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45 友愛書房（ゆうあいしょぼう） ［B-2］

03・3291・6327 日・第1月曜・翌火曜
11：00～18：00 yuai.jimbou.net

113 荒魂書店（あらたましょてん） ［B-2］

03・3291・9393 なし
11：00～20：00（日～19：00） www.aratama.com

3 かわほり堂（かわほりどう）★ ［C-1］

03・3292・1623 日・祝
10：00～17：30 kawahori.jimbou.net

5 けやき書店（けやきしょてん） ［B-2］

03・3291・1479 日・祝
11：00～19：00 keyaki.jimbou.net

7 三茶書房（さんちゃしょぼう） ［C-2］

03・3291・0453 日・祝（不定）
9：00～19：00 sancha.jimbou.net

8 書肆 ひぐらし（しょし ひぐらし） ［C-2］

090・6933・0488 不定
不定 なし

9 書肆 ひやね（しょし ひやね） ［D-3］

03・3251・4147 日・祝
11：00～19：00 なし

10 田村書店（たむらしょてん） ［C-2］

03・3291・0563～4（洋書部03・5577・4226） 日・祝
10：00～18：00（洋書部～18：30） www.tamurashoten.com

11 西秋書店（にしあきしょてん） ［A-1］

03・3262・2765 日・祝
10：00～18：00 nishiaki.jimbou.net

12 日本書房（にほんしょぼう） ［B-1］

03・3261・2744 不定
9：30～18：00 nihon.jimbou.net

15 八木書店 古書部（やぎしょてん こしょぶ） ［C-2］

03・3291・8221 日・祝
10：00～18：00 catalogue.books-yagi.co.jp

14 みわ書房（みわしょぼう） ［B-2］

03・3261・2348 第1・第3日曜
10：00～18：30（日・祝11：00～17：30） www.miwa-shobo.com

167 武者小路書房（むしゃのこうじしょぼう）★［D-3］

090・9112・5044 不定
12：00～18：00 なし

30 軍学堂（ぐんがくどう） ［C-2］

03・3233・7677 日
12：00～19：00 www.gungakudo.com

31 慶文堂書店（けいぶんどうしょてん） ［C-2］

03・3292・0281 日・祝
10：00～18：00 keibundo-books.co.jp

32 五萬堂書店（ごまんどうしょてん）★ ［B-2］

03・5259・5765 日・祝（不定）
不定期営業 gomando.jimbou.net

34 叢文閣書店（そうぶんかくしょてん） ［B-2］

03・3233・2332 日・祝
10：00～18：30 sobunkaku.jimbou.net

37 南海堂書店（なんかいどうしょてん） ［B-2］

03・3261・3216 日・祝
10：30～18：00 nankaido.jimbou.net

38 文華堂書店（ぶんかどうしょてん） ［B-2］

03・3262・0422 日
（祝10：30～17：30）

10：00～18：20
bunkado.jimbou.net

166 山吹書房（やまぶきしょぼう） ［C-3］

080・9261・4637 日・祝
11：00～18：00 なし

101ビブリオ（びぶりお） ［C-3］

03・3295・6088 日
11：00～18：00 www.biblio.co.jp

105 みはる書房（みはるしょぼう） ［B-1］

03・3294・3444 不定
不定 なし

106 矢口書店（やぐちしょてん） ［B-2］

03・3261・5708 なし
（日・祝 11：30～17：30）

10：30～18：30
yaguchi.movie.coocan.jp/

108 楽水書房（らくすいしょぼう）★ ［C-2］

03・5577・6937 不定
11：00～19：00 なし

109 喇嘛舎（らましゃ） ［C-2］

03・3233・5635 日
11：00～19：00 なし

111 ロック オン キング （ろっく おん きんぐ） ［C-2］

03・5281・2766 水・日
13：00～19：00 www.rockonking.com

133 魚山堂書店（ぎょざんどうしょてん）★ ［A-1］

03・5211・6003 日・祝
11：00～18：00 www.gyozando.com

76 パージナ（ぱーじな） ［D-2］

03・5825・3053 土・日・祝
10：30～19：00（要予約） www.kuwano-trading.com

107 悠久堂書店（ゆうきゅうどうしょてん） ［C-2］

03・3291・0773 日 10：15～18：45（祝10：45～18：15）
yukyudou.com

83 @ワンダー&ブックカフェ二十世紀
 （あっとわんだー あんど ぶっくかふぇ 
