指定大学生協・大学内書店 一覧
下記の店舗では、入会金 10,000 円免除

＋ 受講料 5％OFF にてお申し込みいただけます。

■関東地区

■東海地区
東洋英和女学院大学 紀伊國屋ブックセンター

麻布大学生活協同組合

東洋大学生活協同組合

愛知大学名古屋生活協同組合

岩手県立大学生活協同組合

跡見学園女子大学生活協同組合

長野県看護大学生活協同組合

愛知大学豊橋生活協同組合

岩手大学生活協同組合

茨城キリスト教学園生活協同組合

長野大学生活協同組合

愛知教育大学生活協同組合

尚絅学院大学生活協同組合

茨城大学生活協同組合

新潟青陵大学・短期大学生活協同組合

愛知県立芸術大学生活協同組合

東北大学生活協同組合

宇宙科学研究所生活協同組合

新潟大学生活協同組合

愛知県立大学生活協同組合

東北学院大学生活協同組合

宇都宮大学消費生活協同組合

日本社会事業大学生活協同組合

金城学院大学生活協同組合

東北工業大学生活協同組合

桜美林学園消費生活協同組合

日本獣医生命科学大学生活協同組合

岐阜大学消費生活協同組合

弘前大学生活協同組合

太田情報・医療・自動車専門学校生活協同組合

日本女子大学生活協同組合

静岡大学生活協同組合

弘前学院生活協同組合

お茶の水女子大学消費生活協同組合

日本赤十字看護大学生活協同組合

学習院大学 蓁々会

★日本大学経済学部 櫻門書房

★愛知学院大学 成文堂

■東北地区

青山学院 購買会

秋田大学生活協同組合

★ジュンク堂書店 名古屋店（一般書店）

福島大学生活協同組合

★椙山女学園大学 文進堂書店

みやぎインターカレッジコープ
宮城学院生活協同組合

神奈川大学生活協同組合

一橋大学消費生活協同組合

群馬大学生活協同組合

法政大学生活協同組合

慶應義塾生活協同組合

星薬科大学生活協同組合

名古屋工業大学生活協同組合

宮城大学生活協同組合

工学院大学学園生活協同組合

前橋工科大学生活協同組合

名古屋市立大学生活協同組合

盛岡大学生活協同組合

埼玉大学生活協同組合

松本大学生活協同組合

名古屋大学消費生活協同組合

山形大学生活協同組合

芝浦工業大学消費生活協同組合

武蔵学園生活協同組合

十文字学園生活協同組合

★明治大学 キャンパスサポート

中京大学生活協同組合
★東海学院大学 丸善

★南山大学 紀伊国屋書店
日本福祉大学生活協同組合

淑徳大学みずほ台生活協同組合

明治学院消費生活協同組合

東京都立大学生活協同組合 南大沢SB 部

明治薬科大学生活協同組合

三重大学生活協同組合

東京都立大学生活協同組合 日野SB 部

明星大学 紀伊國屋ブックセンター

名城大学生活協同組合

★上智大学 紀伊国屋書店

★藤田医科大学 丸善

山梨大学生活協同組合
■関西地区

白梅学園生活協同組合

山梨県立大学生活協同組合

信州大学生活協同組合

横浜国立大学生活協同組合

生活協同組合東京インターカレッジコープ

横浜市立大学生活協同組合

大阪大学生活協同組合 吹田ｷｬﾝﾊﾟｽｾﾝﾃﾗｽ

立教学院 事業部

大阪大学生活協同組合 箕面福利会館ｼｬﾝﾃｨ

★専修大学 購買会 生田店
創価大学 創学サービス

和光学園生活協同組合

大東文化学園生活協同組合

早稲田大学生活協同組合

大阪大学生活協同組合 豊中ｷｬﾝﾊﾟｽ豊中福利会館

★追手門学院大学 紀伊国屋書店
大阪インターカレッジコープ

高崎経済大学生活協同組合

大阪教育大学生活協同組合

拓殖大学 購買会

大阪樟蔭女子大学生活協同組合

千葉商科大学生活協同組合

関西学院大学生活協同組合 学生会館新館フォーラム店

千葉大学生活協同組合

関西学院大学生活協同組合 神戸三田キャンパス店

中央大学生活協同組合

京都大学生活協同組合 ショップ ルネ(ｻｰﾋﾞｽｶｳﾝﾀｰ)

