
都道府県 機関名 住所　及び　電話番号
北海道札幌市中央区北5条西5-7　sapporo55
TEL  011-231-2131
北海道札幌市中央区南1条西1-8-2 高桑ビル地下2階～4階
TEL　011-223-1911
青森県上北郡六ケ所村大字尾駮字野附1-68　ショッピングモールREEV内
TEL　0175-72-2245
宮城県仙台市青葉区本町3-5-22　宮城県管工事会館1階
TEL　022-261-8320
宮城県仙台市青葉区中央2-8-13　大和証券仙台ビル10階
TEL　022-266-8288
福島県福島市大町7-20
TEL　024-522-0161
福島県いわき市平字2-7-2
TEL  0246-23-3481
茨城県那珂郡東海村村松225-2
TEL　029-282-3111
栃木県宇都宮市池上町2-1
TEL　028-651-0050
群馬県前橋市本町1-2-13
TEL　027-235-8111
埼玉県さいたま市浦和区仲町2-3-20
TEL　048-822-5321
千葉県千葉市中央区中央4-9-8
TEL　043-222-7635
東京都千代田区霞が関1-4-1　日土地ビル1階
TEL　03-3504-3885
東京都千代田区二番町11-19　興和二番町ビル5階
TEL　03-6256-9311
東京都中央区八重洲2-5-1
TEL  03-3281-8203
東京都文京区白山5-1-3-101　東京富山会館ビル4階
TEL　03-3814-7480
東京都文京区本駒込2-28-45
TEL　03-5395-8021
東京都新宿区新宿3-17-7
TEL  03-3354-5704
東京都豊島区南池袋2-15-5
TEL  03-5956-6111
東京都八王子市堀之内1432-1
TEL  042-676-6368
神奈川県横浜市中区相生町4-75　JTB・YN馬車道ﾋﾞﾙ
TEL　045-681-2661
新潟県新潟市東区卸新町1-2059-8（卸団地内）
TEL　025-271-2188
石川県金沢市尾山町9-13　金沢商工会議所会館3階
TEL　076-222-6523
石川県金沢市香林坊2-1-1　香林坊東急スクエア地下1階
TEL　076-234-8111
福井県福井市二の宮5-18-8
TEL　0776-27-4678
岐阜県岐阜市泉町5
TEL　058-262-9897
静岡県静岡市葵区追手町10-105
TEL　054-253-2661
静岡県御前崎市佐倉5561
TEL　0537-85-2424
愛知県豊橋市広小路1-6
TEL  0532-54-2345
愛知県名古屋市中区丸の内3-22-7　丸の内OSビル1階
TEL　052-961-9011
愛知県名古屋市中区栄2-10-19　名古屋商工会議所ビル6階
TEL　052-223-6616
三重県津市本町32-35
TEL　059-253-4466
滋賀県大津市中央1-5-2
TEL　077-524-2683
京都府京都市南区八条通西洞院下ルイオンモールKYOTO Kaede館2階
TEL  075-692-3331
京都府京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251　京都BAL　地下1、2階
TEL  075-253-1599

滋賀県 滋賀県官報販売所（有限会社澤五車堂）

京都府
大垣書店 イオンモールＫＹＯＴＯ店

丸善 京都本店

愛知県

精文館書店 豊橋本店

愛知県第一官報販売所

中部原子力懇談会

三重県 三重県官報販売所（株式会社別所書店　本社）

福井県 福井県官報販売所（SuperKaBoS 新二の宮店）

岐阜県 岐阜県官報販売所（有限会社郁文堂書店）

静岡県
静岡県官報販売所

中部電力株式会社　浜岡原子力館

東京薬科大学生活協同組合 

神奈川県 神奈川県官報販売所（株式会社横浜日経社）

新潟県 新潟県官報販売所（北越書館）

石川県
北陸原子力懇談会

石川県官報販売所（株式会社うつのみや）

千葉県 千葉県官報販売所

東京都

政府刊行物センター（霞が関)

