
※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様負担となります。)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（赤色は在庫がないため、郵送では販売していません。）
　　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 カインズホーム 八街店 八街市八街字初番杭は２１－１４ 043-442-3888
2 ケーヨーデイツー 八街店 八街市八街ほ７３４ 043-443-5831
3 セブン-イレブン 八街朝日 八街市朝日５９２－３ 043-442-7545
4 セブン-イレブン 八街滝台 八街市滝台１１９－３ 043-440-5211
5 セブン-イレブン 八街富山十字路 八街市富山１３１４－１３４３ 043-442-6150
6 セブン-イレブン 八街夕日ケ丘 八街市八街い１９３－９７ 043-444-6564
7 セブン-イレブン 八街勢田入口 八街市八街い２０５－２ 043-443-2052
8 セブン-イレブン 八街スポーツプラザ前 八街市八街い８５－９ 043-443-7723
9 セブン-イレブン 八街大谷津 八街市八街ろ１４６－３ 043-442-0711

10 セブン-イレブン 八街住野 八街市八街は１４－４ 043-441-1151
11 セブン-イレブン 八街二区東 八街市八街に８－６ 0434-41-1556
12 セブン-イレブン 八街富山 八街市八街ほ２０８－７３９ 043-441-0770
13 セブン-イレブン 八街駅南口 八街市八街ほ３１３－２ 043-440-3311
14 セブン-イレブン 八街南中道 八街市八街ほ３９８－１ 043-312-7130
15 セブン-イレブン 八街佐倉道 八街市八街ほ６６５－７ 043-442-4951
16 セブン-イレブン 八街笹引 八街市八街ヘ１９９－１８５８ 043-444-2611
17 セブン-イレブン 八街九十九路 八街市八街九十九路に１６０－１ 043-310-4233
18 セブン-イレブン 八街山田台 八街市山田台３１９－１ 043-440-5112
19 セブン-イレブン 八街吉倉 八街市吉倉６３７－１ 043-445-5457
20 セブン-イレブン 八街四木 八街市四木１３３４－１ 043-445-1377
21 くまざわ書店　 勝田台店 八千代市勝田台１－１０　京成ストア勝田台店 047-480-6570
22 ＴＳＵＴＡＹＡ 勝田台店 八千代市勝田台１－３１－７ 047-487-7751
23 未来屋書店 八千代緑が丘店 八千代市緑が丘２－１－３　イオン八千代緑が丘店３Ｆ 047-480-0025
24 ときわ書房 八千代台店 八千代市八千代台北１－１－１ 047-481-5580
25 くまざわ書店　 八千代台店 八千代市八千代台東1-1-10 ユアエルム八千代台３Ｆ 047-485-4002
26 セブン-イレブン 八千代小池 八千代市神久保５３番４ 047-488-3411
27 セブン-イレブン 八千代大和田北 八千代市大和田２５０－４ 047-485-6700
28 セブン-イレブン 京成大和田駅前 八千代市大和田１００２－１ 047-411-8865
29 セブン-イレブン 八千代大和田 八千代市大和田新田２９９－９ 047-482-3331
30 セブン-イレブン 八千代大和田バイパス 八千代市大和田新田３８０－５ 047-459-4322
31 セブン-イレブン 八千代医療センター西入口 八千代市大和田新田４７５－２１ 047-450-3171
32 セブン-イレブン 八千代工業団地 八千代市大和田新田５９３－５ 047-458-3370
33 セブン-イレブン 八千代高津団地 八千代市大和田新田５９－７０ 047-458-2468
34 セブン-イレブン 八千代大和田新田 八千代市大和田新田７４４－４ 047-450-2137
35 セブン-イレブン 八千代工業団地入口 八千代市大和田新田９２０－１ 047-450-1550
36 セブン-イレブン 八千代勝田台駅前 八千代市勝田台１－１３－１ 047-405-0306
37 セブン-イレブン 勝田台 八千代市勝田台２－１６－１ 047-483-3027
38 セブン-イレブン 八千代村上 八千代市勝田台北１－１２－３ 047-405-0031
39 セブン-イレブン 八千代中央駅南 八千代市萱田２２４１－１６ 047-487-2715
40 セブン-イレブン 八千代宮坂 八千代市萱田町字宮坂１０８５－８ 047-487-1577
41 セブン-イレブン 八千代島田台 八千代市島田台７９０－１ 047-450-1140
42 セブン-イレブン 八千代大学町 八千代市島田台９０９ 047-488-8760
43 セブン-イレブン 八千代緑が丘駅前 八千代市緑が丘１－４－１ 047-458-2768
44 セブン-イレブン 村上東 八千代市村上１６０６－２ 047-484-9371
45 セブン-イレブン 八千代上高野 八千代市村上１７４１－４ 047-484-4444
46 セブン-イレブン 八千代村上バイパス 八千代市村上７５２－１ 047-487-0058
47 セブン-イレブン 八千代新川通り 八千代市村上南２－６－１ 047-487-8055
48 セブン-イレブン 八千代台東 八千代市八千代台東１－２０－１９ 047-483-0107
49 セブン-イレブン 八千代台南 八千代市八千代台南１－２５－１１ 047-487-1107
50 セブン-イレブン 八千代台１０丁目 八千代市八千代台北１０－６－３ 047-485-1040
51 セブン-イレブン 八千代台北 八千代市八千代台北１６－１－１５ 047-487-1180
52 セブン-イレブン 八千代吉橋 八千代市吉橋１８１１－１ 047-459-8121
53 セブン-イレブン ＵＲ米本団地 八千代市米本１３５９米本団地５－２８－１０３ 047-488-4868

