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１０月４日は古書の日！

  　そんなコショタンのもとに
 　　謎の依頼人から仕事が舞い込んできた。

 
　　  「わたしの散逸してしまった蔵書を探し出してほしい」

 
　　　　　　 どうやら東京の古本屋にあるようだ。けれど、大阪生まれの

　　　　　コショタンは東京の古本屋を探すことができなくて困ってしまった。
　　　　　コショタンの代わりに、東京の古本屋を巡って、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

古本探しの名人メ～探偵コショ
タン
。

謎の依頼人の蔵書を探し出そう！



●景品交換について　

お一人様につき「応募は一度限り」また「景品は一点限り」とさ
せていただきます。　例えば、4つの本棚を完成された場合、
「蔵書スタンプ」以外の景品の中からお好きな景品をお選びい
ただけますが、「あずま袋を2つ」や「トートバッグとはたき」
のような分割・重複はできませんので予めご了承ください。 
　

●景品の引き換え方法
　
封筒に・本冊子（台紙）を入れ、下記の要項をご記入いただき、
「お名前、ご住所、電話番号、メールアドレス、ご希望のコース・
景品」をお書き添えの上、下記の住所までお送りください。
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3丁目22

東京古書組合　スタンプラリープレゼント 宛
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
※応募スタンプ数をよくご確認の上ご希望のコースと、景品
を1点のみご記入下さい。
※お申込みの送料は、お申込み者様でご負担ください。また、
着払い等でのお申込みはお受けできませんので予めご了承く
ださい。
※お申込受付は11月末日までとさせていただきます。
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。
なお、発送は1月末までかかる場合がございます。
　

●景品について
　
古書店を巡り、スタンプを集めて古本屋グッズをもらおう！
本屋を巡る●本棚コース  OR  ひたすら集める●古書愛コース
どちらか選んで応募してね！
　

●本棚コース
　
右のA～Eの本棚のうち、
1つの本棚をすべて集めたら、
　　◯東京古書組合オリジナル・マスキングテープ
2つの本棚をすべて集めたら、お気に入りの本をいれられる
　　◯あずま袋（大判の布を袋状にしたもの）
3つの本棚をすべて集めたら、これで気分は古本屋！な
　　◯オリジナル・はたき
4つの本棚をすべて集めたら、あふれた蔵書をストップできる 

　　◯東京古書組合特製ブックエンド
5つの本棚をコンプリートで、
今回のスタンプラリーのために制作された「蔵書スタンプ」の
うち、あなたのお気に入りの1作品の実物をプレゼント!!
　

●古書愛コース
　
本棚を完成させることは難しかったけれど、スタンプをたくさ
ん集めていただいた方にも、個数に応じて景品があります！
スタンプ20個で
　　◯「日本の古本屋」特製ロゴ缶バッチ
スタンプ40個で
　　◯東京古書組合オリジナルトートバック　　です！

●参加方法
右記の73店舗の古書店に、実在する名著を
参考にした73種類の「依頼人の蔵書」スタン
プが1個置いてあります。
この冊子のA～Eの棚を、古書店それぞれの
蔵書スタンプで埋めてね！
※各店舗、営業時間や臨時休業など異なります。
　お出かけの際は十分にご確認ください。

●期間
 

ポイント！
　　 店舗によっては、買取
　　 などの業務で臨時閉店
になることがあります。
また、スタンプラリーの受付
時間を設けている店舗もあ
ります。事前に電話、FAX
メールなどでご連絡いただ
けると確実です。
特に確認いただきたい店舗
には ★ をつけています。

「古書の日」スタンプラリー・東京の古本屋を巡ろう！

03　泉鏡花̶草迷宮
二の橋書店
 〶神奈川県相模原市南区相南4-1-31 
●駅 小田急相模原 徒歩3分 
 ☎042-734-6020　●営13:00‒21:00
●休第2･第4㈰、古書展開催期間（臨時）
 

07　江戸川乱歩̶人間椅子
古書往来座
 〶豊島区南池袋3-8-1-1F
●駅 池袋･目白･雑司ヶ谷
 ☎03-5951-3939 
●営13:00‒22:00 ※㈪のみ18:00閉店

11　 岡本かの子̶老妓抄
田村書店 洋書部
 〶千代田区神田神保町1-7-1 
●駅 神保町 徒歩3分　☎03-5577-4226
●営10:00‒18:30   ●休  ㈰･㈷

04　伊藤左千夫̶野菊の墓
ほん吉
 〶世田谷区北沢2-7-10上原ビル1Ｆ1号
●駅下北沢 徒歩3分　☎03-6662-6573
●営12:00‒21:00　　 ●休㈫ 

08　大下宇陀児̶見たのは誰だ
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 ●駅 大泉学園 徒歩4分
 ☎03-5387-3555 ●営10:00‒21:00※㈰･㈷
20:00閉店　●休㈬

12　小川未明̶赤いろうそくと人魚
ビブリオ
〶千代田区神田神保町1-25叶ビル1F 
●駅 神保町 徒歩3分　☎03-3295-6088 
●営11:00‒19:00   ●休㈰  

01　芥川龍之介̶斜陽
みちくさ書店
 〶国立市東1-4-11 ●駅国立徒歩1分　
 ☎042-575-0909　●営10:00‒19:00

05　宇野浩二̶枯木のある風景
大河堂書店
 〶世田谷区経堂1-24-16
●駅経堂 徒歩2分　☎03-3425-8017
●営11:00‒21:00　 ●休  ㈭　

09　大杉栄̶日本脱出記
井上書店
 〶文京区本郷6-2-8 ●駅本郷三丁目･東大
前･春日 徒歩10分  ☎03-3811-4354　
●営10:00‒18:00 　 ●休㈰･㈷ 

13　尾崎紅葉̶金色夜叉
萬羽軒
 〶千代田区神田神保町1-27 
●駅神保町 徒歩3分　☎03-3295-7116
●営11:00‒19:00 

02　石川啄木̶一握の砂
よみた屋
 〶武蔵野市吉祥寺南町2-6-10 
●駅吉祥寺 徒歩2分　☎0422-43-6550 
●営10:00‒22:00  

06　海野十三̶蝿男
博文堂書店
 〶目黒区八雲1-7-20
●駅 都立大学 徒歩5分　☎03-3723-2783
●営10:00‒18:30 ※昼休（14:00‒15:00）
●休  ㈬･㈰  昼休·買取等の閉店あり

10 大田洋子̶星はみどりに
矢口書店
 〶千代田区神田神保町2-5-1 
●駅神保町 徒歩3分　☎03-3261-5708
●営10:00‒18:30 ※㈮･㈯19:00閉店

14　織田作之助̶夫婦善哉
たなべ書店 駅前店
 〶江東区南砂3-13-4 ●駅南砂町 徒歩3分 
☎03-3640-0655　●営10:00‒20:00  

24　小酒井不木̶人工心臓
日本書房
 〶千代田区西神田2-8-12
●駅 神保町 徒歩5分　☎03-3261-2738
●営9:30‒18:00 
　

28　高浜虚子̶寸紅集
鴨書店
 〶北区上十条4-8-1
●駅 十条･東十条･板橋本町 徒歩10分
 ☎ 03-3909-8699　●営12:00‒19:00
●休  ㈪･第2･4㈫　

20　国木田独歩̶武蔵野
氷川書房 
 〶葛飾区青戸5-5-4アサヒコーポ1階
●駅 京成本線 青砥 　☎03-5680-6174
●営10:30‒18:30　　  ●休  ㈰･㈬
スタンプラリー受付は㈪･㈫の12:00－
18:30限定。その他の曜日･時間は要予約。

16　梶井基次郎̶檸檬
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   　●駅 JR八王子･京王八王子
☎042-698-3994　●営11:00‒21:00 
●休   ㈫

23　幸田露伴̶五重塔
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･2階 ●駅 神保町徒歩0分☎03-3238-7415
●営11:00‒19:00 ※㈰･㈷は18:00閉店

27　島崎藤村̶夜明け前
虹書店
〶新宿区西早稲田3-1-7
●駅  早稲田 徒歩8分　☎03-3203-5986
●営10:00‒18:00　 　●休  ㈰ 

  

19　北原白秋̶思い出
古書肆田園りぶらりあ
 〶大田区田園調布2-39-11
●駅 田園調布徒歩4分  ☎03-3722-2753
●営9:30‒18:00 ※㈪･㈬13:00開店

15　葛西善蔵̶子をつれて
古書サンカクヤマ
 〶杉並区高円寺北3-44-24
●駅 高円寺 徒歩7分　☎03-5364-9892
●営12:00‒21:00　　 ●休   ㈬
  

22　小泉八雲̶怪談
愛書館 中川書房 
 〶千代田区神田神保町2-3-11
●駅  神保町 徒歩5分　☎03-6272-8998
●営10:00‒18:30

26　坂口安吾̶風博士
三幸書房
 〶新宿区西早稲田2-10-18 
●駅  早稲田 徒歩10分　☎03-3203-6539
●営11:00‒18:30　　　●休  ㈰

18　菊池寛̶真珠夫人
河野書店
 〶目黒区駒場1-31-6  ●駅 駒場東大前
☎03-3467-3071 
●営10:00‒20:00※㈯･㈰･㈷は18:00閉店

21　久保田万太郎̶末枯
文生書院
 〶文京区本郷6-14-7 ●駅本郷三丁目･東大
前･春日 ☎03-3811-1683 ●営9:30‒18:00　
●休  ㈯･㈰･㉀
書籍はすべて倉庫管理につき、ご覧にな
りたい方は事前にご連絡ください。 

25　斎藤茂吉̶あらたま
玉英堂書店
 〶千代田区神田神保町1-1  
●駅神保町　☎03-3294-8044　
●営10:30‒18:30　●休  ㈰･㈷　 

17　上司小剣̶鱧の皮
水中書店
 〶武蔵野市中町1-23-14-102　 
●駅三鷹　　　　　☎0422-27-7783
●営12:00‒22:00　●休  ㈫

39　森鴎外̶舞姫
虔十書林
 〶千代田区神田小川町3-20  
●駅  御茶ノ水 徒歩4分　☎03-5282-3963 
●営12:00‒19:00　  ●休  ㈰　

43　アンデルセン̶おやゆび姫
飯島書店
〶新宿区西早稲田2-9-16  
●駅  高田馬場 徒歩10分 ☎03-3203-2025
●営10:00‒19:00　●休  ㈰

35　萩原朔太郎̶月に吠える
内山書店
 〶千代田区神田神保町1-15  
●駅 神保町 徒歩3分　☎03-3294-0671
●営10:00‒19:00 ※㈰は11:00‒18:00
●休  ㈪･㈷ 

31　谷譲次̶踊る地平線
千章堂書店
 〶杉並区阿佐谷北2-13-19　●駅 阿佐ヶ谷
 ☎03-3338-6410　●営10:30‒21:30 
●休  ㈬

38　二葉亭四迷̶浮雲
悠久堂書店
 〶千代田区神田神保町1-3  
●駅  神保町 徒歩2分　☎03-3291-0773
●営10:15‒18:45※㈷は10:45‒18:15●休  ㈰

42　若山牧水̶海の声
リズム＆ブックス
 〶渋谷区富ヶ谷1-9-15 1F  
●駅  代々木公園 徒歩3分☎03-6407-0788
●営12:00‒22:00※㈯･㈰は20:00閉店
●休  不定休 

34　新美南吉̶ごん狐
あざぶ本舗
 〶北区東十条3-12-3　●駅  東十条･王子神谷
☎03-6908-4992　　●営10:00‒20:00 
●休  ㈫･㈬  

30　橘外男̶ナリン殿下への回想
盛林堂書房
〶杉並区西荻南2-23-12　●駅  西荻窪
☎03-3333-6582　●営11:00‒18:30 
●休  ㈪

37　樋口一葉̶たけくらべ
手文庫
 〶千代田区神田小川町1-7 渡辺ビル1F 
●駅  淡路町 徒歩2分　☎03-5577-4102
●営11:00‒19:00
●休  ㈰ ※●休  10月7･14･21日、11月4日
 
  

41　与謝野晶子̶みだれ髪
古書明日
〶世田谷区北沢3-21-1 1F  
●駅  下北沢 徒歩4分　☎03-6416-8869
●営12:00‒20:00　 　●休  ㈬

33　夏目漱石̶吾輩は猫である
稲垣書店
〶荒川区荒川3-65-2　●駅  三河島 徒歩2分
☎03-3802-2828　  ●営12:00‒19:00 
●休  ㈫･㈬･㈭･㈮ 
 
   
 

29　高村光太郎̶道程
尾花屋 
 〶小金井市東町4-20-3　●駅  新小金井
☎080-4181-0878　 ●営11:00‒20:00 
●休  ㈬ 

36　林芙美子̶放浪記
文華堂書店
〶千代田区神田神保町2-3-12
●駅  神保町 徒歩2分　☎03-3262-0422 
●営10:00‒18:20※㈷10:30‒17:30 ●休  ㈰

40　横光利一̶機械
流浪堂
〶目黒区鷹番3-6-9-103　●駅  学芸大学
☎03-3792-3082  
●営12:00‒0:00※㈰･㈷11:00‒23:00●休  ㈭

