
千葉県収入証紙は次の場所で販売しています。
（１）千葉県庁の出先機関(一部取り扱っていない機関もあります。）
（２）千葉県内の市町村役場の出納関係部署
（３）県が指定した売りさばき人

売りさばき人が希望金種の収入証紙を在庫していない場合がありますので、必ず事前に確認の上お出かけください。

千葉県庁生活協同組合

（公社）全日本不動産協会 中央区市場町４－６
全日千葉会館（公社）全日
本不動産協会千葉県本部

０４３－２０２－７５１１

（一社）千葉県産業資源循環協会中央区中央３－３－１
フジモト第一生命ビルディ
ング５階

０４３－２３９－９９２０

千葉県収入証紙売りさばき所一覧

売りさばき人の名称（氏名） 売りさばき場所 電話番号
千葉市

中央区市場町１－１ 県庁中庁舎地下１階 ０４３－２２３－４７５９

行政書士法人畠山事務所 中央区中央３－３－１
フジモト第一生命ビルディ
ング６階

０４３－２２１－７８０７

千葉県行政書士会 中央区中央４－１３－１０ ０４３－２２７－８００９

（一社）千葉県危険物安全協会連合会 中央区末広２－１４－１ ０４３－２６６－７９３０
（一社）千葉県宅地建物取引業協会 中央区中央港１－１７－３ ０４３－２４１－６６７１

レッドホースコーポレーション（株） 中央区新町１０００ センシティータワー４階 ０４３－２３８－９６７８
（株）三洋堂 中央区新町１０００ センシティータワー４階 ０４３－２３８－８８５８

村田　廣行 中央区問屋町５－７ ０４３－２４４－５４５７

（公社）千葉県食品衛生協会 中央区長洲１－２４－１
エスカイヤ本千葉第一ビル
303号

０４３－２２５－０６７１

（一社）千葉県高圧ガス保安協会 中央区中央港１－１３－１ 千葉県ガス石油会館内 ０４３－２４６－００２７
千葉中央交通安全協会 中央区中央港１－１３－１ ０４３－２４５－０９４５

（一社）千葉県猟友会 中央区長洲１－１５－７ 千葉県森林会館３階 ０４３－２２２－６０３３
日本貸金業協会 中央区弁天１－２－８ ０４３－２８４－４１００

（社）千葉県建築士会 中央区中央４－８－５ ０４３－２０２－２１００
（一社）千葉県安全運転管理協会中央区長洲１－２２－３ ０４３－２２７－００７３

（株）稲毛自動車教習所 稲毛区稲毛町５－３１－１ ０４３－２４３－７１１１
（一社）千葉県計量協会 稲毛区作草部１－１８－３ ０４３－２８７－１３１４

（一財）千葉市交通安全協会 中央区松ヶ丘２０－１ 第一自動車教習所内 ０４３－２６６－６７６７
鷹ノ台ドライビングスクール㈱ 花見川区柏井４－２－１ ０４７－４８３－２３４５

千葉大学生活協同組合 稲毛区弥生町１－３３ ０４３－２５４－１８２５
千葉東交通安全協会 若葉区小倉町８５９－２ ０４３－２３３－２６３０

（株）京葉自動車教習所 稲毛区長沼町３４１ ０４３－２５９－６３７１
千葉北交通安全協会 稲毛区長沼原町１９９－１ 千葉北警察署内 ０４３－２８６－５３０１

（一財）千葉県自動車教習所 若葉区坂月町３０８ ０４３－２３７－０４０１
千葉南交通安全協会 緑区おゆみ野中央８－１－２ 千葉南警察署内 ０４３－２９２－４７３３

（株）千葉中央自動車学校 若葉区加曽利町８６８ ０４３－２３１－５０５１
石川　千代司 若葉区桜木３－７－７１ 行政書士石川事務所 ０４３－２３１－２２５７

（公財）千葉県交通安全協会 美浜区浜田２－１ 県警運転免許本部内 ０４３－２７１－８４８１
落合行政書士法人 美浜区浜田２－１８ ０４３－２７６－５９４４

㈱イースタンドライビングスクール 緑区平川町１６１４－１ ０４３－２９１－８６８６
（公社）千葉市食品衛生協会 美浜区幸町１－３－９ 千葉市保健所内 ０４３－２４３－２３８５

