
　　　　　　　　　　　　　　               　管理業務主任者試験　受験申込案内書　配布窓口（書店）

配布期間　　８月１日（金）～９月３０日（火）

北海道 札幌市 紀伊國屋書店　札幌本店 060-0005 札幌市中央区北5条西5丁目7番地　sapporo55 1･2F 札幌駅

三省堂書店　札幌店 060-0005 札幌市中央区北五条西2-5　JRﾀﾜｰ札幌ｽﾃﾗﾌﾟﾚｲｽ5F 札幌駅

MARUZEN&ジュンク堂書店　札幌店 060-0061 北海道札幌市中央区南1条西1-8-2 丸井今井南館Ｂ2～4Ｆ 大通駅

くまざわ書店　アリオ札幌店 065-8518 札幌市東区北7条東9-2-20　アリオ札幌3F 苗穂駅

旭川市 ジュンク堂　旭川店 070-0031 北海道旭川市１条通8丁目108番地　フィール旭川 旭川駅

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

岩手県 盛岡市 さわや書店 本店 020-0022 盛岡市大通2-2-15　さわやﾋﾞﾙ 盛岡駅

宮城県 仙台市 丸善　仙台アエル店 980-6101 仙台市青葉区中央1-3-1　AER1F 仙台駅

※ ジュンク堂書店　仙台本店 980-0021 仙台市青葉区中央4-1-1 仙台イービーンズ 3・5・6・7F 仙台駅

ジュンク堂書店　仙台TR店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央3-6-1　仙台TRビルＢ1Ｆ 仙台駅

秋田県 ジュンク堂書店　秋田店 010-0874 秋田市千秋久保田町4-2　秋田ﾌｫｰﾗｽ6F 秋田駅

山形県 山形市 八文字屋　本店 990-0043 山形市本町2-4-11 山形駅

福島県 福島市 岩瀬書店　中合店 960-8501 福島市栄町5-1　中合福島店二番館6F 福島駅

茨城県 水戸市 川又書店　エクセル店 310-0015 茨城県水戸市宮町1-1-1　ステーションビル5Ｆ 水戸駅

つくば市 ACADEMIA　イーアスつくば店 305-0817 茨城県つくば市研究学園Ｃ50街区-1　イーアスつくば３Ｆ 研究学園駅

栃木県 宇都宮市 紀伊國屋書店　宇都宮店 320-8566 宇都宮市馬場通り3-1-1　宇都宮ﾊﾟﾙｺ8F 宇都宮駅

群馬県 前橋市 煥乎堂　前橋本店 371-0023 前橋市本町1-2-13 前橋駅

戸田書店　前橋本店 371-0013 前橋市西片貝町4-16-7 前橋駅

高崎市 戸田書店　高崎店 370-0074 群馬県高崎市下小鳥町438-1 北高崎駅

埼玉県 さいたま市 須原屋　本店 330-0062 さいたま市浦和区仲町2-3-20-B1F 浦和駅　西口

須原屋　武蔵浦和店 336-0021 埼玉県さいたま市南区別所7-6-8-209　ﾗｲﾌﾞﾀﾜｰ2F 武蔵浦和駅

ジュンク堂書店　大宮高島屋店 330-9621 さいたま市大宮区大門町1-32　大宮髙島屋7Ｆ 大宮駅　東口

くまざわ書店　宮原店 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1　ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大宮宮原店3F　 宮原駅・土呂駅

川口市 文教堂書店　川口駅店 332-0015 川口市川口1-1-1　ｷｭﾎ・ﾟﾗ3階 川口駅　東口

川越市 紀伊國屋書店　川越店 350-0043 川越市新富町2-11-1　まるひろｱﾈｯｸｽA　1・2F 川越駅　東口

越谷市 旭屋書店　新越谷店 343-0845 越谷市南越谷1-11-4　VARIE 3F 新越谷駅・南越谷駅

所沢市 いけだ書店　所沢店 359-1123 所沢市日吉町12-1 ワルツ8F 所沢駅

千葉県 千葉市 三省堂書店　そごう千葉店 260-0028 千葉市中央区新町1000　そごう千葉店9F 千葉駅

船橋市 東京旭屋書店　船橋店 273-0005 船橋市本町7-1-1　東武百貨店5F 船橋駅　北口

ＫＵＭＡＺＡＷＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ららぽーと船橋店 332-0028 千葉県船橋市浜町2-1-1　船橋ららぽーと TOKYO-BAY 北館2Ｆ 船橋駅

