
  

 

2019 年 9 月 

 

各位 

 

公益財団法人 日本漢字能力検定協会 

 

 

消費税率変更に伴う書籍の定価について 

 

 

謹啓 皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、すでにご承知のとおり、2019 年 10 月 1 日より税率が８％から１０％へ変更されます。 

弊協会発行書籍は、2019 年 10 月 1 日以降、本体価格の変更はございませんが、下記の例のように

すべて１０％の税率を適用いたしますのでご留意ください。各書籍の定価につきましては、別紙価

格表をご参照ください。 

以上、何卒よろしくお願い申し上げます。 

謹白 

 

  

記 

 

【例】 

本体価格 税込価格(８％) 本体価格 税込価格(10％）

漢検　２級　漢字学習ステップ　改訂三版 ¥1,200 ¥1,296 ¥1,200 ¥1,320

漢検　準２級　漢字学習ステップ　改訂二版 ¥1,000 ¥1,080 ¥1,000 ¥1,100
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以上 



本体価格 本体価格＋税８% 本体価格 本体価格＋税１０%

漢検漢字辞典　第二版 ¥3,300 ¥3,564 → ¥3,300 ¥3,630

四字熟語辞典　第二版 ¥2,800 ¥3,024 → ¥2,800 ¥3,080

漢検要覧　１/準１級対応 ¥2,500 ¥2,700 → ¥2,500 ¥2,750

漢検要覧　２～１０級対応 ¥1,700 ¥1,836 → ¥1,700 ¥1,870

漢検　２級　漢字学習ステップ　改訂三版 ¥1,200 ¥1,296 → ¥1,200 ¥1,320

漢検　準２級　漢字学習ステップ　改訂二版 ¥1,000 ¥1,080 → ¥1,000 ¥1,100

漢検　３級　漢字学習ステップ　改訂三版 ¥1,000 ¥1,080 → ¥1,000 ¥1,100

漢検　４級　漢字学習ステップ　改訂三版 ¥1,000 ¥1,080 → ¥1,000 ¥1,100

漢検　５級　漢字学習ステップ　改訂三版 ¥900 ¥972 → ¥900 ¥990

漢検　６級　漢字学習ステップ　改訂三版 ¥900 ¥972 → ¥900 ¥990

漢検　７級　漢字学習ステップ　改訂三版 ¥900 ¥972 → ¥900 ¥990

漢検　８級　漢字学習ステップ　改訂二版 ¥900 ¥972 → ¥900 ¥990

漢検　９級　漢字学習ステップ　改訂版 ¥900 ¥972 → ¥900 ¥990

漢検　１０級　漢字学習ステップ　改訂版 ¥900 ¥972 → ¥900 ¥990

漢検　８級　漢字学習ステップ　ワイド版　改訂二版 ¥1,000 ¥1,080 → ¥1,000 ¥1,100

漢検　９級　漢字学習ステップ　ワイド版　改訂版 ¥1,000 ¥1,080 → ¥1,000 ¥1,100

漢検　１０級　漢字学習ステップ　ワイド版　改訂版 ¥1,000 ¥1,080 → ¥1,000 ¥1,100

漢検　１/準１級　過去問題集　2019年度版　 ¥1,300 ¥1,404 → ¥1,300 ¥1,430

漢検　２級　過去問題集　2019年度版 ¥1,200 ¥1,296 → ¥1,200 ¥1,320

漢検　準２級　過去問題集　2019年度版 ¥1,100 ¥1,188 → ¥1,100 ¥1,210

漢検　３級　過去問題集　2019年度版 ¥1,100 ¥1,188 → ¥1,100 ¥1,210

漢検　４級　過去問題集　2019年度版 ¥1,000 ¥1,080 → ¥1,000 ¥1,100

漢検　５級　過去問題集　2019年度版 ¥900 ¥972 → ¥900 ¥990

漢検　６級　過去問題集　2019年度版 ¥900 ¥972 → ¥900 ¥990

漢検　７級　過去問題集　2019年度版 ¥900 ¥972 → ¥900 ¥990

漢検　８級　過去問題集　2019年度版 ¥900 ¥972 → ¥900 ¥990

漢検　９級　過去問題集　2019年度版 ¥900 ¥972 → ¥900 ¥990

漢検　１０級　過去問題集　2019年度版 ¥900 ¥972 → ¥900 ¥990

漢検　１級　分野別　精選演習　 ¥1,400 ¥1,512 → ¥1,400 ¥1,540

漢検　準１級　分野別　精選演習 ¥1,300 ¥1,404 → ¥1,300 ¥1,430

漢検　２級　分野別問題集　改訂二版 ¥900 ¥972 → ¥900 ¥990

漢検　準２級　分野別問題集　改訂版 ¥900 ¥972 → ¥900 ¥990

漢検　３級　分野別問題集　改訂二版 ¥900 ¥972 → ¥900 ¥990

漢検　４級　分野別問題集　改訂二版 ¥900 ¥972 → ¥900 ¥990

漢検　５級　分野別問題集 ¥860 ¥929 → ¥860 ¥946

漢検　６級　分野別問題集 ¥860 ¥929 → ¥860 ¥946

