
■2021年美術検定関連書籍フェア 開催書店リスト■

書店名 都道府県 住所 電話番号 HP

<北海道・東北＞

函館 蔦屋書店 北海道 函館市石川町８５−１0 0138-47-3771 https://www.hakodate-t.com/

三省堂書店 札幌店 北海道 札幌市中央区北五条西２−５ ＪＲタワー札幌ステラプレイス５Ｆ 011-209-5600 https://www.books-sanseido.co.jp/shop/sapporo2/

紀伊國屋書店 札幌本店 北海道 札幌市中央区北五条西５−７ ｓａｐｐｏｒｏ５５ 011-231-2131 https://store.kinokuniya.co.jp/store/sapporo-main-store/

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 札幌店 北海道 札幌市中央区南一条西１−８−２ 高桑ビルＢ２～４Ｆ 011-223-1911 https://honto.jp/store/detail_1570046_14HB320.html

ジュンク堂書店 旭川店 北海道 旭川市１条通８−１０８ フィール旭川５Ｆ 0166-26-1120 https://honto.jp/store/detail_1570068_14HB320.html

丸善 仙台アエル店 宮城県 仙台市青葉区中央１−３−１ＡＥＲ １Ｆ 022-264-0151 https://honto.jp/store/detail_1577780_14HB310.html

<東京＞

八重洲ブックセンター 本店８F 東京都 中央区八重洲２−５−１0 03-3281-7760 https://www.yaesu-book.co.jp/

丸善 日本橋店 東京都 中央区日本橋２−３−１０0 03-6214-2001 https://honto.jp/store/detail_1575100_14HB310.html

丸善 丸の内本店 東京都 千代田区丸の内１−６−４ 丸の内ＯＡＺＯ内 03-5288-8881 https://honto.jp/store/detail_1572000_14HB310.html

三省堂書店 有楽町店 東京都 千代田区有楽町２−１０−１ 東京交通会館１Ｆ・２Ｆ 03-5222-1200 https://www.books-sanseido.co.jp/shop/yurakucho/

三省堂書店 神保町本店 東京都 千代田区神田神保町１−１0 03-3233-3312 https://www.books-sanseido.co.jp/shop/kanda/

丸善 お茶の水店 東京都 千代田区神田駿河台２−８ 瀬川ビル１Ｆ・２Ｆ 03-3295-5581 https://honto.jp/store/detail_1571100_14HB310.html

ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＳＨＩＢＵＹＡ 東京都 渋谷区神南１−２１−３ 渋谷ｍｏｄｉ５Ｆ・６Ｆ・７Ｆ 03-5784-3270 https://www.hmv.co.jp/store/BTK/

大盛堂書店 駅前店 東京都 渋谷区宇田川町２２−１0 03-5784-4900 http://taiseido.co.jp/

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 渋谷店 東京都 渋谷区道玄坂２−２４−１ 東急百貨店本店７Ｆ 03-5456-2111 https://honto.jp/store/detail_1570061_14HB320.html

紀伊國屋書店 新宿本店 東京都 新宿区新宿３−１７−７0 03-3354-0131 https://store.kinokuniya.co.jp/store/shinjuku-main-store/

ブックファースト 新宿店 東京都 新宿区西新宿１−７−３ モード学園コクーンタワーＢ１Ｆ 03-5339-7611 http://www.book1st.net/shinjuku/

くまざわ書店 東京オペラシティ店 東京都 新宿区西新宿３−２０−２ 東京オペラシティ２Ｆ 03-5334-6066 https://www.kumabook.com/shop/tokyo-operacity/

三省堂書店 池袋本店 東京都 豊島区南池袋１−２８−０ 西武池袋本店 別館・書籍館 03-6864-8900 https://www.books-sanseido.co.jp/shop/ikebukuro_honten/

ジュンク堂書店 池袋本店 東京都 豊島区南池袋２−１５−５0 03-5956-6111 https://honto.jp/store/detail_1570019_14HB320.html

啓文堂書店 明大前店 東京都 世田谷区松原２−４６−１ フレンテ明大前２Ｆ 03-5355-3391 https://www.keibundo.co.jp/shop/post_18/
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書店名 都道府県 住所 電話番号 HP

ジュンク堂書店 吉祥寺店 東京都 武蔵野市吉祥寺本町１−１１−５ コピス吉祥寺Ｂ館６Ｆ・７Ｆ 0422-28-5333 https://honto.jp/store/detail_1570063_14HB320.html

啓文堂書店 吉祥寺店 東京都 武蔵野市吉祥寺南町２−１−２５ キラリナ京王吉祥寺７Ｆ 0422-79-5070 https://www.keibundo.co.jp/shop/post_14/

くまざわ書店 武蔵小金井北口店 東京都 小金井市本町５−１１−２ ＭＥＧＡドンキホーテ武蔵小金井駅前店Ｂ１ 042-385-2351 https://www.kumabook.com/shop/musashikoganei-kitaguchi/

