
※千葉県統計協会でも販売しています。(郵送販売も取り扱っています。送料及び振込手数料はご購入者負担となります。)

　　千葉市中央区市場町１－１　県庁統計課内（県庁本庁舎１０階）　
　　TEL：０４３－２２３－２２１７　FAX：０４３－２２７－４４５８　MAIL：tkjouhou@mz.pref.chiba.lg.jp
　　　　

№ 名　称 店舗名 住　　　　所 電話番号

1 ＴＳＵＴＡＹＡ 柏青葉台店 柏市青葉台２－１７－３１ 04-7160-7123

2 ＴＳＵＴＡＹＡ 柏駅前店 柏市柏１－２－３１柏共同ビル3階 04-7168-9101

3 紀伊國屋書店　 セブンパークアリオ柏店 柏市大島田１－６－１ セブンパークアリオ柏２Ｆ 04-7160-8015

4 くまざわ書店　 モラージュ柏店 柏市大山台２－３－１ モラージュ柏Ⅱ２Ｆ 04-7137-6500

5 丸善ジュンク堂書店 柏モディ店 柏市柏１－２－２６　柏モディ５Ｆ 04-7168-0215

6 くまざわ書店　 柏高島屋店 柏市末広町１－１　柏高島屋ｽﾃｰｼｮﾝﾓｰﾙ新館５Ｆ 04-7148-2382

7 ハマジマ書店 柏市豊四季台４－１－３－２１－１０８ 04-7144-1650

8 ケーヨーデイツー 柏の葉公園店 柏市十余二５７５－５２ 04-7137-3370

9 セキチュー　 柏の葉十余二店 柏市十余二１７５－４３ 04-7137-4500

10 スーパーブックス 新柏店 柏市名戸ケ谷８８８－１　PAZ新柏２F 04-7160-4085

11 ケーヨーデイツー 名戸ヶ谷店 柏市名戸ヶ谷９０２－１ 04-7165-1818

12 オークスブックセンター 南柏店プラスGEO 柏市南柏中央３－２　キュア･ラ２Ｆ 04-7170-7790

13 生活彩家 聖光ヶ丘病院店 柏市光ヶ丘団地２－３ 04-7173-1608

14 道の駅 しょうなん 柏市箕輪新田５９－２ 04-7190-1131

15 未来屋書店 柏店 柏市豊町２－５－２５　イオンモール柏２Ｆ 04-7141-0001

16 セブン-イレブン 柏旭町４丁目店 柏市旭町４－１１－４７ 04-7146-1165

17 セブン-イレブン 南柏駅東口店 柏市今谷上町７０番１ 04-7171-1520

18 セブン-イレブン 沼南大津ヶ丘店 柏市大津ヶ丘４－４－１ 04-7191-7734

19 セブン-イレブン 北柏３丁目店 柏市北柏３丁目１４－１ 04-7163-4800

20 セブン-イレブン 柏逆井店 柏市逆井１丁目６番１２号 04-7173-8441

21 セブン-イレブン 沼南しいの木台店 柏市しいの木台３－２６－１ 047-383-0065

22 セブン-イレブン 柏関場町店 柏市関場町１－１ 04-7162-1776

23 セブン-イレブン 柏高田店 柏市高田１３５３－１ 04-7148-7011

24 セブン-イレブン 柏千代田２丁目店 柏市千代田２－７－２０ 04-7164-8511

25 セブン-イレブン 柏豊四季駅東店 柏市豊四季１８５－２３ 04-7141-0388

26 セブン-イレブン 南柏豊四季店 柏市豊四季９７２－１８ 04-7175-3983

27 セブン-イレブン 柏豊四季台団地前店 柏市豊四季台１丁目１番３１号 047-141-0711

28 セブン-イレブン 柏豊四季向中原店 柏市豊四季字向中原６７８－１８２ 04-7160-7202

29 セブン-イレブン 柏豊住３丁目店 柏市豊住３－３－２ 04-7173-1006

30 セブン-イレブン 柏十余二工業団地店 柏市十余二２４０－３ 04-7146-8159

31 セブン-イレブン 柏中新宿店 柏市中新宿２ー４ー１ 04-7172-3194

32 セブン-イレブン 柏中原２丁目店 柏市中原２丁目２１－１１ 04-7175-2051

33 セブン-イレブン 新柏２丁目店 柏市名戸ヶ谷字中山越１３１６番 04-7166-7487

34 セブン-イレブン 柏光ケ丘店 柏市東中新宿４－７－３ 04-7174-4481

35 セブン-イレブン 麗澤大学前店 柏市光ケ丘団地１－５ 04-7171-3303

36 セブン-イレブン 沼南藤ヶ谷店 柏市藤ヶ谷９１１－５ 04-7193-7751

