
※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 セキチュー　 流山おおたかの森店 流山市おおたかの森西３－５－３ 04-7157-6271

2 ケーヨーデイツー 流山セントラルパーク店 流山市中５３－１ 04-7157-6311

3 ＴＳＵＴＡＹＡ 流山店 流山市東深井２５８ 　 04-7152-2201

4 セブン-イレブン 流山青田店 流山市青田１２１－１０　 04-7153-7644

5 セブン-イレブン 流山江戸川台西店 流山市江戸川台西２－３－２ 04-7153-7222

6 セブン-イレブン 流山江戸川台東店 流山市江戸川台東２ー２３ 04-7155-5268

7 セブン-イレブン 流山おおたかの森駅西口店 流山市おおたかの森西１丁目３番地１ 04-7153-0747

8 セブン-イレブン 流山おおたかの森駅東口店 流山市おおたかの森東１丁目５番地３ 047-155-5122

9 セブン-イレブン 流山駒木西店 流山市おおたかの森東３丁目３４番地１ 04-7153-5521

10 セブン-イレブン 流山宮園１丁目店 流山市思井１丁目２番地１０ 04-7178-6577

11 セブン-イレブン 北流山店 流山市加１－１５８３ 04-7150-7058

12 セブン-イレブン 流山南店 流山市大字木２３２ 04-7159-0618

13 セブン-イレブン 流山西初石３丁目店 流山市西初石３丁目１３－４ 04-7178-5757

14 セブン-イレブン 流山初石駅前店 流山市西初石３－９８－３２ 04-7155-6180

15 セブン-イレブン 流山西平井店 流山市西平井１－３１－１０ 04-7178-8717

16 セブン-イレブン 流山長崎小学校前店 流山市野々下３－７９５－３ 04-7146-2511

17 セブン-イレブン 流山野々下店 流山市野々下５丁目１０６２－４ 04-7146-1222

18 セブン-イレブン 流山東初石３丁目店 流山市東初石３－１２８－１０ 04-7154-1166

19 セブン-イレブン 流山東深井店 流山市東深井２８４ 04-7152-3017

20 セブン-イレブン 南流山東店 流山市南流山１－４－３ 04-7150-7757

21 セブン-イレブン 南流山郵便局前店 流山市南流山３－１１－３ 04-7150-7162

22 セブン-イレブン 南流山４丁目店 流山市南流山４丁目１０－１０ 04-7159-7767

23 セブン-イレブン 南流山６丁目店 流山市南流山６－２３－１ 04-7158-5868

24 セブン-イレブン 流山美原店 流山市美原２ー３１ー４ 04-7140-5627

25 セブン-イレブン 流山三輪野山４丁目店 流山市三輪野山４丁目１２－１９ 04-7159-9455

26 カインズ 幕張店 習志野市芝園１－２－１ 047-408-2533

27 くまざわ書店　 津田沼店 習志野市津田沼１－１－１　ホテルメッツ津田沼 047-475-8311

28 ブックマルシェ 津田沼店 習志野市津田沼１－１０－３０　イトーヨーカドー４Ｆ 047-470-2211

29 未来屋書店 津田沼店 習志野市津田沼１－２３－１　イオン津田沼店３Ｆ 047-473-7191

30 ポプラ 習志野第一病院店 習志野市津田沼５－５－２５ ８号棟１Ｆ 047-451-6401

31 ＴＳＵＴＡＹＡ 津田沼店 習志野市谷津１－１６－１　モリシア津田沼店１Ｆ 047-470-2299

32 丸善 津田沼店 習志野市谷津７－７－１　Loharu津田沼Ｂ棟２F・３Ｆ 047-470-8311

33 セブン-イレブン 新習志野店 習志野市秋津３－６－１ 047-453-9711

34 セブン-イレブン 京成大久保駅前店 習志野市大久保１－２１－１４ 047-475-5557

35 セブン-イレブン 習志野大久保店 習志野市大久保２－１－１ 047-476-8637

36 セブン-イレブン 京成大久保店 習志野市大久保４－１０－１３ 047-476-1060

37 セブン-イレブン 習志野奏の杜南店 習志野市奏の杜２丁目４番１号 047-471-2323

38 セブン-イレブン 習志野鷺沼店 習志野市鷺沼１ー１４ー２８ 047-454-1470

39 セブン-イレブン 津田沼駅北口店 習志野市津田沼１－２－２２ 047-403-1770

40 セブン-イレブン 京成津田沼駅前店 習志野市津田沼３ー６ー３８ 047-472-1752

41 セブン-イレブン 津田沼店 習志野市津田沼６－１３－９ 047-452-0121

42 セブン-イレブン 東習志野店 習志野市東習志野６丁目５－１９ 047-403-9010

43 セブン-イレブン 東習志野６丁目店 習志野市東習志野６－１５－２１ 047-493-0196

44 セブン-イレブン 習志野東店 習志野市東習志野８－４－１５ 047-478-2600

45 セブン-イレブン 習志野藤崎２丁目店 習志野市藤崎２丁目２番２－２ 047-476-7961

