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大屋书房

2

SARA SHOBO

3

GOMANDOU SHOTEN

4

ROKUICHI SHOBO

5

秦川堂书店

6

「大屋书房」创业于 188」丰富古朴浓郁的古书的

日本史·地誌 ( 特にアイヌ北方·琉球関係 )、民俗

戦前の昭和 10 年代から昭和 40 年代の文系学術書

歴史と考古学の専門店「六一書房」の書棚は、新

店，即使是在汇集了 170 家古书店的神保町一带也

学、考古学などの文化系学術書が充実している。

を中心に取り扱っており、一般では手に入らない

刊ほか、中国·韓国の原書、古書でびっしり。研

名的古地图专门店，在 NHK 的节目「闲走塔摩利」

是十分少见的独特存在。在美术馆只能隔着玻璃

国文や地誌についての和本 ( 版本 / 写本 )·江戸か

もの、入りにくいものが本棚に並んでいる。来店

究者垂涎の専門書が並び、品ぞろえは圧倒的な量

中也有被介绍过。这是一家致力于纸制品的老铺，

江戸·東京関係の歴史研究資料も充実している。

橱柜才能观赏的书本画作，在这里都可以直接亲手

ら明治期の古地図 ( 版図 / 写図 ) などを探すなら

するのは研究者が多い。この店の特徴は、歴史に

を誇る。考古学会や研究会の定期刊行物、シンポ

除了古地图以外还有明信片、旧相片、海报等多种

また、絵葉書·写真·ポスターなどの品揃えも豊

触碰。除此之外，店家还收集了许多京极夏彦的推

この店ははずせない。古地図を扱うきっかけは、

関する絶版書を多く取り揃えているところ。氏

ジウムの報告書なども、刊行後にすぐに販売。歴

多样「用视觉理解旧时风貌的藏品」，内容涵盖了铁

富。明治期や昭和初期の旅行の様子がわかる時

理小说中登场的妖怪们相关的和书。

幕末以降の東京図の蒐集をし始めたこと。200

名·姓名史、地名史、地方史などの本も充実して

史学と考古学の最新情報が集まる希少な書店だ。

路运输、工业历史、江户时代的东京等方方面面，一

刻表や旅行案内書も扱っているので、旅行好きに

枚を超える貴重なコレクションは現在、江戸東京

いる。氏名·姓名史の本が並べてある書棚には、

通常の販売ルートには乗らない、ここでしか手に

年发行 6 次商品目录。明信片和列车时刻表采用了

博物館に収められている。1967( 昭和 42) 年の創

自分の名前と歴史の関係を解明できそうな興味

入らないものばかりで埋めつくされている。新

碟片店的摆放方式，竖着排列在货架上一目了然。

業より、店舗販売と同時に目録販売も続けてい

深い本が並ぶ。具体的にどのような本を探して

刊書·在庫の情報は、ホームページほか年 3 回発

据店主说，" 虽然纸制品也未必能保障内容一定真

る。店頭に置いていない商品も多数あるので、前

いるのか店主に相談すればたいてい出してきて

行の図書目録「六一考古通信」で確認できる。

实，看印刷内容，观察纸张和笔迹也可以大概地看

もって電話、
FAX、メールなどで在庫の有無を問い

くれるが、不在の場合があるので来店の際はあら

合わせたほうがよい。

かじめ連絡したほうがよい。

03-3291-0062

03-3219-0470

03-5259-5765

03-5213-6161

03-3264-2780

03-5213-4498
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东京都神田神保町1-28 1楼
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矢口书店
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NAGAMORI SHOTEN
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Keyaki 书店