 にじゅっせいき）

［A-2］

03・3238・7415 なし
11：00～19：00（日・祝～18：00） atwonder.blog111.fc2.com

87 奥野かるた店（おくのかるたてん） ［B-1］

03・3264・8031 第2・第3日曜
11：00～18：00（日・祝12：00～17：00） okunokaruta.com

92 虔十書林（けんじゅうしょりん） ［B-2］

03・5282・3963 日
12：00～19：00 なし

93 古賀書店（こがしょてん） ［B-2］

03・3261・1239 月・日・祝
10：30～18：00 なし

95 菅村書店（すがむらしょてん） ［B-2］

03・5281・2877 火（不定）
（日・祝12：00～18：00）

11：00～19：00
www.sugamura-syotenn.com

97 書肆 髙山本店（しょし たかやまほんてん）［B-2］

03・3261・2661 なし
（日・祝11：00～18：00）

10：00～19：00
takayama.jimbou.net

98 手塚書房（てづかしょぼう） ［C-3］

03・3294・3338 日（祝は不定休）
12：00～19：00 tezuka.jimbou.net

99 永森書店（ながもりしょてん） ［B-3］

03・5213・8010 日・祝
15：00～18：00 nagamori.jimbou.net

100 原書房 易学書部（はらしょぼう えきがくしょぶ）［B-2］

03・3261・7444 月・日・祝
10：00～18：00 www.harashobo.com

50 北沢書店（きたざわしょてん） ［A-2］

03・3263・0011 日・祝
（土12：00～17：30）

11：00～18：30
www.kitazawa.co.jp

51 崇文荘書店（すうぶんそうしょてん） ［C-2］

03・3292・7877 日・祝
10：00～18：00 www.subun-so.com

63 鳥海書房（とりうみしょぼう） ［B-2］

10：00～18：3003・3264・4450 なし
（金・土～19:00、日・祝11：00～17：30） なし

65 南洋堂書店（なんようどうしょてん） ［C-3］

03・3291・1338 日・祝
10：30～18：30 www.nanyodo.co.jp

66 村山書店（むらやましょてん） ［C-2］

03・3291・1617 火・祝
（日11：00～18：00）

11：30～18：30
murayama.jimbou.net

69 一心堂書店（いっしんどうしょてん） ［C-2］

03・3291・1300 日
10：30～18：30 なし

70 かげろう文庫（かげろうぶんこ） ［C-2］

03・3291・5001 日
（土・祝～19：00）

11：00～20：00
kageroubunko.com

71 ギャラリーかわまつ（ぎゃらりーかわまつ）［B-2］

03・3265・3030 日・祝
11：00～19：00（土～18：00） www.gallery-kawamatsu.com

72 ギャラリーそうめい堂（ぎゃらりーそうめいどう）［B-2］

03・3219・7240 月・日・祝
11：00～18：30 www.soumei.biz

73 源喜堂書店（げんきどうしょてん） ［D-2］

03・3291・5081 日・祝（不定）
10：30～19：00（祝～18：00） www.genkido.jp

165 五拾画廊（ごじゅうがろう） ［B-2］

03・5577・3985 月･日･祝
11：00～19：00 www.fifty-gallery.com

88 玊睛（きゅうせい）★ ［C-1］

03・3233・8847 不定
不定 なし

75 中嶋尚美社（なかじましょうびしゃ） ［D-2］

03・3831・4669 日・祝・不定休
11：00～18：00 web-box.jp/shobisha

132 巌南堂書店（がんなんどうしょてん）★ ［A-2］

03・3262・7233 日・祝
10：00～18：00 gannando.jimbou.net

131 がらんどう（がらんどう）★ ［B-2］

03・3292・7787 日・祝
12：00～18：00 www.garando.jp

135 古書 いろどり（こしょ いろどり） ［A-2］

03・6272・8628 不定
14：00～18：00 kosho-irodori.net

［B-2］141 澤口書店 巌松堂ビル店（さわぐちしょてん がんしょうどうびるてん）
03・3233・0455 なし
11：00～19：00 ganshodo.com

［A-2］142 澤口書店 神保町店（さわぐちしょてん じんぼうちょうてん）
03・5215・5359 なし 11：00～19：00（日・祝～18:00）
www.koshojimbou-sawaguchisyoten.com

［C-2］162 澤口書店 東京古書店（さわぐちしょてん とうきょうこしょてん）
03・5577・6982 なし
11：00～19：00 sawatokyokoshoten.com

