
群馬県のマスコット

「ぐんまちゃん」

価格　540円(税抜 500円 )

書店、コンビニエンスストア、県庁内統計協会にて販売！

充実の
内容が大人気！

【統計資料】

　・群馬県の一日

　・県・市町村指標

　・都道府県別指標

【便覧】

　・県の概要・沿革

　・主要山岳・湖沼・河川

　・国立・国定・県立公園

　・温泉/スキー場

　・キャンプ場

　・美術館・博物館等

　・道の駅

　・郵便番号/郵便料金表

　・印紙税早見表

【所在地・名簿】

　・市町村役場など官公所

　・国会議員/県議会議員

　・報道機関

　・くらしの相談窓口

NEW

資料編

(販売予定店舗、及び注文のお取りまとめは、裏面をご利用ください）

キラキラの箔押し
「ぐんまちゃん」

手帳本体

【手帳の中身】

　・市町村図

　・H27～H29カレンダー

　・富岡製糸場と

　　絹産業遺産群４資産紹介

　・月刊・週間予定表

　・六輝

　・ふるさとの歳時記

　・過去１０年間の天気

　・メモ

　・防災関連情報

　・緊急連絡先

　・度量衡表

　・親族・親等表

　・各種届出

　・年齢早見表

　・住所録

　・主な基幹統計調査

　・東京地下鉄路線図

　など

今年は

ぐんまちゃんの

パラパラマンガ

が登場！

NEWNEW

toukeikyoukai
タイプライターテキスト
問い合わせ

toukeikyoukai
タイプライターテキスト
群馬県統計協会　０２７－２２６－２４１２

toukeikyoukai
タイプライターテキスト
※裏面に販売店舗*と「注文お取りまとめ表」を掲載しましたのでご利用ください。

toukeikyoukai
タイプライターテキスト
*平成２６年のお取扱い販売店



前橋市大手町
前橋本店 前橋市西片貝町 前橋ふじみモ－ル店 前橋市富士見町

県庁２階 県民センタ－ 前橋市大手町 高崎店 高崎市下小鳥町 前橋おおごモ－ル店 前橋市堀越町
県庁地下売店 前橋市大手町 榛名店 高崎市中里見町 前橋モ－ル店 前橋市上泉町
前橋合同庁舎売店 前橋市上細井町 桐生店 桐生市新宿 前橋みなみモ－ル店 前橋市新堀町
高崎合同庁舎売店 高崎市台町 沼田リングス店 沼田市薄根町 吉井店 高崎市吉井町
利根沼田県民局庁舎売店 沼田市薄根町 藤岡店 藤岡市中栗須 榛名店 高崎市中里見町

前橋市大手町 富岡店 富岡市富岡 桐生境野店 桐生市境野町
高崎市高松町 中之条店 吾妻郡中之条町 新里店 桐生市新里町
高崎市綿貫町 ＩＳ伊勢崎店 伊勢崎市中央町
館林市日向町 本店 太田市本町 西部モ－ル店 伊勢崎市宮子町
富岡市上黒岩 新田ニコモ－ル店 太田市新田市野井 あかぼりモ－ル店 伊勢崎市市場町
高崎市保渡田町 尾島店 太田市安養寺町
東京都中央区銀座 前橋みなみモ－ル店 前橋市新堀町 薮塚店 太田市大原町

伊勢崎平和町店 伊勢崎市平和町 おおたモ－ル店 太田市飯塚町
　 前橋本店 前橋市本町 伊勢崎茂呂店 伊勢崎市南千木町 沼田モ－ル店 沼田市久屋原町
　 群馬町店 高崎市中泉町 伊勢崎宮子店 伊勢崎市宮子町 渋川店 渋川市行幸田

太田店 太田市飯塚町 渋川こもち店 渋川市吹屋
小出店 前橋市上小出町 前橋吉岡店 北群馬郡吉岡町大久保 富岡店 富岡市大字黒川
片貝店 前橋市西片貝町 安中店 安中市中宿
関根店 前橋市関根町 箱田店 前橋市箱田町 大間々店 みどり市大間々町
天川店 前橋市天川町 片貝店 前橋市西片貝町 吾妻店 吾妻郡東吾妻町原町
ﾌﾞｯｸﾏﾝｽﾞ･ｱｶﾃﾞﾐ-前橋店 前橋市大渡町 前橋荒牧店 前橋市荒牧町 月夜野店 利根郡みなかみ町下牧
大胡店 前橋市堀越町 江木店 高崎市江木町 大泉店 邑楽郡大泉町いずみ
六郷店 高崎市上小鳥町 安中店 安中市原市 伊勢崎市東本町
ﾀｲﾑｸﾘｯﾌﾟ倉賀野店 高崎市倉賀野町 タマムラブックセンタ－ 佐波郡玉村町上之手 伊勢崎市赤堀町
上中居店 高崎市上中居町 大泉店 邑楽郡大泉町住吉 渋川市渋川
ﾀｲﾑｸﾘｯﾌﾟ上並榎店 高崎市上並榎町 前橋市文京町
榛名町店 高崎市中里見町 高崎市棟高町 荒川沖店 茨城県土浦市中村南
ﾀｲﾑｸﾘｯﾌﾟ群馬町店 高崎市中泉町 太田市石原町 守谷店 茨城県守谷市松ヶ丘
吉井店 高崎市吉井町 前橋市下大島町 富里店 千葉県富里市七栄
ﾌﾞｯｸﾏﾝｽﾞ･ｱｶﾃﾞﾐ-高崎店 高崎市飯塚町 ひたちなか店 茨城県ひたちなか市新光町

