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　 新刊書店名 営業時間 備考 情報ソース

▲ 1 三省堂書店 神保町本店 月～土 10:00-20:00
日祝　 10:00-19:00

短縮営業中 https://twitter.com/honten_sanseido

▲ 2 書泉グランデ 11:00-20:00 短縮営業中 https://www.shosen.co.jp/

3 神保町ブックセンター 通常営業 https://www.facebook.com/jimbochobook

4 神保町にゃんこ堂
(姉川書店内)

通常営業 https://twitter.com/anealoha65

▲ 5 東京堂書店 11:00-19:00 短縮営業中 http://www.tokyodo-web.co.jp/

6 東方書店 通常営業 https://twitter.com/toho_jimbocho

7 丸善 お茶の水店 通常営業 https://twitter.com/Ocha_MARUZEN

▲ 8 ブックハウスカフェ 11:00-18:00 短縮営業中 https://twitter.com/bookhousecafe

　 古書店名(五十音順) 営業時間 備考 情報ソース

1 愛書館 中川書房 通常営業 https://twitter.com/aisyokan

▲ 2 梓書房 月～土 12:00-18:00
日祝休業

短縮営業中 https://twitter.com/azusa_shobo

3 ＠ワンダー 通常営業 https://twitter.com/atwonder_owner

4 荒魂書店 通常営業 http://www.aratama.com/

5 飯島書店 通常営業 https://twitter.com/iijima_syoten

6 一心堂書店 通常営業 https://www.kosho.or.jp/abouts/?id=12010130

7 一誠堂書店 通常営業 https://twitter.com/isseidobooks

▲ 8 イタリア書房 月～金 10:00-17:00
土日祝定休

短縮営業中 http://italiashobo.com/hq/index.php

▲ 9 ヴィンテージ 月～金 11:00-19:00
土日祝 12:00-18:00

短縮営業中
今後、営業日・営業時間変更の可能性あり

https://twitter.com/vintagejimbocho

10 内山書店 通常営業 https://twitter.com/uchiyamasyoten

11 恵比寿堂ギャラリー
月～土 11:00-17:30
日祝定休
通常営業

来店時は事前に電話・Eメールで確認の必要
あり

http://ebisu-do.com/

12 大屋書房 通常営業 https://twitter.com/ohyashobo

13 小川図書 11/30(月)まで休業 7/1(水)から店内改装のため休業 https://twitter.com/ogawatosho

14 奥野かるた店 通常営業 https://twitter.com/okunokaruta

15 かげろう文庫 通常営業 https://www.kageroubunko.com/

▲ 16 カスミ書房 お昼過ぎ～16:30頃 短縮営業中、状況により営業時間変更・休
業の可能性あり

https://twitter.com/makuharinosio

17 かわほり堂 当面の間休業 通信販売あり http://kawahori.jimbou.net/catalog/index.php

神田神保町　新刊書店・古書店　10/1(木)以降の営業情報一覧

・こちらの情報は、11月14日(土)午前時点での情報です。最新の情報は念のため、各店舗の情報ソースなどからご確認ください。
・通信販売や出張買取予約等については、各店舗へお問い合わせください。
・表内に記載のない店舗は、一覧表作成時点で詳細が確認できなかったため、各店舗へお問い合わせをお願いします。
　
＜凡例＞
・▲：こちらの店舗は営業時間等を変更して営業されています。
・背景色　　　　　　：休業を継続中の店舗。

新刊書店

古書店

＜お知らせ＞
・菅村書店は11/13(金)に中野富士見町へ移転されました。詳細はこちらへ(http://sugamura.jimbou.net/catalog/index.php)
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18 かんけ書房 通常営業
11/15(日)-11/17(火)臨時休業
状況により営業時間変更の可能性あり
来店前に電話・メールで確認の必要あり