145 秦川堂書店（しんせんどうしょてん） ［B-2］

03・3264・2780 日
（祝11：00～17：30）

10：00～18：30
shinsendo.jimbou.net

147 大雲堂書店（たいうんどうしょてん） ［B-2］

03・3294・0616 日
10：30～18：00 taiundo.jimbou.net

163 手文庫（てぶんこ） ［A-2］

03・5577・4102　 日
11：00～19：00 www.tebunko.tokyo

39 六一書房（ろくいちしょぼう） ［B-2］

03・5213・6161 日・祝
10：00～18：30 www.book61.co.jp

33 索文社図書（さくぶんしゃとしょ）★ ［C-2］

03・3219・2645 不定
9：00～16：00 www.tky.3web.ne.jp/˜sakubun

40 梓書房（あずさしょぼう） ［B-2］

03・3264・2238 日・祝
10：00～18：30 azusa.jimbou.net

41 うたたね文庫（うたたねぶんこ）★ ［C-1］

03・3292・9340 日・祝
10：00～18：00 homepage2.nifty.com/utatane-e

89 薫風花乃堂（くんぷうはなのどう） ［B-2］

03・3511・8045 日・月・火
11：00～18：00（土～17：00） k-hananodou.com

44 東陽堂書店（とうようどうしょてん） ［C-2］

03・3291・0078 日・祝
10：00～18：00 touyoudou.jimbou.net

42 小林書房（こばやししょぼう）★ ［B-2］

03・3263・0776 土・日・祝
9：30～17：00 kobayashi.jimbou.net

46 イタリア書房（いたりあしょぼう） ［A-2］

03・3262・1656 土・日・祝・12/25
10：00～17：00 italiashobo.com

49 小川図書（おがわとしょ） ［A-2］

03・3262・0908 水・日・祝
10：00～18：00 ogawatosho.jimbou.net

47 内山書店（うちやましょてん） ［C-2］

03・3294・0671 月・祝
（日11：00～18：00）

10：00～19：00
www.uchiyama-shoten.co.jp

115 かんけ書房（かんけしょぼう） ［B-2］

03・5259・0050 第3日曜
（日・祝～14：00）

11：00～16：00
kanke.news.coocan.jp

112 ARATAMA （あらたま） ［C-2］

03・3291・8831 なし
11：00～20：00（日～19：00） www.aratama.com

117くだん書房（くだんしょぼう） ［B-2］

03・3233・2020 金・日
11：00～19：00 www.kudan.jp

149 長島書店 駿河台下店（ながしましょてん するがだいしたてん）★［C-2］

03・3233・1588 日･祝
12：00～18：30 kosyokaitori.com

120 BOOK DASH （ぶっく だっしゅ） ［C-3］

03・3219・5991 なし
12：00～20：00 www.bookdash.net

161 夢野書店（ゆめのしょてん） ［B-2］

03・6256・8993 第1・3・5日曜
10:00～18:30（土・日・祝11:00～17:30） yumeno-manga.com

146 新日本書籍（しんにほんしょせき）★ ［B-1］

03・3261・0255 なし
（土・日・祝12：00～）

10：00～18：00
www.booktown.co.jp/sns

153 文庫 川村（ぶんこ かわむら） ［C-2］

03・3291・1935 日・祝
10：30～18：30 なし

152 波多野書店（はたのしょてん） ［A-2］

03・3261・7596 日
11：00～18：30 なし

