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「Bohemian‘s Guild」
于平成 16 年开设在神保町，

建築·理工系の書籍が多いが、心理·哲学·宗教·

理工学·自然科学系の学術専門店で、数学関連は

「@wonder」是以 "20 世纪的记忆装置 " 为概念的

昭和 53(1978) 年、神田古書センターのオープン

神田神保町古書センターの 5 階にある、
鉱物標本·

是大正 9 年创业于池袋的夏目书房的分店。店的理

歴史·法律など人文系も揃う。コンディションの

随一の品揃え。学術書が多く、硬い店というイ

亚文化古书店，开业于 1986 年（昭和 61 年），收

とともに開業した「梓書房」。文学を柱として、哲

ジェムストーン、古物·骨董などを扱う店。本店

念，店名的意义都在表达这家店意在收集 " 不拘泥

いい専門書をできるだけ安く提供する店で、発売

メージもあるが、実は読み物、趣味的な本や雑誌

集了电影，科幻，神秘故事，体育等各种领域的明

学·教育·心理学をメインに取り揃える。店内中

は池袋で、代替医療のセミナー主催や出版物を刊

于习惯的自由奔放的艺术家的作品 "。1 楼主要摆

からさして時間の経っていない新刊本もいち早

も扱っている。古いラジオや時計の修理の本や、

信片，娱乐杂志，海报，宣传册，传单等藏品。店

央ガラスケースには、現店主が先代より引き継い

行しているが、こちらの神保町店は、ヒーリング

放外国书籍、照片集、美术书，2 楼则以画本、珍本、

く店頭に並ぶ。特に講談社学術文庫に関しては

建築関係の意匠·デザインを扱った名著などは、

内有每日都会更新内容的 " 趣味书角 "，还会展示

だ限定本の数々が並べられており「訪れた人が、

系·スピリチュアル系の書籍、幻想文学、店主自

亲笔原本的展示为主，全部都可以触摸和阅览。特

他の追随を許さないほど力を入れており、散り散

値段によらず入荷すればすぐ出てしまうほどの

各种电影海报，受吸引到此一看的客人络绎不绝。

こういった限定本を実際に手に取ることができ

らが買い付けてくる国内外の鉱物·アンティーク

别是店内收集的竹久梦二的原本达到 100 本以上。

りにならぬようまとめて引き取ることで在庫を

人 気。店 頭 の 特 価 本 に は い つ も 人 が 群 が っ て

店主在回收藏品上十分舍得下血本，量多的时候也

るのも店舗の強みだ」と店主は語る。お客様との

雑貨などを販売しているのだ。つやつやとした

店主想打造一家给人惊喜的二手书店，他说：" 没有

支え、日本中の「探している人」の要望に応えて

いって、回転が大変早い。オーディオ、無線関係

会出差回收。

つながりを大切に、来訪者のニーズに応えられる

宝石の原石や、キノコやカエルなどをモチーフに

惊喜和娱乐价值的书店也就失去了特意前来的意

いる。それに加えてクラシック音楽やカメラ、ガ

の本を探すマニアは必ずと言っていいほどこの

店舗づくりを心がけている。

したおしゃれでかわいらしい小物が並ぶ店内に

义，因为客人们完全可以直接网上购书。"

イドブックなど趣味の本も豊富。店先には国内

店を訪れる。ホームページにも力を入れていて、

は、ほっと一息ついてのんびりじっくり見て回り

外の怪談·奇談小説などホラー関連の書籍が一箱

顧客が探している本が見つかったらメールで連

たくなる空気がある。作家による展示やワゴン

程度並んでいることも。

絡するサービスも行っている。

セールも行っている。

03-3294-3300

03-3291-1617

03-3294-0446

03-3238-7415

03-3264-2238

03-3511-8045
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仏独文学を中心にヨーロッパの哲学·歴史·美術