銚子交通安全協会 春日町１９２２－２ 銚子警察署内 ０４７９－２２－０７１９
（株）銚子大洋自動車教習所 長塚町３－６５４ ０４７９－２２－３４５１

千葉西交通安全協会 美浜区真砂２－１－１ ０４３－２７９－２８１１

銚子市
長谷川　彰一 三軒町１１番地４ 長谷川ドラックストア ０４７９－２２－２１１３

千葉県庁生活協同組合 美浜区若葉２－１０－１ 千葉県立保健医療大学内 ０４３－２７５－３７１０

（株）国府台自動車センター 中国分３－１６－１ 国府台自動車学校 ０４７－３７２－７３１１
千葉県行徳交通安全協会 塩浜３－１０－１８ 行徳警察署内 ０４７－３９９－０００７

市川市
市川交通安全協会 鬼高４－４－１ 市川警察署内 ０４７－３７７－４３３２
黒井産業（株） 高谷１９７４－１１ 市川中央自動車教習所 ０４７－３２７－３７５９

（公社）千葉県食品衛生協会 清川町１－６－１２ 海匝健康福祉センター内 ０４７９－２３－６０４４

（公社）千葉県食品衛生協会 南八幡５－１１－２２ 市川健康福祉センター内 ０４７－３２６－４７２４



（株）船橋中央自動車学校 飯山満町２－６３５ ０４７－４６４－３４２１
（株）市川自動車教習所 藤原１－３５－１ ０４７－３３９－１０８６

船橋市
（一社）船橋交通安全協会 市場４－１８－１ 船橋警察署内 ０４７－４２５－２１０２
船橋東交通安全協会 習志野台７－９－２０ 船橋東警察署内 ０４７－４６７－９０８８

（有）大野事務所 丸山５－１６－１０ ０４７－４３９－０６３１
（株）船橋第一自動車教習所 三咲２－１４－１ ０４７－４４７－２３４５

（株）津田沼自動車教習所 前原東３－１１－１ ０４７－４７２－５２９１

安房猟友会 ０４７０－２２－０３８３

北条１０９３－１ 安房健康福祉センター内 ０４７０－２３－５２５９

紀和興業（株） 湊町３－９－１６ ソフィアドライビングスクール船橋 ０４７－４３１－３１３１

館山市

(一財)館山交通安全協会
笠名１２００ 館山自動車学校内 ０４７０－２２－４１９０
北条１０９０

松戸市
（株）ヨシヤ 金ヶ作４１８ 松戸東自動車学校 ０４７－３８４－２２２５

千葉県庁生活協同組合 貝渕３－１３－３４ 君津合同庁舎内 ０４３８－２３－２５９４
（株）袖ヶ浦自動車教習所 坂戸市場１８５５－１ ０４３８－４１－３１３１

（公社）千葉県食品衛生協会 新田３－４－３４ 君津健康福祉センター内 ０４３８－２２－５９３３

松戸東交通安全協会 八ヶ崎４－５１－９ 松戸東警察署内 ０４７－３４３－４８６０

レッドホースコーポレーション（株） 松戸１３０７－１ キテミテマツド９階 ０４７－３０８－２０７１
松戸交通安全協会 松戸５５８－２ 松戸警察署内 ０４７－３６２－５６３２

（有）アンフィニィ 根木内６８１－１ 松戸中央自動車学校 ０４７－３４０－２８００

（株）ＭＫＡ 松戸新田２５３ 松戸自動車教習所 ０４７－３６３－８１９１

野田市
（一社）野田交通安全協会 宮崎１４７－４ 野田警察署内 ０４－７１２３－２０００

（公社）千葉県食品衛生協会

茂原交通安全協会 早野新田７ 茂原警察署内 ０４７５－２３－３５０３
（公社）千葉県食品衛生協会 茂原１１０２－１ 長生合同庁舎内 ０４７５－２５－０３７２

茂原市
（株）茂原第一自動車教習所 高師５９６－２ ０４７５－２２－２１４１
（有）茂原自動車教習所 東郷１７８１ ０４７５－２２－４０３３

佐倉市
（株）佐倉自動車学校 大字岩名９５７－１ ０４３－４８５－１５５８
佐倉交通安全協会 表町３－１７－１ 佐倉警察署内 ０４３－４８５－０７０８
千葉県庁生活協同組合 鏑木仲田町８－１ 印旛合同庁舎内 ０４３－４８３－１１１１