★筑波大学丸善筑波大学厚生会大学会館書籍部

京都工芸繊維大学生活協同組合

津田塾大学生活協同組合

近畿大学生活協同組合

電気通信大学生活協同組合

甲南女子大学生活協同組合

東京医科歯科大学生活協同組合

甲南大学生活協同組合

東京外国語大学生活協同組合

神戸学院大学 学院書店

東京海洋大学生活協同組合

神戸市外国語大学消費生活協同組合

東京学芸大学生活協同組合

神戸親和女子大学生活協同組合

東京経済大学生活協同組合

神戸大学生活協同組合 学生会館書籍店

東京芸術大学生活協同組合

神戸薬科大学生活協同組合

東京工業高等専門学校生活協同組合

同志社生活協同組合 京田辺ﾌﾞｯｸ&ﾄﾗﾍﾞﾙ

東京工業大学生活協同組合

同志社生活協同組合 良心館ﾌﾞｯｸ&ｼｮｯﾌﾟ

東京女子大学 購買センター

同志社生活協同組合 女子大学友和館ﾌﾞｯｸｽﾄｱ

東京大学消費生活協同組合

奈良教育大学生活協同組合

東京電機大学生活協同組合

奈良女子大学生活協同組合

★東京都市大学 世田谷ｷｬﾝﾊﾟｽ店
★東京都市大学 キャンパスショップ横浜

宮城教育大学生活協同組合

福井大学生活協同組合
★武庫川女子大学 紀伊國屋書店

東京農業大学生活協同組合

立命館生活協同組合 存心館ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰふらっと

東京農工大学消費生活協同組合

龍谷大学生活協同組合 大宮書籍購買部

東京薬科大学生活協同組合
東京理科大学消費生活協同組合

★印の店舗では現金は取り扱っておりません（受講申込書の受付のみ）
。受講料は河合塾ＫＡＬＳにてお支払いください。

指定書店 一覧
下記の店舗では、受講料 5％OFF にてお申し込みいただけます。
■関東地区
オリオン書房

ノルテ店 （パークアベニュー 3Ｆ）

東京都立川市曙町 2-42-1

042-522-1231

紀伊國屋書店

新宿本店

東京都新宿区新宿 3-17-7

03-3354-0131

くまざわ書店

八王子本店
蒲田店 （グランデュオ 東館 6Ｆ）

東京都八王子市旭町 2-11
東京都大田区蒲田 5-13-1

三省堂書店

神保町本店
大宮店 (そごう大宮店 8Ｆ)
海老名店 (VINA WALK 一番館 4Ｆ)

東京都千代田区神田神保町 1-1
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-6-2
神奈川県海老名市中央 1-1-1

丸善

お茶の水店 （瀬川ビル 1F）
津田沼店 (ブロック B 棟 2 3F)

東京都千代田区神田駿河台 2-8
千葉県習志野市谷津 7-7-1

有隣堂

藤沢店 （フジサワ名店ビル 5Ｆ）
横浜駅西口店医学書センター （エキニア横浜 B1F）

神奈川県藤沢市南藤沢 2-1-1
神奈川県横浜市西区南幸 1-1-8

042-625-1201
03-3737-5351
03-3233-3312
048-646-2600
046-234-7161
03-3295-5581
047-470-8311
0466-26-1411
045-311-6265

Æ 指定大学生協・大学内書店、指定書店で受講料等をお支払いのうえ、
受講校舎（河合塾ＫＡＬＳ）の窓口にて最終申込手続を行なってください。
★印の指定大学生協・大学内書店、指定書店では「受講申込書」を記入・提出ください。
（受講料は河合塾 KALS の窓口での最終お手続きの際にお支払ください。
）
［一覧はいずれも 2022 年 1 月現在］

【新宿本校】 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-15-2 ／TEL 03-5338-8655
【名 駅 校】 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4-5-27（大一名駅ビル 8F）
／TEL 052-533-6860
【新大阪校】 〒533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路 1-3-12 ／TEL 06-6325-8202
【通信講座】 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-15-2 ／TEL 03-5338-8655
（KALS 新宿本校内）

