DATE: 2021.5.15

1

KENJU SHORIN

2

YOUTOU SHOBO

3

BUNKO KAWAMURA

4

AKASHIYA SHOTEN

5

@wonder

6

MURAYAMA SHOTEN

虔十書林はなかなか一言で言い表せない店だ。

SF·ミステリファンの間で、行けば買うべき本が

創業当時から変わらない文庫本の専門店。店先

囲碁と将棋書の専門店。店内には、定石 ( 定跡 ) な

「@wonder」是以 "20 世纪的记忆装置 " 为概念的

建築·理工系の書籍が多いが、心理·哲学·宗教·

新しめの雑誌やムック·実用書·豆本·70 年代、

見つかると評判の店。店内に入ると「絶版·品切

のワゴンには 100 円や 50 円といった驚きの安さ

ど囲碁将棋の戦術に関するものから、歴史を記し

亚文化古书店，开业于 1986 年（昭和 61 年），收

歴史·法律など人文系も揃う。コンディションの

80 年代のアイドル雑誌·特撮モノの図鑑など、

れ文庫サービス品、全品 200 円以下」という張り

の文庫·ノベルスが並んでいる。ジャンルは様々

たものまでがずらりと並ぶ。戦術本は著者別に

集了电影，科幻，神秘故事，体育等各种领域的明

いい専門書をできるだけ安く提供する店で、発売

ジャンルを問わず様々な書籍が並ぶ。本はすべ

紙が目に飛びこんでくる。ペーパーバックが積

でミステリや SF、ライトノベルなどなど。暇な時

陳列され、中でも、羽生善治、谷川浩司などトッ

信片，娱乐杂志，海报，宣传册，传单等藏品。店

からさして時間の経っていない新刊本もいち早

てラッピングされていて中を見ることはできな

まれたコーナーは、1 冊 300 円、500 円と買いや

間にさくっと読めるものがないかとついつい覗

プ棋士の書物は、書棚 2 段以上にもわたって置か

内有每日都会更新内容的 " 趣味书角 "，还会展示

く店頭に並ぶ。特に講談社学術文庫に関しては

いが、それも本を大切にすればこそ。人気がある

すい値段。棚と棚との間隔がゆったりしている

きこんでしまう。店内を見渡すと、岩波文庫、岩

れている。勝負の世界に一息つきたかったら、詰

各种电影海报，受吸引到此一看的客人络绎不绝。

他の追随を許さないほど力を入れており、散り散

のは幻想文学·60 年代のイラストレーターのも

ので、落ち着いて物色できるのが嬉しい。書棚の

波新書の多さにまず目が行く。岩波新書は分か

め将棋の本を。レジ奥の棚に並ぶ江戸時代の稀

店主在回收藏品上十分舍得下血本，量多的时候也

りにならぬようまとめて引き取ることで在庫を

の·音楽·児童書や挿画本。また、映画のパンフ

4 割は SF·ミステリで占められ、主流は翻訳もの。

りやすく番号順で並んでいて、売れるたびに在庫

覯本の中には、初代名人·大橋宗桂が将軍に献上

会出差回收。

支え、日本中の「探している人」の要望に応えて

レットも豊富に揃う。作品別·俳優、女優別·監

洋書にも力を入れている。その他ファンタジー

を補充している。もちろん岩波以外の絶版文庫·

するために作った問題集や、早世しなければ名人

いる。それに加えてクラシック音楽やカメラ、ガ

督別などでも選べる在庫が確保されており、SF·

や幻想文学、競馬をはじめとするギャンブルや囲

親書も並んでおり、その品揃えの豊富さに、イン

になっていたとされる伊藤看寿の問題集もある。

イドブックなど趣味の本も豊富。店先には国内

ホラー·推理ものなどの珍品、稀少なものもある。

碁·将棋·パズルなどのゲーム、奇術·手品関係

ターネットで店の情報を得て、地方から本を探し

また、店の奥には仙術など精神世界関連、易、オ

外の怪談·奇談小説などホラー関連の書籍が一箱

宮沢賢治の書籍も豊富だ。

の書籍など趣味の本が揃う。

にやってくる人もいるとか。

カルトなどの本も。

程度並んでいることも。
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この店では「漫画とアイドル写真以外」の、60 年