http://kanke.news.coocan.jp/

19 北沢書店 通常営業 https://twitter.com/kitazawa_books/

▲ 20 ギャラリーかわまつ 11:00-16:30 短縮営業中、16:30以降は予約制 https://www.gallery-kawamatsu.com/

21 ギャラリーそうめい堂 通常営業 https://www.soumei.biz/

22 玉英堂書店 通常営業 https://twitter.com/gyokueido8044

23 くだん書房 通常営業 https://twitter.com/kudan2002

▲ 24 軍学堂 当面の間、短縮・不規則営業 https://www.gungakudo.com/

25 薫風花乃堂 通常営業 当面の間、水曜日14:00頃開店、土曜日
18:00頃閉店

http://k-hananodou.com/

▲ 26 慶文堂書店 月～土 11:00-17:00
日祝定休

短縮営業中 https://twitter.com/Keibundo_Books

27 けやき書店 通常営業 http://keyaki.jimbou.net/catalog/index.php

▲ 28 源喜堂書店 月～土 11:00-18:30
日定休､祝日不定休

短縮営業中 http://www.genkido.jp/

29 虔十書林 通常営業 https://twitter.com/kenjumichiko1

30 五拾画廊 通常営業 http://www.fifty-gallery.com/

▲ 31 古典版画　東洲斎 火～土 12:00-18:00
日祝月定休

短縮営業中 https://www.ukiyoe.com/

▲ 32 五萬堂書店 不定期営業 来店前に電話・メールで確認の必要あり http://gomando.jimbou.net/catalog/index.php

▲ 33 小宮山書店 月～土 12:00-18:30
日祝　 12:00-17:30

短縮営業中 https://twitter.com/komiyama_tokyo

34 沙羅書房 通常営業 http://www.sara-shobo.com/

35 澤口書店 通常営業 https://sawatokyokoshoten.com/

36 三茶書房 通常営業 http://sancha.jimbou.net/catalog/index.php

▲ 37 秦川堂書店 11:00-18:00
日定休

短縮営業中 https://twitter.com/shinsendo

38 水平書館 通常営業 https://twitter.com/suiheishokan

39 崇文荘 通常営業 https://twitter.com/subunso

▲ 40 誠心堂書店 月～土 10:00-17:00
日祝定休

短縮営業中 http://seishindo.jimbou.net/catalog/index.php

▲ 41 叢文閣書店 月～土 10:00-18:00
日祝定休

短縮営業中 http://sobunkaku.jimbou.net/catalog/index.php

42 大雲堂書店 通常営業 http://xn--torv9omnay46aba7432c3og61s.jp/

▲ 43 高山本店 11:00-18:00 短縮営業中、11/15(日)は12時から http://takayama.jimbou.net/catalog/index.php

▲ 44 通志堂書店
月～金 10:00-17:30
土　　 10:00-17:00
日祝定休

短縮営業中 https://www.kosho.or.jp/abouts/?id=12011410

45 手塚書房 通常営業 http://tezuka.jimbou.net/catalog/index.php

46 東城書店 通常営業 http://tojo.jimbou.net/catalog/index.php

47 東陽堂書店 通常営業 http://touyoudou.jimbou.net/catalog/index.php

48 鳥海書房 通常営業 https://twitter.com/nyhk4?lang=ja

▲ 49 長島書店 月～土10:00-18:30頃
日祝定休

短縮営業中 https://twitter.com/nagashimashoten

50 永森書店 通常営業 http://nagamori.jimbou.net/catalog/index.php

▲ 51 南海堂書店 月～土 11:00-17:30
日祝定休

短縮営業中 http://nankaido.jimbou.net/catalog/index.php

▲ 52 南洋堂書店 月～土 10:30-18:00
日祝定休

短縮営業中 https://twitter.com/nanyodo

53 西秋書店 通常営業 http://nishiaki.jimbou.net/catalog/index.php

54 日本書房 通常営業 11/15(日)臨時休業 https://twitter.com/tankaku161

55 日本特価書籍 通常営業 https://twitter.com/nagashimashoten

▲ 56 パージナ 月～金 15:00-19:00 事前に来店希望日を電話・メールで予約の
必要あり

http://kuwano-trading.com/pagina/
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▲ 57 原書房 火～ 土 11:00-17:00
日祝月定休

短縮営業中、営業時間以外に来店希望の場
合は電話・メールで確認の必要あり

https://www.harashobo.com/

58 版画堂 通常営業 http://www.hanga-do.com/

59 ビブリオ 通常営業 　 https://twitter.com/biblioboss

60 BOOK DASH 通常営業 http://www.bookdash.net

▲ 61 文華堂書店
月～土 10:30-18:20
祝　 　10:30-17:30
日定休

短縮営業中 http://bunkado.jimbou.net/catalog/index.php

62 文献書院＆
　ブンケンロックサイド

通常営業 http://bunkenshoin.no.coocan.jp/index.htm

▲ 63 ボヘミアンズ・ギルド 11:30-18:00 短縮営業中 http://www.natsume-books.com/

▲ 64 magnif 12:00-18:00
不定休

短縮営業中 http://www.magnif.jp/

65 丸沼書店 通常営業 http://marunumashoten.com/

▲ 66 みわ書房
月～土 11:00-18:00
日　　 11:00-17:00
第1､第3日曜定休

短縮営業中 http://www.miwa-shobo.com/

▲ 67 明倫館書店
月～土 10:30-18:30
祝　　 11:30-18:00
日定休

短縮営業中 https://twitter.com/meirinkanbooks

68 八木書店 通常営業 https://company.books-yagi.co.jp/

69 矢口書店 通常営業 https://twitter.com/yaguchishoten

▲ 70 山口書店 11:00-19:00
日祝不定休

短縮営業中 http://www.yamaguchishoten.com/

▲ 71 山田書店美術部 月～土 11:30-18:30
日祝定休

短縮営業中 https://www.yamada-shoten.com/

72 山吹書房 通常営業 https://twitter.com/yamabukishobo

73 山本書店 通常営業 https://www.kosho.or.jp/abouts/?id=12010830

74 友愛書房 通常営業 http://yuai.jimbou.net/catalog/index.php

▲ 75 悠久堂書店 月～土 11:00-18:00
日定休

短縮営業中 https://yukyudou.com/

76 夢野書店 通常営業
第1､第3､第5日曜定休

http://www.yumeno-manga.com/

77 羊頭書房 通常営業 http://youtou.jimbou.net/catalog/index.php

78 蘭花堂 通常営業 http://rankado.kir.jp/art/

79 六一書房 通常営業 https://twitter.com/Rokuichishobo

80 呂古書房 通常営業 http://locoshobou.jimbou.net/catalog/index.php

▲ 81 ロックオンキング 月火木金土13:00-18:00
水日定休

短縮営業中 http://www.rockonking.com/


