
所在地 書　店　名 郵便番号 住　　　所 電話番号

千葉市 （株）中島書店 260-0013 千葉市中央区中央3-3-5 043（224）2448

千葉市 中島書店蘇我店 260-0842 千葉市中央区南町2-8-9 043（266）2448

千葉市 (有)しのだ書店 262-0022 千葉市花見川区南花園2-2-18 043（271）7657

千葉市 (有)旭文堂書店 267-0061 千葉市緑区土気町1627 043（294）5240

千葉市 多田屋稲毛駅前店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台2-6-1 043（253）8145

千葉市 多田屋千葉中央店 260-0014 千葉市中央区本千葉町15-1 043（224）7715

千葉市 多田屋土気店 267-0062 千葉市緑区小食土町742-39 043（205）1811

千葉市 ときわ書房　千城台店 264-0005 千葉市若葉区千城台北3-21-1 043（236）5611

千葉市 三省堂書店　千葉そごう店 260-0028
千葉市中央区新町1000　そごう千葉店
9F

043（245）8331

千葉市 文教堂書店　小倉台店 264-0007 千葉市若葉区小倉町1754 043（232）7330

千葉市 文教堂書店　都賀店 264-0025 千葉市若葉区都賀3-11 043（226）4711

千葉市 オークスブックセンター　みつわ台店 264-0032 千葉市若葉区みつわ台2-5-4 043（284）0094

千葉市 オークスブックセンター　轟町店 263-0021 千葉市稲毛区轟町5-5-32 043（287）0094

千葉市 オークスブックセンター　都町店 260-0001 千葉市中央区都町3-22-7 043（233）6300

千葉市 ブックスワールド　花園店 262-0025 千葉市花見川区花園1-21-1 043（271）1771

千葉市 東光堂書店 260-0855
千葉市中央区市場町1-1
千葉県庁生協内

043（221）3971

市原市 （有）研文社書店五井店 290-0056 市原市五井中央西2-24-23 0436（22）7837

市原市 （株）宝生堂サカキバラ 299-0111 市原市姉崎504-1 0436（61）0232

市原市 ブックスワールド　五井店 290-0056 市原市五井4881-1 0436（22）0944

市原市 ブックスワールド　市原アピタ店 290-0101 市原市青柳北1-1　アピタ市原店2F 0436（25）7077

習志野市 ときわ書房　東習志野店 275-0001 習志野市東習志野7-3-1 047（403）5770

船橋市 本陣書店（有） 273-0002 船橋市東船橋2-11-8 047（422）2051

船橋市 ときわ書房　イトーヨーカドー船橋店 273-0005 船橋市本町7-6-1 047（424）3582

船橋市 ときわ書房　芝山店 274-0814 船橋市新高根1-9-14 047（490）1961

船橋市 ブックパークたかね 274-0065 船橋市高根台1-2-2 047（468）3050

船橋市 すばる書店　ビビットスクエア南船橋店 273-0012 船橋市浜町2-2-7 047（432）1671

船橋市 すばる書店　北習志野駅前店 274-0063 船橋市習志野台2-1-6　2F 047（496）0051

船橋市 ブックスワールド　西友北習志野店 274-0063
船橋市習志野台1-35-1
西友新北習志野店2F

047（465）0338

市川市 （株）大杉書店 272-0034 市川市市川1-4-16 047（325）1158

市川市 (有)立正堂 272-0034 市川市市川1-26-14 047（322）2692

市川市 すばる書店　南行徳店 272-0143 市川市相之川3-13-23　丸伝小川ビル 047（397）4641

市川市 すばる書店　二十世紀が丘店 272-0837 市川市堀之内3-31-16 047（320）8821
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浦安市 （有）高山書店 279-0043 浦安市富士見1-15-18 047（352）0376