32　田山花袋̶蒲団
プリシアター･
ポストシアター
 〶武蔵野市境南町3-25-18-101●駅  武蔵境 
 ☎0422-30-9168　●営13:00‒19:00 
営業日＝10月12日‒15日･28日‒31日、
11月1日‒5日のみ

54　宮武外骨̶滑稽新聞
丸三文庫
〶新宿区西早稲田3-21-2三楽ビル2F　 
●駅  西早稲田 徒歩3分  ☎03-3203-9866
●営11:00‒18:00　●休  不定休  

 

58　中勘助̶銀の匙
古書 信天翁
〶荒川区西日暮里3-14-13コニシビル202 
●駅 日暮里　　　☎03-6479-6479 
●営13:00‒20:00　●休  ㈪･㈫臨時休業あり

50　童話（楠山正雄・編）̶ 桃太郎
喇嘛舎
〶千代田区神田小川町3-16池久ビル2F 
●駅  神保町　　☎03-3233-5635 
●営11:00‒19:00　●休㈰

46　F・S・フィッツジェラルド̶
　　グレイト・ギャツビー
中央書房
〶小金井市本町2-20-2  
●駅  武蔵小金井 徒歩5分 ☎042-328-8511
●営11:00‒19:00　●休㈫・臨時閉店あり
  

53　正宗白鳥̶何処へ
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
●駅  高田馬場　 ●営10:00‒22:30 
※㈯21:30閉店 ㈰･㈷21:00閉店

57　菊池幽芳̶秘中の秘
西村文生堂
〶目黒区自由が丘2-11-8  
●駅 自由が丘 徒歩1分  ☎03-3717-6843
●営10:30‒19:00 

49　C・ペロー̶猫吉親方
夢野書店
〶千代田区神田神保町2-3 神田古書セ
ンター内　●駅  神保町 徒歩1分 
☎03-6256-8993　●営10:00‒18:30※㈰
･㈷11:00‒17:30 　●休  第1･3･5㈰ 
  

45　W・シェークスピア̶
　　ロミオとヂュリエット
にわとり文庫
〶杉並区西荻南 3-17-5　●駅  西荻窪 
☎03-3247-3054 ●営12:00‒22:00 ●休  ㈫

52　牧野信一̶鬼涙村
りぶる･りべろ  
〶千代田区神田神保町1-42村上ビル1F
●駅 神保町 徒歩4分　☎03-5281-5420 
●営11:00‒19:00　 　●休㈰･㈷

　
  

56　室生犀星̶杏っ子
遠藤書店
〶世田谷区経堂2-5-16　●駅 経堂 徒歩4分 
☎03-3429-5060　●営11:00‒21:00 
●休㈫

  

48　栗田信̶発酵人間
古書 音羽館
〶杉並区西荻北3-13-7　●駅 西荻窪 
☎03-5382-1587　●営12:00‒23:00 
●休  ㈫
 
 

44　F・カフカ̶変身
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●駅  花小金井(徒歩10分)·
武蔵小金井(徒歩20分) ☎042-439-5193
●営10:00‒18:00●休  不定休（要twitter確認）

51　小林多喜二̶蟹工船
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 
●駅 神保町 徒歩1分　☎03-3511-8226 
●営10:30‒19:30 ※㈰･㈷ 11:00‒19:00 
　

55　三好達治̶測量船
林屋書店
〶板橋区上板橋2-31-11  
●駅 上板橋 徒歩2分　☎03-3931-1613
●営11:00‒22:00　 　●休㈫
  

47　E・M・ヘミングウェイ̶
　　老人と海
百年 
〶武蔵野市吉祥寺本町2-2-10村田ビル2F
●駅 吉祥寺 徒歩10分　☎0422-27-6885 
●営12:00‒23:00※㈯･㈰11時開店、㈰のみ
22時閉店　●休㈫

69　久生十蘭̶魔都
三楽書房 
 〶新宿区西早稲田3-21-2　●駅 高田馬場 
 ☎03-3203-8995　●営 12:00‒19:00 
●休㈰･㈷　営業時間等・要twitter確認 

73　宮本百合子̶風知草
たなべ書店
〶江東区南砂4-18-10●駅 南砂町 徒歩5分 
☎03-3640-0564　●営 10:00‒20:00

65　和辻哲郎̶風土
風月洞書店
〶千代田区神田神保町1-15
●駅 神保町 徒歩2分　☎03-3219-6006 
●営 11:00‒18:00　●休㈰

61　甲賀三郎̶琥珀のパイプ
石本書店
〶調布市仙川1-15-5 ●駅 仙川 徒歩2分 
☎03-3307-7261 ●営10:30‒21:30 

68　グリム童話̶赤ずきんちゃん
ロスパペロテス  
 〶渋谷区西原3-4-2紅谷ビル102
●駅 代々木上原 徒歩3分 ☎03-3467-9544 
●営 12:00‒23:00　●休㈫ 
　 
  

72　山村暮鳥̶鉄の靴
銀装堂 
〶板橋区大山東町46-5 ●駅 大山徒歩3分 
☎03-6909-6925 ●営 12:00‒18:00 ●休㈫ 

64　吉行エイスケ̶地図に出てくる男女
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　●駅 神保町 徒歩5分  
☎03-3292-0508　●営 9:30‒17:30 
●休㈯･㈰･㈷  

60　中原中也̶山羊の歌
古本案内処
〶中野区中野5-50-6　 
●駅 中野 徒歩7分  ☎03-3228-1005
●営11:00‒21:00※㈪19:00まで

67　長塚節̶土
文紀堂書店
〶調布市仙川町1-30-1第2三栄ビル104
●駅 京王線 仙川 　☎03-5315-9570 
●営 12:00‒21:00　●休㈬
  

71　山之口貘̶鮪に鰯
BOOKS青いカバ 
〶文京区本駒込2-28-24谷口ビル1F 
●駅 駒込 徒歩7分　☎03-6883-4507　
●営 11:00‒21:00※㈰･㈷19:00閉店●休㈫

63　谷崎潤一郎̶細雪
丸沼書店 
〶千代田区神田三崎町2-8-12
●駅水道橋 徒歩2分　☎03-3261-4540
●営 9:00‒20:00 

  

59　太宰治̶人間失格
岩森書店
〶杉並区荻窪5-30-12　●駅 荻窪 徒歩1分 
☎03-3398-9392　●営11:00‒21:30
●休㈫  

66　寺田寅彦̶柿の種
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 ●駅 神保町 徒歩2分
☎03-3264-4450　●営 10:00‒18:30
※㈮･㈯18:00まで ㈰･㈷は11:00‒17:30 

70　堀辰雄̶かげろう日記
平野書店 
〶新宿区西早稲田3-21-3
●駅 高田馬場 徒歩10分 ☎03-3202-4911
●営 11:00‒19:00　●休㈰　 

62　田中英光̶オリンポスの果実
ＴＩＭＥＬＥＳＳ
〶杉並区西荻北3-21-5　●駅 西荻窪
☎03-3395-8687　●営 12:00‒19:00 
●休㈪･㈫･㈬･㈭ 
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ポイント！
　　 店舗によっては、買取
　　 などの業務で臨時閉店
になることがあります。
また、スタンプラリーの受付
時間を設けている店舗もあ
ります。事前に電話、FAX
メールなどでご連絡いただ
けると確実です。
特に確認いただきたい店舗
には ★ をつけています。

03　泉鏡花̶草迷宮
二の橋書店
 〶神奈川県相模原市南区相南4-1-31 
●駅 小田急相模原 徒歩3分 
 ☎042-734-6020　●営13:00‒21:00
●休第2･第4㈰、古書展開催期間（臨時）
 

07　江戸川乱歩̶人間椅子
古書往来座
 〶豊島区南池袋3-8-1-1F
●駅 池袋･目白･雑司ヶ谷
 ☎03-5951-3939 
●営13:00‒22:00 ※㈪のみ18:00閉店

11　 岡本かの子̶老妓抄
田村書店 洋書部
 〶千代田区神田神保町1-7-1 
●駅 神保町 徒歩3分　☎03-5577-4226
●営10:00‒18:30   ●休  ㈰･㈷

04　伊藤左千夫̶野菊の墓
ほん吉
 〶世田谷区北沢2-7-10上原ビル1Ｆ1号
●駅下北沢 徒歩3分　☎03-6662-6573
●営12:00‒21:00　　 ●休㈫ 

08　大下宇陀児̶見たのは誰だ
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 ●駅 大泉学園 徒歩4分
 ☎03-5387-3555 ●営10:00‒21:00※㈰･㈷
20:00閉店　●休㈬

12　小川未明̶赤いろうそくと人魚
ビブリオ
〶千代田区神田神保町1-25叶ビル1F 
●駅 神保町 徒歩3分　☎03-3295-6088 
●営11:00‒19:00   ●休㈰  

01　芥川龍之介̶斜陽
みちくさ書店
 〶国立市東1-4-11 ●駅国立徒歩1分　
 ☎042-575-0909　●営10:00‒19:00

05　宇野浩二̶枯木のある風景
大河堂書店
 〶世田谷区経堂1-24-16
●駅経堂 徒歩2分　☎03-3425-8017
●営11:00‒21:00　 ●休  ㈭　

09　大杉栄̶日本脱出記
井上書店
 〶文京区本郷6-2-8 ●駅本郷三丁目･東大
前･春日 徒歩10分  ☎03-3811-4354　
●営10:00‒18:00 　 ●休㈰･㈷ 

13　尾崎紅葉̶金色夜叉
萬羽軒
 〶千代田区神田神保町1-27 
●駅神保町 徒歩3分　☎03-3295-7116
●営11:00‒19:00 

02　石川啄木̶一握の砂
よみた屋
 〶武蔵野市吉祥寺南町2-6-10 
●駅吉祥寺 徒歩2分　☎0422-43-6550 
●営10:00‒22:00  

06　海野十三̶蝿男
博文堂書店
 〶目黒区八雲1-7-20
●駅 都立大学 徒歩5分　☎03-3723-2783
●営10:00‒18:30 ※昼休（14:00‒15:00）
●休  ㈬･㈰  昼休·買取等の閉店あり

10 大田洋子̶星はみどりに
矢口書店
 〶千代田区神田神保町2-5-1 
●駅神保町 徒歩3分　☎03-3261-5708
●営10:00‒18:30 ※㈮･㈯19:00閉店

14　織田作之助̶夫婦善哉
たなべ書店 駅前店
 〶江東区南砂3-13-4 ●駅南砂町 徒歩3分 
☎03-3640-0655　●営10:00‒20:00  

24　小酒井不木̶人工心臓
日本書房
 〶千代田区西神田2-8-12
●駅 神保町 徒歩5分　☎03-3261-2738
●営9:30‒18:00 
　

28　高浜虚子̶寸紅集
鴨書店
 〶北区上十条4-8-1
●駅 十条･東十条･板橋本町 徒歩10分
 ☎ 03-3909-8699　●営12:00‒19:00
●休  ㈪･第2･4㈫　

20　国木田独歩̶武蔵野
氷川書房 
 〶葛飾区青戸5-5-4アサヒコーポ1階
●駅 京成本線 青砥 　☎03-5680-6174
●営10:30‒18:30　　  ●休  ㈰･㈬
スタンプラリー受付は㈪･㈫の12:00－
18:30限定。その他の曜日･時間は要予約。

16　梶井基次郎̶檸檬
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   　●駅 JR八王子･京王八王子
☎042-698-3994　●営11:00‒21:00 
●休   ㈫

23　幸田露伴̶五重塔
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･2階 ●駅 神保町徒歩0分☎03-3238-7415
●営11:00‒19:00 ※㈰･㈷は18:00閉店

27　島崎藤村̶夜明け前
虹書店
〶新宿区西早稲田3-1-7
●駅  早稲田 徒歩8分　☎03-3203-5986
●営10:00‒18:00　 　●休  ㈰ 

  

19　北原白秋̶思い出
古書肆田園りぶらりあ
 〶大田区田園調布2-39-11
●駅 田園調布徒歩4分  ☎03-3722-2753
●営9:30‒18:00 ※㈪･㈬13:00開店

15　葛西善蔵̶子をつれて
古書サンカクヤマ
 〶杉並区高円寺北3-44-24
●駅 高円寺 徒歩7分　☎03-5364-9892
●営12:00‒21:00　　 ●休   ㈬
  

22　小泉八雲̶怪談
愛書館 中川書房 
 〶千代田区神田神保町2-3-11
●駅  神保町 徒歩5分　☎03-6272-8998
●営10:00‒18:30

26　坂口安吾̶風博士
三幸書房
 〶新宿区西早稲田2-10-18 
●駅  早稲田 徒歩10分　☎03-3203-6539
●営11:00‒18:30　　　●休  ㈰

18　菊池寛̶真珠夫人
河野書店
 〶目黒区駒場1-31-6  ●駅 駒場東大前
☎03-3467-3071 
●営10:00‒20:00※㈯･㈰･㈷は18:00閉店

21　久保田万太郎̶末枯
文生書院
 〶文京区本郷6-14-7 ●駅本郷三丁目･東大
前･春日 ☎03-3811-1683 ●営9:30‒18:00　
●休  ㈯･㈰･㉀
書籍はすべて倉庫管理につき、ご覧にな
りたい方は事前にご連絡ください。 