理工学·自然科学系の学術専門店で、数学関連は

猫に関する書籍、グッズを取り揃える「姉川書

戦前の昭和 10 年代から昭和 40 年代の文系学術書

図書館や博物館など公の機関をはじめとする専

古典芸能や演劇関係の書籍ならこの専門店へ。

代以降から 80 年代後半までのタレント·テレビ

随一の品揃え。学術書が多く、硬い店というイ

店」。元 は 文 庫 本 や 雑 誌 を 取 り 扱 っ て い た が、

を中心に取り扱っており、一般では手に入らない

門家たちが、史料集めの際に頼る歴史の専門店。

すずらん通り東京堂書店の裏に位置するこの店

ドラマ·SF·特撮·写真集などの書籍を扱う。雑

メージもあるが、実は読み物、趣味的な本や雑誌

2013 年から猫本に特化したお店づくりに。絵本

もの、入りにくいものが本棚に並んでいる。来店

時代小説などを書く小説家や研究書の著者など、

では、歌舞伎·能·文楽·邦楽·舞踊·落語など

誌よりも単行本の方が多いのも特徴だ。本は一

も扱っている。古いラジオや時計の修理の本や、

や漫画をはじめとして、幅広いジャンルの猫本を

するのは研究者が多い。この店の特徴は、歴史に

本を書く側の人が時代考証のための史料を求め

の伝統芸能、および民俗·説話·美術·文学の 書

冊一冊丁寧にビニールでくるまれ、大切に扱われ

建築関係の意匠·デザインを扱った名著などは、

700 点前後取り揃えている。本の内容がわかる

関する絶版書を多く取り揃えているところ。氏

て訪れることも多く、松本清張もその一人。老舗

籍·CD·DVD を販売している。買い取りも積極的

ている。文庫、雑誌、ノベライズ、ハードカバー

値段によらず入荷すればすぐ出てしまうほどの

よう、表紙が見えるように置くのがこだわり。全

名·姓名史、地名史、地方史などの本も充実して

が並ぶ靖国通り沿いの中で、一見すると左右の古

に行うため、直接問い合わせるのがおすすめ。歴

などの種類別に書棚に並べてあるため、整然とし

人 気。店 頭 の 特 価 本 に は い つ も 人 が 群 が っ て

国の猫好きから熱い支持を受けており、1 回訪れ

いる。氏名·姓名史の本が並べてある書棚には、

本屋に挟まれてすこし窮屈そうな小さな店だが、

史がある分、敷居が高く分かりづらいように思え

ていて探しやすい。都内のデパートで行われる

いって、回転が大変早い。オーディオ、無線関係

るとお店のファンになって何度も足を運ぶ人が

自分の名前と歴史の関係を解明できそうな興味

古書店を外見だけで判断してはならない。日本

る伝統芸能だが、この店には専門的な研究書だけ

古書展の時だけ販売する映画の台本、シナリオは

の本を探すマニアは必ずと言っていいほどこの

多いそう。店主の姉川さんの温かい人柄もお店

深い本が並ぶ。具体的にどのような本を探して

史·郷土史·東洋史を中心に宗教や美術、文学作

でなく、歌舞伎·能狂言·落語などをより楽しむ

マニア垂涎のものだ。こうした、普段はなかなか

店を訪れる。ホームページにも力を入れていて、

の魅力だ。

いるのか店主に相談すればたいてい出してきて

品までもが書棚には並んでおり、さらに倉庫では

ための手引きとなる本や、当時の風俗について学

手に入らない希少価値の高い品は、古書市でめぐ

顧客が探している本が見つかったらメールで連

くれるが、不在の場合があるので来店の際はあら

店内の何十倍にもおよぶ書籍、価値の高い史料の

べる本も並んでおり、初心者でも充分にその世界

り合えるかもしれない。

絡するサービスも行っている。

かじめ連絡したほうがよい。

数々が保管されている。

を味わうことができる。

03-5280-9663

03-3294-0446

03-3263-5755
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03-3292-0281

03-3294-3338
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