155 有文堂書店（ゆうぶんどうしょてん） ［B-1］

03・3262・5748 不定
10：30～20：00 なし

137 古書 羊頭書房（こしょ ようとうしょぼう） ［C-3］

03・3518・2950 火
11：00～19：00（日～18：00） youtou.jimbou.net

151日本古書通信社（にほんこしょつうしんしゃ）★［C-2］

03・3292・0508 土・日・祝
9：30～17：30 www.kosho.co.jp/kotsu

2 朝日書林（あさひしょりん）★ ［C-2］

03・3295・5018 日・祝
10：00～18：00 なし

1 あきつ書店（あきつしょてん）★ ［C-2］

03・3294・8175 日・祝
10：00～18：30 なし

17 大屋書房（おおやしょぼう） ［C-2］

03・3291・0062 日・祝（不定）
10：00～18：00 www.ohya-shobo.com

18 臥遊堂（がゆうどう）★ ［C-2］

03・6909・1359 不定 不定
gayudou.comまたはgayu.jimbou.net

4 玉英堂書店（ぎょくえいどうしょてん） ［C-2］

03・3294・8044～5 日・祝
10：30～18：30 gyokueido.jimbou.net

20 酒井好古堂（さかいこうこどう） ［D-3］

03・3591・4678 なし
10：00～18：00 www.ukiyo-e.co.jp

160 光和書房（こうわしょぼう）★ ［C-2］

03・5244・5670 土・日・祝
10：00～18：00 kouwashobou.net

21 沙羅書房（さらしょぼう） ［B-2］

03・3219・0470 日・祝
10：00～18：00 www.sara-shobo.com

22 松雲堂書店（しょううんどうしょてん） ［A-2］

03・3261・6498 日・祝
11：00～18：00（土～17：00） なし

23 誠心堂書店（せいしんどうしょてん） ［B-2］

03・3262・5947 日・祝
10：00～18：00 seishindo.jimbou.net

74 古典版画 東洲斎（こてんはんが とうしゅうさい）［C-2］

03・3259・1088 日・祝
11：00～19：00 www.ukiyoe.com

27 山本書店（やまもとしょてん） ［A-2］

03・3261・0847 日・祝
10：00～18：00 なし

80 山田書店（やまだしょてん） ［B-2］

03・3295・0252 日・祝
10：30～18：30 www.yamada-shoten.com

79 三田アート画廊（みたあーとがろう） ［B-2］

03・3294・4554 月・日・祝
10：30～18：00 www.mita-arts.com

77 版画堂（はんがどう） ［B-2］

03・3219・2027 月･日･祝
11：00～18：30 www.hanga-do.com

78 ボヘミアンズ・ギルド（ぼへみあんず・ぎるど）［C-2］

03・3294・3300 なし
（日・祝～18：00）

11：30～18：30
www.natsume-books.com

122ブンケンロックサイド（ぶんけんろっくさいど）［B-2］

03・3511・8226 年末年始
（日・祝11：00～18：30）

10：30～19：00
www.bunken-shoin.co.jp/

104 萬羽軒（まんばけん） ［C-3］

03・3295・7116 なし
11：00～19：00 なし

139 小宮山書店（こみやましょてん） ［C-2］

03・3291・0495 なし
（日・祝～17：30）

11：00～18：30
book-komiyama.co.jp

52 燎原書店（りょうげんしょてん） ［A-2］

03・6272・6145 土・日・祝
10：00～18：00 www.ryogen.jp

82 アカシヤ書店（あかしやしょてん） ［B-2］

03・3219・4755 なし
（日･祝～18:30）