25　斎藤茂吉̶あらたま
玉英堂書店
 〶千代田区神田神保町1-1  
●駅神保町　☎03-3294-8044　
●営10:30‒18:30　●休  ㈰･㈷　 

17　上司小剣̶鱧の皮
水中書店
 〶武蔵野市中町1-23-14-102　 
●駅三鷹　　　　　☎0422-27-7783
●営12:00‒22:00　●休  ㈫

39　森鴎外̶舞姫
虔十書林
 〶千代田区神田小川町3-20  
●駅  御茶ノ水 徒歩4分　☎03-5282-3963 
●営12:00‒19:00　  ●休  ㈰　

43　アンデルセン̶おやゆび姫
飯島書店
〶新宿区西早稲田2-9-16  
●駅  高田馬場 徒歩10分 ☎03-3203-2025
●営10:00‒19:00　●休  ㈰

35　萩原朔太郎̶月に吠える
内山書店
 〶千代田区神田神保町1-15  
●駅 神保町 徒歩3分　☎03-3294-0671
●営10:00‒19:00 ※㈰は11:00‒18:00
●休  ㈪･㈷ 

31　谷譲次̶踊る地平線
千章堂書店
 〶杉並区阿佐谷北2-13-19　●駅 阿佐ヶ谷
 ☎03-3338-6410　●営10:30‒21:30 
●休  ㈬

38　二葉亭四迷̶浮雲
悠久堂書店
 〶千代田区神田神保町1-3  
●駅  神保町 徒歩2分　☎03-3291-0773
●営10:15‒18:45※㈷は10:45‒18:15●休  ㈰

42　若山牧水̶海の声
リズム＆ブックス
 〶渋谷区富ヶ谷1-9-15 1F  
●駅  代々木公園 徒歩3分☎03-6407-0788
●営12:00‒22:00※㈯･㈰は20:00閉店
●休  不定休 

34　新美南吉̶ごん狐
あざぶ本舗
 〶北区東十条3-12-3　●駅  東十条･王子神谷
☎03-6908-4992　　●営10:00‒20:00 
●休  ㈫･㈬  

30　橘外男̶ナリン殿下への回想
盛林堂書房
〶杉並区西荻南2-23-12　●駅  西荻窪
☎03-3333-6582　●営11:00‒18:30 
●休  ㈪

37　樋口一葉̶たけくらべ
手文庫
 〶千代田区神田小川町1-7 渡辺ビル1F 
●駅  淡路町 徒歩2分　☎03-5577-4102
●営11:00‒19:00
●休  ㈰ ※●休  10月7･14･21日、11月4日
 
  

41　与謝野晶子̶みだれ髪
古書明日
〶世田谷区北沢3-21-1 1F  
●駅  下北沢 徒歩4分　☎03-6416-8869
●営12:00‒20:00　 　●休  ㈬

33　夏目漱石̶吾輩は猫である
稲垣書店
〶荒川区荒川3-65-2　●駅  三河島 徒歩2分
☎03-3802-2828　  ●営12:00‒19:00 
●休  ㈫･㈬･㈭･㈮ 
 
   
 

29　高村光太郎̶道程
尾花屋 
 〶小金井市東町4-20-3　●駅  新小金井
☎080-4181-0878　 ●営11:00‒20:00 
●休  ㈬ 

36　林芙美子̶放浪記
文華堂書店
〶千代田区神田神保町2-3-12
●駅  神保町 徒歩2分　☎03-3262-0422 
●営10:00‒18:20※㈷10:30‒17:30 ●休  ㈰

40　横光利一̶機械
流浪堂
〶目黒区鷹番3-6-9-103　●駅  学芸大学
☎03-3792-3082  
●営12:00‒0:00※㈰･㈷11:00‒23:00●休  ㈭

32　田山花袋̶蒲団
プリシアター･
ポストシアター
 〶武蔵野市境南町3-25-18-101●駅  武蔵境 
 ☎0422-30-9168　●営13:00‒19:00 
営業日＝10月12日‒15日･28日‒31日、
11月1日‒5日のみ

54　宮武外骨̶滑稽新聞
丸三文庫
〶新宿区西早稲田3-21-2三楽ビル2F　 
●駅  西早稲田 徒歩3分  ☎03-3203-9866
●営11:00‒18:00　●休  不定休  

 

58　中勘助̶銀の匙
古書 信天翁
〶荒川区西日暮里3-14-13コニシビル202 
●駅 日暮里　　　☎03-6479-6479 
●営13:00‒20:00　●休  ㈪･㈫臨時休業あり

50　童話（楠山正雄・編）̶ 桃太郎
喇嘛舎
〶千代田区神田小川町3-16池久ビル2F 
●駅  神保町　　☎03-3233-5635 
●営11:00‒19:00　●休㈰

46　F・S・フィッツジェラルド̶
　　グレイト・ギャツビー
中央書房
〶小金井市本町2-20-2  
●駅  武蔵小金井 徒歩5分 ☎042-328-8511
●営11:00‒19:00　●休㈫・臨時閉店あり
  

53　正宗白鳥̶何処へ
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
●駅  高田馬場　 ●営10:00‒22:30 
※㈯21:30閉店 ㈰･㈷21:00閉店

57　菊池幽芳̶秘中の秘
西村文生堂
〶目黒区自由が丘2-11-8  
●駅 自由が丘 徒歩1分  ☎03-3717-6843
●営10:30‒19:00 

49　C・ペロー̶猫吉親方
夢野書店
〶千代田区神田神保町2-3 神田古書セ
ンター内　●駅  神保町 徒歩1分 
☎03-6256-8993　●営10:00‒18:30※㈰
･㈷11:00‒17:30 　●休  第1･3･5㈰ 
  

45　W・シェークスピア̶
　　ロミオとヂュリエット
にわとり文庫
〶杉並区西荻南 3-17-5　●駅  西荻窪 
☎03-3247-3054 ●営12:00‒22:00 ●休  ㈫

52　牧野信一̶鬼涙村
りぶる･りべろ  
〶千代田区神田神保町1-42村上ビル1F
●駅 神保町 徒歩4分　☎03-5281-5420 
●営11:00‒19:00　 　●休㈰･㈷

　
  

56　室生犀星̶杏っ子
遠藤書店
〶世田谷区経堂2-5-16　●駅 経堂 徒歩4分 
☎03-3429-5060　●営11:00‒21:00 
●休㈫

  

48　栗田信̶発酵人間
古書 音羽館
〶杉並区西荻北3-13-7　●駅 西荻窪 
☎03-5382-1587　●営12:00‒23:00 
●休  ㈫
 
 

44　F・カフカ̶変身
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●駅  花小金井(徒歩10分)·
武蔵小金井(徒歩20分) ☎042-439-5193
●営10:00‒18:00●休  不定休（要twitter確認）

51　小林多喜二̶蟹工船
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 
●駅 神保町 徒歩1分　☎03-3511-8226 
●営10:30‒19:30 ※㈰･㈷ 11:00‒19:00 
　

55　三好達治̶測量船
林屋書店
〶板橋区上板橋2-31-11  
●駅 上板橋 徒歩2分　☎03-3931-1613
●営11:00‒22:00　 　●休㈫
  

47　E・M・ヘミングウェイ̶
　　老人と海
百年 
〶武蔵野市吉祥寺本町2-2-10村田ビル2F
●駅 吉祥寺 徒歩10分　☎0422-27-6885 
●営12:00‒23:00※㈯･㈰11時開店、㈰のみ
22時閉店　●休㈫

69　久生十蘭̶魔都
三楽書房 
 〶新宿区西早稲田3-21-2　●駅 高田馬場 
 ☎03-3203-8995　●営 12:00‒19:00 
●休㈰･㈷　営業時間等・要twitter確認 

73　宮本百合子̶風知草
たなべ書店
〶江東区南砂4-18-10●駅 南砂町 徒歩5分 
☎03-3640-0564　●営 10:00‒20:00

65　和辻哲郎̶風土
風月洞書店
〶千代田区神田神保町1-15
●駅 神保町 徒歩2分　☎03-3219-6006 
●営 11:00‒18:00　●休㈰

61　甲賀三郎̶琥珀のパイプ
石本書店
〶調布市仙川1-15-5 ●駅 仙川 徒歩2分 
☎03-3307-7261 ●営10:30‒21:30 

68　グリム童話̶赤ずきんちゃん
ロスパペロテス  
 〶渋谷区西原3-4-2紅谷ビル102
●駅 代々木上原 徒歩3分 ☎03-3467-9544 
●営 12:00‒23:00　●休㈫ 
　 
  

72　山村暮鳥̶鉄の靴
銀装堂 
〶板橋区大山東町46-5 ●駅 大山徒歩3分 
☎03-6909-6925 ●営 12:00‒18:00 ●休㈫ 

64　吉行エイスケ̶地図に出てくる男女
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　●駅 神保町 徒歩5分  
☎03-3292-0508　●営 9:30‒17:30 
●休㈯･㈰･㈷  

60　中原中也̶山羊の歌
古本案内処
〶中野区中野5-50-6　 
●駅 中野 徒歩7分  ☎03-3228-1005
●営11:00‒21:00※㈪19:00まで

67　長塚節̶土
文紀堂書店
〶調布市仙川町1-30-1第2三栄ビル104
●駅 京王線 仙川 　☎03-5315-9570 
●営 12:00‒21:00　●休㈬
  

71　山之口貘̶鮪に鰯
BOOKS青いカバ 
〶文京区本駒込2-28-24谷口ビル1F 
●駅 駒込 徒歩7分　☎03-6883-4507　
●営 11:00‒21:00※㈰･㈷19:00閉店●休㈫

63　谷崎潤一郎̶細雪
丸沼書店 
〶千代田区神田三崎町2-8-12
●駅水道橋 徒歩2分　☎03-3261-4540
●営 9:00‒20:00 

  

59　太宰治̶人間失格
岩森書店
〶杉並区荻窪5-30-12　●駅 荻窪 徒歩1分 
☎03-3398-9392　●営11:00‒21:30
●休㈫  

66　寺田寅彦̶柿の種
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 ●駅 神保町 徒歩2分
☎03-3264-4450　●営 10:00‒18:30
※㈮･㈯18:00まで ㈰･㈷は11:00‒17:30 

70　堀辰雄̶かげろう日記
平野書店 
〶新宿区西早稲田3-21-3
●駅 高田馬場 徒歩10分 ☎03-3202-4911
●営 11:00‒19:00　●休㈰　 

62　田中英光̶オリンポスの果実
ＴＩＭＥＬＥＳＳ
〶杉並区西荻北3-21-5　●駅 西荻窪
☎03-3395-8687　●営 12:00‒19:00 
●休㈪･㈫･㈬･㈭ 
 



03　泉鏡花̶草迷宮
二の橋書店
 〶神奈川県相模原市南区相南4-1-31 
●駅 小田急相模原 徒歩3分 
 ☎042-734-6020　●営13:00‒21:00
●休第2･第4㈰、古書展開催期間（臨時）
 

07　江戸川乱歩̶人間椅子
古書往来座
 〶豊島区南池袋3-8-1-1F
●駅 池袋･目白･雑司ヶ谷
 ☎03-5951-3939 
●営13:00‒22:00 ※㈪のみ18:00閉店

11　 岡本かの子̶老妓抄
田村書店 洋書部
 〶千代田区神田神保町1-7-1 
●駅 神保町 徒歩3分　☎03-5577-4226
●営10:00‒18:30   ●休  ㈰･㈷

04　伊藤左千夫̶野菊の墓
ほん吉
 〶世田谷区北沢2-7-10上原ビル1Ｆ1号
●駅下北沢 徒歩3分　☎03-6662-6573
●営12:00‒21:00　　 ●休㈫ 

08　大下宇陀児̶見たのは誰だ
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 ●駅 大泉学園 徒歩4分
 ☎03-5387-3555 ●営10:00‒21:00※㈰･㈷
20:00閉店　●休㈬

12　小川未明̶赤いろうそくと人魚
ビブリオ
〶千代田区神田神保町1-25叶ビル1F 
●駅 神保町 徒歩3分　☎03-3295-6088 
●営11:00‒19:00   ●休㈰  

01　芥川龍之介̶斜陽
みちくさ書店
 〶国立市東1-4-11 ●駅国立徒歩1分　
 ☎042-575-0909　●営10:00‒19:00

05　宇野浩二̶枯木のある風景
大河堂書店
 〶世田谷区経堂1-24-16
●駅経堂 徒歩2分　☎03-3425-8017
●営11:00‒21:00　 ●休  ㈭　

09　大杉栄̶日本脱出記
井上書店
 〶文京区本郷6-2-8 ●駅本郷三丁目･東大
前･春日 徒歩10分  ☎03-3811-4354　
●営10:00‒18:00 　 ●休㈰･㈷ 

13　尾崎紅葉̶金色夜叉
萬羽軒
 〶千代田区神田神保町1-27 
●駅神保町 徒歩3分　☎03-3295-7116
●営11:00‒19:00 

02　石川啄木̶一握の砂
よみた屋
 〶武蔵野市吉祥寺南町2-6-10 
●駅吉祥寺 徒歩2分　☎0422-43-6550 
●営10:00‒22:00  

06　海野十三̶蝿男
博文堂書店
 〶目黒区八雲1-7-20
●駅 都立大学 徒歩5分　☎03-3723-2783
●営10:00‒18:30 ※昼休（14:00‒15:00）
●休  ㈬･㈰  昼休·買取等の閉店あり