漢検　実物大過去問　本番チャレンジ！　１/準１級 ¥900 ¥972 → ¥900 ¥990

漢検　実物大過去問　本番チャレンジ！　２級 ¥900 ¥972 → ¥900 ¥990

漢検　実物大過去問　本番チャレンジ！　準２級 ¥800 ¥864 → ¥800 ¥880

漢検　実物大過去問　本番チャレンジ！　３級 ¥800 ¥864 → ¥800 ¥880

漢検　実物大過去問　本番チャレンジ！　４級 ¥800 ¥864 → ¥800 ¥880

漢検　実物大過去問　本番チャレンジ！　５級 ¥700 ¥756 → ¥700 ¥770

漢検　実物大過去問　本番チャレンジ！　６級 ¥700 ¥756 → ¥700 ¥770

漢検　実物大過去問　本番チャレンジ！　７級 ¥700 ¥756 → ¥700 ¥770

漢検　実物大過去問　本番チャレンジ！　８級 ¥700 ¥756 → ¥700 ¥770

漢検　実物大過去問　本番チャレンジ！　９級 ¥700 ¥756 → ¥700 ¥770

漢検　実物大過去問　本番チャレンジ！　１０級 ¥700 ¥756 → ¥700 ¥770

いちまるとはじめよう！わくわく漢検　５級 ¥750 ¥810 → ¥750 ¥825

いちまるとはじめよう！わくわく漢検　６級 ¥750 ¥810 → ¥750 ¥825

いちまるとはじめよう！わくわく漢検　７級 ¥750 ¥810 → ¥750 ¥825

いちまるとはじめよう！わくわく漢検　８級 ¥750 ¥810 → ¥750 ¥825

いちまるとはじめよう！わくわく漢検　９級 ¥750 ¥810 → ¥750 ¥825

いちまるとはじめよう！わくわく漢検　１０級 ¥750 ¥810 → ¥750 ¥825

漢検　２級　ハンディ漢字学習　改訂版 ¥880 ¥950 → ¥880 ¥968

漢検　準２級　ハンディ漢字学習　改訂版 ¥880 ¥950 → ¥880 ¥968

漢検　３級　ハンディ漢字学習　改訂版 ¥880 ¥950 → ¥880 ¥968

漢検　４級　ハンディ漢字学習　改訂版 ¥880 ¥950 → ¥880 ¥968

漢検　５級　ハンディ漢字学習　改訂版 ¥860 ¥929 → ¥860 ¥946

漢検　６級　ハンディ漢字学習　改訂版 ¥860 ¥929 → ¥860 ¥946

書籍名
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● 消費税率変更に伴う、協会書籍の定価一覧 ※学校・団体採用商品につきましては、団体専用ページに掲載しております。

「各種資料のダウンロード」にてご確認ください。



本体価格 本体価格＋税８% 本体価格 本体価格＋税１０%
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● 消費税率変更に伴う、協会書籍の定価一覧 ※学校・団体採用商品につきましては、団体専用ページに掲載しております。

「各種資料のダウンロード」にてご確認ください。

基礎から学べる！　文章力ステップ　文章検２級対応 ¥700 ¥756 → ¥700 ¥770

基礎から学べる！　文章力ステップ　文章検準２級対応 ¥700 ¥756 → ¥700 ¥770

基礎から学べる！　文章力ステップ　文章検３級対応 ¥700 ¥756 → ¥700 ¥770

基礎から学べる！　文章力ステップ　文章検４級対応 ¥700 ¥756 → ¥700 ¥770

文章検　公式テキスト　２級 ¥450 ¥486 → ¥450 ¥495

文章検　公式テキスト　準２級 ¥450 ¥486 → ¥450 ¥495

文章検　公式テキスト　３級 ¥450 ¥486 → ¥450 ¥495

文章検　公式テキスト　４級 ¥450 ¥486 → ¥450 ¥495

文章検　過去問題集　Ｖｏｌ．２　　２級 ¥1,100 ¥1,188 → ¥1,100 ¥1,210

文章検　過去問題集　Ｖｏｌ．２　　準２級 ¥1,100 ¥1,188 → ¥1,100 ¥1,210

文章検　過去問題集　Ｖｏｌ．２　　３級 ¥1,100 ¥1,188 → ¥1,100 ¥1,210

文章検　過去問題集　Ｖｏｌ．２　　４級 ¥1,100 ¥1,188 → ¥1,100 ¥1,210

さわって！あそんで！みんなの漢字 ¥1,900 ¥2,052 → ¥1,900 ¥2,090

漢検の絵本　いちまるとふしぎな手 ¥1,000 ¥1,080 → ¥1,000 ¥1,100

漢字学　ことはじめ ¥1,200 ¥1,296 → ¥1,200 ¥1,320

マンガで体験！にっぽんのカイシャ ¥1,200 ¥1,296 → ¥1,200 ¥1,320

ＢＪＴビジネス日本語能力テスト　公式模擬テスト＆ガイド ¥1,700 ¥1,836 → ¥1,700 ¥1,870

ＢＪＴビジネス日本語能力テスト　公式ガイド　改訂版 ¥1,238 ¥1,337 → ¥1,238 ¥1,362

ＢＪＴビジネス日本語能力テスト　体験テストと解説　改訂版 ¥1,800 ¥1,944 → ¥1,800 ¥1,980


