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SAWAGUCHI SHOTEN
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TAMURA SHOTEN
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YUKYUDO SHOTEN

「高山书店」创业于 1875 年（明治 8 年）
，位于神

「鸟海书房」是一家专门售卖动植物为主题的古书

" 农书中心 " 原位于大手町大厦，于 2014 年（平成

音楽、美術、写真、映画、建築など芸術書を中心

仏独文学を中心にヨーロッパの哲学·歴史·美術

美術展目録、料理本、ビジネス書などニッチ分野

保町一带的地标性建筑神田古书中心的一楼入口

的店，收集了古生物，昆虫，钓鱼，野草等 40 种以

26 年）搬移至神田一带，是全日本唯一一家专门收

に取り揃える「澤口書店 東京古書店」。店内には

に関する書籍、洋書の稀覯書を扱う専門店。入口

で日本一を狙う古書店。山岳関係の本と動植物

处，是这一片区域最古老的书店，集齐了能、狂言、

上的古书。店家在书的摆列上十分用心，当你在浏

集农业相关书籍的书店。全店共收有 36000 册以

マッチラベルやポスターなどの紙ものも充実し

両脇には神社の千社札のように、全集の値札がこ

の本の品揃えも豊富。1 階は美術と食のフロア。

歌舞伎、武道、料理等各种特色二手书。店家据说

览 " 海 " 相关的书柜时可能也会被就近的 " 钓鱼 "

上的农业相关书，包括技能技术、料理园艺等方方

ており、見ているだけでも楽しい空間が広がって

れでもかと言わんばかりに、数限りなく貼られて

美術好きの日本人の支持が絶大なのはもちろん、

与司马辽太郎等大作家们也颇有交情，会承接作家

相关的书所吸引，浏览 " 鸟 " 相关的书柜时可能也

面面的书本杂志，一般书店很难搜寻到的一些冷门

いる。芸術書の他にも、世界史や洋書、クラシッ

いる。扱う全集の数が多すぎて、実物はお店の人

海外、特にアジアの美術好きな外国人旅行者も美

的委托为他们寻找书籍资料。特别是司马辽太郎

会被就近的 " 昆虫 "，
" 植物 " 等相关书吸引。店内

书也可以在这里找到。书的覆盖范围广阔，不管是

クやジャズの CD、DVD など、取り扱いは幅広い。

に頼んで出してもらわなければならないほど。1

しい日本の印刷物を求めてたくさん訪れており、

收集资料全权委托此店，买书方法也十分豪爽，买

收藏丰富，从和书到新刊，学术书到趣味书一应俱

外行人还是专家都可以在这里捕获心仪的书，并且

2 階には「くつろぎの空間」と呼ばれる喫茶スペー

階には日本の近代文学や、西洋の古典を中心とし

その数は全体の一割にも達する。料理本の品揃

断周边书籍。因此诞生了「某日，某标题的书在神

全。据店主说：" 多色木板花，花或动物为主题的

由于店家时常进货更新库存，定期来此淘书发现惊

スがあり、ドリンク片手に本に囲まれた空間で

た翻訳もの、哲学書やその研究書、
2 階には洋書が

えはプロの料理人も信頼するほどで、上の世代の

保町悄悄的消失了。
」的司马辽太郎的传说。

19 世纪铜版画等，精致的作品光想象它们被手工制

喜也是一种乐趣。店内的工作人员亲切热情，选书

ゆっくりと過ごすことができるので、休憩がてら

並ぶ。蒐集家には料理本 ( 原書 )、挿絵本、美麗装

情報を集める若い女性たち向けに古い『暮らしの

作的庞大的过程，也可以感受到美感和对艺术的热

困难或者疑惑的时候可以向他们求助。店面相接

立ち寄ってみては。

丁本が特に人気。店頭では日本一質が高いと言

手帖』なども用意している。2 階は山と動植物の

情，让人深陷其中。" 店主还说：" 当我知道经常光

的楼梯间被改造成了展示廊，十分值得一看。

われる特価セールが行われ、いつも多くの人でに

フロア。新刊から古本まで様々で、山の雑誌の

ぎわっている。

バックナンバーも揃う。

顾的喜欢海藻的小学生成为自然科学学者的时候，

03-3261-2661

感觉真的很高兴。"