11：00～19：30
www.akasiya-shoten.com

81 蘭花堂（らんかどう） ［B-2］

03・3294・3008 水・日・祝
12：00～17：00 www.rankado.co.jp/art

110 呂古書房（ろこしょぼう） ［C-2］

03・3292・6500 日・祝
10：30～18：30 locoshobou.jimbou.net

114カスミ書房（かすみしょぼう） ［B-2］

03・5280・9663 日
13：00～17：00 www.ne.jp/asahi/kasumi/syobo

126 愛書館 中川書房（あいしょかん なかがわしょぼう）［B-2］

03・6272・8998 不定
10：00～18：30 www.koshokaitori.com

86 いにしえ文庫（いにしえぶんこ） ［C-2］

03・6273・8158 土・日・祝
12：00～18：00 なし

84 飯島書店（いいじましょてん） ［B-2］

03・3261・1578 月・日
10：00～18：00 iijima.jimbou.net

61 医学書 いざわ書林（いがくしょ いざわしょりん）★
0120・111・751 日
要事前連絡 www.igakusho.com

118 東西堂書店（とうざいどうしょてん） ［B-2］

03・3261・9390 なし 11：00～20：00
https://twitter.com/jinbo_tozaido

148 長島書店 神保町店（ながしましょてん じんぼうちょうてん） ［A-2］

03・3512・8115 日・祝 10：30～18：30
www.books-nagashima.com

24 東城書店（とうじょうしょてん）★ ［B-2］

03・3261・3110 土・日・祝
10：00～18：00 tojo.jimbou.net

56 書肆 秦川堂（しょし しんせんどう）★ ［B-2］

03・5213・4498 日・祝
10：00～18：00 www.shosi-shinsendo.jp

54 極東書店（きょくとうしょてん）★ ［A-1］

03・3265・7531 土・日・祝
9：00～17：00 www.kyokuto-bk.co.jp

57 水平書館（すいへいしょかん） ［B-1］

03・5577・6399 不定
11：00～18：00 なし

25 原書房 版画部（はらしょぼう はんがぶ） ［B-2］

03・5212・7801 月・日・祝
10：00～18：00 www.harashobo.com

159 古書 あん珠（こしょ あんじゅ）★ ［B-2］

03・3263・7558 不定
不定 なし

67 明倫館書店（めいりんかんしょてん） ［B-2］

03・3294・0446 日
（祝11：30～18：00）

10：30～18：30
www.meirinkanshoten.com

※詳しくは各店舗にお問い合わせください。
※★は事務所営業のみ。店舗は構えておりません。
※GW、お盆、年末年始等の休みは省略しています。

59 丸沼書店（まるぬましょてん）
03・3261・4540 なし

（日10：00～19:00、祝9：30～19:00）
9：00～20：00

marunumashoten.com

［B-1］

そ
の
他

35 通志堂書店（つうしどうしょてん） ［B-2］

03・3512・5637 日・祝
10：00～18：00 なし

日本書部
洋書部

＂世界一の古書店街＂をつくる

神田古書店連盟
全店リスト

2020 年 9 月現在、神田古書店連盟の全加盟店です。
＂時空を超えた＂あらゆるジャンルの古書を扱っており、

本好きの皆さんのご要望にお応えします！

6 古書 すからべ（こしょ すからべ）★ ［B-2］

03・3233・8838 日・祝
10：00～18：00 scarabee.jimbou.net

157 八木書店（やぎしょてん） ［C-2］

03・3291・2965 土・日・祝
9：00～17：00 company.books-yagi.co.jp