37 セブン-イレブン 柏松ヶ崎東店 柏市松ヶ崎４５６ 04-7134-8076

38 セブン-イレブン 柏松葉町１丁目店 柏市松葉町１－２－１２ 04-7132-0857

39 セブン-イレブン 柏松葉町店 柏市松葉町２－１４－１ 04-7133-4174

40 セブン-イレブン 柏南増尾７丁目店 柏市南増尾７丁目１２－２８ 04-7175-7117

41 セブン-イレブン 勝浦興津店 勝浦市興津７８２－３ 0470-76-5027

42 セブン-イレブン 勝浦武道大学前店 勝浦市新官９３４－２３ 0470-73-7111

43 仁木書店 駅前店 香取市小見川８９７ 0478-82-0701

44 ゲオ 香取小見川店 香取市小見川１１１０ 0478-80-1616

45 ＴＳＵＴＡＹＡ 佐原店 香取市佐原イ４１８７ 　 0478-52-6600

46 カインズ Ｓｕｃ香取小見川  香取市野田 ４５０ 0478-83-7007

47 ケーヨーデイツー 佐原店 香取市山之辺１４０５－１ 0478-52-0600

48 城山書店 アピオ店 香取市分郷２１８－１　アピオ１F 0478-83-3410
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　ご注文の際は、住所(送付先)、氏名、電話番号、ご希望のカバーの色(紺色・黄色・赤色)、冊数をお知らせください。

※店舗により、発売開始時期や取り扱う手帳の色・冊数が異なります。詳しくは各店舗へお問い合わせください。
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49 セブン-イレブン 小見川東店 香取市阿玉川４番地１ 0478-83-1841

50 セブン-イレブン 香取水郷店 香取市一ノ分目１２０４－１ 0478-83-7867

51 セブン-イレブン 山田大角店 香取市大角字かにはら１６５０番地４ 0478-78-5222

52 セブン-イレブン 香取大戸川店 香取市大戸川１８２番１ 0478-52-0288

53 セブン-イレブン 小見川織幡店 香取市織幡１１２５番４ 0478-82-5500

54 セブン-イレブン 佐原観音店 香取市観音９３９－１ 0478-58-1711

55 セブン-イレブン 小見川木内店 香取市木内１０１－１ 0478-82-8880

56 セブン-イレブン 香取市佐原駅前店 香取市佐原イ７４－１１ 0478-52-0331

57 セブン-イレブン 佐原大手店 香取市佐原ホ１４４－１ 0478-54-7866

58 セブン-イレブン 香取津宮店 香取市津宮４１３２ 0478-50-5570

59 セブン-イレブン 香取府馬店 香取市府馬３３０２番１ 0478-70-8507

60 セブン-イレブン 香取小見川店 香取市八日市場１３４８－７ 0478-83-7119

61 ケーヨーデイツー 鎌ケ谷店 鎌ケ谷市右京塚２－１９ 047-445-8112

62 ＴＳＵＴＡＹＡ 鎌ケ谷店 鎌ケ谷市右京塚３－３ 047-442-0421

63 未来屋書店 鎌ケ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－７－１　イオン鎌ケ谷SC１F 047-441-5711

64 くまざわ書店　 新鎌ケ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-12-1　アクロスモール新鎌ケ谷２F 047-498-6521

65 WonderGoo　 鎌ケ谷店 鎌ケ谷市東鎌ケ谷１－６ 047-441-5075

66 セブン-イレブン 鎌ケ谷右京塚店 鎌ケ谷市右京塚１１－２７ 047-446-5335

67 セブン-イレブン 鎌ケ谷８丁目店 鎌ケ谷市鎌ケ谷８－５－３５ 047-442-3672

68 セブン-イレブン 鎌ヶ谷軽井沢店 鎌ケ谷市軽井沢字１９８３－５ 047-446-5551

69 セブン-イレブン 鎌ケ谷北中沢１丁目店 鎌ケ谷市北中沢１－６－５ 047-446-1980

70 セブン-イレブン 新鎌ケ谷３丁目店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷３－１７－１０ 047-442-7750