　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)、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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54 横芝
光町 オークスブックセンター 横芝光店 横芝光町横芝２１１３ 0479-74-7180

55 ヤックスドラッグ 四街道大日店 四街道市大日５４６－５ 043-304-2070
56 くまざわ書店 四街道店 四街道市中央５番地　イトーヨーカドー四街道店 043-304-9311
57 大和屋書店 四街道市四街道１－２－８ 043-422-2804
58 ケーヨーデイツー 四街道店 四街道市和良比字長作２７４－１ 043-432-0701
59 セブン-イレブン 四街道美しが丘 四街道市美しが丘１－２－２ 043-433-4878
60 セブン-イレブン 四街道インター 四街道市栗山８０１－１ 043-304-7117
61 セブン-イレブン 四街道大日 四街道市大日８５２－２ 043-422-3055
62 セブン-イレブン 四街道鷹の台 四街道市鷹の台１－１２１５ 043-236-2181
63 セブン-イレブン 四街道めいわ２丁目 四街道市めいわ２－１７－１ 043-433-0722
64 セブン-イレブン 四街道一丁目 四街道市四街道１－６－１ 043-420-6022
65 セブン-イレブン 四街道和良比 四街道市和良比２６４－１７ 043-432-7711
66 ロフト 渋谷ロフト 東京都渋谷区宇田川町２１－１ 03-3462-3807
67 ロフト 銀座ロフト 東京都中央区銀座２－４－６　銀座ベルビア館 03-3562-6210
68 ケーヨーデイツー 千代田ＳＣ店 茨城県かすみがうら市下稲吉２６３３－４ 029-834-8650
69 ケーヨーデイツー 波崎店 茨城県神栖市波崎７１２１ 0479-44-5188
70 山新 佐原東店 茨城県稲敷市西代１４５７ 0299-78-3734
71 未来屋書店　 西代店 茨城県稲敷市西代１４９５　SCパルナ２F 0299-80-5820

72 ロフトネットストア オムニ７ https://loft.omni7.jp/top 0120-08-6210
(ｵﾑﾆｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ)
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