習志野市 丸善　津田沼店 275-0026 習志野市谷津7-7-1　ﾌﾞﾛｯｸB棟3F 津田沼駅

くまざわ書店　津田沼店 275-0016 千葉県習志野市津田沼1-1-1　ホテルメッツ津田沼4F 津田沼駅

柏市 浅野書店 277-0005 柏市柏1-1-20　ｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞ柏B1F 柏駅　東口

松戸市 堀江良文堂書店　松戸店 271-0092 松戸市松戸1225良文堂ビル　 松戸駅　東口

流山市 紀伊國屋書店　流山おおたかの森店 270-0121 流山市西初石6-185-2　流山おおたかの森S･C2F 流山おおたかの森駅

東京都 　　新宿 紀伊國屋書店　新宿本店　第二課 163-8636 新宿区新宿3-17-7-3F 新宿駅　東口

紀伊國屋書店　新宿南店 151-0051 渋谷区千駄ヶ谷5-24-2　ﾀｶｼﾏﾔﾀｲﾑｽﾞｽｸｴｱﾋﾞﾙ5F 新宿駅　南口

ブックファースト　新宿店 160-0023 新宿区西新宿1-7-3　ﾓｰﾄﾞ学園ｺｸｰﾝﾀﾜｰ　B1 新宿駅　西口

渋谷 紀伊國屋書店　渋谷店 150-0043 渋谷区道玄坂1-2-2　渋谷東急ﾌﾟﾗｻﾞ5F 渋谷駅　南口

　　池袋 ジュンク堂書店　池袋本店 171-0022 豊島区南池袋2-15-5-5F 池袋駅　東口

旭屋書店　池袋店 171-0021 東京都豊島区西池袋1-1-25東武百貨店池袋店 プラザ館7F 池袋駅　西口

池袋 リブロ　池袋本店 171-8569 豊島区南池袋1-28-1　西武百貨店池袋店書籍館B1Fﾘﾌｧﾚﾝｽｶｳﾝﾀｰ 池袋駅　東口

高田馬場 芳林堂書店　高田馬場店 169-0075 新宿区高田馬場1-26-5　F1ﾋﾞﾙ 高田馬場駅

八重洲 八重洲ブックセンター　本店 104-8456 中央区八重洲2-5-1-2F 東京駅　八重洲口

丸の内 丸善　丸の内本店 100-8203 千代田区丸の内1-6-4　3Fｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｶｳﾝﾀｰ 東京駅　丸の内北口

日本橋 丸善　日本橋店 103-8245 中央区日本橋2-3-10　和書売場 東京ﾒﾄﾛ日本橋駅

大手町 紀伊國屋書店　大手町ビル店 100-0004 千代田区大手町1-6-1　大手町ﾋﾞﾙ1F 東京ﾒﾄﾛ大手町駅

有楽町 三省堂書店　有楽町店 100-0006 千代田区有楽町2-10-1　東京交通会館2F 有楽町駅　東口

神保町 三省堂書店　神保町本店 101-0051 千代田区神田神保町1-1 東京ﾒﾄﾛ神保町駅

秋葉原 書泉ブックタワー 101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-11-1 秋葉原駅

豊洲 紀伊國屋書店　ららぽーと豊洲店 135-8614 江東区豊洲2-4-9　ｱｰﾊﾞﾝﾄﾞｯｸららぽｰと豊洲3F 30900 東京ﾒﾄﾛ豊洲駅

錦糸町 くまざわ書店　錦糸町店 130-0013 東京都墨田区錦糸2-2-1　アルカキット錦糸町9Ｆ 錦糸町駅

蒲田 くまざわ書店　グランデュオ蒲田店 144-0052 東京都大田区蒲田5-13-1　東館6F 蒲田駅

練馬 くまざわ書店　大泉学園店 178-0063 東京都練馬区東大泉5-43-1　ゆめりあフェンテA館 4F 大泉学園駅

西新井 くまざわ書店　西新井店 123-0843 東京都足立区西新井栄町1-20-1　アリオ西新井3階 西新井駅

吉祥寺 BOOKSルーエ 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-14-3 吉祥寺駅　北口

ジュンク堂書店　吉祥寺店 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-5　コスピ吉祥寺Ｂ館　6・7階 吉祥寺駅　北口