46 セブン-イレブン 習志野藤崎６丁目店 習志野市藤崎６－４４７－６ 047-472-7676

47 セブン-イレブン 実籾店 習志野市実籾４－１－１ 047-478-4580

48 セブン-イレブン 習志野本大久保南店 習志野市本大久保２－７－１ 047-477-6380

49 セブン-イレブン 京成大久保駅南店 習志野市本大久保５丁目１－２１ 047-471-7677

50 セブン-イレブン 習志野屋敷店 習志野市屋敷４－１－８ 047-472-2677

51 セブン-イレブン 習志野谷津１丁目店 習志野市谷津１丁目１８－４６ 047-472-1147

52 セブン-イレブン 習志野谷津２丁目店 習志野市谷津２丁目２０－３７ 047-454-5596
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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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53 未来屋書店　 ボンベルタ成田店 成田市赤坂２－１－１０　ボンベルタ５Ｆ 0476-20-7077

54 ブックエース 成田赤坂店 成田市赤坂３－４－１ 0476-29-6650

55 ケーヨーデイツー 成田店 成田市ウイング土屋２４番地 0476-23-2752

56 未来屋書店 成田店 成田市ウイング土屋２４番地　イオンモール成田２Ｆ 0476-23-8248

57 くまざわ書店　 公津店 成田市公津の社４－５－３　成田ユアエルム３Ｆ 0476-26-5371

58 ヤックスドラッグ 三里塚店 成田市三里塚１７１－１ 0476-40-4720

59 生活彩家 　国際医療福祉大学成田病院店 成田市畑ヶ田852 国際医療福祉大学成田病院　検診棟1F 0476-35-5497

60 セブン-イレブン 成田飯田町西店 成田市飯田町字西向野１４３－６７ 0476-28-7110

61 セブン-イレブン 成田公津の杜店 成田市公津の杜１丁目１２－９ 0476-29-3178

62 セブン-イレブン 成田公津の杜２丁目店 成田市公津の杜２丁目３－３ 0476-28-3257

63 セブン-イレブン 成田公津の杜４丁目店 成田市公津の杜４－６－１ 0476-27-2201

64 セブン-イレブン 成田御所の内店 成田市御所の内１８－９　 0476-24-5805

65 セブン-イレブン 三里塚店 成田市三里塚御料１ー１４１８ 0476-35-0711

66 セブン-イレブン 成田三里塚光ケ丘店 成田市三里塚光ケ丘１－４２６ 0476-35-1562

67 セブン-イレブン 成田土屋店 成田市土屋１２９５－１ 0476-23-0333

68 セブン-イレブン 成田所店 成田市所字南割１２３３－２ 0476-49-3717

69 セブン-イレブン 成田十余三店 成田市十余三１２－１ 0476-32-1377

70 セブン-イレブン 成田長沼店 成田市長沼１５４９－１ 0476-37-2008

71 セブン-イレブン 下総成井店 成田市成井３８３－２ 0476-96-1560

72 セブン-イレブン 成田山表参道店 成田市花崎町５３８番１ 0476-24-0711

73 セブン-イレブン 成田本三里塚店 成田市本三里塚５０ー６ 0476-35-6060

74 セブン-イレブン 成田南三里塚店 成田市本城字下総長原１１６－１ 0476-35-8887

75 セブン-イレブン 成田美郷台３丁目店 成田市美郷台３丁目１７－３ 0476-23-9212

76 スーパーブックス 川間店 野田市岩名２－２７ 04-7120-8072

77 ケーヨーデイツー 野田店 野田市堤根３１６ 04-7125-3775

78 未来屋書店 ノア店 野田市中根３６－１　イオンノア店３Ｆ 04-7126-1283

79 ＴＳＵＴＡＹＡ 七光台店 野田市七光台４－２ イオンタウン野田七光台 04-7127-8600

80 オークスメディアパーク 野田店プラスＧＥＯ 野田市花井２３１－１ 04-7123-0094

81 セブン-イレブン 野田岩名２丁目店 野田市岩名２丁目２７－１ 04-7127-5110

82 セブン-イレブン 野田尾崎店 野田市尾崎２１５７－１ 04-7129-0807

83 セブン-イレブン 野田上花輪店 野田市上花輪６２６－３ 04-7123-7786

84 セブン-イレブン 野田愛宕店 野田市野田８３６番地６ 04-7126-5770

85 セブン-イレブン 野田宮崎店 野田市宮崎１４６－１１ 04-7121-5875

86 セブン-イレブン 野田目吹店 野田市目吹字夕村１６９５－３ 04-7121-3753

87 セブン-イレブン 野田光葉町店 野田市谷津１３１－１ 04-7123-6055

88 セブン-イレブン 野田谷津店 野田市谷津木戸口１３４５－２ 04-7120-8180
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