慶應義塾大学通信教育部『入学案内』2017年度版
販売書店一覧
書店名に続き（*）とあるのは在庫は持ちませんが、取寄せ注文が可能な店舗になります。
[ただし、入手できるまでの期間が10日を要することもあるので事前に電話にて注文品到着見込み日を確認してから注文してください]

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

書店名（*）は在庫はないが取寄せが可能な店舗
MARUZEN＆ジュンク堂書店 札幌店
ジュンク堂書店 旭川店
戸田書店 青森店
東山堂書店
ジュンク堂書店 盛岡店（*）
丸善 仙台アエル店
ヤマト屋書店 中里店
朝野堂（*）
ジュンク堂書店 秋田店（*）
山形 八文字屋本店
岩瀬書店 中合店
ジュンク堂書店 郡山店
平 ヤマニ書房
ACADEMIA イーアスつくば店（*）
くまざわ書店 取手店
紀伊國屋書店 宇都宮店
喜久屋書店 宇都宮店
小山 進駸堂 イトーヨーカドー店
戸田書店 前橋本店
煥乎堂 前橋本店
ブックマンズアカデミー 前橋店
戸田書店 高崎店
ブックマンズアカデミー 高崎店
ブックマンズアカデミー 太田店
戸田書店 藤岡店
ジュンク堂書店 大宮高島屋店
須原屋 本店
ブックファースト ルミネ川越店
NET21 藤村書店 本店
くまざわ書店 アズセカンド店
戸田書店 熊谷店
文教堂書店 川口駅店
いけだ書店 飯能店
ブックセンター やまと
蔦屋書店フォレオ菖蒲店
中島書店
大杉書店 市川店
三省堂書店 船橋店（*）
くまざわ書店 松戸店
くまざわ書店 津田沼店
柏 浅野書店
丸善 丸の内本店
三省堂書店 神保町本店
丸善 お茶の水店
雄峰堂書店兜町店（*）
あゆみＢｏｏｋｓ田町店
虎ノ門書房 田町店
紀伊國屋書店 新宿本店
くまざわ書店 錦糸町店
NET21 恭文堂書店
くまざわ書店 グランデュオ蒲田店
MARUZEN＆ジュンク堂書店 渋谷店
NET21 今野書店
旭屋書店 池袋店
ジュンク堂書店 池袋店
三省堂書店 池袋本店

住所
札幌市中央区南1条西1-8-2 丸井今井南館Ｂ2～4Ｆ
旭川市一条通8-108 フィール旭川1～5F
青森市大字浜田字玉川196-11 アプレ103内
盛岡市中ノ橋通1－5－23
盛岡市大通2-8-14 MOSSビル2階・3階・4階
仙台市青葉区中央1-3-1 AER1F
石巻市南中里2-9-36
栗原市若柳字川北中町48
秋田市千秋久保田町4-2 秋田フォ-ラス6階・7階
山形市本町2－4－11
福島市栄町5－1 中合福島店二番館6F
郡山市中町13-1 うすい百貨店9階
いわき市平字2-7-2
つくば市研究学園C50街区1 イーアスつくば３F
取手市中央町2-5 ボックスヒル3F
宇都宮市馬場通り3－1－1 パルコ8F
宇都宮市馬場通り2-3-12MEGA・ドンキホーテ ラパーク宇都宮5・6F
小山市駅東通り2-3-15 イトーヨーカドー2F
前橋市西片貝町4-16-7
前橋市本町1-2-13
前橋市大渡町2-3-1
高崎市下小鳥町438-1
高崎市飯塚町1150−5 ウニクス高崎2Ｆ
太田市新井町502−2
藤岡市中栗須286
さいたま市大宮区大門町1-32 大宮髙島屋
さいたま市浦和区仲町2－3－20
川越市脇田本町３９－１９ ルミネ川越4階
熊谷市鎌倉町105
熊谷市筑波2-115 アズセカンド内
熊谷市肥塚4-131
川口市川口1-1-1 キュポラ3F
飯能市仲町11-21 西武Ｐｅｐｅ4Ｆ
加須市中央2-10-9
久喜市菖蒲町菖蒲6006-1
千葉市中央区中央３－３－５
市川市市川1-4-16
船橋市本町1-2-1 船橋西武9F
松戸市松戸1181 アトレ松戸店６Ｆ
習志野市津田沼1-1-1 ホテルメッツ津田沼5Ｆ
柏市柏1-1-20 スカイプラザ柏
千代田区丸の内1-6-4 OAZO ショップ&レストラン1～4F
千代田区神田神保町1‐1
千代田区神田駿河台2-8 瀬川ﾋﾞﾙ1階
中央区日本橋兜町７−１２
港区芝5丁目31−19 オーエックス田町ビル1Ｆ
港区芝5丁目33−1 森永プラザビル本館 1F
新宿区新宿3－17－7
墨田区錦糸2-2-1 アルカキット9F
目黒区鷹番3-3-19
大田区蒲田5-13-1 東館6F
渋谷区道玄坂2-24-1 東急百貨店本店7階
杉並区西荻北3-1-8
豊島区西池袋1-1-25 東武百貨店7Ｆ
豊島区南池袋2－15－5
豊島区南池袋1-28-1西武池袋本店 書籍館・別館
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電話番号
011-223-1911
0166-26-1120
017-762-1815
0196-23-7121
019-601-6161
022-264-0151
0225-93-3323
0228-32-2528
018-884-1370
0236-22-2150
0245-21-3022
024-927-0440
0246-23-3481
029-868-7407
0297-77-1125
028-611-2050
028-614-5222
0285-25-3871
027-223-9011
027-235-8111
027-280-3322
0273-63-5110
027-370-6166
0276-40-1900
0274-22-2469
048-640-3111
048-822-5321
049-240-6212
048-521-1143
048-525-6204
048-599-3232
048-227-4821
0429-74-7821
0480-62-1211
0480-87-0800
043-224-2448
0473-25-1158
047-460-5541
047-360-0501
0474-75-8311
0471-64-2040
03-5288-8881
03‐3233‐3312
03-3295-5581
03-3666-7213
03-5730-1342
03-3454-2571
03-3354-0131
03-5610-3034
03-3712-4049
03-3737-5351
03-5456-2111
03-3395-4191
03-3986-0311
03-5956-6111
03-6864-8900