東金市
東金交通安全協会 北之幸谷１０－１２ 東金警察署内 ０４７５－５２－１５９６

（公社）千葉県食品衛生協会 鏑木仲田町８－１ 印旛合同庁舎内 ０４３－４８３－１１７９

（公社）千葉県食品衛生協会 北本町１－１６－５５ 船橋市保健福祉センター内 ０４７－４０９－２２２７

木更津交通安全協会 潮見１－１－５ 木更津警察署内 ０４３８－２２－３０７４

小倉　一夫 北条１１３４ ０４７０－２２－０３６５

木更津市
（一財）木更津自動車学校 請西１５４１ ０４３８－３６－４０２２

（公社）千葉県食品衛生協会

館山警察署内 ０４７０－２２－８６０６
安房猟友会会長　青木　嘉男 北条１０６０

（公社）千葉県食品衛生協会 加良部３－３－１
印旛健康福祉センター成田
支所内

０４３－４８３－１１７９

小根本７ 東葛飾合同庁舎内 ０４７－３６１－９５６９

（公社）千葉県食品衛生協会 柳沢２４番地 野田健康福祉センター内 ０４－７１２４－７９１８

（株）成田自動車教習所 並木町漆台１９８ ０４７６－２２－２４３１
印旛食肉センター事業協同組合 芦田２４２０ ０４７６－３６－２２１５

成田市
成田交通安全協会 加良部３－５ 成田警察署内 ０４７６－２６－６７２０

（公社）千葉県食品衛生協会 東金９０７－１ 山武健康福祉センター内
０４７５－５５－４４２８
０４７５－５３－０２８９



二の１－１ 旭警察署内 ０４７９－６２－２３８３
（株）海上中央自動車教習所 蛇園２８６４ ０４７９－５５－２５２１

旭市
東洋自動車（株） 鎌数５１４６ 東洋自動車教習所 ０４７９－６４－０１００
（株）千葉県食肉公社 鎌数６３５４－３ ０４７９－６２－１０７３

市原市

（株）ＭＫＡ 松ヶ崎１２０１ 柏自動車教習所 ０４－７１４３－８１８１
（株）柏南自動車教習所 高柳２１ ０４－７１９１－７０２０
（公社）千葉県食品衛生協会 柏下６５－１ 柏市保健所内 ０４－７１６７－０４８８

（公社）千葉県食品衛生協会 出水１２２４ 夷隅健康福祉センター内 ０４７０－７３－６０４３

（株）辰巳自動車教習所 勝間１８２７－１ ０４３６－７５－２１２１
（株）姉崎自動車教習所 椎津１６９４ ０４３６－６１－１１３１

市原カーカレヂ（株） 姉崎海岸２７ 姉崎中央自動車学校 ０４３６－６２－３３３３
千葉県南総交通安全協会 牛久８８０－１ 南総幹部交番内 ０４３６－９２－３６７７