10 大田洋子̶星はみどりに
矢口書店
 〶千代田区神田神保町2-5-1 
●駅神保町 徒歩3分　☎03-3261-5708
●営10:00‒18:30 ※㈮･㈯19:00閉店

14　織田作之助̶夫婦善哉
たなべ書店 駅前店
 〶江東区南砂3-13-4 ●駅南砂町 徒歩3分 
☎03-3640-0655　●営10:00‒20:00  

24　小酒井不木̶人工心臓
日本書房
 〶千代田区西神田2-8-12
●駅 神保町 徒歩5分　☎03-3261-2738
●営9:30‒18:00 
　

28　高浜虚子̶寸紅集
鴨書店
 〶北区上十条4-8-1
●駅 十条･東十条･板橋本町 徒歩10分
 ☎ 03-3909-8699　●営12:00‒19:00
●休  ㈪･第2･4㈫　

20　国木田独歩̶武蔵野
氷川書房 
 〶葛飾区青戸5-5-4アサヒコーポ1階
●駅 京成本線 青砥 　☎03-5680-6174
●営10:30‒18:30　　  ●休  ㈰･㈬
スタンプラリー受付は㈪･㈫の12:00－
18:30限定。その他の曜日･時間は要予約。

16　梶井基次郎̶檸檬
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   　●駅 JR八王子･京王八王子
☎042-698-3994　●営11:00‒21:00 
●休   ㈫

23　幸田露伴̶五重塔
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･2階 ●駅 神保町徒歩0分☎03-3238-7415
●営11:00‒19:00 ※㈰･㈷は18:00閉店

27　島崎藤村̶夜明け前
虹書店
〶新宿区西早稲田3-1-7
●駅  早稲田 徒歩8分　☎03-3203-5986
●営10:00‒18:00　 　●休  ㈰ 

  

19　北原白秋̶思い出
古書肆田園りぶらりあ
 〶大田区田園調布2-39-11
●駅 田園調布徒歩4分  ☎03-3722-2753
●営9:30‒18:00 ※㈪･㈬13:00開店

15　葛西善蔵̶子をつれて
古書サンカクヤマ
 〶杉並区高円寺北3-44-24
●駅 高円寺 徒歩7分　☎03-5364-9892
●営12:00‒21:00　　 ●休   ㈬
  

22　小泉八雲̶怪談
愛書館 中川書房 
 〶千代田区神田神保町2-3-11
●駅  神保町 徒歩5分　☎03-6272-8998
●営10:00‒18:30

26　坂口安吾̶風博士
三幸書房
 〶新宿区西早稲田2-10-18 
●駅  早稲田 徒歩10分　☎03-3203-6539
●営11:00‒18:30　　　●休  ㈰

18　菊池寛̶真珠夫人
河野書店
 〶目黒区駒場1-31-6  ●駅 駒場東大前
☎03-3467-3071 
●営10:00‒20:00※㈯･㈰･㈷は18:00閉店

21　久保田万太郎̶末枯
文生書院
 〶文京区本郷6-14-7 ●駅本郷三丁目･東大
前･春日 ☎03-3811-1683 ●営9:30‒18:00　
●休  ㈯･㈰･㉀
書籍はすべて倉庫管理につき、ご覧にな
りたい方は事前にご連絡ください。 

25　斎藤茂吉̶あらたま
玉英堂書店
 〶千代田区神田神保町1-1  
●駅神保町　☎03-3294-8044　
●営10:30‒18:30　●休  ㈰･㈷　 

17　上司小剣̶鱧の皮
水中書店
 〶武蔵野市中町1-23-14-102　 
●駅三鷹　　　　　☎0422-27-7783
●営12:00‒22:00　●休  ㈫

39　森鴎外̶舞姫
虔十書林
 〶千代田区神田小川町3-20  
●駅  御茶ノ水 徒歩4分　☎03-5282-3963 
●営12:00‒19:00　  ●休  ㈰　

43　アンデルセン̶おやゆび姫
飯島書店
〶新宿区西早稲田2-9-16  
●駅  高田馬場 徒歩10分 ☎03-3203-2025
●営10:00‒19:00　●休  ㈰

35　萩原朔太郎̶月に吠える
内山書店
 〶千代田区神田神保町1-15  
●駅 神保町 徒歩3分　☎03-3294-0671
●営10:00‒19:00 ※㈰は11:00‒18:00
●休  ㈪･㈷ 

31　谷譲次̶踊る地平線
千章堂書店
 〶杉並区阿佐谷北2-13-19　●駅 阿佐ヶ谷
 ☎03-3338-6410　●営10:30‒21:30 
●休  ㈬

38　二葉亭四迷̶浮雲
悠久堂書店
 〶千代田区神田神保町1-3  
●駅  神保町 徒歩2分　☎03-3291-0773
●営10:15‒18:45※㈷は10:45‒18:15●休  ㈰

42　若山牧水̶海の声
リズム＆ブックス
 〶渋谷区富ヶ谷1-9-15 1F  
●駅  代々木公園 徒歩3分☎03-6407-0788
●営12:00‒22:00※㈯･㈰は20:00閉店
●休  不定休 

34　新美南吉̶ごん狐
あざぶ本舗
 〶北区東十条3-12-3　●駅  東十条･王子神谷
☎03-6908-4992　　●営10:00‒20:00 
●休  ㈫･㈬  

30　橘外男̶ナリン殿下への回想
盛林堂書房
〶杉並区西荻南2-23-12　●駅  西荻窪
☎03-3333-6582　●営11:00‒18:30 
●休  ㈪

37　樋口一葉̶たけくらべ
手文庫
 〶千代田区神田小川町1-7 渡辺ビル1F 
●駅  淡路町 徒歩2分　☎03-5577-4102
●営11:00‒19:00
●休  ㈰ ※●休  10月7･14･21日、11月4日
 
  

41　与謝野晶子̶みだれ髪
古書明日
〶世田谷区北沢3-21-1 1F  
●駅  下北沢 徒歩4分　☎03-6416-8869
●営12:00‒20:00　 　●休  ㈬

33　夏目漱石̶吾輩は猫である
稲垣書店
〶荒川区荒川3-65-2　●駅  三河島 徒歩2分
☎03-3802-2828　  ●営12:00‒19:00 
●休  ㈫･㈬･㈭･㈮ 
 
   
 

29　高村光太郎̶道程
尾花屋 
 〶小金井市東町4-20-3　●駅  新小金井
☎080-4181-0878　 ●営11:00‒20:00 
●休  ㈬ 

36　林芙美子̶放浪記
文華堂書店
〶千代田区神田神保町2-3-12
●駅  神保町 徒歩2分　☎03-3262-0422 
●営10:00‒18:20※㈷10:30‒17:30 ●休  ㈰

40　横光利一̶機械
流浪堂
〶目黒区鷹番3-6-9-103　●駅  学芸大学
☎03-3792-3082  
●営12:00‒0:00※㈰･㈷11:00‒23:00●休  ㈭

32　田山花袋̶蒲団
プリシアター･
ポストシアター
 〶武蔵野市境南町3-25-18-101●駅  武蔵境 
 ☎0422-30-9168　●営13:00‒19:00 
営業日＝10月12日‒15日･28日‒31日、
11月1日‒5日のみ

54　宮武外骨̶滑稽新聞
丸三文庫
〶新宿区西早稲田3-21-2三楽ビル2F　 
●駅  西早稲田 徒歩3分  ☎03-3203-9866
●営11:00‒18:00　●休  不定休  

 

58　中勘助̶銀の匙
古書 信天翁
〶荒川区西日暮里3-14-13コニシビル202 
●駅 日暮里　　　☎03-6479-6479 
●営13:00‒20:00　●休  ㈪･㈫臨時休業あり

50　童話（楠山正雄・編）̶ 桃太郎
喇嘛舎
〶千代田区神田小川町3-16池久ビル2F 
●駅  神保町　　☎03-3233-5635 
●営11:00‒19:00　●休㈰

46　F・S・フィッツジェラルド̶
　　グレイト・ギャツビー
中央書房
〶小金井市本町2-20-2  
●駅  武蔵小金井 徒歩5分 ☎042-328-8511
●営11:00‒19:00　●休㈫・臨時閉店あり
  

53　正宗白鳥̶何処へ
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
●駅  高田馬場　 ●営10:00‒22:30 
※㈯21:30閉店 ㈰･㈷21:00閉店

57　菊池幽芳̶秘中の秘
西村文生堂
〶目黒区自由が丘2-11-8  
●駅 自由が丘 徒歩1分  ☎03-3717-6843
●営10:30‒19:00 

49　C・ペロー̶猫吉親方
夢野書店
〶千代田区神田神保町2-3 神田古書セ
ンター内　●駅  神保町 徒歩1分 
☎03-6256-8993　●営10:00‒18:30※㈰
･㈷11:00‒17:30 　●休  第1･3･5㈰ 
  

45　W・シェークスピア̶
　　ロミオとヂュリエット
にわとり文庫
〶杉並区西荻南 3-17-5　●駅  西荻窪 
☎03-3247-3054 ●営12:00‒22:00 ●休  ㈫

52　牧野信一̶鬼涙村
りぶる･りべろ  
〶千代田区神田神保町1-42村上ビル1F
●駅 神保町 徒歩4分　☎03-5281-5420 
●営11:00‒19:00　 　●休㈰･㈷

　
  

56　室生犀星̶杏っ子
遠藤書店
〶世田谷区経堂2-5-16　●駅 経堂 徒歩4分 
☎03-3429-5060　●営11:00‒21:00 
●休㈫

  

48　栗田信̶発酵人間
古書 音羽館
〶杉並区西荻北3-13-7　●駅 西荻窪 
☎03-5382-1587　●営12:00‒23:00 
●休  ㈫
 
 

44　F・カフカ̶変身
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●駅  花小金井(徒歩10分)·
武蔵小金井(徒歩20分) ☎042-439-5193
●営10:00‒18:00●休  不定休（要twitter確認）

51　小林多喜二̶蟹工船
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 
●駅 神保町 徒歩1分　☎03-3511-8226 
●営10:30‒19:30 ※㈰･㈷ 11:00‒19:00 
　

55　三好達治̶測量船
林屋書店
〶板橋区上板橋2-31-11  
●駅 上板橋 徒歩2分　☎03-3931-1613
●営11:00‒22:00　 　●休㈫
  

47　E・M・ヘミングウェイ̶
　　老人と海
百年 
〶武蔵野市吉祥寺本町2-2-10村田ビル2F
●駅 吉祥寺 徒歩10分　☎0422-27-6885 
●営12:00‒23:00※㈯･㈰11時開店、㈰のみ
22時閉店　●休㈫

69　久生十蘭̶魔都
三楽書房 
 〶新宿区西早稲田3-21-2　●駅 高田馬場 
 ☎03-3203-8995　●営 12:00‒19:00 
●休㈰･㈷　営業時間等・要twitter確認 

73　宮本百合子̶風知草
たなべ書店
〶江東区南砂4-18-10●駅 南砂町 徒歩5分 
☎03-3640-0564　●営 10:00‒20:00

65　和辻哲郎̶風土
風月洞書店
〶千代田区神田神保町1-15
●駅 神保町 徒歩2分　☎03-3219-6006 
●営 11:00‒18:00　●休㈰

61　甲賀三郎̶琥珀のパイプ
石本書店
〶調布市仙川1-15-5 ●駅 仙川 徒歩2分 
☎03-3307-7261 ●営10:30‒21:30 

68　グリム童話̶赤ずきんちゃん
ロスパペロテス  
 〶渋谷区西原3-4-2紅谷ビル102
●駅 代々木上原 徒歩3分 ☎03-3467-9544 
●営 12:00‒23:00　●休㈫ 
　 
  

72　山村暮鳥̶鉄の靴
銀装堂 
〶板橋区大山東町46-5 ●駅 大山徒歩3分 
☎03-6909-6925 ●営 12:00‒18:00 ●休㈫ 

64　吉行エイスケ̶地図に出てくる男女
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　●駅 神保町 徒歩5分  
☎03-3292-0508　●営 9:30‒17:30 
●休㈯･㈰･㈷  

60　中原中也̶山羊の歌
古本案内処
〶中野区中野5-50-6　 
●駅 中野 徒歩7分  ☎03-3228-1005
●営11:00‒21:00※㈪19:00まで

67　長塚節̶土
文紀堂書店
〶調布市仙川町1-30-1第2三栄ビル104
●駅 京王線 仙川 　☎03-5315-9570 
●営 12:00‒21:00　●休㈬
  

71　山之口貘̶鮪に鰯
BOOKS青いカバ 
〶文京区本駒込2-28-24谷口ビル1F 
●駅 駒込 徒歩7分　☎03-6883-4507　
●営 11:00‒21:00※㈰･㈷19:00閉店●休㈫

63　谷崎潤一郎̶細雪
丸沼書店 
〶千代田区神田三崎町2-8-12
●駅水道橋 徒歩2分　☎03-3261-4540
●営 9:00‒20:00 

  

