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東中野東中野

都庁前都庁前中野坂上中野坂上

方南町方南町

東長崎東長崎
北池袋北池袋

要町要町

千川千川

雑司が谷雑司が谷

西早稲田西早稲田

大山大山

大塚大塚

池袋池袋

板橋板橋
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9

10
11～
 13

8

7
5 1～3 4

6

14

並
杉SUGINAM

I

野
中NAKANO

島
豊TO

SHIM
A

(構成団体： 中野区、 、 、 中野支部、杉並支部、豊島支部)

『冴えない彼女の育てかた』シリーズ

オタク高校生の「安芸倫也」は桜舞い散る坂道で、ある
少女と運命的な出会いをする。インスピレーションを
受けた倫也は、その少女をメインヒロインにしたギャ
ルゲーの制作を思いつき、同学年の美術部エース「澤
村・スペンサー・英梨々」と学年一位の優等生の先輩
「霞ヶ丘詩羽」をメンバーに迎えようと邁進する。そん
なある時、倫也は運命的な出会いをした少女が、特に
目立たない普通のクラスメイトの女子「加藤恵」だった
ことを知り、愕然とする。倫也は加藤恵をゲーム中で
絶対的なヒロインにしようと決意するのだが…。

幼なじみの紀田正臣の誘いに乗り、
地元を離れて東京都豊島区池袋にあ
る来良学園に入学した竜ヶ峰帝人。胸
を躍らせて上京した当日、彼は漆黒の
バイクで東京を疾走する”首なしライ
ダー”という都市伝説を目撃する。帝
人、正臣、杏里ら高校生を中心に、喧
嘩上等のチンピラ・平和島静雄や情
報屋・折原臨也ら超個性的なキャラ
クターが池袋で繰り広げる、ファンタ
ジック・バイオレンス・ドラマ。

アクセル・ワールド

アイドルマスター

2046年、「ニューロリンカー」という機械を
使って、生活のほとんどが仮想ネットワーク
上で行なわれるようになった世界。いじめ
られっ子の主人公・ハルユキは、同じ中学
校に通う生徒会副会長・黒雪姫と出会い、
謎のアプリ「ブレイン・バースト」を起動す
る。仮想世界「アクセル・ワールド」のプレイ
ヤー、通称バーストリンカーとなったハルユ
キは、アバター「シルバー・クロウ」を操り黒
雪姫の騎士として戦いに身を投じていく。

ユーザーは芸能事務所765プロダクション
のプロデューサーとなり、アイドルの卵たち
をトップアイドルへと導く大ヒットアイドル
育成ゲーム。2005年、ゲームセンターに設
置されるアーケード用ゲームとして本作が
初登場し、現在は家庭用ゲーム・声優によ
るライブ・アニメほか、様々に展開してい
る。本作品はもちろん、シリーズ作品『アイド
ルマスター シンデレラガールズ』や『アイド
ルマスター ミリオンライブ！』、『アイドルマ
スター SideM』、『アイドルマスター シャイ
ニーカラーズ』なども有名だ。

デュラララ!!

一般社団法人アニメツーリズム協会は、2018年より毎年「訪れてみたい日本のアニメ聖
地88」を選定し国内外への積極的な情報発信を行っています。また、地域と企業、コンテ
ンツホルダー、アニメファンをつなぎ、アニメ等を公式に活用したサービスや商品の創出
を促進しています。

一般社団法人アニメツーリズム協会
Anime Tourism Association

じゅんれいちゃん
Junrei-chan

ⓒ2020 Anime Tourism Association /
Hill climb Studio, Inc.

ⓒ2020 アニメツーリズム協会／
ヒルクライムスタジオ

With the 2018 edition, Anime Tourism Association started the selection of "Japanese Anime 
88-Spots" with an aim to dispatch information regarding Japanese animation both at home and 
abroad. We  promote the creation of service and products which officially feature anime contents 
and  bring together relevant localities, businesses, content owners and anime fans.

ACCEL WORLD

Durarara!!

Saekano : How to Raise a Boring Girlfriend series

THE iDOLM@STER

The player becomes a producer at “765 Production”, an 
entertainment agency. The producer is expected to turn 
an entertainer in the making into a mega hit idol. This 
series of games debuted in 2005 as an arcade game. 
Today, the series has expanded to include games to 
play at home, live animations featuring voice actors, 
and many other items. In addition to this original game, 
the series features many other hits such as ” THE 
iDOLM@STER CINDERELLA GIRLS”, “THE 
iDOLM@STER MILLION LIVE!”, “THE iDOLM@STER 
SideM”, “THE iDOLM@STER SHINY COLORS”,  etc.

