
『漢検ジャーナル』設置書店名(2023/01/11)

　公益財団法人 日本漢字能力検定協会

都道府県 書店名 都道府県 書店名

北海道 喜久屋書店　小樽店 千葉県 くまざわ書店　ペリエ千葉本店

北海道 ザ・本屋さん　コロニー店 千葉県 未来屋書店　新松戸店

青森県 宮脇書店青森店 千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ千葉ニュータウン店

青森県 成田本店サンロード店 千葉県 ブックマルシェ　我孫子店

青森県 弘前大学生活協同組合ＳＨＡＲＥＡ店 千葉県 喜久屋書店千葉ニュータウン店

青森県 伊吉書院　類家店 千葉県 くまざわ書店　ららぽーと船橋店

青森県 合資会社　伊吉書院西店 千葉県 丸善　津田沼店

岩手県 東山堂　三ツ割店 千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ勝田台店

岩手県 ジュンク堂書店　盛岡店 千葉県 未来屋書店　柏店

岩手県 ブックスアメリカン北上店 千葉県 紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店

岩手県 エムズ書店　桜台店 千葉県 未来屋書店　ユーカリが丘店

岩手県 さわや書店イオンタウン釜石店 千葉県 紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店

岩手県 宮脇書店　一関店 千葉県 未来屋書店　ユーカリが丘店

宮城県 丸善　仙台アエル店 東京都 虎ノ門書房田町店

宮城県 未来屋書店　名取店 東京都 太洋堂書店

宮城県 宮脇書店　気仙沼 東京都 くまざわ書店　錦糸町店

宮城県 アビリティーズジャスコ（株）スクラム古川店 東京都 有隣堂　アトレ亀戸店

秋田県 宮脇書店　秋田本店 東京都 中目黒ブックセンター

秋田県 加賀谷書店　茨島店 東京都 紀伊國屋書店　新宿本店

山形県 宮脇書店　天童店 東京都 芳林堂書店　高田馬場店

茨城県 永井書店 東京都 ジュンク堂書店　池袋本店

栃木県 喜久屋書店宇都宮店 東京都 くまざわ書店大泉学園店

栃木県 うさぎや(株）ＴＳＵＴＡＹＡ宇都宮駅東口店 東京都 紀伊國屋書店　成蹊学園ブックセンター

栃木県 ビックワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店 東京都 ジュンク堂書店　吉祥寺店

栃木県 うさぎや　矢板店 東京都 くまざわ書店　八王子店

群馬県 戸田書店　高崎店 東京都 株式会社大妻サポート　購買部多摩店

群馬県 （株）藤岡戸田書店 神奈川県 丸善　ラゾーナ川崎店

埼玉県 須原屋　本店 神奈川県 くまざわ書店　さぎ沼店

埼玉県 宮脇書店　越谷店 神奈川県 有隣堂　トレッサ横浜店

埼玉県 株式会社　酒井書店 神奈川県 ACADEMIA　港北店

埼玉県 紀伊國屋書店　川越店 神奈川県 紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店

埼玉県 宮脇書店　行田持田店 神奈川県 有隣堂　たまプラーザテラス店

埼玉県 高砂屋　PAPA上尾店 神奈川県 ACADEMIA　くまざわ書店橋本店

神奈川県 ＢＯＯＫプラザ文華堂

神奈川県 （有）長谷川書店　ネスパ店

※2023年1月11日時点の情報のため、変更になっている可能性があります。

　また、上記の書店に『漢検ジャーナル』の在庫がない場合もございます。何卒ご容赦ください。



『漢検ジャーナル』設置書店名(2023/01/11)