地区名 書店 〒 　住　所 最寄り駅

1



　　　　　　　　　　　　　　               　管理業務主任者試験　受験申込案内書　配布窓口（書店）
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国分寺市 紀伊國屋書店　国分寺店 185-0021 国分寺市南町3-20-3　国分寺駅ﾋﾞﾙ8F 国分寺駅　南口

小金井市 くまざわ書店　武蔵小金井店 184-0004 小金井市本町6-14-9　ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ武蔵小金井店3F 武蔵小金井駅　南口

立川市 オリオン書房　ルミネ店 190-0012 立川市曙町2-1-1　立川ﾙﾐﾈ8F 立川駅　北口

町田市 久美堂　本店　3F 194-0013 町田市原町田6-11-10 町田駅

久美堂　小田急店 194-0013 町田市原町田6-12-20　町田小田急スカイタウン8F 町田駅

多摩市 ジュンク堂書店 MARUZEN　多摩センター店 206-0033 東京都多摩市落合1-46-1　ココリア多摩センター５階 多摩センター駅

ACADEMIAくまざわ書店　桜ヶ丘店 206-0011 東京都多摩市関戸1-11-1　京王聖跡ショッピングセンター　Ａ館7Ｆ 聖跡桜ヶ丘駅

八王子市 くまざわ書店　八王子店 192-0083 東京都八王子市旭町2-11 八王子駅

くまざわ書店　八王子東急スクエア店 192-0083 東京都八王子市旭町9-1  東急スクエア7Ｆ 八王子駅

くまざわ書店　八王子南口店 192-0904 東京都八王子市子安4-7-1　サザンスカイタワー八王子1F 八王子駅

神奈川県 川崎市 有隣堂　アトレ川崎店 210-0007 川崎市川崎区駅前本町26-1-6040　アトレ川崎6F 川崎駅　東口

横浜市 有隣堂　横浜駅西口ザ・ダイヤモンド店　 220-0005 横浜市西区南幸1-4-B1F　西口ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ街 横浜駅　西口

有隣堂　ルミネ横浜店 220-0011 横浜市西区高島2-16-1　ﾙﾐﾈ横浜6F 横浜駅　東口

有隣堂　本店　 231-8623 横浜市中区伊勢佐木町1-4-1　5Ｆ 関内駅　南口

紀伊國屋書店　横浜店 220-8510 横浜市西区高島2-18-1　そごう横浜店7F 横浜駅　東口

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1　ノースポートモール3Ｆ センター北駅

くまざわ書店　鶴見店 230-0051 横浜市鶴見区中央1-1-1　ｼｱﾙ鶴見5F 鶴見駅

藤沢市 ジュンク堂書店　藤沢店 251-0052 藤沢市藤沢559　ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ藤沢店　7Ｆ・8Ｆ 藤沢駅

相模原市 くまざわ書店　相模大野店 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1　小田急相模大野ステーションスクエアＡ棟6Ｆ 相模大野駅

ACADEMIAくまざわ書店 橋本店 252-0146 神奈川県相模原市緑区大山町1-22　アリオ橋本店1Ｆ 橋本駅　南口

新潟県 新潟市 紀伊國屋書店　新潟店 950-0088 新潟市中央区万代1-5-1　ラブラ万代6F 新潟駅

ジュンク堂書店　新潟店 950-0914 新潟市中央区笹口1-1　ﾌﾟﾗｰｶ1F･B1F 新潟駅　南口

富山県 富山市 Ｂｏｏｋｓなかだ　本店 939-8212 富山市掛尾町180-1 富山駅よりバス

石川県 金沢市 うつのみや　本店 920-8722 金沢市広坂1-1-30 金沢駅

福井県 福井市 勝木書店　本店 910-0006 福井市中央1-4-18 福井駅

山梨県 甲府市 朗月堂　本店 400-0048 甲府市貢川本町13-6　 甲府駅よりバス

長野県 長野市 平安堂　長野店 380-0825 長野市末広町1355-5　ｳｴｽﾄﾌﾟﾗｻﾞ長野 長野駅

岐阜県 岐阜市 自由書房　ＥＸ高島屋店 500-8876 岐阜市日の出町2-25　岐阜高島屋店9F 岐阜駅

静岡県 静岡市 谷島屋　呉服町本店 420-0031 静岡市葵区呉服町2-5-5 静岡駅　北口

戸田書店　静岡本店 420-0852 静岡市葵区紺屋町１７−１ 2F 静岡駅　北口

浜松市 谷島屋　連尺店 430-0939 浜松市中区連尺町309-1 連尺交差点近く

愛知県 名古屋市 三省堂書店　名古屋高島屋店 450-6011 名古屋市中村区名駅1-1-4　JR名古屋高島屋11F 名古屋駅　桜通口

ジュンク堂書店　名古屋店 450-0002 名古屋市中村区名駅3-25-9  堀内ビル１F 名古屋駅

ジュンク堂書店　ロフト名古屋店 460-0008 名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパークビジネスセンタービルB1Ｆ 矢場町駅

