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青森県民手帳

店舗名
青森県立中央病院 売店
戸田書店 青森店
成田本店 しんまち店
成田本店 つくだ店
成田本店 サンロード店
青森市 ブックスモア ベイブリッジ店
㈱宮脇書店 青森店
未来屋書店 青森西店
本のよしのや ラ・セラ東バイパス店
TSUTAYA 青森中央店
モーリーズカフェ
㈱紀伊國屋書店 弘前店
くまざわ書店 弘前店
㈱宮脇書店 さくら野弘前店
未来屋書店 弘前樋の口店
未来屋書店 弘前ヒロロ店
TSUTAYA 弘前店
弘前市 TSUTAYA 弘前樹木店
ブックスモア 青山店
ブックスモア 桔梗野店
ジュンク堂書店 弘前中三店
㈱金入 弘前店
弘前大学生協 SHAREA
青森県図書教育用品株式会社
成田本店 みなと高台店
伊吉書院 西店
伊吉書院 類家店
㈲木村書店
八戸市 くまざわ書店 八戸店
未来屋書店 八戸店
アダチ 売市店
アダチ 湊高台店
TSUTAYA 八戸ニュータウン店
BookShopかえで
黒石市
ブックスモア 黒石店
くまざわ書店 五所川原店
五所川原市
ブックスノア
㈲大七書店
未来屋書店 十和田店
十和田市 TSUTAYA 十和田店
Wonder GOO 十和田店
Cube Cafe & Shop
㈲好文堂書店
三沢市 ジョイム 栄町店
ジョイム 緑町店
マエダ本店 ４Ｆ書籍コーナー
むつ市 ㈱村井商店
TSUTAYA むつ店
つがる市 文教堂書店 つがる柏店

販売店舗一覧

市町村名

住所
青森市東造道２丁目１ー１
青森市浜田玉川１９６－１１
青森市新町１－１３－４
青森市中佃３－７－１１
青森市緑３－９－２ サンロード青森１Ｆ
青森市沖館３－１－６５
青森市小柳５丁目１９－１５
青森市三好２丁目３－１９
青森市八重田４丁目２－１
青森市東大野２丁目８－４
青森市大字浅虫字蛍谷７０ 浅虫温泉駅内
弘前市土手町１２６番１号
弘前市大字駅前３－２－１ イトーヨーカドー弘前店５Ｆ
弘前市城東北３－１０－１ さくら野百貨店３Ｆ
弘前市大字樋の口２丁目９－６
弘前市駅前町９－２０ ヒロロ地下１F
弘前市大字高田２－１－１
弘前市大字樹木５丁目９－１
弘前市大字青山４丁目２２－１
弘前市桔梗野２丁目４－１
弘前市土手町４９－１ 中三百貨店６F・７F
弘前市城東北３－１０－１ さくら野百貨店３Ｆ
弘前市文京町１
弘前市外崎３－３－２２
八戸市湊高台２－１－３
八戸市河原木字神才６－３
八戸市南類家１－３－１
八戸市小中野８丁目１２－２９
八戸市沼館４丁目７－１１１ イトーヨーカドー八戸沼館店１Ｆ

八戸市江陽２－１４－１
八戸市売市３－１－３
八戸市湊高台５丁目４－５
八戸市東白山台１－１－３５
黒石市京町３３－２
黒石市大字中川字篠村２３－１
五所川原市唐川柳字藤巻５１７－１ エルムの街２Ｆ
五所川原市金木町沢部４６８－１ 金木タウンセンターＮＯＡ内

十和田市稲生町２３－２
十和田市相坂字六日町山１６６－１
十和田市東四番町５－２
十和田市元町東１－６－２３
十和田市西二番町１０－９ 十和田市現代美術館内
三沢市中央町２－１５－２
三沢市栄町２丁目３１－１４４
三沢市緑町３丁目８－１４
むつ市小川町２－４－８
むつ市大湊浜町１４－９
むつ市中央２－１１－３
つがる市柏稲盛幾世４１ イオンモールつがる柏店２F

