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「@wonder」
是以 "20 世纪的记忆装置 " 为概念的

「岩波大厅」创立于 1968 年（昭和 43 年），开馆 6

这家书店创业于 1918 年（大正 7 年），木造的三层

「一诚堂书店」在古书店界久负盛名，是一家创业于

虔十書林はなかなか一言で言い表せない店だ。

ジャンルは詩歌集、文学、全共闘、美術、イラス

亚文化古书店，开业于 1986 年（昭和 61 年）
，收

年后转型为电影院，是当时少见的迷你电影院的先

建筑是昭和 3 年建造而成，门前看板上写着 " 电影

1903 年（明治 36 年）的老店，常与日本国内外的

新しめの雑誌やムック·実用書·豆本·70 年代、

ト、写真、演劇、舞踏、プロレス、つり、子供の

集了电影，科幻，神秘故事，体育等各种领域的明

驱之一，放映有许多世界名片。现在也放映许多来

· 演剧 · 脚本 · 戏曲 "，明示了店内的收藏类别，

大学、图书馆、美术馆做交易。全店的藏书囊括了

80 年代のアイドル雑誌·特撮モノの図鑑など、

本と、何の脈絡もなく並んでいるように見える

信片，娱乐杂志，海报，宣传册，传单等藏品。店

自世界各地的各种各样的影片，比如中东非欧出品

古朴中透着年代感，即使在古书店汇集的神田神保

洋装书、外文书、日系古典书（和书、书卷、古地

ジャンルを問わず様々な書籍が並ぶ。本はすべ

が、これを「60 年代、70 年代の文化全般」とくく

内有每日都会更新内容的 " 趣味书角 "，还会展示

的优质又小众的纪录片等等。不同于商业为目的

町也是一道独特的风景。店主说在这个新鲜事物

图）等各种文学类书籍，也吸取年轻店员的意见在

てラッピングされていて中を見ることはできな

ると妙に納得。店主が音楽、映画、舞台など様々

各种电影海报，受吸引到此一看的客人络绎不绝。

的一般电影院，这家影院不会因为购票人数的多寡

泛滥的时代，想欣赏旧照片，旧物的人很多。很多

书架上增添摆置了一些电影戏剧类的相关书籍。

いが、それも本を大切にすればこそ。人気がある

なジャンルの人たちと太いパイプを持っており、

店主在回收藏品上十分舍得下血本，量多的时候也

来决定影片的上映与否，也不会在放宣传电影预告

电 影 演 剧 相 关 的 人 员 也 常 常 来 此 光 顾，《月 刊

据店主说：" 自家的藏书分为一般书籍、外文书、日

のは幻想文学·60 年代のイラストレーターのも

ここにはレア商品が集まってくる。中でも天井

会出差回收。

片的时候顺带放赞助公司的广告，可以说是独具风

scenario》
《kinema 旬报》等已经绝版的杂志，各

系古典书三大类，不管哪一类卖不出去也不会去废

の·音楽·児童書や挿画本。また、映画のパンフ

桟敷の関係者から直接買い取った寺山修二の直

格自成一派。这里以展现好的日本电影为目标和

种电影相关的海报小册，甚至于小众的比如落语专

弃它。相反，其他店放弃出售的书籍，我家坚持出

レットも豊富に揃う。作品別·俳優、女優別·監

筆原稿のコレクションは、おそらく日本一。海外

己任，所以你甚至可以在这看到那些因特殊原因被

门志《东京瓦版》等等都可以在这里找到。

售，渐渐的，客人也会增加。古书店，保持定位很

督別などでも選べる在庫が確保されており、SF·

から外国人が買い付けに来るような、森山大道や

重要。" 同时，店家也考虑到同类商品在业界的售

ホラー·推理ものなどの珍品、稀少なものもある。

荒木経惟などの写真集や、円谷プロ関連の書籍、

价竞争，在书店主页上公示了部分书籍。

宮沢賢治の書籍も豊富だ。

その他漫画なども扱う。

删减或者不允许上映的电影。

03-3238-7415

03-3262-5252

03-3261-5708

03-3292-0071

03-3282-3963

03-3233-5635
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SAWAGUCHI SHOTEN
Tokyo Kosho Store