「keyaki 书店」创建于 1987 年（昭和 62 年），收

" 农书中心 " 原位于大手町大厦，于 2014 年（平成

这家书店创业于 1918 年（大正 7 年），木造的三层

虔十書林はなかなか一言で言い表せない店だ。

戦前の昭和 10 年代から昭和 40 年代の文系学術書

に関する書籍、洋書の稀覯書を扱う専門店。入口

集了明治以来至今的芥川赏和直木赏作家们的初

26 年）搬移至神田一带，是全日本唯一一家专门收

建筑是昭和 3 年建造而成，门前看板上写着 " 电影

新しめの雑誌やムック·実用書·豆本·70 年代、

を中心に取り扱っており、一般では手に入らない

両脇には神社の千社札のように、全集の値札がこ

版书，限定书，亲笔书，初版杂志等等，是专门收

集农业相关书籍的书店。全店共收有 36000 册以

· 演剧 · 脚本 · 戏曲 "，明示了店内的收藏类别，

80 年代のアイドル雑誌·特撮モノの図鑑など、

もの、入りにくいものが本棚に並んでいる。来店

れでもかと言わんばかりに、数限りなく貼られて

藏近代文学书籍的书店，因藏品丰富深受文学爱好

上的农业相关书，包括技能技术、料理园艺等方方

古朴中透着年代感，即使在古书店汇集的神田神保

ジャンルを問わず様々な書籍が並ぶ。本はすべ

するのは研究者が多い。この店の特徴は、歴史に

いる。扱う全集の数が多すぎて、実物はお店の人

者们的喜爱。特别是太宰治，坂口安吾等无赖派作

面面的书本杂志，一般书店很难搜寻到的一些冷门

町也是一道独特的风景。店主说在这个新鲜事物

てラッピングされていて中を見ることはできな

関する絶版書を多く取り揃えているところ。氏

に頼んで出してもらわなければならないほど。1

家们的初版书收藏纳十分丰富。店主十分重视来

书也可以在这里找到。书的覆盖范围广阔，不管是

泛滥的时代，想欣赏旧照片，旧物的人很多。很多

いが、それも本を大切にすればこそ。人気がある

名·姓名史、地名史、地方史などの本も充実して

階には日本の近代文学や、西洋の古典を中心とし

自现在依然活跃的作家们的亲笔签名书。村上春

外行人还是专家都可以在这里捕获心仪的书，并且

电 影 演 剧 相 关 的 人 员 也 常 常 来 此 光 顾，《月 刊

のは幻想文学·60 年代のイラストレーターのも

いる。氏名·姓名史の本が並べてある書棚には、

た翻訳もの、哲学書やその研究書、
2 階には洋書が

树，京极夏彦，宫部美幸，高村熏的签名书人气很

由于店家时常进货更新库存，定期来此淘书发现惊

scenario》
《kinema 旬报》等已经绝版的杂志，各

の·音楽·児童書や挿画本。また、映画のパンフ

自分の名前と歴史の関係を解明できそうな興味

並ぶ。蒐集家には料理本 ( 原書 )、挿絵本、美麗装

高，而金原瞳，绵矢莉莎的签名书更是人气相当旺

喜也是一种乐趣。店内的工作人员亲切热情，选书

种电影相关的海报小册，甚至于小众的比如落语专

レットも豊富に揃う。作品別·俳優、女優別·監

深い本が並ぶ。具体的にどのような本を探して

丁本が特に人気。店頭では日本一質が高いと言

盛。书店会在每年发行四次收藏目录，据店主称，

困难或者疑惑的时候可以向他们求助。店面相接

门志《东京瓦版》等等都可以在这里找到。

督別などでも選べる在庫が確保されており、SF·

いるのか店主に相談すればたいてい出してきて

われる特価セールが行われ、いつも多くの人でに

也有人要求书要寄送到家里，收藏目录要迫不及待

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。

くれるが、不在の場合があるので来店の際はあら

ぎわっている。

地看，要寄到公司。

宮沢賢治の書籍も豊富だ。

かじめ連絡したほうがよい。

03-3291-0563

03-3291-1479

03-6261-4760

03-3261-5708

03-3282-3963

03-5259-5765
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