオリジナルギ
フトバッグ付き。

クリスマスギフトセット
10,450円（税込）

➃注染手ぬぐい にじゆら 
もみの木の深緑色から明るい緑のボ
カシを背景に、繊細な光を放つイル
ミネーションと雪。大人っぽいツリー
柄がお部屋の中を彩ります。また、
手ぬぐいでのギフトラッピングも承っ
ております。サイズ等、お気軽にご
相談ください。

聖なる夜
1,760円（税込）

➅meta mate
メタマテではシーズン期間中ギフト
ラッピングを無料サービスいたしま
す。
大切な人への「きもち」を大切に包
んで届けます。

きもちを包む
無料

❶

❸

❷

❹

❺

❼

❻



吹き硝子オプション
〈金箔オプション〉
作品に上質な輝きを添える金箔オプショ
ン。ご自分用はもちろん、贈り物にもお
すすめです。
550円（税込）

〈文字入れオプション〉
グラインダーを使って作品の表面や底に
メッセージやお名前を入れましょう。
※文字入れは作品受け取り時に行います。ご
希望の方は吹き硝子体験後、受取日時をご予
約ください。
330円（税込）

ちいさな硝子の鏡餅
日本橋玻璃工房の職人がひとつひとつ心を込めて作る、ちい
さな硝子の鏡餅。それぞれ表情が違います。
お気に入りのひとつをお探しください。

2,750円（税込）

硝子に気持ちを吹き込む

猿田彦珈琲
猿田彦珈琲のクリスマス限定ブレンド。コーヒー好きのあの人へ。
1年間頑張ってきた自分へのご褒美に。特別な一杯をぜひお楽しみ
ください。
販売期間：～ 12/25（金）

クリスマスブレンドドリップパック〈10枚セット〉
2,165円（税込）

王德傳（ワンダーチュアン）
〈年末はがきキャンペーン〉
特徴ある味・香り豊かなお茶を、王德傳で飲みませんか。
期間中、お買い上げの方に、値引き券付はがきを１枚プレゼント。
お届け先のご住所・お名前をご記入の上、店内指定の場所へご投函
ください。2021/2/28（月）までに、はがきをご提示いただきますと、
レジにて 300円引きにさせていただきます。
※はがきは届いた方のみご利用いただけます。※コピー不可
配布期間：11/27（金）～ 12/25（金）

富錦樹台菜香檳（フージンツリー）
フージンツリーを代表する様々な料理を、バラエティ豊かに楽しめる
テイスティングコースです。
※お 1人様ずつ取り分けてご提供します。　※ 2名様より承ります。

富錦樹テイスティングコース
5,500円（税込） 

真っ赤に溶けた硝子に気持ちを吹き込んで、硝子の贈り物を作りましょう。
日本橋玻璃工房で心温まる冬をお過ごしください。



ノート（2冊セット） 革製パスケース（ストラップ付） 革製手帳カバー（A5サイズ対応）


