
(平成26年8月現在）
所在地 電話

福島市杉妻町2-16（福島県統計課内） 024-521-7143

県庁、自治会館 窓口

合同庁舎内売店（郡山、白河、会津若松、喜多方、南会津、いわき、南相馬） 商品センター

南会津病院　※県立医科大学(クリーニング取扱所） 024-548-1125

【書店等】 (市町村別、五十音順）
所在地 電話

いけだ書店 福島店 福島市南矢野目字西荒田50-17(イオン福島店3F) 024-559-3041

鎌田店 福島市鎌田字西舟戸11-1(リオンドール内） 024-554-5566

中合店 福島市栄町5-1（中合福島店二番館6F） 024-521-3022

福島駅西口店 福島市栄町1-1（福島駅西口パワーシティピボット1F） 024-526-2610

福島県庁売店 福島市杉妻町2-16（福島県庁西庁舎1F） 024-521-1111

八木田店プラスゲオ 福島市八木田字並柳163-1 024-546-0055

ヨークベニマル福島西店 福島市八島田字琵琶淵3-1 024-555-0886

福島鎌田店 福島市鎌田字下釜12-9 024-573-6351

南福島店 福島市黒岩字中島27-1 024-544-2415
くまざわ書店 福島エスパル店 福島市栄町1-1（エスパル福島2F) 024-525-8021

ケーヨーデーツー 矢野目店 福島市南矢野目字高畑21-11 024-555-5520
佐周書店 鎌田店 福島市鎌田字下釜5-1 024-553-7444
杉妻会館 福島市杉妻町3-45 024-523-5161

福島黒岩店 福島市黒岩字浅井77-1 024-544-1303

八島田生活館 福島市八島田字勝口75 024-558-2551

大町店 福島市大町7-20 024-522-0161

北店 福島市南矢野目字中江12-5 024-557-5101
福島県観光物産館 福島市三河南町1-20(コラッセふくしま1F) 024-525-4031

福島大学生活協同組合 福島市金谷川１ 024-548-0091

みちのく荘 福島市飯坂町字小滝5-2 024-542-4271

みどり書房 福島南店 福島市黒岩字浜井場24-1 024-544-0373
宮脇書店 ヨークタウン野田店 福島市野田町4-1-3 024-533-0600

レオクラブTSUTAYA 福島西口店 福島市野田町2-4-3 024-525-5432
川俣町 レオクラブTSUTAYA 川俣店 伊達郡川俣町大字鶴沢字鶴東62 024-538-0511

コメリ パワー安達店 二本松市油井字腰巻１６ 0243-61-3921
ベイシア 安達店 二本松市油井字福岡1４０ 0243-62-0255

　道の駅「安達」智恵子の里（下り線） 二本松市米沢字下川原田105-2 0243-24-9200
みどり書房 二本松店 二本松市油井字福岡133-1 0243-22-8690
宮脇書店 新二本松店 二本松市杉田駄子内20-1 0243-62-2488

本宮市 レオクラブTSUTAYA 本宮店 本宮市高木字平内77 0243-63-0311
大玉村 宮脇書店 ＰＬＡＮＴ-5 大玉店 安達郡大玉村大山字仲江271 0243-68-2912

岩瀬書店 富久山店プラスゲオ 郡山市富久山町字八山田字大森新田36-1 024-936-2220
オフィスエイト 富久山店 郡山市富久山町字八山田字大森新田36-1 024-923-8810

郡山店 郡山市燧田195（エスパル郡山3F) 024-991-6311

郡山エキナカ店 郡山市燧田195（郡山エキナカ2F) 024-991-5554
ケーヨーデーツー 安積店 郡山市笹川2-6-1 024-937-2070

郡山書店 西ノ内店 郡山市西ノ内2-11-40（イトーヨーカドー4F） 024-923-0345
ジュンク堂書店 郡山店 郡山市中町13-1（うすい百貨店9F) 024-927-0440
ダイユーエイト 郡山安積店 郡山市安積町荒井字北千保6 024-937-4558

ホームセンター山新 郡山日和田店 郡山市日和田町字前田55 024-958-6500

イオンタウン店 郡山市松木町2-88 024-941-2235

桑野店 郡山市下亀田16-16 024-939-0047
未来屋書店 郡山フェスタ店 郡山市日和田町字小原１（イオン郡山フェスタ店2F） 024-968-0638

リブロ 郡山店 郡山市長者1-1-56（ザ・モール郡山2F) 024-926-5281
レオクラブTSUTAYA 開成店 郡山市開成6-252 024-939-2111

くまざわ書店 須賀川店 須賀川市高久田境96-1(メガステージ須賀川内) 0248-63-7940
郡山書店 須賀川西店 須賀川市山寺道14-5(ヨークベニマル須賀川西店内） 0248-76-8481
ホーマック 須賀川店 須賀川市森宿字北向85-2 0248-63-7311
宮脇書店 須賀川店 須賀川市岡東町129-1 0248-76-6246

レオクラブTSUTAYA 須賀川東店 須賀川市仲の町40-1 0248-76-8700
田村市 レオクラブTSUTAYA 船引店 田村市船引町船引字川代58 0247-81-1900
玉川村 福島エアポートサービス 福島空港店 石川郡玉川村大字北須釜字鎺田21 0247-57-1650
平田村 道の駅ひらた 石川郡平田村大字上蓬田字横森後160 0247-55-3501