71 セブン-イレブン 鎌ケ谷中沢店 鎌ケ谷市中沢７７６－７ 047-441-2077

72 セブン-イレブン 鎌ケ谷初富店 鎌ケ谷市初富２１－３ 047-445-2162

73 セブン-イレブン 鎌ヶ谷初富本町店 鎌ケ谷市初富本町２－２１－３ 047-441-5521

74 セブン-イレブン 鎌ケ谷東鎌ヶ谷店 鎌ケ谷市東鎌ケ谷２丁目２１－２５ 047-444-8277

75 セブン-イレブン 鎌ケ谷東初富４丁目店 鎌ケ谷市東初富４丁目１番３８号 047-442-8686

76 セブン-イレブン 鎌ケ谷西道野辺６丁目店 鎌ケ谷市道野辺字下ノ坪２２７－５ 047-441-2220

77 セブン-イレブン 鎌ケ谷駅西口店 鎌ケ谷市道野辺中央２－１－３６ 047-445-7728

78 セブン-イレブン 鎌ケ谷南初富３丁目店 鎌ケ谷市南初富３丁目１０番４１号 047-443-5586

79 道の駅 鴨川オーシャンパーク 鴨川市江見太夫崎２２ 04-7096-1911

80 ＴＳＵＴＡＹＡ 鴨川店 鴨川市大字貝渚字中川間３００ 04-7093-6471

81 鴨川書店 鴨川市横渚９０７－２ 04-7092-0061

82 セブン-イレブン 天津小湊店 鴨川市内浦４０６－１ 04-7095-3367

83 セブン-イレブン 鴨川長狭中学校前店 鴨川市大川面字東板屋１００６－１ 04-7097-1517

84 セブン-イレブン 鴨川大里店 鴨川市大里４９１番１ 04-7099-0556

85 セブン-イレブン 鴨川東条店 鴨川市東町字赤澤２１９７ 04-7094-5311

86 セブン-イレブン 鴨川広場店 鴨川市広場８４２－３ 04-7093-0117

87 セブン-イレブン 鴨川太海店 鴨川市太海９２０ 04-7092-9798

88 セブン-イレブン 鴨川西條店 鴨川市八色５６５ー１ 04-7093-6300

89 セブン-イレブン 鴨川バイパス店 鴨川市横渚１６６７ 04-7098-3050

90 セブン-イレブン 安房鴨川駅前店 鴨川市横渚字馬場９４５－１ 04-7099-2628

91 未来屋書店 木更津朝日店 木更津市朝日3-10-19　イオンタウン木更津朝日店１Ｆ 0438-20-3350

92 精文館書店 木更津店 木更津市太田２－５－１ 0438-20-2811

93 カインズ 木更津金田  木更津市金田東３－１－３ 0438-40-1551

94 ヤックスドラッグ 木更津清見台店 木更津市清見台１－１７－２０ 0438-20-3733

95 未来屋書店 木更津店 木更津市築地１番４　イオンモール木更津２Ｆ 0438-30-6207

96 ケーヨーデイツー 木更津潮見店 木更津市潮見３－７ 0438-25-2458

97 木更津東口多田屋 木更津市東中央１－３－７ 0438-25-4371

98 ケーヨーデイツー 木更津ほたる野店 木更津市ほたる野４－７－１ 0438-30-5031

99 くまざわ書店　 木更津店 木更津市ほたる野４－２－４８　アピタ木更津２Ｆ 0438-30-5190
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100 セブン-イレブン 木更津朝日１丁目店 木更津市朝日１丁目９１８番３ 0438-20-0717