浦安市 すばる書店　さくら通り店 279-0041 浦安市堀江1-35-17　岩田ビル 047（381）8841

野田市 オークスメディアパーク　野田店 278-0026 野田市花井231-1 04（7123）0094

野田市 すばる書店　七光台店 278-0051 野田市七光台4-2 04（7127）8600

柏市 (有)浅野書店 277-0005
柏市柏1-1-20
　　　スカイプラザ Ｂ1F

04（7164）2040

柏市 ウイングブックセンター 277-0842
柏市末広町1-1
　　　高島屋ステーションモール 8Ｆ

04（7148）2021

柏市 (有)ハマジマ書店 277-0845 柏市豊四季台4-1-101-107 04（7144）1650

柏市 すばる書店　増尾台店 277-0052 柏市増尾台3-6-1 04（7178）0870

柏市 すばる書店　豊四季台店 277-0863 柏市豊四季269-9 04（7145）2660

柏市 すばる書店　青葉台店 277-0055 柏市青葉台2-17-31 04（7160）7123

柏市 オークスブックセンター　南柏店 277-0863 柏市南柏中央3-2　キュア・ラ2F 04（7170）7790

松戸市 (有)福岡書店 271-0063 松戸市上本郷904-6 047（362）3103

松戸市 （有）学友堂 270-2261 松戸市常盤平2-9-4 047（388）9369

松戸市 西友書籍部 270-2261 松戸市常盤平3-11-1　西友 5Ｆ 047（385）3605

松戸市 すばる書店　六高台店 270-2204 松戸市六実1-14-1 047（330）6662

松戸市 すばる書店　松戸栄町店 271-0061 松戸市栄町西2-865 047（330）0888

流山市 ＳＣ多田屋（株)　流山店 270-0164
流山市流山9-800-2
　　イトーヨーカドー流山店3F

0471(58)1972

流山市 すばる書店　流山店 270-0101 流山市東深井258 04(7152)2201

流山市 広文堂金庫事務機(株) 270-0141 流山市松ヶ丘1-462-90 04(7144)2151

鎌ヶ谷市 すばる書店　鎌ヶ谷店 273-0102 鎌ヶ谷市右京塚3-3 047(442)0421

印西市 すばる書店　千葉ニュータウン店 270-1340 印西市中央南2-5 0476(45)9800

白井市 すばる書店　白井店 270-1432 白井市富士字西148-7 047(442)6611

白井市 オークスブックセンター　白井駅前店 274-1424 白井市掘込1-2-11 047(498)1655

佐倉市 ときわ書房　志津ステーションビル店 285-0846
佐倉市上志津1663
　　　志津ステーションビル　3F

043（460）3877

佐倉市 すばる書店　佐倉店 285-0818
佐倉市寺崎
特定土地区画整理事業十街区二画地

043（486）9481

四街道市 (有)大和屋書店 284-0005 四街道市四街道1-2-8 043（422）2804

四街道市 ＳＣ多田屋（株）　四街道店 284-0043
四街道市めいわ2-1
長崎屋四街道店 2Ｆ

043（433）2761

富里市 すばる書店　富里店 286-0221 富里市七栄448-1 0476（93）8400

八街市 誠文堂書店 289-1115 八街市八街ほ238-46 043（444）0243

印旛郡栄町 ブックフェスタ桑原書店 270-1516
印旛郡栄町安食2170-1
ナリタヤ内

0476（95）6353

香取市 （株）仁木書店 289-0313 香取市小見川231 0478（82）2320

香取市 仁木書店　駅前店 289-0313 香取市小見川897 0478（82）0701
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香取市 ＴＡＤＡＹＡ－３ 287-0003 香取市佐原イ4187 0478（52）6600

香取郡多古町 (有)木内書店 289-2241 香取郡多古町多古447 0479（76）2401

銚子市 (有)宝文堂書店 288-0056 銚子市新生町1-40-24 0479（22）0769

旭市 三川屋　国道店 289-2516 旭市ロ436-2 0479（63）7181

旭市 三川屋　駅前店 289-2516 旭市ロ633-10 0479（63）5681

旭市 多田屋　サンモール店 289-2511 旭市イ267-1　サンモール 2Ｆ 0479（63）7201

匝瑳市 多田屋（株） 289-2144 匝瑳市イ2460 0479（72）1566

匝瑳市 ＴＡＤＡＹＡ－２ 289-2144 匝瑳市イ201-1 0479（73）5311

東金市 多田屋　サンピア店 283-0068 東金市東岩崎8-10　サンピア2Ｆ 0475（52）5561

山武市 多田屋　成東店 289-1326 山武市成東1808-1　ラパーク成東店内 0475（80）1330

大網白里市 多田屋　大網白里店 299-3236 大網白里市みやこ野2-4-1 0475（70）1303

大網白里市 多田屋　アミリィ店 299-3235 大網白里市駒込1-1-2 0475（73）2135

山武郡横芝光町 オークスブックセンター　横芝店 289-1732
山武郡横芝光町2122　サビア横芝店
1F

0479（80）1031

茂原市 ときわ書房　茂原アスモ店 297-0029 茂原市高師1735　アスモ2Ｆ 0475（27）7707

長生郡一宮町 (有)三芳堂 299-4301 長生郡一宮町一宮3069 0475（42）4345

いすみ市 (株)土屋鍾文堂 298-0004 いすみ市大原8625 0470（62）0076

いすみ市 井上書店 298-0004 いすみ市大原8744 0470（62）0333

館山市 (有)宮沢書店 294-0045 館山市北条1415-1 0470（23）7771

館山市 宮沢書店　ロックシティ館山店 294-0047 館山市八幡545-1　ロックシティ館山内 0470（23）1818

館山市 宮沢書店　館山店 294-0036 館山市館山215 0470（24）0020

鴨川市 (有)鴨川書店 296-0001 鴨川市横渚907 04(7092）0061

鴨川市 すばる書店　鴨川店 296-0004 鴨川市大字貝渚字中川間300 04(7093）6471

南房総市 高木書店 295-0012 南房総市千倉町南朝夷1050 0470（44）0164

安房郡鋸南町 なかやま 299-2115 安房郡鋸南町佐久間906-1 0470（55）4588

木更津市 (有)木更津多田屋 292-0831 木更津市富士見1-6-16 0438（23）6211

木更津市 木更津多田屋　東口店 292-0057 木更津市東中央1-3-7 0438（25）4371

君津市 (有)石塚文化堂 299-1106 君津市中島293 0439（32）2006

富津市 すばる書店　富津店 293-0012
富津市青木土地区画整理地内200街
区

0439（80）1860

袖ヶ浦市 多田屋　長浦店 299-0246
袖ヶ浦市長浦駅前1-7　ダイエー長浦
店 1Ｆ

0438（63）1387
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