２０２２県民手帳取扱店一覧
取 扱 店 名
奈良県統計協会

所 在 地
奈良市登大路町30番地（県庁統計分析課内）

セブンイレブン奈良県庁店（7FS) 奈良市登大路町30番地（県庁東棟1階）
奈良市七条西町2-897-5
奈良県立病院機構奈良県総合医療センター内
奈良市二条大路南１丁目1－1
(株)南都書林
奈良市役所地下南都書林
豊住書店
奈良市東向北町25
ベニヤ書店
奈良市花芝町16
宮脇書店奈良店
奈良市二条大路南1-3-1
(株)三洋堂書店 大安寺店
奈良市南京終町2-285
西の京書店
奈良市五条3-21-16
奈良市
ジュンテンドー西ノ京店
奈良市六条2丁目19番17号
カインズ奈良二名
奈良県奈良市二名3丁目1080番
たつみ書店
奈良市右京1-3-4 ｻﾝﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞすずらん館208
啓林堂書店 新大宮店
奈良市大宮町6-1-9
啓林堂書店 奈良店
奈良市西御門町1-1
啓林堂書店 学園前店
奈良市学園北1-9-1 パラディ学園前3階
奈良市西大寺東町2-4-1 ならファミリー専門店街4階
ジュンク堂書店 奈良店
喜久屋書店 奈良駅店
奈良市三条本町1-1 ﾋﾞｴﾗ奈良2階
TSUTAYA WAY 奈良押熊店
奈良市押熊町1519-1
コメリハード＆グリーン都祁店
奈良市都祁白石町141番地
奈良 蔦屋書店
奈良市三条大路1-691-1
大和高田市 宮脇書店 大和高田店
大和高田市幸町3-18 トナリエ大和高田3階
ＢＯＯＫＳえみたすアピタ大和郡山店 大和郡山市田中町字宮西517 アピタ大和郡山店2階
セブンイレブン
(奈良県総合医療センター内)

イオンリテール㈱イオン大和郡山店 大和郡山市下三橋町741
大和郡山市

天理市

橿原市

桜井市

ジャパンブックス郡山店

大和郡山市南郡山町529-2 ｱｽﾓ大和郡山

啓林堂書店 郡山店
喜久屋書店 大和郡山店
海老山書店
未来屋書店ｲｵﾝﾀｳﾝ天理店
コメリハード＆グリーン天理店
(一財）弘済会
ローソン奈良医大病院店
(株)三洋堂書店 橿原神宮店
ラックス橿原店
井上書店
喜久屋書店 橿原店
ジュンク堂橿原店
コメリハード＆グリーン橿原店
TSUTAYA桜井店
(株)三洋堂書店 桜井店
辻本書店
イオンリテール（株） イオン桜井店
コメリハード＆グリーン桜井店

大和郡山市南郡山町527-13
大和郡山市下三橋町741 イオンモール大和郡山2
天理市川原城町72
天理市東井戸堂町381 イオンタウン天理SC内
天理市二階堂上ノ庄町29-1

イオンリテール（株） イオン五條店
五條市

桜井誠文堂
ジュンテンドー五條店
コメリハード＆グリーン五條野原店

御所市

椿 日進堂
コメリハード＆グリーン御所店
生駒市職員互助会（売店）
旭屋書店 イオンモール奈良登美ヶ丘店

生駒市

イオンリテール(株) イオン登美ヶ丘店

啓林堂書店 生駒店
コメリパワー生駒店

橿原市四条町840
橿原市石川町3-2
橿原市醍醐町338-1
橿原市白橿町2-29-8
橿原市曲川町7丁目20-1 イオンモール橿原3階
橿原市北八木町3-65-11 近鉄百貨店橿原店6階
橿原市北妙法寺町630番地
桜井市東新堂350-1
桜井市上之庄町315
桜井市粟殿314
桜井市上之庄278-1
桜井市大字上之庄162-3
五條市今井2-150
五條市五條1-6-17
五條市今井4丁目3番9号
五條市野原西1丁目90-1
御所市中央通り1220-2
御所市大字茅原218番地の1
生駒市東新町8-38 ＢＦ1
生駒市鹿畑町3027 イオンモール奈良登美ヶ丘3階
生駒市鹿畑町3027
生駒市谷田町1600 近鉄百貨店生駒店6階
生駒市高山町7744番地