ベイシア 白河モール店 白河市老久保28 0248-27-4411
ホームセンターカンセキ 白河店 白河市新白河1-109 0248-24-3100

みどり書房 白河店 白河市北中川原161-1 0248-27-8207
西郷村 未来屋書店 白河西郷店 西白河郡西郷村大字小田倉字岩下11-1（イオン白河西郷店2F） 0248-31-1611
矢吹町 レオクラブTSUTAYA 矢吹店 西白河郡矢吹町八幡町815 0248-41-2511
棚倉町 レオクラブTSUTAYA 棚倉店 東白川郡棚倉町大字流字餅田5-1 0247-33-7102

岩瀬書店

オフィスエイト

白河市

「福島県民手帳」販売先一覧

販売先

福島県統計協会

県内各市町村統計主管課

福島県庁消費組合

販売先

福島市

ダイユーエイト

西沢書店

二本松市

郡山市

くまざわ書店

みどり書房

須賀川市



所在地 電話

会津ブックセンター 会津若松市健福寺前1-32(尾崎ビル2F) 0242-28-7575
岩瀬書店 会津若松駅前店 会津若松市白虎町225 0242-22-3366

くまざわ書店 会津若松店 会津若松市神指町大字南四合字幕内南154(アピタ会津若松店2F) 0242-29-0711
ケーヨーデーツー 会津若松店 会津若松市神指町大字南四合字幕内南632-5 0242-36-5271

ダイユーエイト 会津若松店 会津若松市駅前町1-30 0242-37-7880

会津アピオ店 会津若松市インター西113 0242-24-0664

門田店 会津若松市天神町22-27 0242-85-7555
ホームセンターカンセキ 会津若松店 会津若松市門田町大字黒岩字南青木98-1 0242-29-3755

会津アピオ店 会津若松市インター西118 0242-37-2633

神明通り店 会津若松市栄町2-14 0242-38-0611

滝沢店 会津若松市一箕町大字八幡字牛ヶ墓7-1 0242-39-6700

年貢店 会津若松市門田町大字日吉字小金井19 0242-29-1340
コメリ ホームセンター喜多方店 喜多方市関柴町上高額字前田18-1 0241-21-1095

宮脇書店 喜多方店 喜多方市西四ツ谷180 0241-22-1862
レオクラブTSUTAYA 喜多方西店 喜多方市押切南2-42-1 0241-21-9811

猪苗代町 レオクラブTSUTAYA 猪苗代店 耶麻郡猪苗代町芦原97 0242-62-2239
コメリ ホームセンター会津坂下店 河沼郡会津坂下町金上字的場256 0242-84-1026

レオクラブTSUTAYA 坂下店 河沼郡会津坂下町字館ノ下18 0242-84-2900
コメリ ホームセンター田島店 南会津郡南会津町田島字東荒井19-1 0241-63-1033

レオクラブTSUTAYA 田島店 南会津郡南会津町田島字東荒井80 0241-62-2124
コメリ ホームセンター相馬店 相馬市大字馬場野雨田７４ 0244-37-2930

文芸堂書店 相馬店 相馬市黒木字源多田7 0244-37-4711
南相馬市 文芸堂書店 桜井町店 南相馬市原町区桜井町1-123 0244-24-4711

鹿島ブックセンター いわき市鹿島町走熊字小神山18-8 0246-28-2222
ケーヨーデーツー 湯本店 いわき市常磐西郷町落合130 0246-44-5020

植田店 いわき市東田町2-10-6 0246-63-7331

内郷店 いわき市内郷綴町柴崎46-1 0246-26-6991

小名浜店 いわき市小名浜住吉字花木内1-1 0246-58-8870

上荒川店 いわき市平上荒川島田5 0246-46-0678

小名浜店 いわき市小名浜岡小名字沖11 0246-53-5660

錦店 いわき市錦町鬼越下29-1 0246-62-8800

イオンいわき店 いわき市平字三倉68-1(イオンいわき店3F) 0246-41-0037

泉店 いわき市泉町滝尻字折返57(ヨークベニマル泉店内） 0246-75-2310

エブリア店 いわき市鹿島町米田字日渡5(鹿島ショッピングセンター2F) 0246-46-0548

本店 いわき市平2-7-2 0246-23-3481

湯本店 いわき市常磐西郷町落合66(ヨークベニマル湯本南店内） 0246-72-1255

ヨーカドー店 いわき市平6-6-2(イトーヨーカドー平店4F) 0246-22-0012

ラトブ店 いわき市平田町120(ラトブ3F) 0246-35-0781

宮城県 全国官報販売協同組合 仙台営業部 宮城県仙台市青葉区本町3-5-22（宮城県管工事会管1F） 022-261-8320

荻窪店 東京都杉並区上萩1-9-1 タウンセブン 03-3393-1151

LIYINオズ大泉店 東京都練馬区東大泉2-10-11 03-3978-4111

LIYIN光が丘店 東京都練馬区光が丘5-1-1 03-3976-8111

日本橋ふくしま館 東京都中央区日本橋室町4-3-16（柳屋太洋ビル1F) 03-6262-3977

福島県八重洲観光交流館 東京都中央区八重洲2-6-21（三徳八重洲ビル1F) 03-3275-0855

渋谷店 東京都渋谷区宇田川町21-1 03-3462-3880

有楽町店 東京都千代田区丸の内3-8-3（有楽町インフォス1F) 03-5223-6210

愛知県 我楽屋おかめ 中部国際空港店 愛知県常滑市セントレア1-1（セントレア４F） 0569-38-7766
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