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建築·理工系の書籍が多いが、心理·哲学·宗教·

「小宫山书店」开业于 1939 年（昭和 14 年），是一

仏独文学を中心にヨーロッパの哲学·歴史·美術

江戸期から近代までに出版された東洋の歴史書

古書全般を扱い、各ジャンルの良書を入手しやす

昭和 53(1978) 年、神田古書センターのオープン

歴史·法律など人文系も揃う。コンディションの

栋六层楼高的独立建筑，集合了时尚，亚文化，文

に関する書籍、洋書の稀覯書を扱う専門店。入口

を中心に扱う歴史専門店。陳列方法は時代別で

い価格で販売している。武道書、漢詩や漢文、東

とともに開業した「梓書房」
。文学を柱として、哲

いい専門書をできるだけ安く提供する店で、発売

学，哲学，心理学，历史，宗教等各色主题的古书

両脇には神社の千社札のように、全集の値札がこ

はなく、インドネシア、カンボジア、フィリピン、

洋医学などの専門書や学術書から、文学全集や宗

学·教育·心理学をメインに取り揃える。店内中

からさして時間の経っていない新刊本もいち早

的展示贩卖。特别是老式写真集，摄影家的摄影作

れでもかと言わんばかりに、数限りなく貼られて

台湾、韓国、朝鮮、沖縄、北海道など地域別。そ

教に関する本、囲碁や将棋など趣味の本など品揃

央ガラスケースには、現店主が先代より引き継い

く店頭に並ぶ。特に講談社学術文庫に関しては

品，现代艺术作品，三岛由纪夫相关的收藏十分充

いる。扱う全集の数が多すぎて、実物はお店の人

の地域におけるある時代の風俗や生活の諸相、人

えは多種多様。入口付近には様々な言語の辞典·

だ限定本の数々が並べられており「訪れた人が、

他の追随を許さないほど力を入れており、散り散

实。藏品种类丰富，每层楼的设计也独具匠心，整

に頼んで出してもらわなければならないほど。1

びとの思想哲学を詳述した書物が多く、どれも背

事典類などが並び、英語·独語·仏語はもちろん

こういった限定本を実際に手に取ることができ

りにならぬようまとめて引き取ることで在庫を

体十分值得一逛。每周末会定时举办特售会，每年

階には日本の近代文学や、西洋の古典を中心とし

表紙を見るだけでその年季の入りようが分かる

ルーマニア語や、
『医学英語文例辞典』( 朝倉書店、

るのも店舗の強みだ」と店主は語る。お客様との

支え、日本中の「探している人」の要望に応えて

会发售一到两次商品目录辑。这里还承接古书，

た翻訳もの、哲学書やその研究書、
2 階には洋書が

貴重なもの。店主の珍品への追求心や、その結果

昭和 58 年 ) や『新約聖書ギリシア語辞典』( キリ

つながりを大切に、来訪者のニーズに応えられる

いる。それに加えてクラシック音楽やカメラ、ガ

画，摄影作品的回收。节假日也正常营业。

並ぶ。蒐集家には料理本 ( 原書 )、挿絵本、美麗装

充実した専門書の棚に引き寄せられ、足しげく通

スト教新聞社、昭和 53 年 ) など専門的な辞典も揃

店舗づくりを心がけている。

イドブックなど趣味の本も豊富。店先には国内

丁本が特に人気。店頭では日本一質が高いと言

うのは研究者がほとんど。中には、ヨーロッパや

う。老舗だが、間口が広く入りやすい雰囲気で、

外の怪談·奇談小説などホラー関連の書籍が一箱

われる特価セールが行われ、いつも多くの人でに

アメリカ、韓国など海外からはるばる資料を探し

地下鉄·神保町駅からも近く、古書店めぐりの起

程度並んでいることも。

ぎわっている。

求めて来店する人も。

点ともなる。

03-3291-1617

03-3291-0495

03-3291-0563

03-3233-2332

03-3294-0616

03-3264-2238

东京都千代田区神田神保町1-3

千代田区神田神保町1-7

东京都神田神保町1-7

东京都神田神保町1-9 2楼

东京都神田神保町1-9

东京都千代田区神田神保町1-26 4楼
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Keyaki 书店
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KEIBUNDO SHOTEN