［C-2］東京古書会館（とうきょうこしょかいかん）
03・3293・0161 日・祝
10：00～18：00 www.kosho.ne.jp

62 大久保書店（おおくぼしょてん） ［C-2］

03・3291・3306 日
10：30～17：30 なし

129 おどりば文庫（おどりばぶんこ）★ ［A-2］

03・5275・3080 日
11：00～19：00（不定） なし

130 風間商流（かざましょうりゅう）★ ［B-2］

03・3233・9568 なし
10：00～17：00 なし

128 英山堂書店（えいざんどうしょてん） ［B-1］

03・3261・2275 不定
10：00～19：00 なし

127 一誠堂書店（いっせいどうしょてん） ［B-2］

03・3292・0071 日
（祝10：30～18：00）

10：00～18：30
www.isseido-books.co.jp

待望の『
vol.2』が

発売！

地図版権／神田古書店連盟 　制作／株式会社風讃社「ナビブラ神保町」編集部　表紙イラスト／なかむら るみ
※内容は2020 年9月現在のものです。

神保町の 2 大 公 式タウンサイト神 保 町の 2 大 公 式タウンサイト
本のことなら

神保町の古書＆新刊書の検索ができる「連想検索」や、
書店街の最新情報はこちら。

エンターテインメント情報なら

グルメ・本・カルチャー・街の様子など、
編集部員がちょくちょくつぶやきます。

だれでも無料で利用可！
散策がもっと楽しくなる強力ツートップ

　神保町エリアは、散策に便利なコンシェルジュ
サービスが充実している。
　ひとつは、すずらん通り「小学館ギャラリー」内
にある『本と街の案内所』。「探したい本があるけど、
どこの書店へ行ってよいかわからない」「調べもの
をしているのだけど、どんな書店へ行ったらいい
かな？」「ついでにおいしいランチが食べられるお
店も知りたい」…そんなさまざまな探しものに応え
てくれる頼もしい存在。たとえ書名や著者などが
曖昧でも、専門のスタッフが一緒に探してくれる
ので安心。　
　もうひとつは、御茶ノ水駅近くのソラシティプ
ラザにある『お茶ナビゲート』。自分好みのスポッ
トを検索してカスタマイズできる「私の散歩道」プ
リントサービスや、界隈の歴史がわかる壁面展示、
カルチャー講座「お茶ナビサロン」（有料）や「街あ
るきツアー」も随時開催している。
　だれでも無料で利用できるので、ぜひ活用して、
もっともっと「世界一の本の街」を楽しんで!

お茶ナビゲート MAP D-1
住所│神田駿河台4‐6 御茶ノ水ソラシティB1
営業│11：00～19：00　土・日・祝 10：30～18：30
定休│火

お茶ナビゲート

本と街の案内所 MAP B-2
住所│神田神保町1-15小学館ギャラリーBH神保町内
営業│11：00～18：00
定休│ 日・祝

本と街の案内所

 神 保町エリアの便利なコンシェルジュサービス

「「 世 界 一の本の街 」をもっと楽しもう世 界 一の本の街 」をもっと楽しもう

WEB書店でバックナンバー販売中

　これも必読！

1~7

Twitterアカウントは「＠navibura」http://jimbou.info/

（品切れもあり）
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（品切れもあり）

表紙について

表紙のイラストは、江戸時代、病除け
の神様として多くの絵師や民衆に描
かれた妖怪「白澤（はくたく）」です。
幕末の安政期、大地震やコレラの大
流行に見舞われたなか、人々は白澤
図を枕の下に敷いて寝たり、お守りと
して持ち歩いたと言われています。
神保町の古書店には、この「白澤」が
描かれた古書が現存しています。新
型コロナウイルスが終息し、お客さま
が安心して神保町で古書店めぐりを
できる日が再来することを祈り、当地
図の表紙にも登場してもらいました。
皆様のご来店を、神田古書店連盟一
同、心よりお待ちしております。

［全店掲載！］

2021