59　太宰治̶人間失格
岩森書店
〶杉並区荻窪5-30-12　●駅 荻窪 徒歩1分 
☎03-3398-9392　●営11:00‒21:30
●休㈫  

66　寺田寅彦̶柿の種
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 ●駅 神保町 徒歩2分
☎03-3264-4450　●営 10:00‒18:30
※㈮･㈯18:00まで ㈰･㈷は11:00‒17:30 

70　堀辰雄̶かげろう日記
平野書店 
〶新宿区西早稲田3-21-3
●駅 高田馬場 徒歩10分 ☎03-3202-4911
●営 11:00‒19:00　●休㈰　 

62　田中英光̶オリンポスの果実
ＴＩＭＥＬＥＳＳ
〶杉並区西荻北3-21-5　●駅 西荻窪
☎03-3395-8687　●営 12:00‒19:00 
●休㈪･㈫･㈬･㈭ 
 



03　泉鏡花̶草迷宮
二の橋書店
 〶神奈川県相模原市南区相南4-1-31 
●駅 小田急相模原 徒歩3分 
 ☎042-734-6020　●営13:00‒21:00
●休第2･第4㈰、古書展開催期間（臨時）
 

07　江戸川乱歩̶人間椅子
古書往来座
 〶豊島区南池袋3-8-1-1F
●駅 池袋･目白･雑司ヶ谷
 ☎03-5951-3939 
●営13:00‒22:00 ※㈪のみ18:00閉店

11　 岡本かの子̶老妓抄
田村書店 洋書部
 〶千代田区神田神保町1-7-1 
●駅 神保町 徒歩3分　☎03-5577-4226
●営10:00‒18:30   ●休  ㈰･㈷

04　伊藤左千夫̶野菊の墓
ほん吉
 〶世田谷区北沢2-7-10上原ビル1Ｆ1号
●駅下北沢 徒歩3分　☎03-6662-6573
●営12:00‒21:00　　 ●休㈫ 

08　大下宇陀児̶見たのは誰だ
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 ●駅 大泉学園 徒歩4分
 ☎03-5387-3555 ●営10:00‒21:00※㈰･㈷
20:00閉店　●休㈬

12　小川未明̶赤いろうそくと人魚
ビブリオ
〶千代田区神田神保町1-25叶ビル1F 
●駅 神保町 徒歩3分　☎03-3295-6088 
●営11:00‒19:00   ●休㈰  

01　芥川龍之介̶斜陽
みちくさ書店
 〶国立市東1-4-11 ●駅国立徒歩1分　
 ☎042-575-0909　●営10:00‒19:00

05　宇野浩二̶枯木のある風景
大河堂書店
 〶世田谷区経堂1-24-16
●駅経堂 徒歩2分　☎03-3425-8017
●営11:00‒21:00　 ●休  ㈭　

09　大杉栄̶日本脱出記
井上書店
 〶文京区本郷6-2-8 ●駅本郷三丁目･東大
前･春日 徒歩10分  ☎03-3811-4354　
●営10:00‒18:00 　 ●休㈰･㈷ 

13　尾崎紅葉̶金色夜叉
萬羽軒
 〶千代田区神田神保町1-27 
●駅神保町 徒歩3分　☎03-3295-7116
●営11:00‒19:00 

02　石川啄木̶一握の砂
よみた屋
 〶武蔵野市吉祥寺南町2-6-10 
●駅吉祥寺 徒歩2分　☎0422-43-6550 
●営10:00‒22:00  

06　海野十三̶蝿男
博文堂書店
 〶目黒区八雲1-7-20
●駅 都立大学 徒歩5分　☎03-3723-2783
●営10:00‒18:30 ※昼休（14:00‒15:00）
●休  ㈬･㈰  昼休·買取等の閉店あり

10 大田洋子̶星はみどりに
矢口書店
 〶千代田区神田神保町2-5-1 
●駅神保町 徒歩3分　☎03-3261-5708
●営10:00‒18:30 ※㈮･㈯19:00閉店

14　織田作之助̶夫婦善哉
たなべ書店 駅前店
 〶江東区南砂3-13-4 ●駅南砂町 徒歩3分 
☎03-3640-0655　●営10:00‒20:00  

24　小酒井不木̶人工心臓
日本書房
 〶千代田区西神田2-8-12
●駅 神保町 徒歩5分　☎03-3261-2738
●営9:30‒18:00 
　

28　高浜虚子̶寸紅集
鴨書店
 〶北区上十条4-8-1
●駅 十条･東十条･板橋本町 徒歩10分
 ☎ 03-3909-8699　●営12:00‒19:00
●休  ㈪･第2･4㈫　

20　国木田独歩̶武蔵野
氷川書房 
 〶葛飾区青戸5-5-4アサヒコーポ1階
●駅 京成本線 青砥 　☎03-5680-6174
●営10:30‒18:30　　  ●休  ㈰･㈬
スタンプラリー受付は㈪･㈫の12:00－
18:30限定。その他の曜日･時間は要予約。

16　梶井基次郎̶檸檬
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   　●駅 JR八王子･京王八王子
☎042-698-3994　●営11:00‒21:00 
●休   ㈫

23　幸田露伴̶五重塔
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･2階 ●駅 神保町徒歩0分☎03-3238-7415
●営11:00‒19:00 ※㈰･㈷は18:00閉店

27　島崎藤村̶夜明け前
虹書店
〶新宿区西早稲田3-1-7
●駅  早稲田 徒歩8分　☎03-3203-5986
●営10:00‒18:00　 　●休  ㈰ 

  

19　北原白秋̶思い出
古書肆田園りぶらりあ
 〶大田区田園調布2-39-11
●駅 田園調布徒歩4分  ☎03-3722-2753
●営9:30‒18:00 ※㈪･㈬13:00開店

15　葛西善蔵̶子をつれて
古書サンカクヤマ
 〶杉並区高円寺北3-44-24
●駅 高円寺 徒歩7分　☎03-5364-9892
●営12:00‒21:00　　 ●休   ㈬
  

22　小泉八雲̶怪談
愛書館 中川書房 
 〶千代田区神田神保町2-3-11
●駅  神保町 徒歩5分　☎03-6272-8998
●営10:00‒18:30

26　坂口安吾̶風博士
三幸書房
 〶新宿区西早稲田2-10-18 
●駅  早稲田 徒歩10分　☎03-3203-6539
●営11:00‒18:30　　　●休  ㈰

18　菊池寛̶真珠夫人
河野書店
 〶目黒区駒場1-31-6  ●駅 駒場東大前
☎03-3467-3071 
●営10:00‒20:00※㈯･㈰･㈷は18:00閉店

21　久保田万太郎̶末枯
文生書院
 〶文京区本郷6-14-7 ●駅本郷三丁目･東大
前･春日 ☎03-3811-1683 ●営9:30‒18:00　
●休  ㈯･㈰･㉀
書籍はすべて倉庫管理につき、ご覧にな
りたい方は事前にご連絡ください。 

25　斎藤茂吉̶あらたま
玉英堂書店
 〶千代田区神田神保町1-1  
●駅神保町　☎03-3294-8044　
●営10:30‒18:30　●休  ㈰･㈷　 

17　上司小剣̶鱧の皮
水中書店
 〶武蔵野市中町1-23-14-102　 
●駅三鷹　　　　　☎0422-27-7783
●営12:00‒22:00　●休  ㈫

39　森鴎外̶舞姫
虔十書林
 〶千代田区神田小川町3-20  
●駅  御茶ノ水 徒歩4分　☎03-5282-3963 
●営12:00‒19:00　  ●休  ㈰　

43　アンデルセン̶おやゆび姫
飯島書店
〶新宿区西早稲田2-9-16  
●駅  高田馬場 徒歩10分 ☎03-3203-2025
●営10:00‒19:00　●休  ㈰

35　萩原朔太郎̶月に吠える
内山書店
 〶千代田区神田神保町1-15  
●駅 神保町 徒歩3分　☎03-3294-0671
●営10:00‒19:00 ※㈰は11:00‒18:00
●休  ㈪･㈷ 

31　谷譲次̶踊る地平線
千章堂書店
 〶杉並区阿佐谷北2-13-19　●駅 阿佐ヶ谷
 ☎03-3338-6410　●営10:30‒21:30 
●休  ㈬

38　二葉亭四迷̶浮雲
悠久堂書店
 〶千代田区神田神保町1-3  
●駅  神保町 徒歩2分　☎03-3291-0773
●営10:15‒18:45※㈷は10:45‒18:15●休  ㈰

42　若山牧水̶海の声
リズム＆ブックス
 〶渋谷区富ヶ谷1-9-15 1F  
●駅  代々木公園 徒歩3分☎03-6407-0788
●営12:00‒22:00※㈯･㈰は20:00閉店
●休  不定休 

34　新美南吉̶ごん狐
あざぶ本舗
 〶北区東十条3-12-3　●駅  東十条･王子神谷
☎03-6908-4992　　●営10:00‒20:00 
●休  ㈫･㈬  

30　橘外男̶ナリン殿下への回想
盛林堂書房
〶杉並区西荻南2-23-12　●駅  西荻窪
☎03-3333-6582　●営11:00‒18:30 
●休  ㈪

37　樋口一葉̶たけくらべ
手文庫
 〶千代田区神田小川町1-7 渡辺ビル1F 
●駅  淡路町 徒歩2分　☎03-5577-4102
●営11:00‒19:00
●休  ㈰ ※●休  10月7･14･21日、11月4日
 
  

41　与謝野晶子̶みだれ髪
古書明日
〶世田谷区北沢3-21-1 1F  
●駅  下北沢 徒歩4分　☎03-6416-8869
●営12:00‒20:00　 　●休  ㈬

33　夏目漱石̶吾輩は猫である
稲垣書店
〶荒川区荒川3-65-2　●駅  三河島 徒歩2分
☎03-3802-2828　  ●営12:00‒19:00 
●休  ㈫･㈬･㈭･㈮ 
 
   
 

29　高村光太郎̶道程
尾花屋 
 〶小金井市東町4-20-3　●駅  新小金井
☎080-4181-0878　 ●営11:00‒20:00 
●休  ㈬ 

36　林芙美子̶放浪記
文華堂書店
〶千代田区神田神保町2-3-12
●駅  神保町 徒歩2分　☎03-3262-0422 
●営10:00‒18:20※㈷10:30‒17:30 ●休  ㈰

40　横光利一̶機械
流浪堂
〶目黒区鷹番3-6-9-103　●駅  学芸大学
☎03-3792-3082  
●営12:00‒0:00※㈰･㈷11:00‒23:00●休  ㈭

32　田山花袋̶蒲団
プリシアター･
ポストシアター
 〶武蔵野市境南町3-25-18-101●駅  武蔵境 
 ☎0422-30-9168　●営13:00‒19:00 
営業日＝10月12日‒15日･28日‒31日、
11月1日‒5日のみ

54　宮武外骨̶滑稽新聞
丸三文庫
〶新宿区西早稲田3-21-2三楽ビル2F　 
●駅  西早稲田 徒歩3分  ☎03-3203-9866
●営11:00‒18:00　●休  不定休  

 

58　中勘助̶銀の匙
古書 信天翁
〶荒川区西日暮里3-14-13コニシビル202 
●駅 日暮里　　　☎03-6479-6479 
●営13:00‒20:00　●休  ㈪･㈫臨時休業あり

50　童話（楠山正雄・編）̶ 桃太郎
喇嘛舎
〶千代田区神田小川町3-16池久ビル2F 
●駅  神保町　　☎03-3233-5635 
●営11:00‒19:00　●休㈰

46　F・S・フィッツジェラルド̶
　　グレイト・ギャツビー
中央書房
〶小金井市本町2-20-2  
●駅  武蔵小金井 徒歩5分 ☎042-328-8511
●営11:00‒19:00　●休㈫・臨時閉店あり
  

53　正宗白鳥̶何処へ
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
●駅  高田馬場　 ●営10:00‒22:30 
※㈯21:30閉店 ㈰･㈷21:00閉店

57　菊池幽芳̶秘中の秘
西村文生堂
〶目黒区自由が丘2-11-8  
●駅 自由が丘 徒歩1分  ☎03-3717-6843
●営10:30‒19:00 

49　C・ペロー̶猫吉親方
夢野書店
〶千代田区神田神保町2-3 神田古書セ
ンター内　●駅  神保町 徒歩1分 
☎03-6256-8993　●営10:00‒18:30※㈰
･㈷11:00‒17:30 　●休  第1･3･5㈰ 
  

45　W・シェークスピア̶
　　ロミオとヂュリエット
にわとり文庫
〶杉並区西荻南 3-17-5　●駅  西荻窪 
☎03-3247-3054 ●営12:00‒22:00 ●休  ㈫

52　牧野信一̶鬼涙村
りぶる･りべろ  
〶千代田区神田神保町1-42村上ビル1F
●駅 神保町 徒歩4分　☎03-5281-5420 
●営11:00‒19:00　 　●休㈰･㈷

　
  

56　室生犀星̶杏っ子
遠藤書店
〶世田谷区経堂2-5-16　●駅 経堂 徒歩4分 
☎03-3429-5060　●営11:00‒21:00 
●休㈫

  

48　栗田信̶発酵人間
古書 音羽館
〶杉並区西荻北3-13-7　●駅 西荻窪 
☎03-5382-1587　●営12:00‒23:00 
●休  ㈫
 
 

44　F・カフカ̶変身
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●駅  花小金井(徒歩10分)·
武蔵小金井(徒歩20分) ☎042-439-5193
●営10:00‒18:00●休  不定休（要twitter確認）