In the year 2046, daily lives revolve around 
accessing virtual worlds through the "Neuro 
Linker" device. The main protagonist,  
often-bullied Arita Haruyuki, meets his 
jun ior  h igh  school 's  student  counci l  
vice-president, Kuroyukihime, and launches 
a mysterious program called "Brain Burst". 
Haruyuki becomes a player, commonly 
called a “Burst Linker”, in the virtual world 
of Accel World, and fights as a knight of 
Kuroyukihime in the avatar of Silver Crow.

Tomoya Aki is an “otaku-type” high school boy. One day, destiny made 
him meet a certain girl on a hill embellished with cherry blossoms. 
Inspired by her, Tomoya came up with an idea for a computer game 
of girl characters featuring the girl as the heroine. He struggled hard 
to work together with Eriri Spencer Sawamura, the best artist of his 
school’s art club and in the same year as Tomoya, and Utaha Kasumi-
gaoka, the brightest student in her school year, a year above 
Tomoya’s. Then another day, he was shocked to find out the “destiny 
girl” was actually Megumi Kato, his own classmate who was quite 
ordinary. Still, Tomoya was determined to make Megumi the absolute 
heroine of his computer game...

At the encouragement of childhood friend Kida 
Masaomi, Ryugamine Mikado leaves his 
hometown to attend Raira Academy in 
Ikebukuro, Tokyo. On the day he arrives in Tokyo, 
full of excitement, he witnesses the “Headless 
Rider”, an urban legend of a phantom motor- 
cyclist, riding away in a black motorcycle at high 
speed. Revolving around Mikado, Kida, the 
students at Raira Academy, and the colorful 
personalities of bodyguard Heiwajima Shizuo 
and informant Orihara Izaya, this is a fantasy 
violence drama set in Ikebukuro.

中野・杉並・豊島アニメ等地域ブランディング事業実行委員会

麻沼 雅海 ( 東京商工会議所中野支部会長 )

発行

協力

問合せ

発行年月

作画／鈴木 伸一
東京工芸大学
杉並アニメーションミュージアム館長 

Drawing by / Suzuki Shinichi
Tokyo Polytechnic University
Director of Suginami Animation Museum
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It can be said that subculture, anime and manga have emerged to become a culture that represents Japan. 
Nakano, Suginami and Toshima is an area where such culture gather.
Nakano is home to the headquarters of some of the largest companies in the entertainment industry 
including Toei Animation, TMS Entertainment and Bushiroad, which have produced many great works. 
Nakano Broadway is known to be the holy land of subculture. Suginami has the largest number of anime 
production companies in Japan, including Sunrise, a company renown for the Gundam series. Many anime 
fans from home and abroad visit the Tokyo Polytechnic University Animation Museum. In Toshima, many 
anime contents such as "Otome Road" are gathered mainly around Ikebukuro. With the grand opening of 
the "Tokiwaso Manga Museum" in July 2020, a facility that reproduced the famous Tokiwaso, the area has 
been attracting more attention.
COVID-19 has affected the economy worldwide, and the future is still uncertain. In a time like this, we 
hope that our initiative to utilize contents such as anime with efforts of Nakano, Suginami and Toshima, 
along with the three branches of Tokyo Chamber of Commerce and Industry working together will 
revitalize the community. 

Nakano/Suginami/Toshima Anime Local Branding Business Executive Committee

Nakano Industry ＆ Tourism Section,Tourism Subsection

Anime Tourism Association

Member Nakano city Suginami city Nakano Chapter,Suginami Chapter,Toshima Chapter
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Masaumi Asanuma (Chairman of Nakano Chapter,The Tokyo Chamber of Commerce and Industry)
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アクセスも良い3区を巡りTOKYOのアニメ・サブカルを感じよう!
Experience TOKYO's Anime & Subculture by visiting the 3 Cities with great access!

