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編集・企画・発行書籍のお取り扱い書店
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書店でご購入の際には、あらかじめ在庫の有無をお問い合わせください。
※注意※

地域

書店では､BCJから直接お客様に販売する【直販商品】のお取り扱いはいたしておりません。
【直販商品】はBCJサイト（ https://www.bcj.or.jp ）の書籍販売ページでご確認ください。
東京建築士会、大阪府建築家協同組合では、一部の【直販商品】を取り扱っています。
お取り扱い書店等名称

MARUZEN ＆ジュンク堂書店 札幌店
ジュンク堂書店 旭川店
北海道
北海道官報販売所(北海道官書普及(株))
紀伊國屋書店 札幌本店
青森県 青森県官報販売所((株)成田本店)
秋田県 秋田県官報販売所(石川書店)
岩手県 岩手県官報販売所
政府刊行物センター(仙台)/宮城県官報販売所
宮城県
ジュンク堂書店 TR店
山形県 山形県官報販売所((株)八文字屋)
福島県 福島県官報販売所((株)西沢書店)
新潟県官報販売所(北越書館)
新潟県 ジュンク堂書店 新潟店
紀伊国屋書店 新潟店
長野県官報販売所((株)長野西沢書店)
長野県
丸善 松本店
群馬県 群馬県官報販売所((株)煥乎堂)
栃木県 栃木県官報販売所((株)亀田書店)
茨城県 茨城県官報販売所
紀伊國屋書店 新宿本店
丸善 丸の内本店
丸善 日本橋店
丸善 多摩センター店
MARUZEN ＆ジュンク堂書店 渋谷店
ジュンク堂書店 池袋本店
ジュンク堂書店 吉祥寺店
三省堂書店 神保町本店
東京都 三省堂書店 池袋本店
八重洲ブックセンター 本店
東京都官報販売所(東京官書普及(株))
政府刊行物センター（東京・霞が関）
オリオン書房 ルミネ立川店
オリオン書房 ノルテ店
ブックファースト 新宿店
（一社）東京建築士会
南洋堂書店
丸善 ラゾーナ川崎店
紀伊國屋書店 横浜店
神奈川県
神奈川県官報販売所((株)横浜日経社)
ジュンク堂書店 藤沢店
千葉県官報販売所
千葉県 紀伊國屋書店 流山おおたかの森店
丸善 津田沼店
ジュンク堂書店 大宮高島屋店
埼玉県
埼玉県官報販売所((株)須原屋)
山梨県官報販売所((株)柳正堂書店)
山梨県
ジュンク堂書店 岡島甲府店
静岡県
静岡県官報販売所
MARUZEN＆ジュンク堂書店 新静岡店
ジュンク堂書店 ロフト名古屋店
ジュンク堂書店 名古屋店
愛知県 丸善 名古屋本店
愛知県第一官報販売所
愛知県第二官報販売所(共同新聞販売(株))
三重県 三重県官報販売所
富山県 富山県官報販売所(Booksなかだ本店)
石川県 石川県官報販売所((株)うつのみや)

取次：

TEL
011-223-1911
0166-26-1120
011-231-0975
011-231-2131
017-723-2431
018-862-2129
019-622-2984
022-261-8320
022-265-5656
023-622-2150
024-522-0161
025-271-2188
025-374-4411
025-241-5281
026-233-3187
0263-31-8171
027-235-8111
028-651-0050
029-291-5676
03-3354-0131
03-5288-8881
03-6214-2001
042-355-3220
03-5456-2111
03-5956-6111
0422-28-5333
03-3233-3312
03-6864-8900
03-3281-1811
03-3292-2671
03-3504-3885
042-527-2311
042-522-1231
03-5339-7611
03-3536-7711
03-3291-1338
044-520-1869
045-450-5901
045-681-2661
0466-52-1211
043-222-7635
047-156-6111
047-470-8311
048-640-3111
048-822-5321
055-268-2213
055-231-0606
054-253-2661
054-275-2777
052-249-5592
052-589-6321
052-238-0320
052-961-9011
052-561-3578
059-228-4812
076-421-1340
076-234-8111

地域

お取り扱い書店等名称

岐阜県
福井県

岐阜県官報販売所((有)郁文堂書店)
福井県官報販売所(勝木書店)
大垣書店 フォレオ大津一里山店
滋賀県
滋賀県官報販売所((有)澤五車堂)
京都府官報販売所((株)大垣書店 烏丸三条店)
京都府 丸善 京都本店
ジュンク堂書店 京都店
奈良県官報販売所((株)啓林堂書店)
奈良県
喜久屋書店 橿原店
和歌山県 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店
紀伊國屋書店 梅田本店
紀伊國屋書店 グランフロント大阪店
紀伊國屋書店 本町店
旭屋書店 なんばCITY店
MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店
ジュンク堂書店 大阪本店
大阪府
ジュンク堂書店 難波店
ジュンク堂書店 天満橋店
ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店
ヒバリヤ書店 本店
大阪府建築家協同組合
大阪府官報販売所((株)かんぽう)
ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店
ジュンク堂書店 西宮店
ジュンク堂書店 三宮駅前店
兵庫県
兵庫県官報販売所
ジュンク堂書店 三宮店
ジュンク堂書店 姫路店
岡山県官報販売所((有)有文堂)
岡山県
喜久屋書店 倉敷店
広島県官報販売所
ジュンク堂書店 広島駅前店
広島県
丸善 広島店
紀伊國屋書店 広島店
山口県 山口県官報販売所((株)文栄堂)
島根県 島根県官報販売所((株)今井書店)
鳥取県官報販売所((株)鳥取今井書店)
鳥取県
IMAIBOOKS今井書店 吉成店
香川県 香川県官報販売所
徳島県 徳島県官報販売所((有)小山助学館)
高知県 高知県官報販売所
ジュンク堂書店 松山店
愛媛県
愛媛県官報販売所
福岡県官報販売所
丸善 博多店
福岡県
ジュンク堂書店 福岡店
紀伊國屋書店 福岡本店
佐賀県 佐賀県官報販売所
長崎県 長崎県官報販売所
熊本県 熊本県官報販売所((株)熊文社）
大分県官報販売所
大分県
紀伊國屋書店 大分店
宮崎県 宮崎県官報販売所
鹿児島県官報販売所
鹿児島県
ジュンク堂書店 鹿児島店
沖縄県官報販売所((株)リウボウ)
沖縄県
ジュンク堂書店 那覇店

全国官報販売協同組合（TEL：03-6737-1500 FAX：03-6737-1510）、
トーハン、日販、大阪屋栗田、東京官書

TEL
058-262-9897
0776-24-0428
077-547-1020
077-524-2683
075-212-5050
075-253-1599
075-252-0101
0743-53-8001
0744-20-3151
073-480-5900
06-6372-5821
06-7730-8451
06-4705-4556
06-6644-2551
06-6292-7383
06-4799-1090
06-4396-4771
06-6920-3730
06-6626-2151
06-6722-1121
06-6942-0887
06-6443-2171
0798-62-6103
0798-68-6300
078-252-0777
078-341-0637
078-392-1001
079-221-8280
086-222-2646
086-430-5450
082-962-3590
082-568-3000
082-504-6210
082-225-3232
083-922-5611
0852-24-2230
0857-23-1213
0857-51-7020
087-851-6055
088-654-2135
088-872-5866
089-915-0075
089-941-7879
092-721-4846
092-413-5401
092-738-3322
092-434-3100
0952-23-3722
095-822-1413
096-272-9600
097-532-4308
097-552-6100
0985-24-0386
099-285-0015
099-216-8838
098-867-1725
098-860-7175