　公益財団法人 日本漢字能力検定協会

都道府県 書店名 都道府県 書店名

新潟県 未来屋書店　新潟南店 兵庫県 ジュンク堂書店三宮駅前店

富山県 明文堂書店　富山新庄経堂店 兵庫県 喜久屋書店北神戸店

石川県 金沢ビーンズ明文堂 兵庫県 メトロ書店　神戸御影店

山梨県 天真堂書店　塩山店 兵庫県 宮脇書店アマゴッタ店

長野県 平安堂　長野店 兵庫県 ふたば書房　つかしん店

長野県 ニシザワいなっせ店 兵庫県 千種書房

静岡県 戸田書店　藤枝東店 兵庫県 明屋書店　ユートピア野間店

静岡県 谷島屋　三方原店 兵庫県 未来屋書店和田山店

静岡県 谷島屋ららぽーと磐田店 兵庫県 株式会社未来屋書店　加西北条店

愛知県 精文館書店安城店 奈良県 喜久屋書店　奈良駅店

愛知県 （有）日新堂書店 奈良県 啓林堂書店　学園前店

愛知県 丸善名古屋本店 奈良県 ジュンク堂書店奈良店

愛知県 白沢書店 岡山県 津山ブックセンター本店

愛知県 未来屋書店　八事店 広島県 啓文社ポートプラザ店

三重県 本の王国　文化センター前店 広島県 紀伊國屋書店　広島店

滋賀県 大垣書店　フォレオ大津一里山店 広島県 丸善　広島店

大阪府 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店 広島県 ジュンク堂書店　広島駅前店

大阪府 アミーゴ書店都島店 広島県 フタバ図書　ＧＩＧＡ広島駅前店

大阪府 ジュンク堂書店　天満橋店 広島県 フタバ図書　アルティアルパーク北棟店

大阪府 ジュンク堂書店上本町店 広島県 紀伊國屋書店　ゆめタウン広島店

大阪府 くまざわ書店　阿倍野店 広島県 啓文社　西条店

大阪府 ジュンク堂書店　近鉄あべのハルカス店 山口県 くまざわ書店　下関店

大阪府 ジュンク堂書店　難波店 山口県 宮脇書店　宇部店

大阪府 大垣書店　豊中緑丘店 愛媛県 明屋書店　川之江店

大阪府 アミーゴ書店　千里丘店

大阪府 アバンティブックセンター原山台店

※2023年1月11日時点の情報のため、変更になっている可能性があります。

　また、上記の書店に『漢検ジャーナル』の在庫がない場合もございます。何卒ご容赦ください。
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　公益財団法人 日本漢字能力検定協会

都道府県 書店名 都道府県 書店名

福岡県 喜久屋書店　小倉南店 佐賀県 くまざわ書店　佐賀店

福岡県 アカデミア　サンリブシティ小倉店 佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鳥栖店

福岡県 喜久屋書店　小倉店 佐賀県 紀伊國屋書店　佐賀店

福岡県 ブックセンタークエスト　小倉本店 長崎県 紀伊國屋書店　長崎店

福岡県 くまざわ書店　サンリブもりつね店 長崎県 メトロ書店　長崎本店

福岡県 ブックセンタークエスト　大手町店

福岡県 ブックセンタークエスト　鞘ケ谷店

福岡県 福岡金文堂　本店 長崎県 ブックマート　諫早

福岡県 未来屋書店　笹丘店 長崎県 金明堂書店　大野モール店

福岡県 フタバ図書　ＴＥＲＡイオンモール福岡店 長崎県 福岡金文堂　イオン大塔店

福岡県 未来屋書店　福津店 長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　広田店

福岡県 紀伊國屋書店　福岡本店 熊本県 蔦屋書店　熊本三年坂

福岡県 丸善　博多店 熊本県 金龍堂　まるぶん店

福岡県 ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂えきマチ１丁目香椎店 熊本県 紀伊國屋書店　熊本はません店

福岡県 くまざわ書店福岡西新店 熊本県 紀伊國屋書店　熊本光の森店

福岡県 紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店 大分県 くまざわ書店　大分店

福岡県 未来屋書店　香椎浜店 大分県 リブロ　大分わさだ店

福岡県 積文館書店　アクロスモール春日店 大分県 明屋書店　日田店

福岡県 フタバ図書　ＧＩＧＡ春日店 宮崎県 蔦屋書店　宮崎高千穂通り

福岡県 未来屋書店　大野城店 鹿児島県 アシーネ　鹿児島店

福岡県 TSUTAYA 積文館書店 シュロアモール店 鹿児島県 ブックスミスミ　オプシア店

福岡県 蔦屋書店　イオンモール筑紫野 鹿児島県 ジュンク堂書店　鹿児島店

福岡県 積文館書店　筑紫野店 沖縄県 球陽堂書房　那覇メインプレイス店

福岡県 福岡金文堂　姪浜南店 沖縄県 ジュンク堂書店　那覇店

福岡県 アシーネ　マリナタウン店 沖縄県 リブロ　リウボウブックセンター店

福岡県 福家書店　福岡木の葉モール橋本店 沖縄県 くまざわ書店　那覇店

福岡県 未来屋書店　福岡伊都店 沖縄県 田園書房　つかざん店

福岡県 未来屋書店　直方店 沖縄県 球陽堂書房　マチナト店

福岡県 ＢＯＯＫＳあんとく　みずま店 沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　首里店

福岡県 未来屋書店　大牟田店 沖縄県 大城書店　石川店

福岡県 紀伊國屋書店　久留米店 沖縄県 ＢＯＯＫＳきょうはん　宮古南店

沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　石垣店

長崎県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ

ＭＩＲＡＩＮＡＧＡＳＡＫＩ

ＣＯＣＯＷＡＬＫ店

※2023年1月11日時点の情報のため、変更になっている可能性があります。

　また、上記の書店に『漢検ジャーナル』の在庫がない場合もございます。何卒ご容赦ください。