©2014 成田良悟／
KADOKAWA アスキー・メディアワークス刊／
池袋ダラーズ

回遊MAP

アニメやマンガ、サブカルチャーは、今や日本を代表する文化と言えるでしょう。中野・杉並・豊島の３区は、そういった文化が

集積するエリアです。

中野区には東映アニメーションやトムス・エンターテイメント、ブシロードといった業界大手の本社があり、これまで多くの作

品を生み出し、中野ブロードウェイはサブカルの聖地として知られています。杉並区にはガンダムで有名なサンライズをはじ

め、アニメ制作会社数が全国で一番多く集積し、東京工芸大学 杉並アニメーションミュージアムには、国内外から多くのアニ

メファンが訪れています。豊島区には『乙女ロード』をはじめアニメコンテンツが池袋を中心に集積し、2020年7月にトキワ荘

を再現した「トキワ荘マンガミュージアム」が開館し、さらに盛り上がりをみせています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、全世界の経済が悪化し、将来の見通しも不透明な状況ですが、今後も中野・杉

並・豊島の3区と東京商工会議所中野・杉並・豊島の3支部の連携によるアニメ等を活用した取り組みが、地域全体を盛り上

げる一端を担っていければと思います。

中野・杉並・豊島アニメ等地域ブランディング事業実行委員会 Nakano/Suginami/Toshima Anime Local Branding Business Executive Committee

©2014 成田良悟／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス刊／

池袋ダラーズ

駅構内の「いけふくろう」や駅近辺にあるフクロウやト音記号のオブジェ、池袋西口公園など、ア
ニメには池袋の実在するスポットがたくさん登場。東池袋の複合商業施設サンシャインシティ
には、東京が一望できる「スカイサーカス サンシャイン60展望台」や「サンシャイン水族館」「コ
ニカミノルタプラネタリウム満天 in Sunshine City」などのレジャー・スポットが集合している。
Actual places and objects appear in the anime including "Ikefukuro" statue inside the station, owls and treble 
clef objects near the station and Ikebukuro Nishiguchi Park. Sunshine City, a commercial complex located in 
Higashi-Ikebukuro houses leisure spots such as "Sky Circus Sunshine 60 Observatory" which offers a 
panoramic view of Tokyo, "Sunshine Aquarium" and "Konica Minolta Planetarium MANTEN in Sunshine City".
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namco Nakano

Nakano Broadway

Mandarake Nakano Store

Daikaiju Salon

2.中野ブロードウェイ

3.まんだらけ中野店

4.大怪獣サロン

1.namco中野
Koenji

Tokyo Polytechnic University Suginami Animation Museum

Inazuma Cafe

GUNDAM Monument 

6.東京工芸大学杉並アニメーションミュージアム

7.イナズマカフェ

8.ガンダムモニュメント

5.高円寺

Nozokizaka

Ikebukuro

Tokiwaso Manga Museum

Tokiwaso Manga Station

Tokiwaso-dori Oyasumidokoro 
(Tourist Information)

Animate Ikebukuro Flagship Store

11.トキワ荘マンガミュージアム

12.トキワ荘マンガステーション

13.トキワ荘通りお休み処

14.アニメイト池袋本店

9.のぞき坂
10.池袋

野中
NAKANO

並杉
SUGINAMI

島豊
TOSHIMA

©窪岡俊之 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
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中野・杉並・豊島
アニメ・サブカル紹介
リーフレット

Anime & Subculture Guide Brochure
in Nakano / Suginami / Toshima

いざ、聖地へHoly land, here w
e come!

池袋
Ikebukuro聖

地
聖
地
池袋
Ikebukuro聖

地
聖
地

H
oly land
H
oly land

10



日本のアニメ全体を体系づけて学び、体験し、理解しながら
楽しめる、日本で初めての施設。アニメ全般を紹介するほ
か、アフレコやパラパラアニメ制作体験などもできます。
アニメ企画展やワークショップも随時開催！最新情報は、
HP・Twitterからチェック！

日本のサブカルチャーの聖地と呼ばれる中野を代表する
商業施設。“まんだらけ”をはじめとして300を超える様々な
店舗が入っており、フィギュアやアニメのセル画などマニ
アックなものから、書籍アパレルなど見知ったものまで、
商品の品揃えは中野一！中古品を扱う店も多く、中にはレア
なお宝商品が眠っていることも。ここでなら長年探していた
ものに出会えるかも！？

