2017 年 9 月 8 日

「めざせ７３店舗！『古書の日』スタンプラリー」を開催！
１０月４日(水)～１１月５日（日）
コンプリートでイラストレーターの大嶋奈都子氏特製の書名スタンプをプレゼント！
古書取引市場の運営や古書取引に関する知識の普及活動を行う東京都古書籍商業協同組合（本部：東京都
千代田区、理事長：佐古田亮介、略称：東京古書組合）は、2017 年 10 月 4 日（水）～11 月 5 日(日)までの期間、
都内組合加盟古書店をめぐるイベント「めざせ 73 店舗！『古書の日』スタンプラリー」を開催します。

この数年、古書業界では売上げの低下や顧客の減少など苦しい状態が続いています。本との出会いのおもし
ろさ、楽しさが詰まっているお店にぜひ足を運んでいただきたい、との願いから本イベントを企画しました。「入り
にくい」と思われがちな町の古本屋も、スタンプを押すという目的があれば気軽に訪ねていただけると思います。
スタンプは書名をもじったユニークなデザインのものを人気イラストレーターの大嶋奈都子氏に制作していただき
ました.初めて古本屋を訪れるお客様にも、普段から古本屋を利用しているお客様にも楽しめる内容となっており
ます。
スタンプ（例）

台紙（イメージ）

大嶋奈都子 Oshima Natsuko
イラストレーター・スタンプ作家
おもにスタンプをもちいた表現でイラストを制作。
東京で撮影したサラリーマンのイラストスタンプ「TOKYO SALARYMAN STAMP」を、個展・イベントにて展示
後、さまざまな媒体でお仕事をいただくようになる。現在、イラストレーター・スタンプ作家として活動中。
武蔵野美術大学大学院視覚伝達デザインコース修了。神奈川県川崎生まれ。

【別紙】
「めざせ７３店舗！『古書の日』スタンプラリー」の実施について
１ 実施期間
2017 年 10 月 4 日（水）から 11 月 5 日（日）まで
２ 参加費
無料（本ラリー参加にかかる交通費と、景品応募の郵送代は、お客様でご負担となります。）
３ 参加方法
（1）参加古書店・東京古書会館（千代田区神田小川町 3-22）他にて配布する、スタンプラリーパンフレットを入
手します。
（2）対象店舗でスタンプを押印。ブロック毎のコンプリートまたは、20 店のスタンプを集めます。
※スタンプ設置店舗をまわる順番は自由です。
(3)スタンプラリーパンフレットに必要事項をご記入いただき、東京古書会館へご応募ください。スタンプの個
数応じた景品をお客様へお送りします。