ジュンク堂書店 立川高島屋店 東京都 立川市曙町２−３９−３ 立川高島屋６Ｆ 042-512-9910 https://honto.jp/store/detail_1570155_14HB320.html

ＭＡＲＵＺＥＮ 多摩センター店 東京都 多摩市落合１−４６−１ ココリア多摩センター５Ｆ 042-355-3220 https://honto.jp/store/detail_1570067_14HB310.html

<関東＞

ブックマンズアカデミー 前橋店 群馬県 前橋市大渡町２−３−１0 027-280-3322 https://www.bunshindo.co.jp/shoplist/

ブックマンズアカデミー 高崎店 群馬県 高崎市飯塚町１１５０−５ ウニクス高崎２Ｆ 027-370-6166 https://www.bunshindo.co.jp/shoplist/

ブックマンズアカデミー 太田店 群馬県 太田市新井町５０２−２0 0276-40-1900 https://www.bunshindo.co.jp/shoplist/

紀伊國屋書店 さいたま新都心店 埼玉県 さいたま市大宮区吉敷町４−２６７−２ コクーンシティコクーン１ １Ｆ 078-252-0777 https://store.kinokuniya.co.jp/store/saitama-shin-toshin-store/

ジュンク堂書店 大宮高島屋店 埼玉県 さいたま市大宮区大門町１−３２ 大宮高島屋７Ｆ 048-640-3111 https://honto.jp/store/detail_1570024_14HB320.html

丸善 桶川店 埼玉県 桶川市若宮１−５−２ 桶川マイン３Ｆ 048-789-0011 https://honto.jp/store/detail_1570147_14HB310.html

紀伊國屋書店 浦和パルコ店 埼玉県 さいたま市浦和区東高砂町１１−１ 浦和パルコ５Ｆ 048-871-2760 https://store.kinokuniya.co.jp/store/urawa-parco-store/

リブロ ららぽーと富士見店 埼玉県 富士見市山室１−１３１３ ららぽーと富士見１Ｆ １２６０ 049-275-1090 https://libroplus.co.jp/shop/1062/

ジュンク堂書店 柏モディ店 千葉県 柏市柏１−２−２６ 柏モディ５Ｆ 04-7168-0215 https://honto.jp/store/detail_1570164_14HB320.html

丸善 津田沼店 千葉県 習志野市谷津７−７−１ Ｌｏｈａｒｕ津田沼Ｂ棟２Ｆ・３Ｆ 047-470-8311 https://honto.jp/store/detail_1574700_14HB310.html

ジュンク堂書店 南船橋店 千葉県 船橋市浜町２−２−７ ビビット南船橋１Ｆ 047-401-0330 https://honto.jp/store/detail_1570159_14HB320.html

喜久屋書店 松戸店 千葉県 松戸市松戸１３０７−1 ＫＩＴＥ ＭＩＴＥ ＭＡＴＳＵＤＯ７Ｆ 047-393-8066 https://www.blg.co.jp/kikuya/shops/matudo/index.html

丸善 横浜みなとみらい店 神奈川県 横浜市西区みなとみらい２−３−２ みなとみらい東急スクエア１ ３Ｆ 045-323-9660 https://honto.jp/store/detail_1570070_14HB320.html

ジュンク堂書店 藤沢店 神奈川県 藤沢市藤沢５５９ ビックカメラ７Ｆ・８Ｆ 046-652-1211 https://honto.jp/store/detail_1570045_14HB320.html

丸善 ラゾーナ川崎店 神奈川県 川崎市幸区堀川町７２−１ ラゾーナ川崎プラザ１Ｆ 044-520-1869 https://honto.jp/store/detail_1572300_14HB310.html

紀伊國屋書店 横浜店 神奈川県 横浜市西区高島２−１８−１ そごう横浜店７Ｆ 045-450-5901 https://store.kinokuniya.co.jp/store/yokohama-store/

三省堂書店 新横浜店 神奈川県 横浜市港北区新横浜２−１００−４５ キュービックプラザ新横浜８Ｆ 045-478-5520 https://www.books-sanseido.co.jp/shop/shinyokohama/
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書店名 都道府県 住所 電話番号 HP

<甲信越・東海＞

ジュンク堂書店 岡島甲府店 山梨県 甲府市丸の内１−２１−１５ 岡島百貨店６Ｆ 055-231-0606 https://honto.jp/store/detail_1570071_14HB320.html

ジュンク堂書店 新潟店 新潟県 新潟市中央区笹口１−１ プラーカ１ １Ｆ・Ｂ１Ｆ 025-374-4411 https://honto.jp/store/detail_1570038_14HB320.html

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 新静岡店 静岡県 静岡市葵区鷹匠１−１−１ 新静岡セノバ５Ｆ 054-275-2777 https://honto.jp/store/detail_1570070_14HB320.html

ＭＡＲＵＺＥＮ 名古屋本店 愛知県 名古屋市中区栄３−８−１４0 052-238-0320 https://honto.jp/store/detail_1570138_14HB310.html