丸善　名古屋栄店 460-8674 愛知県名古屋市中区栄三丁目3-1　丸栄6・7階

豊山町 紀伊國屋書店　名古屋空港店 480-0288 西春日井郡豊山町豊場林先１－８エアポートウォーク名古屋４０１ 西春駅よりバス

三重県 四日市市 シェトワ白揚　書籍館 510-0822 四日市市芝田1-10-3 四日市駅　徒歩10分

滋賀県 大津市 紀伊國屋書店　大津店 520-0806 大津市打出浜14-30　大津ﾊﾟﾙｺ5F 膳所駅

京都府 京都市 ジュンク堂書店　京都店 600-8005 京都市下京区四条富小路角 阪急　四条河原町駅

ジュンク堂書店　京都朝日会館店 604-8032 京都市中京区河原町三条下ル恵比須町427　京都朝日会館3・4Ｆ 阪急京都線　河原町駅

大垣書店　イオンモール京都店 601-8417 京都市南区八条通西洞院下る　ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTO Kaede館2F 京都駅

大垣書店　京都ヨドバシ店 600-8216 京都府京都市下京区烏丸通七条下ル　京都ヨドバシビル6Ｆ 京都駅

大阪府 大阪市 紀伊國屋書店　梅田本店　3番ｶｳﾝﾀｰ 530-0012 大阪市北区芝田1-1-3　阪急三番街1F 阪急　梅田駅

ジュンク堂書店　大阪本店 530-0003 大阪市北区堂島1-6-20　堂島ｱﾊﾞﾝｻﾞ1Ｆ－3F 大阪駅

ジュンク堂書店　梅田ヒルトンプラザ店 530-0001 大阪市北区梅田1丁目8-16ヒルトンプラザイースト5F 西梅田駅

MARUZEN&ジュンク堂書店　梅田店 530-0013 大阪市北区茶屋町7-20　チャスカ茶屋町 梅田駅

紀伊國屋書店　グランフロント大阪店 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20　グランフロント大阪ショップ＆レストラン南館6Ｆ

　　本町 紀伊國屋書店　本町店 541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13　大阪国際ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1F 市営地下鉄　堺筋本町駅

　　難波 ジュンク堂書店　千日前店 542-0075 大阪市中央区難波千日前12-7　Y.E..S. NANBAﾋﾞﾙ2F 難波駅

ジュンク堂書店　難波店 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3　ﾏﾙｲﾄ難波ﾋﾞﾙ3F 難波駅

旭屋書店　なんばCITY店 542-0076 大阪市中央区難波5-1-60　 難波駅

　天王寺 旭屋書店　天王寺ＭＩＯ店 543-0055 大阪市天王寺区悲田院町10-39　天王寺ＭＩＯ9F 天王寺駅

喜久屋書店　阿倍野店 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５−３１ アポロビル2Ｆ 天王寺駅前駅

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7Ｆ

堺市 紀伊國屋書店　泉北店 590-0115 堺市南区茶山台1-3-1　ﾊﾟﾝｼﾞｮ4F 泉北高速鉄道　泉が丘駅

紀伊國屋書店　堺北花田店 591-8008 堺市東浅香山町4-1-12-136　ｲｵﾝﾓｰﾙ堺北花田ﾌﾟﾗｳ4F 地下鉄御堂筋線　北花田駅

兵庫県 川西市 紀伊國屋書店　川西店 666-0033 川西市栄町11-1　ﾓｻﾞｲｸﾎﾞｯｸｽ4F 阪急　川西能勢口駅

神戸市 ジュンク堂書店　三宮店 650-0021 神戸市中央区三宮町1-6-18　エイツビル6Ｆ 三ノ宮駅　南口

ジュンク堂書店　三宮駅前店 651-0096 神戸市中央区雲井通6-1-15　ｻﾝｼﾃｨﾋﾞﾙ7F 三ノ宮駅　南口
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　　　　　　　　　　　　　　               　管理業務主任者試験　受験申込案内書　配布窓口（書店）