４ スタンプ設置店舗
１． スタンプ設置箇所：都内組合加盟古書店 73 店（営業日・時間は各店で異なります。）
ブロックＡ
みちくさ書店

国立市東 1‐4‐11

よみた屋

武蔵野市吉祥寺南町 2‐6‐10

二の橋書店

神奈川県相模原市南区相南４丁目１−３１

ほん吉

世田谷区北沢 2‐7‐10 上原ビル 1Ｆ1 号

大河堂書店

世田谷区経堂 1‐24‐16

博文堂書店

目黒区八雲 1-7-20

古書往来座

豊島区南池袋 3‐8‐1-1F

ポラン書房

練馬区東大泉 1-35-12 グリーンミューズみその 1F

井上書店

文京区本郷 6-2-8

矢口書店

千代田区神田神保町 2-5-1

田村書店 洋書部

千代田区神田神保町 1-7-1

ビブリオ

千代田区神田神保町 1-25 叶ビル 1F

萬羽軒

千代田区神田神保町 1‐27

たなべ書店 駅前店

江東区南砂 3-13-4

ブロックＢ
古書サンカクヤマ

杉並区高円寺北 3‐44‐24

古書むしくい堂

八王子市横山町 10-17 グエルスクエア八王子 102

水中書店

武蔵野市 中町 1-23-14-102

河野書店

目黒区駒場 1-31-6

古書肆田園りぶらりあ

大田区田園調布 2-39-11

氷川書房

葛飾区青戸５－５－４ アサヒコーポ 1 階

文生書院

文京区本郷 6-14-7

愛書館中川書房

千代田区神田神保町 2-3-11

アットワンダー

千代田区神田神保町 2‐5‐4 開拓社ビル 1 階 2 階

日本書房

千代田区西神田 2-8-12

玉英堂書店

千代田区神田神保町 1-1

三幸書房

新宿区西早稲田 2‐10‐18

虹書店

新宿区西早稲田 3-1-7

鴨書店

北区上十条 4-8-1

ブロックＣ
尾花屋

小金井市東町 4‐20‐3

盛林堂書房

杉並区西荻南 2-23-12

千章堂書店

杉並区阿佐谷北 2-13-19

プリシアター・ポストシアター

武蔵野市境南町 3-25-18-101

稲垣書店

荒川区荒川 3-65-2

あざぶ本舗

北区東十条 3-12-3

内山書店

千代田区神田神保町 1-15

文華堂書店

千代田区神田神保町 2-3-12

手文庫

千代田区神田小川町 1-7 渡辺ビル 1F

悠久堂書店

千代田区神田神保町 1-3

虔十書林

千代田区神田小川町 3-20

流浪堂

目黒区鷹番 3-6-9-103

古書明日

世田谷区北沢 3-21-1 1F

リズム＆ブックス

渋谷区富ヶ谷 1-9-15 1F

飯島書店

新宿区西早稲田 2-9-16

ブロックＤ
秋桜書店

小平市花小金井南町 2-1-20 第 1 金子マンション 103

にわとり文庫

杉並区西荻南 3-17-5

中央書房

小金井市本町 2-20-2

百年

武蔵野市吉祥寺本町 2-2-10 村田ビル 2F

古書 音羽館

杉並区西荻北 3-13-7

夢野書店

千代田区神田神保町 2-3 神田古書センター内

喇嘛舎

千代田区神田小川町 3-16 池久ビル 2F

ブンケンロックサイド

千代田区神田神保町 2-3 飯島ビル 1F

りぶる・りべろ

千代田区神田神保町 1-42 村上ビル 1F

古本横丁 芳林堂書店内（飯島書店）

新宿区高田馬場 1-26-5 FI ビル 3・4・5F

丸三文庫

新宿区西早稲田 3-21-2 三楽ビル 2F

林屋書店

板橋区上板橋 2-31-11

遠藤書店

世田谷区経堂 2-5-16

西村文生堂

目黒区自由が丘 2-11-8

古書 信天翁

荒川区西日暮里 3-14-13 コニシビル 202

ブロックＥ
岩森書店

杉並区荻窪 5-30-12

古本案内処

中野区中野 5-50-6

石本書店

調布市仙川 1-15-5

ＴＩＭＥＬＥＳＳ

杉並区西荻北 3-21-5

丸沼書店

千代田区神田三崎町 2-8-12

日本古書通信

千代田区神田小川町 3-8 駿河台ヤギビル 5F

風月洞書店

千代田区神田神保町 1-15

鳥海書房

千代田区神田神保町 2-3 神田古書センター3 階

文紀堂書店

調布市仙川町 1-30-1 第２三栄ビル 104

ロスパペロテス

渋谷区西原 3-4-2 紅谷ビル 102

三楽書房

新宿区西早稲田 3-21-2

平野書店

新宿区西早稲田 3-21-3

BOOKS 青いカバ

文京区本駒込 2-28-24 谷口ビル 1F

銀装堂

板橋区大山東町 46-5

たなべ書店

江東区南砂 4-18-10

５ 賞品詳細
ブロックＡ～Ｅのうち
（１）1 ブロック達成 オリジナルマスキングテープ
（２）2 ブロック達成 あずま袋
（３）3 ブロック達成 はたき
（４）4 ブロック達成 ブックエンド
（５）全ブロック達成 スタンプラリーで使用されたスタンプの複製をどれか１つ
A～E の本棚関係なくスタンプを集めた方には、
２０個で「日本の古本屋」特製缶バッチ
４０個で東京古書組合オリジナルトートバック をプレゼント！
※お一人様ご希望の景品一点限りとさせていただきます。
例・4 つの本棚を完成させた場合、スタンプ以外のすべての景品の中からお好きな景品をお選びいただけます
が、トートバッグとはたき、ということはできませんのでご注意ください。
※お一人様一冊のみでのお申込みとなります。
＜応募方法＞
景品の引き換え方法
封筒に台紙を入れ、東京都古書組合までお送りください。必ずご希望の景品を一つご記入下さい。
※送料は大変申し訳ございませんが、お申込み者様でご負担いただけますようお願いします。着払い等はお受
けできませんので予めご了承ください。
台紙到着後、スタンプ数の確認をさせていただき、ご希望の景品とお送りいただきました台紙を同封し発送いた
します。
＜応募締切＞
応募締切：2017 年 11 月 30 日(木)迄
※当日消印有効
※ご応募はお一人様につき一通とさせていただきます。
※ご応募いただいたお客様の個人情報につきましては、「賞品の発送」以外の用途には使用いたしません。
※賞品の発送は 2018 年 1 月中旬頃以降を予定しております。
６ お問い合わせ先
東京都古書籍商業協同組合
電話：03-3293-0161（平日 9:30～17:00）
以上