51　小林多喜二̶蟹工船
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 
●駅 神保町 徒歩1分　☎03-3511-8226 
●営10:30‒19:30 ※㈰･㈷ 11:00‒19:00 
　

55　三好達治̶測量船
林屋書店
〶板橋区上板橋2-31-11  
●駅 上板橋 徒歩2分　☎03-3931-1613
●営11:00‒22:00　 　●休㈫
  

47　E・M・ヘミングウェイ̶
　　老人と海
百年 
〶武蔵野市吉祥寺本町2-2-10村田ビル2F
●駅 吉祥寺 徒歩10分　☎0422-27-6885 
●営12:00‒23:00※㈯･㈰11時開店、㈰のみ
22時閉店　●休㈫

69　久生十蘭̶魔都
三楽書房 
 〶新宿区西早稲田3-21-2　●駅 高田馬場 
 ☎03-3203-8995　●営 12:00‒19:00 
●休㈰･㈷　営業時間等・要twitter確認 

73　宮本百合子̶風知草
たなべ書店
〶江東区南砂4-18-10●駅 南砂町 徒歩5分 
☎03-3640-0564　●営 10:00‒20:00

65　和辻哲郎̶風土
風月洞書店
〶千代田区神田神保町1-15
●駅 神保町 徒歩2分　☎03-3219-6006 
●営 11:00‒18:00　●休㈰

61　甲賀三郎̶琥珀のパイプ
石本書店
〶調布市仙川1-15-5 ●駅 仙川 徒歩2分 
☎03-3307-7261 ●営10:30‒21:30 

68　グリム童話̶赤ずきんちゃん
ロスパペロテス  
 〶渋谷区西原3-4-2紅谷ビル102
●駅 代々木上原 徒歩3分 ☎03-3467-9544 
●営 12:00‒23:00　●休㈫ 
　 
  

72　山村暮鳥̶鉄の靴
銀装堂 
〶板橋区大山東町46-5 ●駅 大山徒歩3分 
☎03-6909-6925 ●営 12:00‒18:00 ●休㈫ 

64　吉行エイスケ̶地図に出てくる男女
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　●駅 神保町 徒歩5分  
☎03-3292-0508　●営 9:30‒17:30 
●休㈯･㈰･㈷  

60　中原中也̶山羊の歌
古本案内処
〶中野区中野5-50-6　 
●駅 中野 徒歩7分  ☎03-3228-1005
●営11:00‒21:00※㈪19:00まで

67　長塚節̶土
文紀堂書店
〶調布市仙川町1-30-1第2三栄ビル104
●駅 京王線 仙川 　☎03-5315-9570 
●営 12:00‒21:00　●休㈬
  

71　山之口貘̶鮪に鰯
BOOKS青いカバ 
〶文京区本駒込2-28-24谷口ビル1F 
●駅 駒込 徒歩7分　☎03-6883-4507　
●営 11:00‒21:00※㈰･㈷19:00閉店●休㈫

63　谷崎潤一郎̶細雪
丸沼書店 
〶千代田区神田三崎町2-8-12
●駅水道橋 徒歩2分　☎03-3261-4540
●営 9:00‒20:00 

  

59　太宰治̶人間失格
岩森書店
〶杉並区荻窪5-30-12　●駅 荻窪 徒歩1分 
☎03-3398-9392　●営11:00‒21:30
●休㈫  

66　寺田寅彦̶柿の種
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 ●駅 神保町 徒歩2分
☎03-3264-4450　●営 10:00‒18:30
※㈮･㈯18:00まで ㈰･㈷は11:00‒17:30 

70　堀辰雄̶かげろう日記
平野書店 
〶新宿区西早稲田3-21-3
●駅 高田馬場 徒歩10分 ☎03-3202-4911
●営 11:00‒19:00　●休㈰　 

62　田中英光̶オリンポスの果実
ＴＩＭＥＬＥＳＳ
〶杉並区西荻北3-21-5　●駅 西荻窪
☎03-3395-8687　●営 12:00‒19:00 
●休㈪･㈫･㈬･㈭ 
 



03　泉鏡花̶草迷宮
二の橋書店
 〶神奈川県相模原市南区相南4-1-31 
●駅 小田急相模原 徒歩3分 
 ☎042-734-6020　●営13:00‒21:00
●休第2･第4㈰、古書展開催期間（臨時）
 

07　江戸川乱歩̶人間椅子
古書往来座
 〶豊島区南池袋3-8-1-1F
●駅 池袋･目白･雑司ヶ谷
 ☎03-5951-3939 
●営13:00‒22:00 ※㈪のみ18:00閉店

11　 岡本かの子̶老妓抄
田村書店 洋書部
 〶千代田区神田神保町1-7-1 
●駅 神保町 徒歩3分　☎03-5577-4226
●営10:00‒18:30   ●休  ㈰･㈷

04　伊藤左千夫̶野菊の墓
ほん吉
 〶世田谷区北沢2-7-10上原ビル1Ｆ1号
●駅下北沢 徒歩3分　☎03-6662-6573
●営12:00‒21:00　　 ●休㈫ 

08　大下宇陀児̶見たのは誰だ
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 ●駅 大泉学園 徒歩4分
 ☎03-5387-3555 ●営10:00‒21:00※㈰･㈷
20:00閉店　●休㈬

12　小川未明̶赤いろうそくと人魚
ビブリオ
〶千代田区神田神保町1-25叶ビル1F 
●駅 神保町 徒歩3分　☎03-3295-6088 
●営11:00‒19:00   ●休㈰  

01　芥川龍之介̶斜陽
みちくさ書店
 〶国立市東1-4-11 ●駅国立徒歩1分　
 ☎042-575-0909　●営10:00‒19:00

05　宇野浩二̶枯木のある風景
大河堂書店
 〶世田谷区経堂1-24-16
●駅経堂 徒歩2分　☎03-3425-8017
●営11:00‒21:00　 ●休  ㈭　

09　大杉栄̶日本脱出記
井上書店
 〶文京区本郷6-2-8 ●駅本郷三丁目･東大
前･春日 徒歩10分  ☎03-3811-4354　
●営10:00‒18:00 　 ●休㈰･㈷ 

13　尾崎紅葉̶金色夜叉
萬羽軒
 〶千代田区神田神保町1-27 
●駅神保町 徒歩3分　☎03-3295-7116
●営11:00‒19:00 

02　石川啄木̶一握の砂
よみた屋
 〶武蔵野市吉祥寺南町2-6-10 
●駅吉祥寺 徒歩2分　☎0422-43-6550 
●営10:00‒22:00  

06　海野十三̶蝿男
博文堂書店
 〶目黒区八雲1-7-20
●駅 都立大学 徒歩5分　☎03-3723-2783
●営10:00‒18:30 ※昼休（14:00‒15:00）
●休  ㈬･㈰  昼休·買取等の閉店あり

10 大田洋子̶星はみどりに
矢口書店
 〶千代田区神田神保町2-5-1 
●駅神保町 徒歩3分　☎03-3261-5708
●営10:00‒18:30 ※㈮･㈯19:00閉店

14　織田作之助̶夫婦善哉
たなべ書店 駅前店
 〶江東区南砂3-13-4 ●駅南砂町 徒歩3分 
☎03-3640-0655　●営10:00‒20:00  

24　小酒井不木̶人工心臓
日本書房
 〶千代田区西神田2-8-12
●駅 神保町 徒歩5分　☎03-3261-2738
●営9:30‒18:00 
　

28　高浜虚子̶寸紅集
鴨書店
 〶北区上十条4-8-1
●駅 十条･東十条･板橋本町 徒歩10分
 ☎ 03-3909-8699　●営12:00‒19:00
●休  ㈪･第2･4㈫　

20　国木田独歩̶武蔵野
氷川書房 
 〶葛飾区青戸5-5-4アサヒコーポ1階
●駅 京成本線 青砥 　☎03-5680-6174
●営10:30‒18:30　　  ●休  ㈰･㈬
スタンプラリー受付は㈪･㈫の12:00－
18:30限定。その他の曜日･時間は要予約。

16　梶井基次郎̶檸檬
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   　●駅 JR八王子･京王八王子
☎042-698-3994　●営11:00‒21:00 
●休   ㈫

23　幸田露伴̶五重塔
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･2階 ●駅 神保町徒歩0分☎03-3238-7415
●営11:00‒19:00 ※㈰･㈷は18:00閉店

27　島崎藤村̶夜明け前
虹書店
〶新宿区西早稲田3-1-7
●駅  早稲田 徒歩8分　☎03-3203-5986
●営10:00‒18:00　 　●休  ㈰ 

  

19　北原白秋̶思い出
古書肆田園りぶらりあ
 〶大田区田園調布2-39-11
●駅 田園調布徒歩4分  ☎03-3722-2753
●営9:30‒18:00 ※㈪･㈬13:00開店

15　葛西善蔵̶子をつれて
古書サンカクヤマ
 〶杉並区高円寺北3-44-24
●駅 高円寺 徒歩7分　☎03-5364-9892
●営12:00‒21:00　　 ●休   ㈬
  

22　小泉八雲̶怪談
愛書館 中川書房 
 〶千代田区神田神保町2-3-11
●駅  神保町 徒歩5分　☎03-6272-8998
●営10:00‒18:30

26　坂口安吾̶風博士
三幸書房
 〶新宿区西早稲田2-10-18 
●駅  早稲田 徒歩10分　☎03-3203-6539
●営11:00‒18:30　　　●休  ㈰

18　菊池寛̶真珠夫人
河野書店
 〶目黒区駒場1-31-6  ●駅 駒場東大前
☎03-3467-3071 
●営10:00‒20:00※㈯･㈰･㈷は18:00閉店

21　久保田万太郎̶末枯
文生書院
 〶文京区本郷6-14-7 ●駅本郷三丁目･東大
前･春日 ☎03-3811-1683 ●営9:30‒18:00　
●休  ㈯･㈰･㉀
書籍はすべて倉庫管理につき、ご覧にな
りたい方は事前にご連絡ください。 

25　斎藤茂吉̶あらたま
玉英堂書店
 〶千代田区神田神保町1-1  
●駅神保町　☎03-3294-8044　
●営10:30‒18:30　●休  ㈰･㈷　 

17　上司小剣̶鱧の皮
水中書店
 〶武蔵野市中町1-23-14-102　 
●駅三鷹　　　　　☎0422-27-7783
●営12:00‒22:00　●休  ㈫

39　森鴎外̶舞姫
虔十書林
 〶千代田区神田小川町3-20  
●駅  御茶ノ水 徒歩4分　☎03-5282-3963 
●営12:00‒19:00　  ●休  ㈰　

43　アンデルセン̶おやゆび姫
飯島書店
〶新宿区西早稲田2-9-16  
●駅  高田馬場 徒歩10分 ☎03-3203-2025
●営10:00‒19:00　●休  ㈰

35　萩原朔太郎̶月に吠える
内山書店
 〶千代田区神田神保町1-15  
●駅 神保町 徒歩3分　☎03-3294-0671
●営10:00‒19:00 ※㈰は11:00‒18:00
●休  ㈪･㈷ 

31　谷譲次̶踊る地平線
千章堂書店
 〶杉並区阿佐谷北2-13-19　●駅 阿佐ヶ谷
 ☎03-3338-6410　●営10:30‒21:30 
●休  ㈬

38　二葉亭四迷̶浮雲
悠久堂書店
 〶千代田区神田神保町1-3  
●駅  神保町 徒歩2分　☎03-3291-0773
●営10:15‒18:45※㈷は10:45‒18:15●休  ㈰

42　若山牧水̶海の声
リズム＆ブックス
 〶渋谷区富ヶ谷1-9-15 1F  
●駅  代々木公園 徒歩3分☎03-6407-0788
●営12:00‒22:00※㈯･㈰は20:00閉店
●休  不定休 

34　新美南吉̶ごん狐
あざぶ本舗
 〶北区東十条3-12-3　●駅  東十条･王子神谷
☎03-6908-4992　　●営10:00‒20:00 
●休  ㈫･㈬  

30　橘外男̶ナリン殿下への回想
盛林堂書房
〶杉並区西荻南2-23-12　●駅  西荻窪
☎03-3333-6582　●営11:00‒18:30 
●休  ㈪

37　樋口一葉̶たけくらべ
手文庫
 〶千代田区神田小川町1-7 渡辺ビル1F 
●駅  淡路町 徒歩2分　☎03-5577-4102
●営11:00‒19:00
●休  ㈰ ※●休  10月7･14･21日、11月4日
 
  

41　与謝野晶子̶みだれ髪
古書明日
〶世田谷区北沢3-21-1 1F  
●駅  下北沢 徒歩4分　☎03-6416-8869
●営12:00‒20:00　 　●休  ㈬

33　夏目漱石̶吾輩は猫である
稲垣書店
〶荒川区荒川3-65-2　●駅  三河島 徒歩2分
☎03-3802-2828　  ●営12:00‒19:00 
●休  ㈫･㈬･㈭･㈮ 
 
   
 