「神保町剧院」开设于 2007 年，主要放映 1960 年

この店では「漫画とアイドル写真以外」の、60 年

神田でも老舗の古書店。和書本の充実ぶりが有

古書全般を扱い、各ジャンルの良書を入手しやす

「keyaki 书店」创建于 1987 年（昭和 62 年），收

音楽、美術、写真、映画、建築など芸術書を中心

代的优质日本电影，是一家所谓的名画座（专门放

代以降から 80 年代後半までのタレント·テレビ

名で、江戸初期 ( 寛永年間 ) からの作品は約 1000

い価格で販売している。武道書、漢詩や漢文、東

集了明治以来至今的芥川赏和直木赏作家们的初

に取り揃える「澤口書店 東京古書店」
。店内には

映旧电影的影院）
，有很多昭和时期名噪一时的银

ドラマ·SF·特撮·写真集などの書籍を扱う。雑

点にものぼる。書道·日本史·伝記·民俗学·漢

洋医学などの専門書や学術書から、文学全集や宗

版书，限定书，亲笔书，初版杂志等等，是专门收

マッチラベルやポスターなどの紙ものも充実し

幕女王在辉煌。剧院建筑外观是黑色的破裂蛋壳

誌よりも単行本の方が多いのも特徴だ。本は一

文関連書が豊富。和書に詳しくなくても視覚的

教に関する本、囲碁や将棋など趣味の本など品揃

藏近代文学书籍的书店，因藏品丰富深受文学爱好

ており、見ているだけでも楽しい空間が広がって

模样，设计十分独特，意在表达 " 新生 " 的剧院宗

冊一冊丁寧にビニールでくるまれ、大切に扱われ

に楽しめる作品が並ぶ一方、学術資料として一級

えは多種多様。入口付近には様々な言語の辞典·

者们的喜爱。特别是太宰治，坂口安吾等无赖派作

いる。芸術書の他にも、世界史や洋書、クラシッ

旨，是与剧院内上映的古典旧式风格电影完全相背

ている。文庫、雑誌、ノベライズ、ハードカバー

の書も多い。店舗外観は東京大学や旧帝国ホテ

事典類などが並び、英語·独語·仏語はもちろん

家们的初版书收藏纳十分丰富。店主十分重视来

クやジャズの CD、DVD など、取り扱いは幅広い。

的摩登现代风格建筑。建筑内部还设有百年历史

などの種類別に書棚に並べてあるため、整然とし

ルと同じ、黄色の施釉スクラッチタイルで、2003

ルーマニア語や、
『医学英語文例辞典』( 朝倉書店、

自现在依然活跃的作家们的亲笔签名书。村上春

2 階には「くつろぎの空間」と呼ばれる喫茶スペー

的艺能事务所吉本兴业公司所属的年轻艺人们专

ていて探しやすい。都内のデパートで行われる

年に千代田区の「景観まちづくり重要物件」に指

昭和 58 年 ) や『新約聖書ギリシア語辞典』( キリ

树，京极夏彦，宫部美幸，高村熏的签名书人气很

スがあり、ドリンク片手に本に囲まれた空間で

门进行表演的 " 神保町花月 " 剧场。

古書展の時だけ販売する映画の台本、シナリオは

定された。神田や御茶ノ水を舞台にした映画「珈

スト教新聞社、昭和 53 年 ) など専門的な辞典も揃

高，而金原瞳，绵矢莉莎的签名书更是人气相当旺

ゆっくりと過ごすことができるので、休憩がてら

マニア垂涎のものだ。こうした、普段はなかなか

琲時光」
(2003 年 ) でも、主演の浅野忠信が店主役

う。老舗だが、間口が広く入りやすい雰囲気で、

盛。书店会在每年发行四次收藏目录，据店主称，

立ち寄ってみては。

手に入らない希少価値の高い品は、古書市でめぐ

をつとめる店としてロケ地に選ばれており、映画

地下鉄·神保町駅からも近く、古書店めぐりの起

也有人要求书要寄送到家里，收藏目录要迫不及待

り合えるかもしれない。

と実物を見比べても楽しい。

点ともなる。

地看，要寄到公司。

03-5281-5132

03-5280-9663

03-3262-5947

03-3294-0616

03-3291-1479

03-5577-6982
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