101 セブン-イレブン 木更津岩根店 木更津市岩根３ー１０ー２９ 0438-41-0209

102 セブン-イレブン 木更津瓜倉店 木更津市瓜倉１５３番地 0438-41-5570

103 セブン-イレブン 木更津江川店 木更津市江川９６ 0438-22-2317

104 セブン-イレブン 木更津祗園店 木更津市祗園４ー２８ー２７ 0438-98-3678

105 セブン-イレブン 木更津３丁目店 木更津市木更津３丁目３－９ 0438-25-6055

106 セブン-イレブン 木更津清見台３丁目店 木更津市清見台３－１－２３ 0438-23-5960

107 セブン-イレブン 木更津清見台東１丁目店 木更津市清見台東１－１２－５ 0438-98-7211

108 セブン-イレブン 木更津清見台東３丁目店 木更津市清見台東３丁目３２番９ 0438-97-1117

109 セブン-イレブン 木更津国立工専前店 木更津市清見台南４－１－３ 0438-98-4425

110 セブン-イレブン 木更津港南台店 木更津市港南台４－２－２ 0438-36-0895

111 セブン-イレブン 君津中央病院前店 木更津市桜井字日月９９６－１ 0438-37-8870

112 セブン-イレブン 木更津北インター店 木更津市笹子５９７ 0438-98-1148

113 セブン-イレブン 木更津桜井店 木更津市潮見５－１－１０ 0438-36-2859

114 セブン-イレブン 木更津潮見６丁目店 木更津市潮見６－３－２ 0438-36-7741

115 セブン-イレブン 木更津下烏田店 木更津市下烏田字塩沼７９７－５ 0438-37-5575

116 セブン-イレブン 木更津下郡店 木更津市下郡字上湯名下１０１９－１ 0438-53-5057

117 セブン-イレブン 木更津請西平川店 木更津市請西１８０１－３ 0438-36-1223

118 セブン-イレブン 木更津請西東２丁目店 木更津市請西東２丁目１－３ 0438-36-0040

119 セブン-イレブン 木更津請西南店 木更津市請西南２丁目２１番１ 0438-37-6061

120 セブン-イレブン 木更津新田２丁目店 木更津市新田２丁目９－２２ 0438-25-6755

121 セブン-イレブン 木更津高柳南店 木更津市高柳１４７８ 0438-25-3877

122 セブン-イレブン 木更津高柳３丁目店 木更津市高柳３－１０－１ 0438-41-3077

123 セブン-イレブン 木更津中里店 木更津市中里６０３－１ 0438-23-7797

124 セブン-イレブン 木更津畑沢南５丁目店 木更津市畑沢南５丁目３番１ 0438-30-2188

125 セブン-イレブン 木更津文京１丁目店 木更津市文京１－４－１２ 0438-23-3171

126 セブン-イレブン 木更津真舟店 木更津市真舟２－３０－１ 0438-37-3536

127 セブン-イレブン 木更津駅東口店 木更津市大和２丁目２－１ 0438-20-3323

128 セブン-イレブン 木更津幸町店 木更津市幸町２－１－９ 0438-36-1882

129 ゲオ 君津外箕輪店 君津市外箕輪３－５－２８ 0439-57-6081

130 ジョイフル本田 君津店 君津市外箕輪３－７ 0439-55-0111

131 石塚文化堂 君津市中島２９３ 0439-32-2006

132 セブン-イレブン 君津小糸店 君津市泉２８２－１ 0439-32-3371

133 セブン-イレブン 君津久保２丁目店 君津市久保２－２－１２ 0439-55-6646

134 セブン-イレブン 君津久留里店 君津市久留里市場１５５番４ 0439-27-2321

135 セブン-イレブン 君津郡店 君津市郡１丁目２３番１８ 0439-50-0588

136 セブン-イレブン 君津常代店 君津市常代３丁目２番１０ 0439-52-2855

137 セブン-イレブン 君津中富店 君津市中富９７５－３ 0439-52-1551

138 セブン-イレブン 君津中野店 君津市中野２ー１ー１ 0439-54-0711

139 セブン-イレブン 君津根本店 君津市根本８９４－１ 0439-32-4863

140 セブン-イレブン 君津法木作店 君津市法木作１丁目１５－１ 0439-55-1406

141 セブン-イレブン 君津南子安４丁目店 君津市南子安４丁目１－１ 0439-53-0711

142 セブン-イレブン 君津三直店 君津市三直字坂ノ下７６９－２ 0439-53-0773

143 道の駅 保田小学校 鋸南町保田７２４ 0470-29-5530

144 ヤックスドラッグ 鋸南店 鋸南町下佐久間４５１－２ 0470-50-1440

145 セブン-イレブン 安房勝山店 鋸南町下佐久間８０３ー１ 0470-55-1448

146 セブン-イレブン 鋸南保田店 鋸南町元名９０１番地 0470-28-5533

147 セブン-イレブン 九十九里片貝店 九十九里町片貝２３８０ 0475-76-1228

148 セブン-イレブン 九十九里小関店 九十九里町小関２２８７－１ 0475-76-7113

149 セブン-イレブン 九十九里下貝塚店 九十九里町下貝塚１０１ー１ 0475-76-0722

150
神崎
町 セブン-イレブン 千葉神崎店 神崎町神崎本宿３２０６番地１ 0478-72-4661
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