
都道府県 書店名 店舗名 郵便番号 住所

1 北海道 MARUZEN&ジュンク堂書店 札幌店　　 〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西1-8-2 丸井今井南館地下2階～5階

2 青森 成田本店 しんまち店 〒030-8588 青森県青森市新町1-13-4

3 岩手 ジュンク堂書店 盛岡店　　 〒020-0022 岩手県盛岡市大通2-8-14 MOSSビル 2階・3階・4階

4 宮城 丸善書店 仙台アエル店 〒980-6101 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 AER1階

5 秋田 ジュンク堂書店 秋田店 〒010-0874 秋田県秋田市千秋久保田町4-2 秋田オーパ 6階

6 山形 八文字屋 ＴＥＮＤＯ八文字屋 〒994-0024 山形県天童市鍬ノ町2-3-43

7 福島 ジュンク堂書店 郡山店 〒963-8004 福島県郡山市中町13-1 うすい百貨店9階

8 茨城 丸善書店 水戸京成店 〒310-0026 茨城県水戸市泉町1-6-1京成百貨店8階

9 栃木 喜久屋書店 宇都宮店 〒320-0026 栃木県宇都宮市馬場通り2-3-12 MEGAドンキ・ラパーク宇都宮店5階・6階

10 群馬 紀伊国屋書店 前橋店 〒371-0801 群馬県前橋市文京町2-1-1 けやきウォーク前橋1階

11 埼玉 ジュンク堂書店 大宮高島屋店 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-32 大宮高島屋ビル7階

12 千葉 丸善書店 津田沼店 〒275-0026 千葉県習志野市谷津7-7-1 Loharu津田沼B棟2・3階

13 丸善書店 丸の内本店 〒100-8203 東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ1階～4階

14 丸善書店 日本橋店 〒103-8245 東京都中央区日本橋2-3-10

15 ジュンク堂書店 池袋本店　 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-15-5

16 神奈川 丸善書店 ラゾーナ川崎店 〒212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ1階

17 新潟 ジュンク堂書店 新潟店 〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1-1 プラーカ1 1階・地下1階

18 長野 MARUZEN 松本店 〒390-0815 長野県松本市深志1-3-11 コングロM 地下1階～2階

19 山梨 ジュンク堂書店 岡島甲府店 〒400-8660 山梨県甲府市丸の内1-21-15 岡島百貨店6階

20 静岡 MARUZEN&ジュンク堂書店 新静岡店 〒420-8508 静岡県静岡市葵区鷹匠1-1-1 新静岡セノバ5階

21 MARUZEN 名古屋本店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-8-14

22 ジュンク堂書店 ロフト名古屋店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク地下1階・7階

23 岐阜 丸善書店 岐阜店 〒502-0882 岐阜県岐阜市正木中1-2-1 マーサ21 3階

24 三重 MARUZEN 四日市店 〒510-8585 三重県四日市市諏訪栄町7-34 近鉄百貨店四日市店 地下1階

25 富山 文苑堂書店 富山豊田店 〒931-8313 富山県富山市豊田町2-8-14

26 石川 金澤文苑堂 示野本店 〒920-0059 石川県金沢市戸板西1-7

27 福井 勝木書店 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　新二の宮店 〒910-0015 福井県福井市二の宮5-18-8

28 滋賀 ジュンク堂書店 滋賀草津店 〒525-0032 滋賀県草津市大路1-1-1 ガーデンシティ草津 地下1階

29 京都 丸善書店 京都本店 〒604-8032 京都府京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251 京都BAL 地下1階～地下2階

30 奈良 ジュンク堂書店 奈良店 〒631-0821 奈良県奈良市西大寺東町2-4-1 ならファミリー 4階

31 ジュンク堂書店 大阪本店 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ2階～3階 

32 ジュンク堂書店 天満橋店 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1 京阪シティモール7階

33 兵庫 ジュンク堂書店 三宮店 〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-6-18

34 和歌山 Way書店 TSUTYA WAY
ガーデンパーク和歌山店 〒640-8421 和歌山県和歌山市松江字向鵜ノ島1469-1

35 鳥取 今井書店 本の学校今井ブックセンター 〒683-0801 鳥取県米子市新開2-3-10

36 島根 今井書店 今井書店AREA 〒693-0004 島根県出雲市渡橋町1066 イオンモール出雲3階

37 岡山 丸善書店 岡山シンフォニービル店 〒700-0822 岡山県岡山市北区表町1-5-1 岡山シンフォニービル地下1階

38 広島 ジュンク堂書店 広島駅前店　 〒732-0822 広島県広島市南区松原町9-1 福屋広島駅前店10階

39 山口 明屋書店 Ｓｅｒｅｎ　Ｄｉｐ　明屋書店
ゆめタウン徳山店 〒745-0842 山口県周南市青山町1-18 ゆめタウン徳山２F

40 徳島 平惣 徳島店 〒770-8052 徳島県徳島市沖浜3-9

41 香川 ジュンク堂書店 高松店 〒760-0054 香川県高松市常磐町1-3-1 瓦町FLAG 7階

42 愛媛 ジュンク堂書店 松山店 〒790-0011 愛媛県松山市千舟町5-7-1 エスパス松山ビル

43 高知 金高堂 本店 〒780-0841 高知県高知市帯屋町2-2 帯屋町チェントロ１階

44 ジュンク堂書店 福岡店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-10-13 メディアモール天神地下1階～4階

45 丸善書店 博多店 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ8階

46 佐賀 紀伊国屋書店 佐賀店 〒849-0919 佐賀県佐賀市兵庫北5-14-1 ゆめタウン佐賀　2階

47 長崎 好文堂書店 〒850-0853 長崎県長崎市浜町8-29 B1

48 熊本 長崎書店 上通店 〒560-0845 熊本県熊本市中央区上通町6-23

49 大分 ジュンク堂書店 大分店 〒870-0035 大分県大分市中央町2-3-4 大分中央BESTビル1～5階

50 宮崎 田中書店 イオンモール都城駅前店 〒885-0023 宮崎県都城市栄町4672-5 イオンモール都城駅前１F

51 鹿児島 ジュンク堂書店 鹿児島店 〒892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町6-5 マルヤガーデンズ5階･6階 

52 沖縄 ジュンク堂書店 那覇店 〒900-0013 沖縄県那覇市牧志1-19-29 D-NAHA 地下1階～3階 

インテリアコーディネーター資格試験受験申込書　設置書店リスト

※在庫切れの場合がございます。あらかじめご了承ください。
以下の店舗にて入手できない場合には、資格試験運営事務局までお取り寄せください。

東京

愛知

大阪

福岡


