
※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 セブン-イレブン 栄安食駅前店 栄町安食１－２０－７ 0476-95-8080

2 セブン-イレブン 栄ふじみ橋店 栄町安食字外下埜３７９５－９０ 0476-80-1844

3 セブン-イレブン 印旛栄酒直台店 栄町酒直台２－２－３ 0476-85-0408

4 リブロ レイクピアウスイ店 佐倉市王子台１－２３　レイクピアウスイ１F 043-463-8031

5 ヤックスドラッグ 佐倉店 佐倉市鏑木町１１６８ 043-485-9880

6 ケーヨーデイツー 志津店 佐倉市上志津１５９８－１ 043-463-0511

7 ときわ書房 志津ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ店 佐倉市上志津１６６３　ステーションビル３Ｆ 043-460-3877

8 ケーヨーデイツー ｉｉｔｅそめい野店 佐倉市染井野４－８－２ 043-463-5211

9 ＴＳＵＴＡＹＡ 佐倉店 佐倉市寺崎北６－１－２ 043-486-9481

10 カインズ 佐倉店 佐倉市寺崎北６－２－６ 043-481-2333

11 宮脇書店　 ユーカリが丘店 佐倉市ユーカリが丘４－１－４ ﾕｰｶﾘﾌﾟﾗｻﾞ４F 043-497-6341

12 未来屋書店 ユーカリが丘店 佐倉市西ユーカリが丘6-12-3　ｲｵﾝﾀｳﾝﾕｰｶﾘが丘東街区 043-487-6721

13 セブン-イレブン 佐倉インター店 佐倉市石川５４３－１２ 043-486-4701

14 セブン-イレブン 佐倉石川店 佐倉市石川字春地２９０－３ 043-483-2535

15 セブン-イレブン 佐倉岩富店 佐倉市岩富３２３－１ 043-498-3322

16 セブン-イレブン 佐倉臼井店 佐倉市臼井１３１－４ 043-460-7710

17 セブン-イレブン 佐倉江原台店 佐倉市江原台１－１８－７ 043-486-2001

18 セブン-イレブン 佐倉王子台２丁目店 佐倉市王子台２丁目１２－２５ 043-488-3271

19 セブン-イレブン 佐倉王子台３丁目店 佐倉市王子台３丁目２６－１３ 043-460-1312

20 セブン-イレブン 佐倉大崎台店 佐倉市大崎台１ー２ー７ 043-486-8811

21 セブン-イレブン 佐倉大崎台４丁目店 佐倉市大崎台４丁目１－３ 043-486-4477

22 セブン-イレブン 佐倉生谷店 佐倉市生谷４８５－６ 043-461-4325

23 セブン-イレブン 京成佐倉駅前店 佐倉市栄町１６－１ 043-486-0775

24 セブン-イレブン 佐倉栄町店 佐倉市栄町２０－１ 043-486-3304

25 セブン-イレブン 佐倉下志津店 佐倉市下志津字源遠田９０１－１ 043-487-7288

26 セブン-イレブン 佐倉城内町店 佐倉市城内町２７６－５ 043-485-5558

27 セブン-イレブン 佐倉西志津６丁目店 佐倉市西志津６丁目１－３ 043-488-3173

28 ヤックスドラッグ 成東店 山武市成東４－１ 0475-82-1170

29 WonderGoo　 成東店 山武市成東４８６－１ 0475-77-8612

30 セブン-イレブン 成東草深店 山武市草深１９５１－１ 0475-84-3558

31 セブン-イレブン 山武市役所前店 山武市殿台２０３－１ 0475-82-0345

32 セブン-イレブン 山武富口店 山武市富口２２８５ 0475-77-7838

33 セブン-イレブン 成東バイパス店 山武市成東５３９－２ 0475-82-0077

34 セブン-イレブン 蓮沼郵便局前店 山武市蓮沼ハ－９０３ 0475-86-2696

35 セブン-イレブン 松尾西店 山武市松尾町田越６６－１ 0479-86-4117

36 セブン-イレブン 松尾八田店 山武市松尾町八田２５６７ 0479-82-7776

37 セブン-イレブン 成東本須賀店 山武市本須賀４５６７－１ 0475-84-0017

38 セブン-イレブン 成東駅和田店 山武市和田３５７－１ 0475-53-5535

39 セブン-イレブン 酒々井下岩橋店 酒々井町下岩橋１３１－１ 043-496-0711

40 セブン-イレブン 酒々井駅東口店 酒々井町東酒々井１丁目１番２４ 043-496-0753

41 ケーヨーデイツー 芝山店 芝山町岩山字広芝脇２３０５－２ 0479-70-8850

42 セブン-イレブン 芝山坂志岡店 芝山町大里字柳谷３２－１１ 0479-78-8070

43 ヤックスドラッグ 白子店 白子町五井３８６－２ 0475-30-3818

44 セブン-イレブン 白子町役場入口店 白子町関５０３４－３ 0475-30-3032

45 セブン-イレブン 千葉白子店 白子町中里４４８２ー４ 0475-33-6135

46 セブン-イレブン 白子中里西店 白子町中里４６１７－１ 0475-30-2227
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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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№ 名　称 店舗名 住　　　　所 電話番号
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47 ケーヨーデイツー 白井店 白井市根４７８－１ 047-492-2111