中野ブロードウェイの「顔」とも言える
お店の一つ。館内に30店舗展開し、
マンガ・アニメを中心に本、フィギュア、
アニメのセル画など様々なコレク
ターアイテムが集まっています！お店の
ショーウインドウにはレアグッズが
ズラリとならんでいて、思わず目が釘
付けになってしまいます！
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地
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どこをむいても怪獣だらけ！怪獣をテーマにしたカフェ＆バー。大小
様々な怪獣達がところせましと並んでいます！怪獣ホステス、
ムーチョがあなたをお出迎え！

2-3-2 Minami-Nagasaki, Toshima City

10 minute walk from "Ochiai-Minami-Nagasaki Station" A2 Exit

15 minute walk from "Higashi-Nagasaki Station"South Exit

12 minute walk from "Shiina-machi Station" South Exit

Every Monday (the following weekday if a public holiday falls on Monday), 
New Years Holiday

10:00 a.m. - 6:00 p.m. (Last Admission 5:30 p.m.)

豊島区南長崎 2-3-2 

「落合南長崎駅」A2出口より徒歩10分

「東長崎駅」南口より徒歩15分

「椎名町駅」南口より徒歩12分

毎週月曜（祝祭日にあたる場合はその翌平日）、年末年始

10:00～18:00（入館は17:30まで） 

03-6674-2518 
http://www.toshima-mirai.jp/tokiwaso/index.html

住所 Address

アクセス Access

休館日 Closed

開館時間 Opening Hours

電話 Phone

URL

豊島区南長崎 2-3-3（お休み処の3軒となり）

毎週月曜（祝祭日にあたる場合はその翌平日）、年末年始

10:00～18:00（入館は17:50まで）

03-6915-3277

2-3-3 Minami-Nagasaki, Toshima City 

Every Monday (the following weekday if a public holiday falls on Monday),
New Years Holiday

10:00 a.m. - 6:00 p.m. (Last Admission 5:50 p.m.)

住所 Address

休館日 Closed

開館時間 Opening Hours

電話 Phone

5-52-15 Nakano, Nakano City
 (1-4F NAKANO BROADWAY)

5 minute walk from "Nakano Station"

中野区中野5-52-15
（中野ブロードウェイ1～4F）

「中野駅」より徒歩5分

https://www.mandarake.co.jp/dir/nkn/

住所 Address

アクセス Access

URL

1-14-16 Arai, Nakano City

8 minute walk from "Nakano Station"

中野区新井1-14-16

「中野駅」より徒歩８分

http://daikaijyu-salon.com/

住所 Address

アクセス Access

URL

3-32-1 Kamiigusa, Suginami City

"Kami-igusa Station"

杉並区上井草3-32-1

「上井草駅」下車

http://www.kami-igusa.com

住所 Address

アクセス Access

URL

1-20-7 Higashiikebukuro,Toshima City

5 minute walk from "Ikebukuro Station" East Exit

豊島区東池袋1-20-7

「池袋駅」東口より徒歩5分

https://www.animate.co.jp/shop/ikebukuro

住所 Address

アクセス Access

URL

3-27-10 Amanuma, Suginami City

3 minute walk from "Ogikubo Station"

杉並区天沼3-27-10

「荻窪駅」より徒歩３分

https://ameblo.jp/inazumacafe

住所 Address

アクセス Access

URL

壁いっぱいに描かれた、マンガ家やアニメーターの直筆イラスト
は圧巻！ファンにはたまらない空間です。メニューも豊富で夜は
お酒も楽しめます！

1階にはトキワ荘関連のグッズ
が販売されており、2階には
寺田ヒロオの再現部屋などが
展示されています。

「ガンダム」シリーズを手
がけるアニメ制作会社サン
ライズ本社がある上井草は、
ファンも訪れるガンダム
誕生の地。商店街のあちこち
でガンダムに出会えます！

全国に100店舗以上展開するアニメ・コミック・ゲーム・
キャラクターグッズの専門店「アニメイト」の本店。さまざま
な関連商品の販売だけでなく、サイン会やトークなどのイベ
ントも開催！

namco中野店は、「アイドルマスター」がアーケード
ゲームとしてリリースされる際のロケテストやアー
ケード版のオンラインプレイ最終日のイベント、
その5年後のトークイベントが行われた場所。以降、
声優のサイン入り筐体や交流ノートなどが置かれる
など、作品の聖地としてファンから親しまれている。

