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神保町剧院
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BOOK DASH
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Rock on King

4

ＡＲＡＴＡＭＡ
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SAWAGUCHI SHOTEN
Tokyo Kosho Store

6

书泉 Grande

「神保町剧院」开设于 2007 年，主要放映 1960 年

昔のアイドル·女優のグラビア雑誌や写真集、

这是一家由店主的兴趣爱好发展过来的音乐相关

アイドル写真集、ヌード写真集、グラビア雑誌の

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

グッズを扱う「BOOK DASH」。写真集は、独自の

的书籍资料专卖店。店主在为自家二手书店做帮

品揃えは天下一品。テレビ番組の取材も多く、訪

に取り揃える「澤口書店 東京古書店」。店内には

「书泉 Grande」
创业于战后 1948 年
（昭和 23 年）
，
自诩为 " 永远走在行业前线的近代书店 "，至今在

映旧电影的影院）
，有很多昭和时期名噪一时的银

ラインナップと値付けを心がけており、他店との

手的十年间一点一点收藏积累，后于 2004 年（平成

れた女性タレントのサイン色紙が何枚も飾られ

マッチラベルやポスターなどの紙ものも充実し

各大店铺收藏的新书杂志合计达到 280 万册以上，

幕女王在辉煌。剧院建筑外观是黑色的破裂蛋壳

差別化を図っている。他にも映画や特撮、アニ

16 年）创立了这家店，将多年收藏过来的摆在家里

る店は、すずらん通りでもっとも華やかかもしれ

ており、見ているだけでも楽しい空間が広がって

目标定位是成为 " 想读的书可以迅速收至手中 " 的

模样，设计十分独特，意在表达 " 新生 " 的剧院宗

メ、古漫画、ゲームのファンブックなどのサブカ

的书店内一角的音乐书籍资料全部移到了这家新

ない。平日は会社帰りの人、土日は地方から来る

いる。芸術書の他にも、世界史や洋書、クラシッ

理想书店，也会随时开展作家签名会、展示即卖会

旨，是与剧院内上映的古典旧式风格电影完全相背

ルチャーや趣味本も揃え、仕入れたものによって

店里。店内商品主要以日本摇滚乐为中心，收藏了

人でにぎわう。マスコミ関係者が資料を探しに

クやジャズの CD、DVD など、取り扱いは幅広い。

等活动。全栋一共七楼，六楼是专门展示铁道相关

的摩登现代风格建筑。建筑内部还设有百年历史

棚の構成を変える柔軟性も特徴の一つだ。仕入

J-POP、民间、Group Sounds 等相关的众多珍贵

来ることも。1 階にはアイドル写真集、ヌード写

2 階には「くつろぎの空間」と呼ばれる喫茶スペー

书籍的区域，而七楼 "SHOSEN+" 则是办活动做展

的艺能事务所吉本兴业公司所属的年轻艺人们专

れや店内の配置は店主の直感で行われ、オリジナ

资料。除此之外还收集有多达 5000 册的过期杂

真集、AV が新旧取り混ぜて並ぶ。2 階は雑誌の

スがあり、ドリンク片手に本に囲まれた空間で

示的空间，在非活动期间是可以免费出租的。

门进行表演的 " 神保町花月 " 剧场。

リティで勝負する神保町らしさが前面に出てい

志，2000 册以上的艺人写真集，乐谱等，以及演唱

バックナンバーが中心。主要なグラビア系雑誌

ゆっくりと過ごすことができるので、休憩がてら

る。

会宣传册、乐迷俱乐部特辑杂志、限定 DVD 海报及

は創刊号からあり、中には普通の古書店で扱わな

立ち寄ってみては。

玩偶等多种多样的商品。

い掘り出し物も。人気タレントの若き日々の面
影を求める女性にも人気だ。
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03-5577-6982

03-3295-0011
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Bunken Rock Side
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ARATAMA SHOTEN
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矢口书店
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Bohemian‘s Guild
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magnif