電話番号
017-726-8461
017-762-1815
017-723-2431
017-742-3011
017-776-2457
017-782-8341
017-744-1951
017-761-4666
017-737-1165
017-762-3520
017-752-3039
0172-36-4511
0172-31-1195
0172-29-1573
0172-31-3618
0172-31-3930
0172-27-2357
0172-26-6056
0172-38-5255
0172-37-1515
0172-34-3131
0172-55-6181
0172-33-3742
0172-27-8811
0178-35-6161
0178-28-8211
0178-47-0222
0178-24-3366
0178-22-7211
0178-73-3560
0178-43-8988
0178-32-1226
0178-70-7117
0172-88-6608
0172-53-7371
0173-33-6757
0173-52-3688
0176-23-5371
0176-21-1506
0176-23-7643
0176-21-2525
0176-22-7789
0176-53-3553
0176-50-1424
0176-50-1321
0175-22-8333
0175-24-1251
0175-28-3755
0173-27-5277

市町村名

店舗名

㈲田本商店
平川市 滝忠黒滝書店
未来屋書店 平賀店
藤崎町 未来屋書店 藤崎店
板柳町 杉澤文具店
野辺地町 さわや書店 野辺地店
小原書店
七戸町
未来屋書店 新七戸店
東北町 ㈲ブックス天賞堂
おいらせ町 ㈱金入 下田店
大間町 高橋本店
田子町 ページハウス
あおもり北彩館東京店
ＡｏＭｏＬｉｎｋ～赤坂～
東京都 下北半島交流ショップ むつ下北
渋谷ロフト
銀座ロフト
大阪府 青森・岩手えぇもんショップ
ロフトネットストア（オムニ７）
全国
青森県統計協会 事務局
県内全域
（住所等略）

住所
平川市本町平野９５
平川市尾上栄松９１－１
平川市小和森上松岡１９３－１
南津軽郡藤崎町西豊田１－７－１
北津軽郡板柳町灰沼字岩井２２
上北郡野辺地町二本木２４－１
上北郡七戸町七戸３５３－１
上北郡七戸町字荒熊内６７－９９０
上北郡東北町字上笹橋１７－５
上北郡おいらせ町中野平４０－１
下北郡大間町大字大間字大間６９
三戸郡田子町字田子２５－１ サンモール田子内
東京都千代田区富士見２－３－１１ 青森県会館１階
東京都港区赤坂３－１３－７ サクセス赤坂ビル
東京都江東区亀戸３－６０－１７
東京都渋谷区宇田川町２１−１
東京都中央区銀座２－４－６ 銀座ベルビア館３～６階
大阪府大阪市北区堂島一丁目 堂島地下街６号

https://loft.omni7.jp/top
青森市長島１－１－１ 統計分析課内

電話番号
0172-44-2136
0172-57-2010
0172-43-1313
0172-89-7361
0172-73-2716
0175-64-1791
0176-62-2745
0176-60-1051
0175-63-3260
0178-50-3248
0175-37-2188
0179-32-3030
03-3237-8371
03-5561-3131
03-5875-0957
03-3462-3807
03-3562-6210
06-6346-0888
0120-08-6210
017-734-9165

◆コンビニエンスストア
ローソン、ファミリーマート、サークルＫ、デイリーヤマザキ、ミニストップ、セブンイレブン 各店（一
部取扱いのない店舗もあります。）

◆ホームセンター
ＤＣＭホーマック 各店
コメリ 各店
サンデー
青森店、青森虹ヶ丘店、青森浜田店、弘前樹木店、弘前安原店、八戸根城店、八戸新井田店、十和田店、むつ苫
生店

ホームセンターかんぶん
野辺地店、七戸店、上北店、おいらせ店、三戸店、五戸店、階上店

◆スーパーマーケット
マックスバリュ 各店
イトーヨーカドー 八戸沼館店
イオン 青森店、八戸田向店、つがる柏店、藤崎店、七戸十和田駅前店、下田店
イオンスーパーセンター 十和田店
ユニバース
沖館店、三内店、大野店、筒井店、東青森店、東バイパス店、堅田店、南大町店、城東店、松原店、黒石駅前
店、五所川原東店、十和田東店、三沢堀口店、松園町店、むつ旭町店、上北町店、三戸八日町店、階上店

◆ドラッグストア
ハッピードラッグ 各店
※各店舗、販売数に限りがありますので、確実にお求めの場合は、早めの購入や、店舗への確認をお願いいた
します。
※限定版（こぎん刺し模様）は、書店や県外のアンテナショップ等のみでの取り扱いとなります。また、店舗に
よっては限定版を取り扱っていない場合もありますので、御注意下さい。