48 セブン-イレブン 白井工業団地店 白井市河原子３６５－５ 047-492-3266

49 セブン-イレブン 白井桜台店 白井市桜台２－１ 047-491-7131

50 セブン-イレブン 白井笹塚店 白井市笹塚３－２４－１ 047-492-8711

51 セブン-イレブン 白井神々廻店 白井市神々廻１６４６－３ 047-491-7011

52 セブン-イレブン 白井根店 白井市根４３８ 047-492-3143

53 セブン-イレブン 白井大山口店 白井市根１９４６－１ 047-497-3830

54 多田屋 八日市場店 匝瑳市八日市場イ２４６０ 　 0479-72-1566

55 ヤックスドラッグ 八日市場店 匝瑳市八日市場ホ９２－１ 0479-79-1943

56 カインズ Ｓｕｃ八日市場 匝瑳市八日市場ロ字横田１１８ 0479-79-1661

57 セブン-イレブン 八日市場飯倉店 匝瑳市飯倉台１９－１９ 0479-79-0360

58 セブン-イレブン 匝瑳飯塚店 匝瑳市飯塚字関下３１２番１ 0479-74-1885

59 セブン-イレブン 野栄町役場前店 匝瑳市今泉６４９６－１ 0479-67-5569

60 セブン-イレブン 匝瑳上谷中店 匝瑳市上谷中２２８３－７ 0479-73-7157

61 セブン-イレブン 野栄野手浜店 匝瑳市野手１７１４６－１３１９ 0479-67-5052

62 セブン-イレブン 匝瑳みどり平工業団地店 匝瑳市平木４９４２－１ 0479-73-3511

63 セブン-イレブン 八日市場田町店 匝瑳市八日市場イ－２５３７ 0479-72-1275

64 セブン-イレブン 八日市場郵便局前店 匝瑳市八日市場ロ－９２ 0479-73-7556

65 ヤックスドラッグ 袖ケ浦店 袖ケ浦市蔵波台５－１９－３ 0438-64-0544

66 ヤックスドラッグ 横田店 袖ケ浦市横田１２１０ 0438-75-7796

67 セブン-イレブン 袖ケ浦飯富店 袖ケ浦市飯富８８０ 0438-63-6424

68 セブン-イレブン 袖ケ浦平成通りたちばな店 袖ケ浦市飯富３５６８－１７ 0438-64-0703

69 セブン-イレブン 袖ヶ浦今井店 袖ケ浦市今井１丁目５６番２ 0438-62-0772

70 セブン-イレブン 袖ヶ浦上泉店 袖ケ浦市上泉１００９－１ 0438-60-5255

71 セブン-イレブン 袖ケ浦長浦駅東店 袖ケ浦市久保田１丁目１番７ 0438-63-7100

72 セブン-イレブン 袖ヶ浦のぞみ野通り北店 袖ケ浦市蔵波字正源戸９９４－７ 0438-63-6233

73 セブン-イレブン 袖ケ浦蔵波台２丁目店 袖ケ浦市蔵波台２丁目２１番１６ 0438-63-7080

74 セブン-イレブン 袖ヶ浦蔵波台６丁目店 袖ケ浦市蔵波台６－１０－１ 0438-63-0313

75 セブン-イレブン 袖ヶ浦宮田大橋店 袖ケ浦市下宮田字中谷３０番２ 0438-75-7776

76 セブン-イレブン 袖ケ浦市役所北店 袖ケ浦市袖ケ浦駅前１丁目９番７ 0438-60-1218

77 セブン-イレブン 袖ケ浦駅北口店 袖ケ浦市袖ケ浦駅前１丁目３３番２ 0438-62-7113

78 セブン-イレブン 袖ヶ浦代宿店 袖ケ浦市代宿８３－２８ 0438-62-2080

79 セブン-イレブン 袖ヶ浦久保田店 袖ケ浦市代宿９２９ 0438-62-7767

80 セブン-イレブン 袖ヶ浦長浦駅北口店 袖ヶ浦市長浦１番９８ 0438-63-4610

81 セブン-イレブン 袖ヶ浦さつき台店 袖ケ浦市長浦駅前８－１－１０ 0438-62-3711

82 セブン-イレブン 袖ケ浦奈良輪店 袖ケ浦市奈良輪１－６－１６ 0438-62-2020

83 セブン-イレブン 袖ヶ浦駅前通り店 袖ケ浦市福王台１ー２７ー６ 0438-63-8150

84 セブン-イレブン 袖ヶ浦福王台店 袖ケ浦市福王台３－３０－１２ 0438-63-1070

85 セブン-イレブン 袖ヶ浦東横田店 袖ケ浦市横田４０８ 0438-75-2228
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