ジュンク堂書店 名古屋店 愛知県 名古屋市中村区名駅３−２５−９ 堀内ビル１Ｆ 052-589-6321 https://honto.jp/store/detail_1570031_14HB320.html

ジュンク堂書店 名古屋栄店 愛知県 名古屋市中区新栄町１−１ 明治安田生命名古屋ビルＢ１・Ｂ２Ｆ 052-212-5360 https://honto.jp/store/detail_1570153_14HB320.html

<関西＞

ＭＡＲＵＺＥＮ 京都本店 京都府 京都市中京区河原町三条下ル山崎町２５１ 京都ＢＡＬ Ｂ１・２ 075-253-1599 https://honto.jp/store/detail_1570144_14HB310.html

ジュンク堂書店 大阪本店 大阪府 大阪市北区堂島１−６−２０ 堂島アバンザ内２～３Ｆ 06-4799-1090 https://honto.jp/store/detail_1570022_14HB320.html

ジュンク堂書店 難波店 大阪府 大阪市浪速区湊町１−２−３ マルイト難波ビル３Ｆ 06-4396-4771 https://honto.jp/store/detail_1570052_14HB320.html

ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋１−１−４３ あべのハルカス近鉄本店ウイング館５・７Ｆ06-6626-2151 https://honto.jp/store/detail_1570127_14HB320.html

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 梅田店 大阪府 大阪市北区茶屋町７−２０ チャスカ茶屋町Ｂ１Ｆ～７Ｆ 06-6292-7383 https://honto.jp/store/detail_1570065_14HB320.html

梅田 蔦屋書店 大阪府 大阪市北区梅田３−１−３ ルクアイーレ９Ｆ 06-4799-1800 https://store.tsite.jp/umeda/

ジュンク堂書店 芦屋店 兵庫県 芦屋市大原町９−１−３０４ ラポルテ東館３Ｆ 0797-31-7440 https://honto.jp/store/detail_1570010_14HB320.html

ジュンク堂書店 三宮駅前店 兵庫県 神戸市中央区雲井通６−１−１５ サンシティビル７Ｆ 078-252-0777 https://honto.jp/store/detail_1570002_14HB320.html

ジュンク堂書店 三宮店 兵庫県 神戸市中央区三宮町１−６−１８0 078-392-1001 https://honto.jp/store/detail_1570001_14HB320.html

ジュンク堂書店 明石店 兵庫県 明石市大明石町１−６−１ パピオスあかし２Ｆ 078-918-6670 https://honto.jp/store/detail_1570165_14HB320.html

<中国・四国＞

ジュンク堂書店 広島駅前店 広島県 広島市南区松原町９−１ 福屋広島駅前店１０Ｆ 082-568-3000 https://honto.jp/store/detail_1570023_14HB320.html

ＭＡＲＵＺＥＮ 広島店 広島県 広島市中区胡町５−２２ 天満屋広島八丁堀ビル７Ｆ・８Ｆ 082-504-6210 https://honto.jp/store/detail_1570062_14HB310.html

紀伊國屋書店 ゆめタウン廿日市店 広島県 廿日市市下平良２−２−１ ゆめタウン廿日市３Ｆ 0829-70-4966 https://www.kinokuniya.co.jp/c/store/YoumeTown-Hatsukaichi-Store/

ジュンク堂書店 高松店 香川県 高松市常磐町１−３−１ 瓦町ＦＬＡＧ３Ｆ 087-832-0170 https://honto.jp/store/detail_1570148_14HB320.html

紀伊國屋書店 徳島店 徳島県 徳島市寺島本町西１−５ そごう徳島店８Ｆ 078-392-1001 https://store.kinokuniya.co.jp/store/tokushima-store/

ジュンク堂書店 松山店 愛媛県 松山市千舟町５−７−１ エスパス松山内 089-915-0075 https://honto.jp/store/detail_1570054_14HB320.html
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書店名 都道府県 住所 電話番号 HP

<九州・沖縄＞

ジュンク堂書店 福岡店 福岡県 福岡市中央区大名１−１５−１ 西通りスクエア 092-738-3322 https://honto.jp/store/detail_1570028_14HB320.html

丸善 博多店 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街１−１ ＪＲ博多シティ８Ｆ 092-413-5401 https://honto.jp/store/detail_1577305_14HB310.html

紀伊國屋書店 アミュプラザおおいた店 大分県 大分市要町１−１４ アミュプラザおおいた４Ｆ 097-515-5050 https://store.kinokuniya.co.jp/store/amuplaza-oita-store/

ジュンク堂書店 大分店 大分県 大分市中央町２−３−４ 大分中央ＢＥＳＴビル１～５Ｆ 097-536-8181 https://honto.jp/store/detail_1570014_14HB320.html

ジュンク堂書店 鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市呉服町６−５ マルヤガーデンズ６Ｆ 099-216-8838 https://honto.jp/store/detail_1570058_14HB320.html

ジュンク堂書店 那覇店 沖縄県 那覇市牧志１−１９−２９ Ｄｎａｈａ内 098-860-7175 https://honto.jp/store/detail_1570050_14HB320.html
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