「秦川堂书店」创业于 1907 年（明治 40 年），是有

SHOSHI SHINSENDO

鉄道·産業関係の資料、古地図を専門に取り扱う
「書肆 秦川堂」
。江戸時代から昭和 30 年頃までの

もおすすめ。買取も積極的に行っているため、
「こんな面白いものがある」といったものがあれ
ばぜひ相談してみてほしい。

出藏品的时代背景。"
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KOBAYASHI SHOBO

11

SOBUNKAKU SHOTEN

12

RYOGEN SHOTEN

这家书店创业于 1918 年（大正 7 年）
，木造的三层

戦前の古地図や日本の郷土史、植民地史料を含む

「keyaki 书店」创建于 1987 年（昭和 62 年），收

東陽堂書店から独立した初代が昭和 42(1967) 年

江戸期から近代までに出版された東洋の歴史書

日中国交回復以前の、1971( 昭和 46) 年の創業時

建筑是昭和 3 年建造而成，门前看板上写着 " 电影

戦時の史料などを専門に扱う書店。同系統の書

集了明治以来至今的芥川赏和直木赏作家们的初

に開業した、仏教書専門の「小林書房」。仏教に関

を中心に扱う歴史専門店。陳列方法は時代別で

からずっと中国関係書籍一本で続けている。書

· 演剧 · 脚本 · 戏曲 "，明示了店内的收藏类别，

籍を扱う秦川堂書店の次男が経営する店で、より

版书，限定书，亲笔书，初版杂志等等，是专门收

する書籍は、古本·新刊書から江戸時代以前の和

はなく、インドネシア、カンボジア、フィリピン、

棚を構成するのは中国からの輸入書と漢方書と

古朴中透着年代感，即使在古书店汇集的神田神保

安価に、そして旅行案内の小冊子や絵葉書などと

藏近代文学书籍的书店，因藏品丰富深受文学爱好

本に至るまで、数多く取り揃えている。在庫書籍

台湾、韓国、朝鮮、沖縄、北海道など地域別。そ

の 2 本柱。中国からの輸入書は、現代に発行され

町也是一道独特的风景。店主说在这个新鲜事物

いった細かいものにも着目している。お値段も

者们的喜爱。特别是太宰治，坂口安吾等无赖派作

は「常に新しく」がお店のモットー。仏教書が専

の地域におけるある時代の風俗や生活の諸相、人

た、古い時代を描いたものが中心。中国関係の本

泛滥的时代，想欣赏旧照片，旧物的人很多。很多

手ごろでかさばらず、気軽に手に取ることのでき

家们的初版书收藏纳十分丰富。店主十分重视来

門のため、客層はお寺の住職や大学の先生など、

びとの思想哲学を詳述した書物が多く、どれも背

と一口で言っても、文学、哲学、考古学、歴史、伝

电 影 演 剧 相 关 的 人 员 也 常 常 来 此 光 顾，
《月 刊

る絵葉書は、それが作られた当時の土地の景色や

自现在依然活跃的作家们的亲笔签名书。村上春

専門的な方が多い。事務所営業だが、年 3 回発行

表紙を見るだけでその年季の入りようが分かる

記、地図帳、辞書と、分野は多岐にわたる。さら

scenario》
《kinema 旬报》等已经绝版的杂志，各

風俗、流行などを色濃く反映する小さな芸術品で

树，京极夏彦，宫部美幸，高村熏的签名书人气很

のカタログと日々更新しているホームページで

貴重なもの。店主の珍品への追求心や、その結果

に文学の中でも、唐詩や漢詩など古典文学や戯曲

种电影相关的海报小册，甚至于小众的比如落语专

ある。年に 3 回発行される目録はカラー写真が多

高，而金原瞳，绵矢莉莎的签名书更是人气相当旺

在庫の確認ができる。

充実した専門書の棚に引き寄せられ、足しげく通

の扱いが多い。歴史書は明、秦、漢、隋、唐時代

门志《东京瓦版》等等都可以在这里找到。

い。ふと見つけた一枚の絵葉書が、懐かしいどこ

盛。书店会在每年发行四次收藏目录，据店主称，

うのは研究者がほとんど。中には、ヨーロッパや

ごとに陳列されている。専門的な書物ばかりが

かとの再会、はたまた見知らぬどこかとの出会い

也有人要求书要寄送到家里，收藏目录要迫不及待

アメリカ、韓国など海外からはるばる資料を探し

棚を埋めているため、客層は中国医学の専門家や

になるかもしれない。

地看，要寄到公司。

求めて来店する人も。

大学教授がほとんどだ。

03-3261-5708

03-5213-8010

03-3291-1479

03-3263-0776

03-3233-2332

03-6272-6145
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