書店名（*）は在庫はないが取寄せが可能な店舗
くまざわ書店 八王子店
オリオン書房 ルミネ店
オリオン書房 ノルテ店
リブロ 吉祥寺店
東京都 真光書店 北口本店
久美堂 本店
久美堂 小田急店
増田書店
MARUZEN 多摩センター店
紀伊國屋書店 横浜店
有隣堂 横浜駅西口店
有隣堂 伊勢佐木町本店
八重洲ブックセンター 京急上大岡店
天一書房 日吉店
ブックファースト 青葉台店
有隣堂 たまプラーザテラス店
丸善 ラゾーナ川崎店
NET21 中原ブックランド本店
文教堂書店 溝ノ口本店
神奈川県
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 橋本店（*）
有隣堂 ミウィ橋本店（*）
横須賀 平坂書房モアーズ店
ジュンク堂書店 藤沢店
有隣堂 藤沢店
勝木書店 KaBoS 藤沢店（*）
長谷川書店 ネスパ北口店
くまざわ書店 本厚木店
有隣堂 厚木店
くまざわ書店 大和店
紀伊國屋書店 新潟店
戸田書店 新潟南店
新潟県
戸田書店 長岡店（*）
戸田書店 上越店
富山県 文苑堂書店 駅前店
石川県 うつのみや 金沢香林坊店
福井県 勝木書店 本店
山梨県 甲府 朗月堂本店
長野県 平安堂 長野店
戸田書店 静岡本店
谷島屋 浜松本店
谷島屋 連尺店
静岡県
マルサン書店 仲見世店
戸田書店 掛川西郷店
くまざわ書店 三島店（*）
丸善 名古屋本店
ちくさ正文館 ターミナル店
愛知県
星野書店 近鉄パッセ店
シビコ正文館書店
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ白揚 四日市店
ジュンク堂書店 京都店
京都府 京都アバンティBC（*）
大垣書店 イオンモールKYOTO店
旭屋書店 天王寺Ｍｉｏ店
ジュンク堂書店 大阪本店
MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店
大阪府
ヒバリヤ書店 本店
エディオン堺インター店（*）
近畿大学梅ノ木ブックセンター（*）～7/31
兵庫県 紀伊國屋書店 神戸店
和歌山県 宮脇書店 和歌山店