相生店 桐生市相生町 ＬＡＢＩ １高崎店 高崎市栄町 新田店 群馬県太田市新田市野井町

広沢店 桐生市広沢町  ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ駒形ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 前橋市小屋原町 千葉ニュ－タウン店 千葉県印西市牧の原
連取本町店 伊勢崎市連取本町 宇都宮店 栃木県河内郡上三川町磯岡

境店 伊勢崎市境下武士 ＪＲ高崎店 高崎市八島町 幸手店 埼玉県幸手市上高野
ﾀｲﾑｸﾘｯﾌﾟ新井店 太田市新井町 伊勢崎店 伊勢崎市西小保方町 瑞穂店 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷

石原店 太田市石原町 大間々店 みどり市大間々町 千代田店 群馬県邑楽郡千代田町萱野

ﾌﾞｯｸﾏﾝｽﾞ･ｱｶﾃﾞﾐ-太田店 太田市新井町
上原店 沼田市上原町 ハイノ－ト高崎店 高崎市問屋町 藤岡店 藤岡市上栗須
瀬戸谷店 館林市瀬戸谷 ハイノ－ト伊勢崎店 伊勢崎市宮子町 富岡店 富岡市七日市
小桑原店 館林市小桑原町 高崎市八島町 富岡市富岡
ﾀｲﾑｸﾘｯﾌﾟ渋川中央店 渋川市石原 桐生市本町 富岡市富岡
一の宮店 富岡市一の宮 桐生市永楽町 富岡市富岡
ﾀｲﾑｸﾘｯﾌﾟ安中店 安中市高別当 館林市緑町
阿左美店 みどり市笠懸町 アピタ伊勢崎東店 伊勢崎市三室町 吾妻郡嬬恋村三原三原
ﾀｲﾑｸﾘｯﾌﾟ大間々店 みどり市大間々町 アピタ館林店 館林市楠町 吾妻郡草津町草津
原町店 吾妻郡東吾妻町原町 吾妻郡東吾妻町原町
大泉店 邑楽郡大泉町朝日

渋谷店 東京都渋谷区宇田川町
有楽町店 東京都千代田区丸の内

東京都中央区銀座
愛知県常滑市セントレア
県内１７５店舗
県内４３６店舗

ぐんま総合情報センタ－

ホ－ムセンタ－カンセキ　館林店
黒岩書店
シゲハラ

鹿沼書店
ハピ－ボックス　赤堀店
正林堂　渋川本店
JOYFUL-2

川村書店

煥乎堂

ワンダ－グ－

木田書店　富岡本店
山田書店
仲町まちなか交流館

ロフト

岡崎書店　フォリオ駒形ＳＣ店
ヤマダ電機

くまざわ書店

ＴＳＵＴＡＹＡ

紀伊國屋書店　前橋店
未来屋書店　イオン高崎店
喜久屋書店　太田店

新町駅・新前橋駅・前橋駅・伊勢崎駅・渋川駅・沼田駅・水上駅・中之条駅・上毛高原駅　各１店舗

文真堂書店

高崎駅４店舗（ﾆｭ-ﾃﾞｨｽﾞ、ﾆｭ-ﾃﾞｨｽﾞﾐﾆ、２４）

我楽屋おかめ　中部国際空港店
セ－ブオン
セブンイレブン

ベイシア

夢屋書房

１０駅１２店舗

ぐんまちゃんＳＨＯＰ
近江屋書店
ふじの木書房

アサヒ商会

群馬県民手帳 平成２６年お取扱い販売店一覧

前橋市役所地下売店
高崎市役所地下売店
県立近代美術館

群馬県統計協会 戸田書店
県庁生活協同組合

ナカムラヤ
　　　館林美術館
　　　自然史博物館
　　　土屋文明記念文学館
ぐんま総合情報センタ－

蔦屋書店

濃緑 赤 ﾍﾞ-ｼﾞｭ

冊 冊 冊

濃緑 赤 ﾍﾞ-ｼﾞｭ

冊 冊 冊

濃緑 赤 ﾍﾞ-ｼﾞｭ

冊 冊 冊

濃緑 赤 ﾍﾞ-ｼﾞｭ

冊 冊 冊

濃緑 赤 ﾍﾞ-ｼﾞｭ

冊 冊 冊

濃緑 赤 ﾍﾞ-ｼﾞｭ

冊 冊 冊

濃緑 赤 ﾍﾞ-ｼﾞｭ

冊 冊 冊

濃緑 赤 ﾍﾞ-ｼﾞｭ

冊 冊 冊

濃緑 赤 ﾍﾞ-ｼﾞｭ

冊 冊 冊

濃緑 赤 ﾍﾞ-ｼﾞｭ

冊 冊 冊

濃緑 赤 ﾍﾞ-ｼﾞｭ

冊 冊 冊

濃緑 赤 ﾍﾞ-ｼﾞｭ

冊 冊 冊

予約者お名前 表紙の色

住　所 ●

団体名●

申込者●

電　話 ●

（申込用にご活用ください）

平成２７年　　　　　　月　　　　　　日

濃緑　　　　　　　　　冊 ・ 赤　　　　　　　　　冊 ・ ベ－ジュ　　　　　　　　　冊