この作品で印象的なシーンの一つである坂道のモチーフになっているのが、
都電荒川線の学習院下停留場と鬼子母神前停留場の間にあるのぞき坂だ。
別名を胸突き坂というほど、都内でも屈指の急こう配の坂となっている。
また、この周辺には目白稲荷神社や金乗院などの歴史のある寺社や、
神田川にかかる面影橋といった美しい景色が楽しめるスポットなども
あるので合わせて巡ってみてはいかがでしょうか。

作中では「高円寺ルック商店街」や「高円寺陸橋」など多くの場所が
登場する。高円寺はライブハウスや古着店、飲食店が多く立ち並び、
サブカルチャーに関心のある若者に人気の街として全国的に有名。
駅周辺は、「高円寺純情商店街」を筆頭に17もの商店街が集まって
おり、昔懐かしい人情味あふれるスポットとなっている。一歩路地裏に
足を踏み入れると、個性的なお店に出会える。約100万人が訪れる
「東京高円寺阿波おどり」をはじめ、四大祭りも必見だ。

Many locations including "Koenji Look Shopping Street" and "Koenji Overpass" appear 
in the work. Koenji is nationally renowned as an area popular among young people 
who are interested in subculture, with many live music clubs, second-hand clothing 
stores and restaurants. There are as many as 17 shopping streets including "Koenji 
Junjo Shopping Street" around the station where visitors will be surrounded by warm 
nostalgic atmosphere. Once you step off the main street and into the back alley, you 
will encounter many unique shops. It is famous for its four major festivals including 
"Tokyo Koenji Awaodori", which attracts about 1 million people each year.

The slope which appears in one of the significant scenes of the work was inspired by Nozokizaka, 
a slope located between the Gakushuinshita Stop and Kishibojinmae Stop of the Toden Arakawa 
Line. Also known as "Munatsukizaka" (Heartbreak Hill), it is one of the steepest slopes in Tokyo. 
While in the area, take a stroll to visit historic temples and shrines including Mejiro Inari Shrine 
and Kinjoin, and scenic spots such as the Omokage Bridge over the Kanda River.

namco Nakano Store was where the playtesting for "THE 
iDOLM@STER" took place when it was released as an arcade 
game. It also was the venue for events including the last day of the 
online play of the arcade version and the talk show held 5 years 
later. Since then, it has been loved  by the fans as the holy land of 
the series. You will find the voice actor's autographed casing and 
exchange notes.

A commercial facility that represents Nakano, known as the holy land 
of Japanese subculture. Housing over 300 shops including "Manda-
rake", you will find anything from unique items such as figures and 
animation cels to ordinary items such as books and apparel. You can 
dig for hidden gems in one of the many shops handling second-hand 
goods. You may also find the item you have been searching for!

Prepare to be surrounded by monsters! This monster-themed cafe & bar is 
packed with monsters of all sizes.  Mucho, the monster hostess, welcomes you at 
the entrance.

One of the shops known as the "face" of 
Nakano Broadway. An array of collectables 
including manga, anime, books, figures, and 
animation cels related goods are sold in the 
30 shops within the building.You will be 
amazed by all the rare items that are on 
display in the store window !

Be amazed by the illustrations all across the wall hand-drawn by manga 
artists and animators! It is an irresistible location for true fans. The cafe 
offers a variety of menus, and alcoholic beverages are available at night.

On the first floor, visitors will be 
able to purchase Tokiwaso related 
goods. The reproduction of Hiroo 
Terada's room and other exhibits 
are on the second floor.

かつて豊島区椎名町（現・南長崎）にあったトキワ荘は、手塚治虫をはじめとする現代マンガの巨匠たち
が住み集い、若き青春の日々を過ごした伝説のアパートです。トキワ荘は老朽化のため解体されまし
たが、2020年にマンガ文化を伝える施設「トキワ荘マンガミュージアム」としてよみがえりました。

「漫画少年」（復刻版）や「火の鳥」他、トキワ荘
に入居していたマンガ家、その関連の貴重な
作品を手に取ってご覧頂けます。
Visitors will be able to take a look at works such as 
"Manga Shonen"(reprint),  "Phoenix" and other valuable 
works by manga artists who lived in Tokiwaso.

Kami- igusa  i s  where  the  
headquarter of the production 
co m p a n y  o f  t h e  G u n d a m  
series, Sunrise is located, and 
it is visited by the fans as the 
birthplace of Gundam. You will 
encounter  many  Gundam 
m o n u m e n t s  a c r o s s  t h e  
shopping street.

