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书泉 Grande
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NAGASHIMA SHOTEN
Surugadai Shita store

3

KUDAN SHOBO
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KANKE SHOBO
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YUMENO SHOTEN
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SAWAGUCHI SHOTEN
Jimbocho Store

「书泉 Grande」
创业于战后 1948 年
（昭和 23 年）
，

明治 35(1902) 年創業の長島書店。その中でも、

少女漫画に特化した漫画の専門店。店舗はビル

少年、少女漫画雑誌、貸本漫画から懐かしの児童

絶版漫画を主に扱う漫画専門店。閉店した中野

絶版漫画と茶道·歌舞伎·落語などの日本文化や

自诩为 " 永远走在行业前线的近代书店 "，至今在

漫画やアニメを専門に扱う「長島書店 駿河台下

の 3 階で少々場所が分かりづらいが、たどりつけ

小説まで揃う漫画専門店。昭和 30 年代からの少

書店漫画部から独立し、同店のあった古書セン

日本美術に関する本を取り扱う「澤口書店 神保町

各大店铺收藏的新书杂志合计达到 280 万册以上，

店」
。原画、サイン色紙などの直筆ものや古い漫

ば 70 年代のコミック雑誌などが棚だけでなく床

年マガジンや少年キング、冒険王といった少年も

タービル 2 階に店を構える。手塚治虫や水木しげ

店」。この店舗は、ほかの澤口書店の店舗とは異

目标定位是成为 " 想读的书可以迅速收至手中 " 的

画、雑誌、ジブリなどのアニメのセル画·動画な

にまで積み上げられた様子を目にできる。貸本

のから、マーガレットや少女フレンドなどの少女

る、藤子不二雄など不動の人気を誇る作家の作品

なり、昔ながらの古本屋といった佇まいで、コの

理想书店，也会随时开展作家签名会、展示即卖会

ど、漫画·アニメのことなら何でも相談にのって

漫画や紙芝居、漫画雑誌の付録、漫画家デビュー

ものがビニール袋に入れられて綺麗に並んでい

はすべて揃え、
『週刊少年ジャンプ』はもちろん、

字型の 2 つの入口が特徴。壁一面にずらりと並ん

等活动。全栋一共七楼，六楼是专门展示铁道相关

くれる。ただし、近年の漫画本は不得意なので悪

以前に作った同人誌などに加え、バレエ関係の書

る。客層は 40 年代から 60 年代の男性が多く、子

『マーガレット』などの少女漫画誌、
『月刊漫画ガ

だ絶版漫画は、高価なものからお手頃なものまで

书籍的区域，而七楼 "SHOSEN+" 则是办活动做展

しからず。「昭和 50 年以前の漫画を中心に、お客

籍も豊富。また、1800 年代前後の和本、特に江戸

どもの頃漫画雑誌で育った世代が中心だが、レト

ロ』などの個性的な雑誌がずらりと並び、怪奇·ホ

揃えており、付録漫画や貸本漫画、漫画雑誌など

示的空间，在非活动期间是可以免费出租的。

様になつかしんでもらえる品揃えを心がけてい

の町で親しまれたレシピ本をはじめとする料理

ロブームで若い世代の客も着実に増えている。

ラー漫画、同人誌などの品揃えも豊富である。店

の品揃えも豊富。全集や文庫も取り揃えており、

ます」( 店主 )

の本や艶本にも力を入れている。来店者は 30 歳

人気なのは松本零士、楳図かずお、横山光輝など

のあちこちにはフィギュアやソフビなど漫画·ア

小さなお店の中にそれぞれのジャンルがところ

~50 歳代がメインで、特に 40 歳代の女性が多い。

の作品。水木しげるの作品はもちろん、季刊誌

ニメグッズが並び、目を楽しませる。ちなみに店

狭しと並んでいる。

自分が子供の頃に読んだ懐かしい漫画を探す人

『怪』などのマニアックな雑誌や、海外版の漫画な

内を突っ切ったその奥は、有名なカレー専門店ボ

が、子連れで訪れることもある。

ど珍しいものが並ぶことも。

ンディである。

03-3295-0011

03-3233-1588

03-3233-2020

03-5259-0050

03-6256-8993

03-5215-5359

千代田区神田神保町1-3-2

东京都千代田区小川町3-12-3

东京都神田神保町1-34 301室

东京都神田神保町1-32 201室

东京都千代田区神田神保町2-3 2楼

东京都神田神保町2-5 1楼
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KASUMI SHOBO
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农业书中心
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KENJU SHORIN
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ANEKAWA SHOTEN