配布期間　　８月１日（金）～９月３０日（火）

奈良県 奈良市 啓林堂書店　奈良店 630-8225 奈良市西御門町1-2-20 近鉄奈良駅

北葛城郡 キャップ書店　王寺店 636-0003 北葛城郡王寺町久度2-2-1　ﾘｰﾍﾞﾙ王寺東館3F 王寺駅

鳥取県 米子市 今井書店　錦町店 683-0811 鳥取県米子市錦町3丁目90番地 五島駅

島根県 松江市 今井書店　グループセンター店 690-0058 松江市田和山町88 松江駅よりバス

岡山県 岡山市 紀伊國屋書店　クレド岡山店 700-0821 岡山市北区中山下1-8-45　NTTｸﾚﾄﾞ岡山ﾋﾞﾙ5F 岡山駅より市電

広島県 広島市 紀伊國屋書店　広島店 730-0011 広島市中区基町6-27　広島ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ6F 広島電鉄　紙屋町駅

ジュンク堂書店　広島駅前店 732-0822 広島市南区松原町9-1　福屋広島駅前店10F 広島駅　南口

MARUZEN&ジュンク堂書店　広島店 730-8540 広島市中区胡町5-22　天満屋八丁堀ビル　7・8F 広島電鉄胡町駅

山口県 山口市 文榮堂　本店 753-0047 山口市道場門前1-3-11 山口駅

下関市 くまざわ書店　下関店 750-0025 山口県下関市竹崎町4-4-7　シーモールest4Ｆ 下関駅

徳島県 徳島市 紀伊國屋書店　徳島店 770-8511 徳島市寺島本町西1-5　そごう徳島店8F 徳島駅

香川県 高松市 宮脇書店　本店　本館2階 760-0029 高松市丸亀町4-8　本店本館2階 高松駅

紀伊國屋書店　高松店 760-0029 高松市丸亀町1-1　高松丸亀町壱番街3F 高松駅

愛媛県 松山市 宮脇書店　松山店 790-0062 愛媛県松山市南江戸3-5-31 松山駅

福岡県 北九州市 ブックセンタークエスト　小倉本店 802-0077 北九州市小倉北区馬借1-4-7 小倉駅

福岡市 紀伊國屋書店　福岡本店 812-0012 福岡市博多区博多駅中央街2-1　博多バスターミナルビル6F 博多駅

紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店 812-0055 福岡市東区東浜1-1-1　ゆめﾀｳﾝ博多2F 博多駅よりバス

ジュンク堂書店　福岡店 810-0001 福岡市中央区天神1-10-13　MMTビル3F 天神駅

丸善　博多店 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1　アミュプラザ博多8Ｆ 博多駅

久留米市 紀伊國屋書店　久留米店 839-0865 久留米市新合川1-2-1　ゆめﾀｳﾝ久留米2F 西鉄久留米駅

佐賀県 佐賀市 紀伊國屋書店　佐賀店 849-0915 佐賀市兵庫北5丁目14番1号　ゆめﾀｳﾝ佐賀2F 佐賀駅

長崎県 長崎市 紀伊國屋書店　長崎店　 850-0010 長崎市元船町10-1　夢彩都4F 長崎駅

くまざわ書店　佐世保店 857-0871 長崎県佐世保市本島町4-7　ＴＷＩＮＫＬＥ　Ｂ１ 佐世保中央駅

熊本県 熊本市 金龍堂書店　まるぶん店 860-0845 熊本市上通5-1 熊本市電　通町筋駅

菊池郡 紀伊國屋書店　熊本光の森店 869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森7-33-1　ゆめﾀｳﾝ光の森2F 光の森駅

大分県 大分市 ジュンク堂書店　大分店 870-0035 大分市中央町1-2-7　大分ﾌｫｰﾗｽ7F 大分駅

宮崎県 宮崎市 見聞読タナカ　吉村店 880-0841 宮崎市吉村長田甲2358 宮崎駅よりバス

鹿児島県 鹿児島市 ジュンク堂書店　鹿児島店 892-0827 鹿児島市呉服町6-5　マルヤガーデンズ５，６階 鹿児島駅

紀伊國屋書店　鹿児島店 890-0053 鹿児島市中央町1番１　ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿児島4F 鹿児島中央駅

沖縄県 那覇市 球陽堂書房　メインプレイス店 900-0006 那覇市おもろまち4-4-9　ｻﾝｴｰメインプレカス2F おもろ町駅　徒歩７分
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