29　高村光太郎̶道程
尾花屋 
 〶小金井市東町4-20-3　●駅  新小金井
☎080-4181-0878　 ●営11:00‒20:00 
●休  ㈬ 

36　林芙美子̶放浪記
文華堂書店
〶千代田区神田神保町2-3-12
●駅  神保町 徒歩2分　☎03-3262-0422 
●営10:00‒18:20※㈷10:30‒17:30 ●休  ㈰

40　横光利一̶機械
流浪堂
〶目黒区鷹番3-6-9-103　●駅  学芸大学
☎03-3792-3082  
●営12:00‒0:00※㈰･㈷11:00‒23:00●休  ㈭

32　田山花袋̶蒲団
プリシアター･
ポストシアター
 〶武蔵野市境南町3-25-18-101●駅  武蔵境 
 ☎0422-30-9168　●営13:00‒19:00 
営業日＝10月12日‒15日･28日‒31日、
11月1日‒5日のみ

54　宮武外骨̶滑稽新聞
丸三文庫
〶新宿区西早稲田3-21-2三楽ビル2F　 
●駅  西早稲田 徒歩3分  ☎03-3203-9866
●営11:00‒18:00　●休  不定休  

 

58　中勘助̶銀の匙
古書 信天翁
〶荒川区西日暮里3-14-13コニシビル202 
●駅 日暮里　　　☎03-6479-6479 
●営13:00‒20:00　●休  ㈪･㈫臨時休業あり

50　童話（楠山正雄・編）̶ 桃太郎
喇嘛舎
〶千代田区神田小川町3-16池久ビル2F 
●駅  神保町　　☎03-3233-5635 
●営11:00‒19:00　●休㈰

46　F・S・フィッツジェラルド̶
　　グレイト・ギャツビー
中央書房
〶小金井市本町2-20-2  
●駅  武蔵小金井 徒歩5分 ☎042-328-8511
●営11:00‒19:00　●休㈫・臨時閉店あり
  

53　正宗白鳥̶何処へ
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
●駅  高田馬場　 ●営10:00‒22:30 
※㈯21:30閉店 ㈰･㈷21:00閉店

57　菊池幽芳̶秘中の秘
西村文生堂
〶目黒区自由が丘2-11-8  
●駅 自由が丘 徒歩1分  ☎03-3717-6843
●営10:30‒19:00 

49　C・ペロー̶猫吉親方
夢野書店
〶千代田区神田神保町2-3 神田古書セ
ンター内　●駅  神保町 徒歩1分 
☎03-6256-8993　●営10:00‒18:30※㈰
･㈷11:00‒17:30 　●休  第1･3･5㈰ 
  

45　W・シェークスピア̶
　　ロミオとヂュリエット
にわとり文庫
〶杉並区西荻南 3-17-5　●駅  西荻窪 
☎03-3247-3054 ●営12:00‒22:00 ●休  ㈫

52　牧野信一̶鬼涙村
りぶる･りべろ  
〶千代田区神田神保町1-42村上ビル1F
●駅 神保町 徒歩4分　☎03-5281-5420 
●営11:00‒19:00　 　●休㈰･㈷

　
  

56　室生犀星̶杏っ子
遠藤書店
〶世田谷区経堂2-5-16　●駅 経堂 徒歩4分 
☎03-3429-5060　●営11:00‒21:00 
●休㈫

  

48　栗田信̶発酵人間
古書 音羽館
〶杉並区西荻北3-13-7　●駅 西荻窪 
☎03-5382-1587　●営12:00‒23:00 
●休  ㈫
 
 

44　F・カフカ̶変身
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●駅  花小金井(徒歩10分)·
武蔵小金井(徒歩20分) ☎042-439-5193
●営10:00‒18:00●休  不定休（要twitter確認）

51　小林多喜二̶蟹工船
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 
●駅 神保町 徒歩1分　☎03-3511-8226 
●営10:30‒19:30 ※㈰･㈷ 11:00‒19:00 
　

55　三好達治̶測量船
林屋書店
〶板橋区上板橋2-31-11  
●駅 上板橋 徒歩2分　☎03-3931-1613
●営11:00‒22:00　 　●休㈫
  

47　E・M・ヘミングウェイ̶
　　老人と海
百年 
〶武蔵野市吉祥寺本町2-2-10村田ビル2F
●駅 吉祥寺 徒歩10分　☎0422-27-6885 
●営12:00‒23:00※㈯･㈰11時開店、㈰のみ
22時閉店　●休㈫

69　久生十蘭̶魔都
三楽書房 
 〶新宿区西早稲田3-21-2　●駅 高田馬場 
 ☎03-3203-8995　●営 12:00‒19:00 
●休㈰･㈷　営業時間等・要twitter確認 

73　宮本百合子̶風知草
たなべ書店
〶江東区南砂4-18-10●駅 南砂町 徒歩5分 
☎03-3640-0564　●営 10:00‒20:00

65　和辻哲郎̶風土
風月洞書店
〶千代田区神田神保町1-15
●駅 神保町 徒歩2分　☎03-3219-6006 
●営 11:00‒18:00　●休㈰

61　甲賀三郎̶琥珀のパイプ
石本書店
〶調布市仙川1-15-5 ●駅 仙川 徒歩2分 
☎03-3307-7261 ●営10:30‒21:30 

68　グリム童話̶赤ずきんちゃん
ロスパペロテス  
 〶渋谷区西原3-4-2紅谷ビル102
●駅 代々木上原 徒歩3分 ☎03-3467-9544 
●営 12:00‒23:00　●休㈫ 
　 
  

72　山村暮鳥̶鉄の靴
銀装堂 
〶板橋区大山東町46-5 ●駅 大山徒歩3分 
☎03-6909-6925 ●営 12:00‒18:00 ●休㈫ 

64　吉行エイスケ̶地図に出てくる男女
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　●駅 神保町 徒歩5分  
☎03-3292-0508　●営 9:30‒17:30 
●休㈯･㈰･㈷  

60　中原中也̶山羊の歌
古本案内処
〶中野区中野5-50-6　 
●駅 中野 徒歩7分  ☎03-3228-1005
●営11:00‒21:00※㈪19:00まで

67　長塚節̶土
文紀堂書店
〶調布市仙川町1-30-1第2三栄ビル104
●駅 京王線 仙川 　☎03-5315-9570 
●営 12:00‒21:00　●休㈬
  

71　山之口貘̶鮪に鰯
BOOKS青いカバ 
〶文京区本駒込2-28-24谷口ビル1F 
●駅 駒込 徒歩7分　☎03-6883-4507　
●営 11:00‒21:00※㈰･㈷19:00閉店●休㈫

63　谷崎潤一郎̶細雪
丸沼書店 
〶千代田区神田三崎町2-8-12
●駅水道橋 徒歩2分　☎03-3261-4540
●営 9:00‒20:00 

  

59　太宰治̶人間失格
岩森書店
〶杉並区荻窪5-30-12　●駅 荻窪 徒歩1分 
☎03-3398-9392　●営11:00‒21:30
●休㈫  

66　寺田寅彦̶柿の種
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 ●駅 神保町 徒歩2分
☎03-3264-4450　●営 10:00‒18:30
※㈮･㈯18:00まで ㈰･㈷は11:00‒17:30 

70　堀辰雄̶かげろう日記
平野書店 
〶新宿区西早稲田3-21-3
●駅 高田馬場 徒歩10分 ☎03-3202-4911
●営 11:00‒19:00　●休㈰　 

62　田中英光̶オリンポスの果実
ＴＩＭＥＬＥＳＳ
〶杉並区西荻北3-21-5　●駅 西荻窪
☎03-3395-8687　●営 12:00‒19:00 
●休㈪･㈫･㈬･㈭ 
 



03　泉鏡花̶草迷宮
二の橋書店
 〶神奈川県相模原市南区相南4-1-31 
●駅 小田急相模原 徒歩3分 
 ☎042-734-6020　●営13:00‒21:00
●休第2･第4㈰、古書展開催期間（臨時）
 

07　江戸川乱歩̶人間椅子
古書往来座
 〶豊島区南池袋3-8-1-1F
●駅 池袋･目白･雑司ヶ谷
 ☎03-5951-3939 
●営13:00‒22:00 ※㈪のみ18:00閉店

11　 岡本かの子̶老妓抄
田村書店 洋書部
 〶千代田区神田神保町1-7-1 
●駅 神保町 徒歩3分　☎03-5577-4226
●営10:00‒18:30   ●休  ㈰･㈷

04　伊藤左千夫̶野菊の墓
ほん吉
 〶世田谷区北沢2-7-10上原ビル1Ｆ1号
●駅下北沢 徒歩3分　☎03-6662-6573
●営12:00‒21:00　　 ●休㈫ 

08　大下宇陀児̶見たのは誰だ
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 ●駅 大泉学園 徒歩4分
 ☎03-5387-3555 ●営10:00‒21:00※㈰･㈷
20:00閉店　●休㈬

12　小川未明̶赤いろうそくと人魚
ビブリオ
〶千代田区神田神保町1-25叶ビル1F 
●駅 神保町 徒歩3分　☎03-3295-6088 
●営11:00‒19:00   ●休㈰  

01　芥川龍之介̶斜陽
みちくさ書店
 〶国立市東1-4-11 ●駅国立徒歩1分　
 ☎042-575-0909　●営10:00‒19:00

05　宇野浩二̶枯木のある風景
大河堂書店
 〶世田谷区経堂1-24-16
●駅経堂 徒歩2分　☎03-3425-8017
●営11:00‒21:00　 ●休  ㈭　

09　大杉栄̶日本脱出記
井上書店
 〶文京区本郷6-2-8 ●駅本郷三丁目･東大
前･春日 徒歩10分  ☎03-3811-4354　
●営10:00‒18:00 　 ●休㈰･㈷ 

13　尾崎紅葉̶金色夜叉
萬羽軒
 〶千代田区神田神保町1-27 
●駅神保町 徒歩3分　☎03-3295-7116
●営11:00‒19:00 

02　石川啄木̶一握の砂
よみた屋
 〶武蔵野市吉祥寺南町2-6-10 
●駅吉祥寺 徒歩2分　☎0422-43-6550 
●営10:00‒22:00  

06　海野十三̶蝿男
博文堂書店
 〶目黒区八雲1-7-20
●駅 都立大学 徒歩5分　☎03-3723-2783
●営10:00‒18:30 ※昼休（14:00‒15:00）
●休  ㈬･㈰  昼休·買取等の閉店あり

10 大田洋子̶星はみどりに
矢口書店
 〶千代田区神田神保町2-5-1 
●駅神保町 徒歩3分　☎03-3261-5708
●営10:00‒18:30 ※㈮･㈯19:00閉店

14　織田作之助̶夫婦善哉
たなべ書店 駅前店
 〶江東区南砂3-13-4 ●駅南砂町 徒歩3分 
☎03-3640-0655　●営10:00‒20:00  

24　小酒井不木̶人工心臓
日本書房
 〶千代田区西神田2-8-12
●駅 神保町 徒歩5分　☎03-3261-2738
●営9:30‒18:00 
　

28　高浜虚子̶寸紅集
鴨書店
 〶北区上十条4-8-1
●駅 十条･東十条･板橋本町 徒歩10分
 ☎ 03-3909-8699　●営12:00‒19:00
●休  ㈪･第2･4㈫　

20　国木田独歩̶武蔵野
氷川書房 
 〶葛飾区青戸5-5-4アサヒコーポ1階
●駅 京成本線 青砥 　☎03-5680-6174
●営10:30‒18:30　　  ●休  ㈰･㈬
スタンプラリー受付は㈪･㈫の12:00－
18:30限定。その他の曜日･時間は要予約。

16　梶井基次郎̶檸檬
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   　●駅 JR八王子･京王八王子
☎042-698-3994　●営11:00‒21:00 
●休   ㈫

23　幸田露伴̶五重塔
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･2階 ●駅 神保町徒歩0分☎03-3238-7415
●営11:00‒19:00 ※㈰･㈷は18:00閉店

27　島崎藤村̶夜明け前
虹書店
〶新宿区西早稲田3-1-7
●駅  早稲田 徒歩8分　☎03-3203-5986
●営10:00‒18:00　 　●休  ㈰ 

  

19　北原白秋̶思い出
古書肆田園りぶらりあ
 〶大田区田園調布2-39-11
●駅 田園調布徒歩4分  ☎03-3722-2753
●営9:30‒18:00 ※㈪･㈬13:00開店

15　葛西善蔵̶子をつれて
古書サンカクヤマ
 〶杉並区高円寺北3-44-24
●駅 高円寺 徒歩7分　☎03-5364-9892
●営12:00‒21:00　　 ●休   ㈬
  

22　小泉八雲̶怪談
愛書館 中川書房 
 〶千代田区神田神保町2-3-11
●駅  神保町 徒歩5分　☎03-6272-8998
●営10:00‒18:30

26　坂口安吾̶風博士
三幸書房
 〶新宿区西早稲田2-10-18 
●駅  早稲田 徒歩10分　☎03-3203-6539
●営11:00‒18:30　　　●休  ㈰

18　菊池寛̶真珠夫人
河野書店
 〶目黒区駒場1-31-6  ●駅 駒場東大前
☎03-3467-3071 
●営10:00‒20:00※㈯･㈰･㈷は18:00閉店

21　久保田万太郎̶末枯
文生書院
 〶文京区本郷6-14-7 ●駅本郷三丁目･東大
前･春日 ☎03-3811-1683 ●営9:30‒18:00　
●休  ㈯･㈰･㉀
書籍はすべて倉庫管理につき、ご覧にな
りたい方は事前にご連絡ください。 