12

UCHIYAMA SHOTEN

考古学や歴史全集に注力する正統派古書店。買

平成 24(2012) 年にオープンした、古書全般を扱

戦前の昭和 10 年代から昭和 40 年代の文系学術書

「keyaki 书店」创建于 1987 年（昭和 62 年），收

図書館や博物館など公の機関をはじめとする専

歴史ある中国専門書店。取り扱っているのは、日

い取りも積極的に行っている。店内には『ローマ

う「愛書館 中川書房」。靖国通りから 1 本入った

を中心に取り扱っており、一般では手に入らない

集了明治以来至今的芥川赏和直木赏作家们的初

門家たちが、史料集めの際に頼る歴史の専門店。

本で出版された中国関係の書籍、DVD、CD などが

帝国衰亡史 全 11 巻』をはじめとする歴史関連の

路地裏、文華堂書店の隣に店舗を構える。買取り

もの、入りにくいものが本棚に並んでいる。来店

版书，限定书，亲笔书，初版杂志等等，是专门收

時代小説などを書く小説家や研究書の著者など、

約 4 割。残りの 6 割は、中国·香港·台湾などか

全集がいたるところに積み上げられ、
『邪馬台国

による仕入れが多いため、いつ何が入荷するかは

するのは研究者が多い。この店の特徴は、歴史に

藏近代文学书籍的书店，因藏品丰富深受文学爱好

本を書く側の人が時代考証のための史料を求め

ら輸入された書籍、雑貨など。ジャンルは問わず

研究総覧』などの古代史関係の書籍が並ぶ。正統

その時々のお楽しみ。全集·歴史·宗教·哲学な

関する絶版書を多く取り揃えているところ。氏

者们的喜爱。特别是太宰治，坂口安吾等无赖派作

て訪れることも多く、松本清張もその一人。老舗

あらゆるものを扱い、新刊がメイン。人気がある

な歴史書·研究書だけでなく、
『戦国名将の居城』

どの専門書、美術·建築·写真など趣味の本、和

名·姓名史、地名史、地方史などの本も充実して

家们的初版书收藏纳十分丰富。店主十分重视来

が並ぶ靖国通り沿いの中で、一見すると左右の古

のは中国語を勉強する人のための教材。ここに

といった、歴史好きの好奇心をかきたてる本もあ

本·版画などの古典籍、岩波文庫·講談社学術文

いる。氏名·姓名史の本が並べてある書棚には、

自现在依然活跃的作家们的亲笔签名书。村上春

本屋に挟まれてすこし窮屈そうな小さな店だが、

は中国の子供たちが実際に使っている教科書や

る。世相風俗から見た歴史にも目を配っている

庫·ちくま文庫などの学術系を中心とした文庫本

自分の名前と歴史の関係を解明できそうな興味

树，京极夏彦，宫部美幸，高村熏的签名书人气很

古書店を外見だけで判断してはならない。日本

参考書なども揃っている。研究者や学生委より

ようで、
『日本民俗文化体系 全 15 巻』
、といった

など、幅広く取り扱っている。

深い本が並ぶ。具体的にどのような本を探して

高，而金原瞳，绵矢莉莎的签名书更是人气相当旺

史·郷土史·東洋史を中心に宗教や美術、文学作

も、ビジネスマンやカルチャーセンターで中国語

ものまである。哲学·思想書にも力を入れてお

いるのか店主に相談すればたいてい出してきて

盛。书店会在每年发行四次收藏目录，据店主称，

品までもが書棚には並んでおり、さらに倉庫では

を習っている人が本を探しに来ることが多い。

り、法政大学出版局やみすず出版の正統な哲学書

くれるが、不在の場合があるので来店の際はあら

也有人要求书要寄送到家里，收藏目录要迫不及待

店内の何十倍にもおよぶ書籍、価値の高い史料の

専門店ならではと思わせるのは、中国の地方都市

や研究書も並んでいる。

かじめ連絡したほうがよい。

地看，要寄到公司。

数々が保管されている。

の地図も揃っていることだ。

03-3512-8115

03-6272-8998

03-5259-5765

03-3291-1479

03-3292-0281

03-3294-0671
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