電話番号

0742-27-8439
0742-20-1135
0742-81-3783
0742-34-4855
0742-22-8500
0742-22-5050
0742-81-8026
0742-64-6434
0742-49-1177
0742-40-2187
0742-53-0333
0742-71-7803
0742-33-8001
0742-20-8001
0742-49-8001
0742-36-0801
0742-20-6571
0742-52-6130
0743-82-5711
0742-35-0600
0745-25-3877
0743-54-2027
0743-54-7111
0743-53-7001
0743-53-8001
0743-55-2200
0743-62-0106
0743-69-6702
0743-64-6501
0744-23-1779
0744-27-5734
0744-25-2360
0744-27-0936
0744-20-3151
0744-29-0781
0744-20-1550
0744-49-3567
0744-49-2334
0744-42-3678
0744-44-1000
0744-44-5113
0747-22-0271
0747-23-1313
0747-26-2045
0747-26-5535
0745-65-1456
0745-64-1551
0743-74-2464
0743-70-1505
0743-70-0001
0743-71-8008
0743-72-0611

香芝市

宇陀市
平群町
田原本町
明日香村
上牧町
王寺町
広陵町
河合町
大淀町
東京都
三重県

京都府

大阪府
和歌山県

取 扱 店 名
(株)三洋堂書店 香芝店

所 在 地
香芝市別所123-1

0745-71-2234

ジュンテンドー香芝店

香芝市良福寺158-1

0745-79-2073

森谷書店

香芝市下田西3-4-24

0745-78-0800

電話番号

コメリハード＆グリーン大宇陀店 宇陀市大宇陀小附805-1

0745-83-3631

コメリハード＆グリーン榛原店
(株)三洋堂書店平群店
コメリハード＆グリーン平群店
道の駅 レスティ唐古・鍵
コメリパワー田原本店
万葉文化館ミュージアムショップ
ＢＯＯＫＳえみたすラスパ西大和店

0745-85-2515
0745-46-3634
0745-46-1021
0744-33-9170
0744-34-1130
0744-54-1850
0745-71-2000
0745-71-6067
0745-34-2346
0745-54-3800
0745-55-0399
0745-58-2230
0746-34-5801
03-6263-9656
0595-62-0666
0595-62-1134
0774-73-1714
0774-75-1700

宇陀市榛原萩原元玉小西2460番1
平群町大字美里728-1
平群町菊美台1丁目201-14
田原本町大字唐古70-1
田原本町十六面102-1
明日香村飛鳥10
上牧町ささゆり台1-1-1
コメリハード＆グリーン奈良上牧店 上牧町大字上牧1520-1
(株)文教堂キャップ書店王寺店 王寺町久度2-2-1 リーベル王寺東館3階
万葉書店 真美ヶ丘店
広陵町馬見中4-1 エコール・マミ北館２Ｆ
ハクゼン エコールマミ店
広陵町馬見中4-1 エコール・マミ北館２Ｆ
コメリハード＆グリーン河合店
河合町川合1097-1
コメリハード＆グリーン大淀店
大淀町大字新野113番
奈良まほろば館
東京都港区新橋1-8-4 ＳＭＢＣ新橋ビル1階
ブックスアルデ 名張本店
三重県名張市箕曲中村18
(株)三洋堂書店 名張店
三重県名張市蔵持町原出1764番地
未来屋書店 高の原店
京都府木津川市相楽台1-1-1 イオン高の原SC3F
イオンリテール（株）イオン高の原店 京都府木津川市相楽台1-1-1 ｲｵﾝ4F文具売場
京都府木津川市州見台1-1-1
宮脇書店木津川店
ガーデンモール木津川2階
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
MARUZEN 近鉄あべのハルカス店
近鉄あべのハルカスウイング館5階
TSUTAYA WAY 橋本店
和歌山県橋本市妻2-2-25

0774-75-1168
0736-39-3380
0736-39-3380