03-3264-4450

03-6261-4760

03-5577-6982

03-3291-0563

03-3291-0773
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理工学·自然科学系の学術専門店で、数学関連は

建築·理工系の書籍が多いが、心理·哲学·宗教·

図書館や博物館など公の機関をはじめとする専

平成 24(2012) 年にオープンした、古書全般を扱

古書全般を扱い、各ジャンルの良書を入手しやす

絶版漫画と茶道·歌舞伎·落語などの日本文化や

随一の品揃え。学術書が多く、硬い店というイ

歴史·法律など人文系も揃う。コンディションの

門家たちが、史料集めの際に頼る歴史の専門店。

う「愛書館 中川書房」。靖国通りから 1 本入った

い価格で販売している。武道書、漢詩や漢文、東

日本美術に関する本を取り扱う「澤口書店 神保町

メージもあるが、実は読み物、趣味的な本や雑誌

いい専門書をできるだけ安く提供する店で、発売

時代小説などを書く小説家や研究書の著者など、

路地裏、文華堂書店の隣に店舗を構える。買取り

洋医学などの専門書や学術書から、文学全集や宗

店」。この店舗は、ほかの澤口書店の店舗とは異

も扱っている。古いラジオや時計の修理の本や、

からさして時間の経っていない新刊本もいち早

本を書く側の人が時代考証のための史料を求め

による仕入れが多いため、いつ何が入荷するかは

教に関する本、囲碁や将棋など趣味の本など品揃

なり、昔ながらの古本屋といった佇まいで、コの

建築関係の意匠·デザインを扱った名著などは、

く店頭に並ぶ。特に講談社学術文庫に関しては

て訪れることも多く、松本清張もその一人。老舗

その時々のお楽しみ。全集·歴史·宗教·哲学な

えは多種多様。入口付近には様々な言語の辞典·

字型の 2 つの入口が特徴。壁一面にずらりと並ん

値段によらず入荷すればすぐ出てしまうほどの

他の追随を許さないほど力を入れており、散り散

が並ぶ靖国通り沿いの中で、一見すると左右の古

どの専門書、美術·建築·写真など趣味の本、和

事典類などが並び、英語·独語·仏語はもちろん

だ絶版漫画は、高価なものからお手頃なものまで

人 気。店 頭 の 特 価 本 に は い つ も 人 が 群 が っ て

りにならぬようまとめて引き取ることで在庫を

本屋に挟まれてすこし窮屈そうな小さな店だが、

本·版画などの古典籍、岩波文庫·講談社学術文

ルーマニア語や、
『医学英語文例辞典』( 朝倉書店、

揃えており、付録漫画や貸本漫画、漫画雑誌など

いって、回転が大変早い。オーディオ、無線関係

支え、日本中の「探している人」の要望に応えて

古書店を外見だけで判断してはならない。日本

庫·ちくま文庫などの学術系を中心とした文庫本

昭和 58 年 ) や『新約聖書ギリシア語辞典』( キリ

の品揃えも豊富。全集や文庫も取り揃えており、

の本を探すマニアは必ずと言っていいほどこの

いる。それに加えてクラシック音楽やカメラ、ガ

史·郷土史·東洋史を中心に宗教や美術、文学作

など、幅広く取り扱っている。

スト教新聞社、昭和 53 年 ) など専門的な辞典も揃

小さなお店の中にそれぞれのジャンルがところ

店を訪れる。ホームページにも力を入れていて、

イドブックなど趣味の本も豊富。店先には国内

品までもが書棚には並んでおり、さらに倉庫では

う。老舗だが、間口が広く入りやすい雰囲気で、

狭しと並んでいる。

顧客が探している本が見つかったらメールで連

外の怪談·奇談小説などホラー関連の書籍が一箱

店内の何十倍にもおよぶ書籍、価値の高い史料の

地下鉄·神保町駅からも近く、古書店めぐりの起

絡するサービスも行っている。

程度並んでいることも。

数々が保管されている。

点ともなる。
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03-5215-5359
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