(公社)千葉県交通安全協会 前ヶ崎２１７ 流山免許センター内 ０４－７１４７－２０００
流山交通安全協会 三輪野山７４４－４ ０４－７１５９－４２９９

市原交通安全協会 八幡海岸通１９６５－１７ ０４３６－４３－５６８８

流山市
（株）流山自動車学校 西初石５－４４－１２ ０４－７１５９－９０７０

（公社）千葉県食品衛生協会

（株）ディー・エス・ケイ 東初石６－１８１－２９
流山市おおたかの森市民
窓口センター

０４－７１５４－０３３３

八千代市
八千代交通安全協会 萱田町６８１－３９ ０４７－４８４－８４１１
（有）高橋きく商店 八千代台北１－２－１ ０４７－４８２－２７１３

鴨川市

(一財)鴨川交通安全協会
広場８５４ 鴨川自動車教習所内 ０４－７０９２－０８９４
横渚１４６５ 鴨川警察署内 ０４－７０９２－０５８５

我孫子市
我孫子交通安全協会 柴崎９０４－１ 我孫子警察署内 ０４－７１８４－８１４１
（株）ＭＫＡ 高野山５４７ 我孫子自動車教習所 ０４－７１８２－５１５１

（株）エヌケイサービス 本町２－２－６
我孫子インフォメーションセ
ンター

０４－７１００－００１４

君津交通安全協会 久保４－１－１ 君津警察署内 ０４３９－５４－８１１５
（株）上総自動車教習所 向郷１８２７ かずさ自動車教習所 ０４３９－２７－２１３１

鎌ヶ谷市
鎌ヶ谷交通安全協会 新鎌ヶ谷４－８－３５ 鎌ヶ谷警察署内 ０４７－４４２－２２５５

君津市

富士産業（株） 下湯江９－１ 君津モータースクール ０４３９－５０－１２１２
富津市

富津交通安全協会 海良１２１－１ 富津警察署内 ０４３９－６７－２０２２
（株）大佐和自動車教習所 千種新田８８ ０４３９－６５－２２１１

浦安市
千葉県浦安交通安全協会 美浜５－１３－２ 浦安警察署内 ０４７－３５４－００４０

八街市
（株）八街自動車教習所 八街ほ１０３５－４７ ０４３－４４３－１３１３

四街道市

紀和興業（株） もねの里２－３８－３０
ソフィアドライビングスクー
ル四街道

０４３－４２２－１８３３

四街道交通安全協会 和良比６３５－５ 四街道警察署内 ０４３－４３３－００１９

勝浦市
勝浦交通安全協会 沢倉５１５－６ 勝浦警察署内 ０４７０－７３－１２５５

柏交通安全協会 松ヶ崎７２２－１ 柏警察署内 ０４－７１４８－０３００

習志野市
習志野交通安全協会 鷺沼台２－４－１ 習志野警察署内 ０４７－４７４－０８０５

柏市
（公社）千葉県食品衛生協会 本大久保５－７－１４ 習志野健康福祉センター内 ０４７－４７３－４０９９

旭交通安全協会

五井１３０９ 市原健康福祉センター内 ０４３６－２３－８４６７

（公社）千葉県食品衛生協会 横渚１４５７－１
安房健康福祉センター鴨川
地域保健センター内

０４－７０９８－２３９０



印西市

印西交通安全協会 大森字町田２５１２－３ 印西警察署内 ０４７６－４２－４１２４
（株）北総エンタープライズ 瀬戸９０５－１ 北総自動車学校 ０４７６－９８－１２１１

印西中央自動車学校（株） 大森２４３１ ０４７６－４２－４１１１
（株）印西自動車教習所 大森２８５８ ０４７６－４２－７１２１

匝瑳市

（一社）匝瑳交通安全協会
八日市場イ５５９－１ 匝瑳警察署内 ０４７９－７２－０８１２
椿１６８５ 八日市場自動車教習所 ０４７９－７２－０９３４

いすみ市
いすみ市交通安全協会 大原８３１２－４ いすみ警察署内 ０４７０－６２－０４５０
（株）大原自動車教習所 小池１９１－２ ０４７０－６２－０６７７

山武警察署内 ０４７５－８２－２０５７

（有）小見川自動車教習所 小見川２０７３ ０４７８－８３－１３５７
小見川交通安全協会 小見川１６３７ ０４７８－８２－３５０４

九十九里町
（株）九十九里自動車教習所 藤下７９７ 九十九里自動車教習所 ０４７５－７６－３５７１

一宮町

多古町
多古町交通安全協会 多古２０００－２０７ 多古幹部交番内 ０４７９－７６－７６４７

千葉県一宮交通安全協会 田町１－１０ 茂原警察署一宮幹部交番内 ０４７５－４２－２１２１
睦沢町

県南畜産処理事業協同組合 北山田寺崎新田１５－１ ０４７５－４４－１８８１
大多喜町

大多喜交通安全協会 猿稲１４７ 勝浦警察署大多喜幹部交番内 ０４７０－８２－４２９３
黒井産業（株） 紺屋８１－１ 大多喜町自動車学校 ０４７０－８２－２７０５

東京都

（一財）東京都交通安全協会
新宿区西新宿２－９ 新宿運転免許更新センター内 ０３－３３４３－２５５８
千代田区内神田１－１－５ 神田運転免許更新センター内 ０３－３２９４－３３８０

（株）九十九里自動車教習所 松尾町松尾１７５ 松尾自動車教習所 ０４７９－８６－２１３６

（株）佐原自動車教習所 佐原ホ１１５９ ０４７８－５４－６６７７

香取市
丸トポートリー食品（株） 大倉字側高５７０８－２ ０４７８－５７－０１１１

香取警察署小見川幹部交番内

山武市
山武交通安全協会 富田トの１１７７－３

千葉県庁生活協同組合 佐原イ９２－１１ 香取合同庁舎内 ０４７８－５４－５００５
（公社）千葉県食品衛生協会 佐原イ９２－１１ 香取合同庁舎内 ０４７８－５２－５０５６

（公社）千葉県食品衛生協会 八日市場イ２１１９－１
海匝健康福祉センター八日
市場地域保健センター内

０４７９－７３－６０７３

香取交通安全協会 北２－１－１ 香取警察署内 ０４７８－５４－６９２９

南房総市

（一財）千倉交通安全協会
千倉町北朝夷２９６７－２ 千倉自動車教習所内 ０４７０－４４－２３１１
千倉町瀬戸字浜田２９１６ ０４７０－４４－５０１１