住所

都道府県

八王子市旭町2－11
立川市曙町2-1－1 ルミネ８Ｆ
立川市曙町2-42-1 パークアベニュー内
武蔵野市吉祥寺本町1－5－1 パルコB2F
調布市布田1-36-8
町田市原町田6-11-10
町田市原町田6-12-20 小田急百貨店8Ｆ
国立市中1-9-1増田ビル
多摩市落合1-46-1 ココリア多摩センター5階
横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店７F
横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜B3F
横浜市中区伊勢佐木町1-4-1
横浜市港南区上大岡西1-6-1 京急百貨店上大岡店
横浜市港北区日吉2-1-1 日吉東急南館 3F
横浜市青葉区青葉台2-1-1青葉台東急スクエアSouth-1別館
横浜市青葉区美しが丘1-1-2たまプラーザテラスゲートプラザ1F・2F
川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ1F
川崎市中原区小杉町3-1
川崎市高津区久本3-1-28
相模原市緑区大山町１番２２号アリオ橋本店１Ｆ
相模原市緑区橋本3-28-1 ミウィ橋本4F
横須賀市若松町2-30 モアーズシティ7Ｆ
藤沢市藤沢559 ビックカメラ藤沢店 7Ｆ・8Ｆ
藤沢市南藤沢2-1-1 フジサワ名店ビル4F
藤沢市辻堂新町4-3-5 ミスターマックス湘南藤沢ショッピングセンター内
茅ヶ崎市元町1－1
厚木市中町2-2-1 小田急ミロード新館5Ｆ
厚木市中町2-6 三成ほていやビル
大和市大和東1-1-1大和プロス3Ｆ
新潟市中央区万代1-5-1 LOVELA万代6F
新潟市中央区姥ヶ山76-1
長岡市堺町字浦田33-1
上越市藤野新田字上長池228 上越アルカディアシティ内
高岡市末広町40
金沢市香林坊2-1-1 香林坊東急スクエア BF
福井市中央1-4-18
甲府市貢川本町13-6
長野市末広町1355-5
静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー2階
浜松市中区砂山町6-1 メイワン8F
浜松市中区連尺町３０９−１
沼津市大手町5-3-13
掛川市上西郷508-1
三島市中田町９－３０日清プラザ／イトーヨーカドー３Ｆ
名古屋市中区栄3‐8‐14
名古屋市千種区内山3－25－6 千種ターミナルビル２F
名古屋市中村区名駅1－2－2
岡崎市康生通西2-20-2
四日市市芝田1-10-3
京都市下京区四条富小路角
京都市南区東九条西山王町31 KYOTO AVANTI6F
京都市南区八条通西洞院下ル
大阪市天王寺区悲田院町10－39 Ｍｉｏ内
大阪市北区堂島1－6－20 アバンサ1～3Ｆ
大阪市北区茶屋町7-20 チャスカ茶屋町 地下1階～7階
東大阪市足代2-5-24
堺市西区太平寺７１１−１
大阪市小若江3-6-9 近畿大学東大阪キャンパス 西門前
神戸市中央区小野柄通8‐1‐8 そごう神戸店新館5F
和歌山市広瀬中2-97
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電話番号
0426-25-1201
0425-27-2311
042-522-1231
0422-21-8122
0424-87-2222
0427-25-1330
042-723-7088
0425-72-0262
042-355-3220
045-450-5901
045-311-6265
045-261-1231
045-848-7383
045-565-0211
045-989-1781
045-903-2191
044-520-1869
044-711-2346
044-812-0063
042-700-7020
042-700-7680
0468-22-2655
0466-52-1211
0466-26-1411
0466-30-5744
0467-88-0008
0462-30-7077
0462-23-4111
046-200-4110
025-241-5281
025-257-1911
0258-22-5911
025-527-3311
0766-21-0333
076-234-8111
0776-24-0428
0552-28-7356
026-224-4550
054-205-6111
053-457-4165
053-453-9121
0559-63-0350
0537-62-6777
055-981-6941
052‐238‐0320
0527-32-3601
052-581-4796
0564-24-8173
0593-54-0171
0752-52-0101
075-671-8987
075-692-3331
06-6773-0107
06-4799-1090
06-6292-7383
06-6722-1121
072-295-5071
06-6721-2660
078‐265‐1607
073-422-2151

都道府県 書店名（*）は在庫はないが取寄せが可能な店舗
鳥取県 ブックヤード・チャプター1（*）
岡山県 紀伊國屋書店 クレド岡山店
紀伊國屋書店 広島店
MARUZEN 広島店
広島県
ジュンク堂書店 広島駅前店
啓文社 ポートプラザ店
紀伊國屋書店 徳島店
徳島県
小山助学館本店
くまざわ書店 高松店
高知県
宮脇書店 高須店
ジュンク堂書店 福岡店
福岡県 丸善 博多店
クエスト黒崎井筒屋店
長崎県 紀伊國屋書店 長崎店
熊本県 金龍堂まるぶん店
宮崎県 田中書店・妻ヶ丘本店
鹿児島県 ジュンク堂書店 鹿児島店（*）

住所
米子市道笑町４丁目２７−１
岡山市北区中山下1-8-45 NTTクレド岡山ビル4・5F
広島市中区基町6-27 センタービル6F
広島市中区胡町5-22 天満屋八丁堀ビル 7.8F
広島市南区松原町9－1 福屋百貨店10F
福山市入船町3-1-25
徳島市寺島本町西1-5 そごう徳島店8階
徳島市万代町6丁目41－4
高松市三条町中所608-1 ゆめタウン高松2F
高知市高須857−11
福岡市中央区天神1-10-13 メディアモール天神1～4Ｆ
福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ8F
北九州市八幡西区黒崎1-1-1 黒崎井筒屋7F
長崎市元船町10‐1 夢彩都4F
熊本市中央区上通町5-1
都城市中原町19-3
鹿児島市呉服町6-5 マルヤガ-デンズ5階～6階
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電話番号
0859-38-5050
086-212-2551
082-225-3232
082-504-6210
082-568-3000
0849-71-1211
088-602-1611
088-654-2135
087-869-2683
088-883-0333
092-738-3322
092-413-5401
093-643-5530
095-811-4919
096-356-4733
0986-22-4488
099-216-8838