The first facility in Japan where you can systematically learn, 
experience and obtain an understanding of Japanese anime while 
having fun.In addition to the introduction of anime in general, you 
will be able to experience post recording and flip animation produc-
tion. Special exhibitions and workshops are held regularly. Check 
for the latest information on our website or Twitter!

The Flagship store of "Animate", a specialty 
store handling anime, comics,  games, 
character goods with over 100 locations 
nationwide. It also hosts various events such 
as autograph sessions and talk shows.
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アクセス Access

休館日 Closed

開館時間 Opening Hours

入館料 Admission fee

予約 Reservation

電話 Phone

URL

Minami-Nagasaki Hanasaki Park, 3-9-22 Minami-Nagasaki, Toshima City

5 minute walk from "Ochiai-Minami-Nagasaki Station" A2 Exit

10 minute walk from "Higashi-Nagasaki Station" South Exit

15 minute walk from "Shiina-machi Station" South Exit

Every Monday (the following weekday if a public holiday falls on Monday), New Years Holiday

10:00 a.m. - 6:00 p.m. (Last Admission 5:30 p.m.)

free (Some exhibitions require admission fees.)

Online reservation through website required for admission.
 *Please check the website for the latest information.

豊島区南長崎3-9-22南長崎花咲公園内

「落合南長崎駅」A2出口より徒歩 5 分

「東長崎駅」南口より徒歩 10 分

「椎名町駅」南口より徒歩 15 分 

毎週月曜（祝祭日にあたる場合はその翌平日）、年末年始

10:00～18:00（入館は17:30まで） 

無料（企画展は有料の場合あり）

入館はHPからの事前予約制
※最新情報はHPをご確認ください

03-6912-7706 
https://tokiwasomm.jp/ 

杉並区上荻3-29-5 杉並会館3階

「荻窪駅」北口より関東バスで約５分「荻窪警察署前」下車

月曜（祝祭日にあたる場合はその翌日）※臨時休館あり

10:00～18:00（入館は17:30まで）

無料 

あり（音声ガイドなど）

03-3396-1510
https://sam.or.jp/
@suginami_sam

3F Suginami Kaikan, 3-29-5 Kamiogi, Suginami City

Approximately 5 minutes via Kanto Bus from the North Exit of "Ogikubo Station".
Get off at "Ogikubo Keisatsusho-mae" Bus Stop.

Every Monday (the following day if a public holiday falls on Monday)

10:00 a.m. - 6:00 p.m. (Last Admission 5:30 p.m.)

free

Yes (Audio Guide etc.)

住所 Address

アクセス Access

休館日 Closed

開館時間 Opening Hours

入館料 Admission Fee

多言語対応 Multilingual

電話 Phone

URL
Twitter

HP Twitter
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spotspotspot
中野ブロードウェイ

Nakano Broadway

spotspotspot
まんだらけ中野店
Mandarake Nakano Store

spotspotspot
大怪獣サロン

Daikaiju Salon

spotspotspot
イナズマカフェ

Inazuma Cafe
spotspotspot

ガンダムモニュメント
Gundam Monument 

spotspotspot
トキワ荘通りお休み処

Tokiwaso-dori Oyasumidokoro (Tourist Information)

spotspotspot
アニメイト池袋本店

Animate Ikebukuro Flagship Store

spotspotspot
東京工芸大学杉並アニ

メーションミュージア
ム

Tokyo Polytechnic University Suginami Animation Museum

spotspotspot
トキワ荘マンガミュー

ジアム
Tokiwaso Manga Museum

spotspotspot
トキワ荘マンガステー

ション
Tokiwaso Manga Station
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Once located in Shiina-machi, Toshima City (present-day Minami-Nagasaki), Tokiwaso is a legendary apartment where 
masters of modern manga including Osamu Tezuka lived together and spent their youthful days. Tokiwaso was demolished 
due to deterioration, but in 2020 it was renovated as "Tokiwaso Manga Museum", a facility conveying the manga culture.
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中野区中野5-52-15

「中野駅」より徒歩５分

https://nakano-broadway.com/

5-52-15 Nakano, Nakano City

5 minute walk from "Nakano Station"

住所 Address

アクセス Access

URL