一般社団法人 日本原子力産業協会

八重洲ブックセンター 本店

公益財団法人原子力安全技術センター

公益社団法人 日本アイソトープ協会 総務課

紀伊國屋書店 新宿本店

ジュンク堂書店 池袋本店

茨城県 公益社団法人茨城原子力協議会　原子力科学館

群馬県 群馬県官報販売所（株式会社煥乎堂）

埼玉県 埼玉県官報販売所（株式会社須原屋本店）

栃木県 栃木県官報販売所（株式会社亀田書店）

宮城県
政府刊行物センター（仙台）

東北放射線科学センター

福島県
福島県官報販売所（株式会社西沢書店）

ヤマニ書房　本店

（１）窓口で受験申込書を入手する場合

北海道
紀伊國屋書店 札幌本店

MARUZEN＆ジュンク堂書店　札幌店

青森県 マイクロ書店
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https://www.kinokuniya.co.jp/c/store/Sapporo-Main-Store/shopinfo.html
https://honto.jp/store/detail.html?shcd=70046&shgcd=HB310&extSiteId=maruzen
http://www.too-microsystem.co.jp/top.html
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/miyagi.php#s01
http://www.t-radisci.com/
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/fukushima.php#s01
http://www.yamanishobou.co.jp/sub3.html
http://www.ibagen.or.jp/index.php
https://www.gov-book.or.jp/portal/shop/tochigi.php
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/gunma.php
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/saitama.php#s01
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/chiba.php#s01
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/tokyo.php#s01
http://www.jaif.or.jp/
http://www.yaesu-book.co.jp/
https://www.nustec.or.jp/about/access.html
http://www.jrias.or.jp/index.html
https://www.kinokuniya.co.jp/c/store/Shinjuku-Main-Store/
https://honto.jp/store/detail_1570019_14HB320.html
https://www.univcoop.jp/toyaku/index.html
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/kanagawa.php#s01
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/niigata.php#s01
http://www.h-genkon.jp/
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/ishikawa.php#s01
https://www.gov-book.or.jp/portal/shop/fukui.php
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/gifu.php
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/shizuoka.php#s01/
https://www.chuden.co.jp/hamaoka-pr/
http://www.seibunkan.co.jp/shop/a/honten/
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/aichi.php#s02
http://www.chugenkon.org/
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/mie.php
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/shiga.php
https://www.books-ogaki.co.jp/stores/ogaki-aeon_kyoto/
https://honto.jp/store/detail.html?shcd=70144
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/shiga.php
https://www.books-ogaki.co.jp/stores/ogaki-aeon_kyoto/
https://honto.jp/store/detail.html?shcd=70144
http://www.seibunkan.co.jp/shop/a/honten/
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/aichi.php#s02
http://www.chugenkon.org/
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/mie.php
https://www.gov-book.or.jp/portal/shop/fukui.php
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/gifu.php
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/shizuoka.php#s01/
https://www.chuden.co.jp/hamaoka-pr/
https://www.univcoop.jp/toyaku/index.html
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/kanagawa.php#s01
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/niigata.php#s01
http://www.h-genkon.jp/
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/ishikawa.php#s01
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/chiba.php#s01
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/tokyo.php#s01
http://www.jaif.or.jp/
http://www.yaesu-book.co.jp/
https://www.nustec.or.jp/about/access.html
http://www.jrias.or.jp/index.html
https://www.kinokuniya.co.jp/c/store/Shinjuku-Main-Store/
https://honto.jp/store/detail_1570019_14HB320.html
http://www.ibagen.or.jp/index.php
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/gunma.php
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/saitama.php#s01
https://www.gov-book.or.jp/portal/shop/tochigi.php
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/miyagi.php#s01
http://www.t-radisci.com/
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/fukushima.php#s01
http://www.yamanishobou.co.jp/sub3.html
https://www.kinokuniya.co.jp/c/store/Sapporo-Main-Store/shopinfo.html
https://honto.jp/store/detail.html?shcd=70046&shgcd=HB310&extSiteId=maruzen
http://www.too-microsystem.co.jp/top.html