25　斎藤茂吉̶あらたま
玉英堂書店
 〶千代田区神田神保町1-1  
●駅神保町　☎03-3294-8044　
●営10:30‒18:30　●休  ㈰･㈷　 

17　上司小剣̶鱧の皮
水中書店
 〶武蔵野市中町1-23-14-102　 
●駅三鷹　　　　　☎0422-27-7783
●営12:00‒22:00　●休  ㈫

39　森鴎外̶舞姫
虔十書林
 〶千代田区神田小川町3-20  
●駅  御茶ノ水 徒歩4分　☎03-5282-3963 
●営12:00‒19:00　  ●休  ㈰　

43　アンデルセン̶おやゆび姫
飯島書店
〶新宿区西早稲田2-9-16  
●駅  高田馬場 徒歩10分 ☎03-3203-2025
●営10:00‒19:00　●休  ㈰

35　萩原朔太郎̶月に吠える
内山書店
 〶千代田区神田神保町1-15  
●駅 神保町 徒歩3分　☎03-3294-0671
●営10:00‒19:00 ※㈰は11:00‒18:00
●休  ㈪･㈷ 

31　谷譲次̶踊る地平線
千章堂書店
 〶杉並区阿佐谷北2-13-19　●駅 阿佐ヶ谷
 ☎03-3338-6410　●営10:30‒21:30 
●休  ㈬

38　二葉亭四迷̶浮雲
悠久堂書店
 〶千代田区神田神保町1-3  
●駅  神保町 徒歩2分　☎03-3291-0773
●営10:15‒18:45※㈷は10:45‒18:15●休  ㈰

42　若山牧水̶海の声
リズム＆ブックス
 〶渋谷区富ヶ谷1-9-15 1F  
●駅  代々木公園 徒歩3分☎03-6407-0788
●営12:00‒22:00※㈯･㈰は20:00閉店
●休  不定休 

34　新美南吉̶ごん狐
あざぶ本舗
 〶北区東十条3-12-3　●駅  東十条･王子神谷
☎03-6908-4992　　●営10:00‒20:00 
●休  ㈫･㈬  

30　橘外男̶ナリン殿下への回想
盛林堂書房
〶杉並区西荻南2-23-12　●駅  西荻窪
☎03-3333-6582　●営11:00‒18:30 
●休  ㈪

37　樋口一葉̶たけくらべ
手文庫
 〶千代田区神田小川町1-7 渡辺ビル1F 
●駅  淡路町 徒歩2分　☎03-5577-4102
●営11:00‒19:00
●休  ㈰ ※●休  10月7･14･21日、11月4日
 
  

41　与謝野晶子̶みだれ髪
古書明日
〶世田谷区北沢3-21-1 1F  
●駅  下北沢 徒歩4分　☎03-6416-8869
●営12:00‒20:00　 　●休  ㈬

33　夏目漱石̶吾輩は猫である
稲垣書店
〶荒川区荒川3-65-2　●駅  三河島 徒歩2分
☎03-3802-2828　  ●営12:00‒19:00 
●休  ㈫･㈬･㈭･㈮ 
 
   
 

29　高村光太郎̶道程
尾花屋 
 〶小金井市東町4-20-3　●駅  新小金井
☎080-4181-0878　 ●営11:00‒20:00 
●休  ㈬ 

36　林芙美子̶放浪記
文華堂書店
〶千代田区神田神保町2-3-12
●駅  神保町 徒歩2分　☎03-3262-0422 
●営10:00‒18:20※㈷10:30‒17:30 ●休  ㈰

40　横光利一̶機械
流浪堂
〶目黒区鷹番3-6-9-103　●駅  学芸大学
☎03-3792-3082  
●営12:00‒0:00※㈰･㈷11:00‒23:00●休  ㈭

32　田山花袋̶蒲団
プリシアター･
ポストシアター
 〶武蔵野市境南町3-25-18-101●駅  武蔵境 
 ☎0422-30-9168　●営13:00‒19:00 
営業日＝10月12日‒15日･28日‒31日、
11月1日‒5日のみ

54　宮武外骨̶滑稽新聞
丸三文庫
〶新宿区西早稲田3-21-2三楽ビル2F　 
●駅  西早稲田 徒歩3分  ☎03-3203-9866
●営11:00‒18:00　●休  不定休  

 

58　中勘助̶銀の匙
古書 信天翁
〶荒川区西日暮里3-14-13コニシビル202 
●駅 日暮里　　　☎03-6479-6479 
●営13:00‒20:00　●休  ㈪･㈫臨時休業あり

50　童話（楠山正雄・編）̶ 桃太郎
喇嘛舎
〶千代田区神田小川町3-16池久ビル2F 
●駅  神保町　　☎03-3233-5635 
●営11:00‒19:00　●休㈰

46　F・S・フィッツジェラルド̶
　　グレイト・ギャツビー
中央書房
〶小金井市本町2-20-2  
●駅  武蔵小金井 徒歩5分 ☎042-328-8511
●営11:00‒19:00　●休㈫・臨時閉店あり
  

53　正宗白鳥̶何処へ
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
●駅  高田馬場　 ●営10:00‒22:30 
※㈯21:30閉店 ㈰･㈷21:00閉店

57　菊池幽芳̶秘中の秘
西村文生堂
〶目黒区自由が丘2-11-8  
●駅 自由が丘 徒歩1分  ☎03-3717-6843
●営10:30‒19:00 

49　C・ペロー̶猫吉親方
夢野書店
〶千代田区神田神保町2-3 神田古書セ
ンター内　●駅  神保町 徒歩1分 
☎03-6256-8993　●営10:00‒18:30※㈰
･㈷11:00‒17:30 　●休  第1･3･5㈰ 
  

45　W・シェークスピア̶
　　ロミオとヂュリエット
にわとり文庫
〶杉並区西荻南 3-17-5　●駅  西荻窪 
☎03-3247-3054 ●営12:00‒22:00 ●休  ㈫

52　牧野信一̶鬼涙村
りぶる･りべろ  
〶千代田区神田神保町1-42村上ビル1F
●駅 神保町 徒歩4分　☎03-5281-5420 
●営11:00‒19:00　 　●休㈰･㈷

　
  

56　室生犀星̶杏っ子
遠藤書店
〶世田谷区経堂2-5-16　●駅 経堂 徒歩4分 
☎03-3429-5060　●営11:00‒21:00 
●休㈫

  

48　栗田信̶発酵人間
古書 音羽館
〶杉並区西荻北3-13-7　●駅 西荻窪 
☎03-5382-1587　●営12:00‒23:00 
●休  ㈫
 
 

44　F・カフカ̶変身
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●駅  花小金井(徒歩10分)·
武蔵小金井(徒歩20分) ☎042-439-5193
●営10:00‒18:00●休  不定休（要twitter確認）

51　小林多喜二̶蟹工船
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 
●駅 神保町 徒歩1分　☎03-3511-8226 
●営10:30‒19:30 ※㈰･㈷ 11:00‒19:00 
　

55　三好達治̶測量船
林屋書店
〶板橋区上板橋2-31-11  
●駅 上板橋 徒歩2分　☎03-3931-1613
●営11:00‒22:00　 　●休㈫
  

47　E・M・ヘミングウェイ̶
　　老人と海
百年 
〶武蔵野市吉祥寺本町2-2-10村田ビル2F
●駅 吉祥寺 徒歩10分　☎0422-27-6885 
●営12:00‒23:00※㈯･㈰11時開店、㈰のみ
22時閉店　●休㈫

69　久生十蘭̶魔都
三楽書房 
 〶新宿区西早稲田3-21-2　●駅 高田馬場 
 ☎03-3203-8995　●営 12:00‒19:00 
●休㈰･㈷　営業時間等・要twitter確認 

73　宮本百合子̶風知草
たなべ書店
〶江東区南砂4-18-10●駅 南砂町 徒歩5分 
☎03-3640-0564　●営 10:00‒20:00

65　和辻哲郎̶風土
風月洞書店
〶千代田区神田神保町1-15
●駅 神保町 徒歩2分　☎03-3219-6006 
●営 11:00‒18:00　●休㈰

61　甲賀三郎̶琥珀のパイプ
石本書店
〶調布市仙川1-15-5 ●駅 仙川 徒歩2分 
☎03-3307-7261 ●営10:30‒21:30 

68　グリム童話̶赤ずきんちゃん
ロスパペロテス  
 〶渋谷区西原3-4-2紅谷ビル102
●駅 代々木上原 徒歩3分 ☎03-3467-9544 
●営 12:00‒23:00　●休㈫ 
　 
  

72　山村暮鳥̶鉄の靴
銀装堂 
〶板橋区大山東町46-5 ●駅 大山徒歩3分 
☎03-6909-6925 ●営 12:00‒18:00 ●休㈫ 

64　吉行エイスケ̶地図に出てくる男女
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　●駅 神保町 徒歩5分  
☎03-3292-0508　●営 9:30‒17:30 
●休㈯･㈰･㈷  

60　中原中也̶山羊の歌
古本案内処
〶中野区中野5-50-6　 
●駅 中野 徒歩7分  ☎03-3228-1005
●営11:00‒21:00※㈪19:00まで

67　長塚節̶土
文紀堂書店
〶調布市仙川町1-30-1第2三栄ビル104
●駅 京王線 仙川 　☎03-5315-9570 
●営 12:00‒21:00　●休㈬
  

71　山之口貘̶鮪に鰯
BOOKS青いカバ 
〶文京区本駒込2-28-24谷口ビル1F 
●駅 駒込 徒歩7分　☎03-6883-4507　
●営 11:00‒21:00※㈰･㈷19:00閉店●休㈫

63　谷崎潤一郎̶細雪
丸沼書店 
〶千代田区神田三崎町2-8-12
●駅水道橋 徒歩2分　☎03-3261-4540
●営 9:00‒20:00 

  

59　太宰治̶人間失格
岩森書店
〶杉並区荻窪5-30-12　●駅 荻窪 徒歩1分 
☎03-3398-9392　●営11:00‒21:30
●休㈫  

66　寺田寅彦̶柿の種
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 ●駅 神保町 徒歩2分
☎03-3264-4450　●営 10:00‒18:30
※㈮･㈯18:00まで ㈰･㈷は11:00‒17:30 

70　堀辰雄̶かげろう日記
平野書店 
〶新宿区西早稲田3-21-3
●駅 高田馬場 徒歩10分 ☎03-3202-4911
●営 11:00‒19:00　●休㈰　 

62　田中英光̶オリンポスの果実
ＴＩＭＥＬＥＳＳ
〶杉並区西荻北3-21-5　●駅 西荻窪
☎03-3395-8687　●営 12:00‒19:00 
●休㈪･㈫･㈬･㈭ 
 



○03 二の橋書店

○10 矢口書店
○11 田村書店 洋書部
○12 ビブリオ
○13 萬羽軒
○22 愛書館中川書房
○23 アットワンダー
○24 日本書房
○25 玉英堂書店
○35 内山書店
○36 文華堂書店
○37 手文庫

○14 たなべ書店 駅前店
○73 たなべ書店

○09 井上書店
○21 文生書院

○33 稲垣書店
○58 古書信天翁

○34 あざぶ本舗
○28 鴨書店

○72 銀装堂

○20 氷川書房

○71 BOOKS青いカバ
○07 古書往来座○15 古書サンカクヤマ

○60 古本案内処

○31 千章堂書店

○59 岩森書店
○02 よみた屋

○47 百年
○17 水中書店

○32 プリシアター•
　  ポストシアター

○29 尾花屋

○46 中央書房○01 みちくさ書店

○16 古書むしくい堂

○68 ロスパペロテス
○41 古書明日

○56 遠藤書店

○67 文紀堂書店

○61 石本書店

○04 ほん吉
○18 河野書店

○05 大河堂書店 ○40 流浪堂

○06 博文堂書店

○57 西村文生堂

○08 ポラン書房

○44 秋桜書店

○55 林屋書店

○38 悠久堂書店
○39 虔十書林
○49 夢野書店
○50 喇嘛舎
○51 ブンケンロックサイド
○52 りぶる・りべろ
○63 丸沼書店
○64 日本古書通信
○65 風月洞書店
○66 鳥海書房

○30 盛林堂書房
○45 にわとり文庫
○48 古書 音羽館
○62 ＴＩＭＥＬＥＳＳ

○26 三幸書房
○27 虹書店
○43 飯島書店
○53 古本横丁
○54 丸三文庫
○69 三楽書房
○70 平野書店

○42 リズム＆ブックス
○19 古書肆田園りぶらりあ

『東京の古書市』17年9月-12月号／発行日：2017年9月2 1日　発行:東京都古書籍商業協同組合 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-22
TEL：03-3293-0161／FAX：03-3291-5353　ウェブ：www.kosho.ne. jp　デザイン：鈴木壮一　イラスト：大嶋奈都子

「古書の日」スタンプラリー・73店舗マップ 「古書の日」スタンプラリーのための特製73店舗マップです！ 中面には、各店舗の住所の他、最寄り駅も掲載しております。
営業時間がそれぞれ異なるほか、臨時閉店になることもございますので、事前にお電話などでご連絡いただくと確実です。


