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这是一家儿童书和绘本的专卖店，藏书多达 12000

「miwa 书房」是一家打着 " 亲子可同来的古书店 "

「日本书房」开创于 1948 年（昭和 23 年），最初是

少年、少女漫画雑誌、貸本漫画から懐かしの児童

「八木书店」创业于 1934 年（昭和 9 年），以收集

「Bohemian‘s Guild」
于平成 16 年开设在神保町，

册，不论是新书还是绝版书都收录在库。除卖书以

为招牌口号的儿童书专门店，藏书品种丰富，从面

作为向学校和图书馆提供国文学古书的专门店而

小説まで揃う漫画専門店。昭和 30 年代からの少

前代到近现代的日本文学书籍为主，包括极具历史

是大正 9 年创业于池袋的夏目书房的分店。店的理

外这家店还经营饮食，你可以在中午来这里享用咖

向儿童的绘本读物，到面向大人的儿童文学评书、

开业，店内分门别类集齐了各种研究用书籍和辞

年マガジンや少年キング、冒険王といった少年も

价值的影印书，近代文学的初版书，草稿，自写书

念，店名的意义都在表达这家店意在收集 " 不拘泥

啡配套的午餐，也可以夜间来此饮酒放松。店内设

绝版古书，一应俱全。面向儿童的书物，从古典文

典，包括《万叶集》
《源氏物语》等古典书，以松尾

のから、マーガレットや少女フレンドなどの少女

等各种各样的特色书，比如著名的《正仓院古文书

于习惯的自由奔放的艺术家的作品 "。1 楼主要摆

置的座椅以舒适沙发为主，也设有小孩专用的游乐

学到现代文学充实俱全，占据了全店书架的一半以

芭蕉为代表的俳句集，日本标准语的文法和字典，

ものがビニール袋に入れられて綺麗に並んでい

影印集成》，用精密的照片和印刷，不易劣化的中性

放外国书籍、照片集、美术书，2 楼则以画本、珍本、

空间和更换尿布或者喂奶用的私密空间。这里还

上。
《世界名作选》
《日本儿童文库》等系列书籍、战

日语方言的词典和解说书等等。光松尾芭蕉相关

る。客層は 40 年代から 60 年代の男性が多く、子

纸重版再现了正仓院保存了千年以上的文章，让研

亲笔原本的展示为主，全部都可以触摸和阅览。特

提供开展亲子活动用的场地租借，常常人气爆棚。

前出版的珍贵名著等，都可以在这里低价淘到。这

的研究解说书就有 300 多册，
《枕草子》等平安时代

どもの頃漫画雑誌で育った世代が中心だが、レト

究人员垂涎三尺。该店也致力于导入新技术应用

别是店内收集的竹久梦二的原本达到 100 本以上。

这里在周一到周五的工作日是营业到深夜 23 点

里的书大多装订精美，深受美术设计相关者的喜

兴起的王朝文学下的有关书籍也达约 500 册。店

ロブームで若い世代の客も着実に増えている。

在书籍的管理和生产制造上，是业界生产售卖特价

店主想打造一家给人惊喜的二手书店，他说：" 没有

的，因此十分方便结束工作的家长们下班后回家前

爱。据店主说，" 虽然现如今浦岛太郎也被动画化

内还集齐了著名的日语词典《言海》从大型本到口

人気なのは松本零士、楳図かずお、横山光輝など

新刊书的先驱之一。每年店里还会举办两次免费

惊喜和娱乐价值的书店也就失去了特意前来的意

来为小孩挑选绘本，店主也会在这个时间段企划很

了，但也希望用和风插画的绘本来读日本古典文学

袋本的各种大小设计的版本。店家每年会集中制

の作品。水木しげるの作品はもちろん、季刊誌

的讲座传播近代文学的魅力。藏书目录也会定期

义，因为客人们完全可以直接网上购书。"

多家长之间的主题谈话活动。

和民间故事。"

作出售两次书籍商品目录册，每次多达一万两千多

『怪』などのマニアックな雑誌や、海外版の漫画な

标题。册书的列表，寄送到客人处供大家挑选查找

ど珍しいものが並ぶことも。

在每年的 1 月和 10 月出版发行。

03-6261-6177

03-3261-2348

心仪的书。近年来不只是日语古书，也开始收集国

03-3261-2744

03-5259-0050

03-3291-8221

03-3294-3300
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平成 5 年開店の「呂古書房」は神保町で初めて女