12

KENJU SHORIN

这是一家摇滚乐迷店主打造的十分具有个性的二

すずらん通りの天下一第二ビルを 2 階に上がる

这家书店创业于 1918 年（大正 7 年），木造的三层

「Bohemian‘s Guild」于平成 16 年开设在神保町，

「Magnif」开业于平成 21 年，是一家时尚，艺术，

虔十書林はなかなか一言で言い表せない店だ。

手书店，原先是店主的父亲开设经营的俳句相关二

と、入口からグラビア雑誌がずらりと並び、天井

建筑是昭和 3 年建造而成，门前看板上写着 " 电影

是大正 9 年创业于池袋的夏目书房的分店。店的理

亚文化为主的旧杂志专门店，据店主说也是神保町

新しめの雑誌やムック·実用書·豆本·70 年代、

手书的专卖店，后在平成元年被他的女儿也就是现

や書棚の壁には『平凡パンチ』や『プレイボーイ』

· 演剧 · 脚本 · 戏曲 "，明示了店内的收藏类别，

念，店名的意义都在表达这家店意在收集 " 不拘泥

古书街唯一一家专门贩卖时尚杂志的书店。店内

80 年代のアイドル雑誌·特撮モノの図鑑など、

在的店主继承后转型成摇滚乐为中心，偶像亚文化

などのバックナンバーが昭和 40、50 年代から揃

古朴中透着年代感，即使在古书店汇集的神田神保

于习惯的自由奔放的艺术家的作品 "。1 楼主要摆

藏品丰富，包含从 1900 年代初期到近年的各种杂

ジャンルを問わず様々な書籍が並ぶ。本はすべ

相关的古书和杂志专门店。店内藏书丰富多样，按

う。品揃えは倉庫に保管しているものを含める

町也是一道独特的风景。店主说在这个新鲜事物

放外国书籍、照片集、美术书，2 楼则以画本、珍本、

志，包 括《Vogue》等 海 外 时 尚 杂 志，《MEN'S

てラッピングされていて中を見ることはできな

类别、杂志名、品味爱好等多种方式分类摆放，商

とアイドル写真集だけで約 1 万冊、グッズを含め

泛滥的时代，想欣赏旧照片，旧物的人很多。很多

亲笔原本的展示为主，全部都可以触摸和阅览。特

CLUB》等日系男性杂志等等。据说有不少客人在

いが、それも本を大切にすればこそ。人気がある

品多但不杂乱。店内还设有绝版文库本的专门书

ると約 2 万点もあるという。グッズはポスターや

电 影 演 剧 相 关 的 人 员 也 常 常 来 此 光 顾，《月 刊

别是店内收集的竹久梦二的原本达到 100 本以上。

这里看到自己出生前出版的时尚杂志时，会对各种

のは幻想文学·60 年代のイラストレーターのも

架，收藏亦十分丰富，也因此受到好评。这里还是

看板、サイン入りポラロイド、ノベルティグッズ

scenario》
《kinema 旬报》等已经绝版的杂志，各

店主想打造一家给人惊喜的二手书店，他说：" 没有

旧时代的 " 酷帅 " 时尚感动不已。

の·音楽·児童書や挿画本。また、映画のパンフ

喜爱二手书的音乐家们常常会来光顾的店。

など多様。一方、創業時から扱ってきた文芸書の

种电影相关的海报小册，甚至于小众的比如落语专

惊喜和娱乐价值的书店也就失去了特意前来的意

レットも豊富に揃う。作品別·俳優、女優別·監

充実ぶりもかなりのもの。文学、文芸書の実に 99

门志《东京瓦版》等等都可以在这里找到。

义，因为客人们完全可以直接网上购书。"

督別などでも選べる在庫が確保されており、SF·

% が初版本である。現在は文芸 3 割、アイドル関

ホラー·推理ものなどの珍品、稀少なものもある。

連 7 割で展開している。

宮沢賢治の書籍も豊富だ。
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