都道府県 機関名 住所　及び　電話番号
大阪府大阪市北区堂島1-6-20　堂島アバンザ2、3階
TEL  06-4799-1090
大阪府大阪市北区芝田1-1-3　阪急三番街
TEL　06-6372-5821
大阪府大阪市中央区北久宝寺町2-3-6　非破壊検査ビル
TEL　06-6262-2410
大阪府大阪市西区江戸堀1-2-14
TEL　06-6443-2171
大阪府大阪市西区靱本町1-8-4　大阪科学技術センタービル3階
TEL　06-6450-3320
大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3　マルイト難波ビル3階
TEL  06-4396-4771
兵庫県神戸市中央区三宮町1-6-18
TEL　078-392-1001
兵庫県姫路市豆腐町222　ピオレ姫路２　2階
TEL　079-221-8280
奈良県大和郡山市南郡山町527-13
TEL　0743-51-1000
岡山県岡山市北区幸町3-22
TEL　086-222-2646
広島県広島市中区上八丁堀7-27
TEL　082-962-3590
愛媛県松山市湊町6-1-2
TEL　089-946-9957
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1　JR博多シティ8階
TEL　092-413-5401
福岡県福岡市中央区天神4-5-10　地産マンション1階
TEL　092-721-4846
福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82　電気ビル共創館6階
TEL　092-714-2318
佐賀県佐賀市白山1-2-18
TEL　0952-23-3722
長崎県長崎市元船町10-1　ゆめタウン夢彩都4階
TEL  095-811-4919
鹿児島県鹿児島市郡元3-1-9
TEL　099-285-0015
鹿児島県鹿児島市中央町1-1　アミュプラザ鹿児島4階
TEL  099-812-7000
沖縄県那覇市久茂地1-1-1　デパートリウボウ7階　リウボウブックセンター
TEL　098-867-1726

長崎県 紀伊國屋書店 長崎店

鹿児島県
鹿児島県官報販売所

紀伊國屋書店 鹿児島店

沖縄県 沖縄県官報販売所（株式会社リウボウ）

福岡県

丸善　博多店

福岡県官報販売所

一般社団法人九州経済連合会　九州エネルギー問題懇話会

佐賀県 佐賀県官報販売所

岡山県 岡山県官報販売所（有限会社有文堂）

広島県 広島県官報販売所

愛媛県 四国電力株式会社　原子力保安研修所

公益財団法人原子力安全技術センター　西日本事務所

ジュンク堂書店 難波店

兵庫県
ジュンク堂書店 三宮店

ジュンク堂書店 姫路店

奈良県 奈良県官報販売所(株式会社啓林堂書店)

大阪府

ジュンク堂書店 大阪本店

紀伊國屋書店 梅田本店

一般財団法人 電子科学研究所

大阪府官報販売所（株式会社かんぽう）
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https://honto.jp/store/detail_1570022_14HB320.html
https://www.kinokuniya.co.jp/c/store/Umeda-Main-Store/
http://www.esi.or.jp/access/
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/osaka.php#s02
http://www.nustec.or.jp/about/access.html
https://honto.jp/store/detail_1570052_14HB320.html
http://www.junkudo.co.jp/mj/store/store_detail.php?store_id=15
http://www.junkudo.co.jp/mj/store/store_detail.php?store_id=69
https://www.gov-book.or.jp/portal/shop/nara.php#s01
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/okayama.php
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/hiroshima.php#s02
https://www.yonden.co.jp/energy/atom/tour/nuclear_safety_institute.html
https://honto.jp/store/detail_1577305_14HB310.html
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/fukuoka.php#s02
https://www.gov-book.or.jp/portal/shop/saga.php
https://www.kinokuniya.co.jp/c/store/Nagasaki-Store/
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/kagoshima.php
https://www.kinokuniya.co.jp/c/store/Kagoshima-Store/
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/okinawa.php#s02
https://www.kinokuniya.co.jp/c/store/Nagasaki-Store/
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/kagoshima.php
https://www.kinokuniya.co.jp/c/store/Kagoshima-Store/
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/okinawa.php#s02
https://honto.jp/store/detail_1577305_14HB310.html
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/fukuoka.php#s02
https://www.gov-book.or.jp/portal/shop/saga.php
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/okayama.php
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/hiroshima.php#s02
https://www.yonden.co.jp/energy/atom/tour/nuclear_safety_institute.html
http://www.nustec.or.jp/about/access.html
https://honto.jp/store/detail_1570052_14HB320.html
http://www.junkudo.co.jp/mj/store/store_detail.php?store_id=15
http://www.junkudo.co.jp/mj/store/store_detail.php?store_id=69
https://www.gov-book.or.jp/portal/shop/nara.php#s01
https://honto.jp/store/detail_1570022_14HB320.html
https://www.kinokuniya.co.jp/c/store/Umeda-Main-Store/
http://www.esi.or.jp/access/
http://www.gov-book.or.jp/portal/shop/osaka.php#s02