这是一家十分养眼的古书店，集结了美术设计类专

ジャンルは詩歌集、文学、全共闘、美術、イラス

仏独文学を中心にヨーロッパの哲学·歴史·美術

「一诚堂书店」在古书店界久负盛名，是一家创业于

この店では「漫画とアイドル写真以外」の、60 年

性店主が独立開業した豆本専門店。サイズは文

门书、写真集、画册、绘本、日系或者西洋的旧式

ト、写真、演劇、舞踏、プロレス、つり、子供の

に関する書籍、洋書の稀覯書を扱う専門店。入口

1903 年（明治 36 年）的老店，常与日本国内外的

代以降から 80 年代後半までのタレント·テレビ

庫本の半分以下で、当店には印刷博物館で作られ

插画本等各种以插画图片为主的书籍，对于觉得外

本と、何の脈絡もなく並んでいるように見える

両脇には神社の千社札のように、全集の値札がこ

大学、图书馆、美术馆做交易。全店的藏书囊括了

ドラマ·SF·特撮·写真集などの書籍を扱う。雑

た 0.95 角の本まである。装丁の美しいものから

文书或者古文书门槛高难入门的人来说，这里也是

が、これを「60 年代、70 年代の文化全般」とくく

れでもかと言わんばかりに、数限りなく貼られて

洋装书、外文书、日系古典书（和书、书卷、古地

誌よりも単行本の方が多いのも特徴だ。本は一

印刷技術を競うマイクロ印刷本まで種類はさま

十分能享受读书的快乐的地方。店主自称自家店

ると妙に納得。店主が音楽、映画、舞台など様々

いる。扱う全集の数が多すぎて、実物はお店の人

图）等各种文学类书籍，也吸取年轻店员的意见在

冊一冊丁寧にビニールでくるまれ、大切に扱われ

ざま。
「豆本は小さいからこそできる贅沢さがあ

的藏品范围是其他店都无可比拟的，包含从 19 世

なジャンルの人たちと太いパイプを持っており、

に頼んで出してもらわなければならないほど。1

书架上增添摆置了一些电影戏剧类的相关书籍。

ている。文庫、雑誌、ノベライズ、ハードカバー

る。装丁に古布や和紙などの素材を生かし、文字

界以前的欧洲画册到江户时代的日系绘本、明信

ここにはレア商品が集まってくる。中でも天井

階には日本の近代文学や、西洋の古典を中心とし

据店主说：" 自家的藏书分为一般书籍、外文书、日

などの種類別に書棚に並べてあるため、整然とし

も印刷し、製本も丁寧。お金と手間をかけた豆本

片、旧式小册子等各式各样丰富多彩的画册藏书。

桟敷の関係者から直接買い取った寺山修二の直

た翻訳もの、哲学書やその研究書、
2 階には洋書が

系古典书三大类，不管哪一类卖不出去也不会去废

ていて探しやすい。都内のデパートで行われる

は本としても一級品」( 店主 )。豆本のほか児童

来客层也各种各样，是古书店中很难得的一家女性

筆原稿のコレクションは、おそらく日本一。海外

並ぶ。蒐集家には料理本 ( 原書 )、挿絵本、美麗装

弃它。相反，其他店放弃出售的书籍，我家坚持出

古書展の時だけ販売する映画の台本、シナリオは

書、版画挿絵本、蔵書票など愛らしく美しいもの

顾客经常光顾的店。店内藏书定价上多在 300 日

から外国人が買い付けに来るような、森山大道や

丁本が特に人気。店頭では日本一質が高いと言

售，渐渐的，客人也会增加。古书店，保持定位很

マニア垂涎のものだ。こうした、普段はなかなか

で溢れる。特に店主が敬愛する武井武雄に関し

元上下，同时也收藏售有定价高达数十万日元的贵

荒木経惟などの写真集や、円谷プロ関連の書籍、

われる特価セールが行われ、いつも多くの人でに

重要。" 同时，店家也考虑到同类商品在业界的售

手に入らない希少価値の高い品は、古書市でめぐ

て扱いが広い。

重古典书籍或艺术品。店内飘散着独特的温和的

その他漫画なども扱う。

ぎわっている。

价竞争，在书店主页上公示了部分书籍。

り合えるかもしれない。

03-3292-6500

气氛。

03-3291-5001

03-3233-5635

03-3291-0563

03-3292-0071

03-5280-9663
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