11

Keyaki 书店

12

RAMASHA

この店では「漫画とアイドル写真以外」の、60 年

" 农书中心 " 原位于大手町大厦，于 2014 年（平成

虔十書林はなかなか一言で言い表せない店だ。

猫に関する書籍、グッズを取り揃える「姉川書

「keyaki 书店」创建于 1987 年（昭和 62 年），收

ジャンルは詩歌集、文学、全共闘、美術、イラス

代以降から 80 年代後半までのタレント·テレビ

26 年）搬移至神田一带，是全日本唯一一家专门收

新しめの雑誌やムック·実用書·豆本·70 年代、

店」。元 は 文 庫 本 や 雑 誌 を 取 り 扱 っ て い た が、

集了明治以来至今的芥川赏和直木赏作家们的初

ト、写真、演劇、舞踏、プロレス、つり、子供の

ドラマ·SF·特撮·写真集などの書籍を扱う。雑

集农业相关书籍的书店。全店共收有 36000 册以

80 年代のアイドル雑誌·特撮モノの図鑑など、

2013 年から猫本に特化したお店づくりに。絵本

版书，限定书，亲笔书，初版杂志等等，是专门收

本と、何の脈絡もなく並んでいるように見える

誌よりも単行本の方が多いのも特徴だ。本は一

上的农业相关书，包括技能技术、料理园艺等方方

ジャンルを問わず様々な書籍が並ぶ。本はすべ

や漫画をはじめとして、幅広いジャンルの猫本を

藏近代文学书籍的书店，因藏品丰富深受文学爱好

が、これを「60 年代、70 年代の文化全般」とくく

冊一冊丁寧にビニールでくるまれ、大切に扱われ

面面的书本杂志，一般书店很难搜寻到的一些冷门

てラッピングされていて中を見ることはできな

700 点前後取り揃えている。本の内容がわかる

者们的喜爱。特别是太宰治，坂口安吾等无赖派作

ると妙に納得。店主が音楽、映画、舞台など様々

ている。文庫、雑誌、ノベライズ、ハードカバー

书也可以在这里找到。书的覆盖范围广阔，不管是

いが、それも本を大切にすればこそ。人気がある

よう、表紙が見えるように置くのがこだわり。全

家们的初版书收藏纳十分丰富。店主十分重视来

なジャンルの人たちと太いパイプを持っており、

などの種類別に書棚に並べてあるため、整然とし

外行人还是专家都可以在这里捕获心仪的书，并且

のは幻想文学·60 年代のイラストレーターのも

国の猫好きから熱い支持を受けており、1 回訪れ

自现在依然活跃的作家们的亲笔签名书。村上春

ここにはレア商品が集まってくる。中でも天井

ていて探しやすい。都内のデパートで行われる

由于店家时常进货更新库存，定期来此淘书发现惊

の·音楽·児童書や挿画本。また、映画のパンフ

るとお店のファンになって何度も足を運ぶ人が

树，京极夏彦，宫部美幸，高村熏的签名书人气很

桟敷の関係者から直接買い取った寺山修二の直

古書展の時だけ販売する映画の台本、シナリオは

喜也是一种乐趣。店内的工作人员亲切热情，选书

レットも豊富に揃う。作品別·俳優、女優別·監

多いそう。店主の姉川さんの温かい人柄もお店

高，而金原瞳，绵矢莉莎的签名书更是人气相当旺

筆原稿のコレクションは、おそらく日本一。海外

マニア垂涎のものだ。こうした、普段はなかなか

困难或者疑惑的时候可以向他们求助。店面相接

督別などでも選べる在庫が確保されており、SF·

の魅力だ。

盛。书店会在每年发行四次收藏目录，据店主称，

から外国人が買い付けに来るような、森山大道や

手に入らない希少価値の高い品は、古書市でめぐ

的楼梯间被改造成了展示廊，十分值得一看。

ホラー·推理ものなどの珍品、稀少なものもある。

也有人要求书要寄送到家里，收藏目录要迫不及待

荒木経惟などの写真集や、円谷プロ関連の書籍、

宮沢賢治の書籍も豊富だ。

地看，要寄到公司。

その他漫画なども扱う。

り合えるかもしれない。

03-5280-9663

03-6261-4760

03-3282-3963

03-3263-5755

03-3291-1479

03-3233-5635
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东京都神田神保町1-15 1楼
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