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埼玉県 発行

埼玉県史料叢書
新刊のお知らせ

『埼玉県史料叢書』は、埼玉県に関する古代から近代までの重
要史料を活字化し、県民の皆様にとって分かりやすい形にまと
めた、本県の歩みを未来に伝える史料集です。

埼玉県史料叢書

第 26 回配本

『埼玉県史料叢書』初の試み！ 報道写真で埼玉の戦後史を描き出す！

埼玉県史料叢書 21

埼玉新聞社撮影戦後報道写真

1947—1964

フィルムのなかの埼玉
Ａ4 判

本文 30４頁

2,090 円（税込） 送料３７０円（1 冊の場合）

「埼玉新聞社撮影戦後報道写真」は、埼玉県全域を対象とする日刊紙『埼玉新聞』を発行してきた埼玉新聞社が撮影し、
埼玉県立文書館に寄贈した資料群です。
本書では、埼玉新聞社から当館に寄贈された 50 万コマ以上のフィルムの中から、終戦後間もない昭和 22 年（1947）
から東京オリンピックが開催された昭和 39 年（1964）までに撮影された 512 点の写真を厳選して掲載しました。
報道写真は、カスリーン台風や県庁の火災、「昭和の大合併」、高度経済成長から東京オリンピックにいたる、政治・行
政・経済の動きを詳細に記録しています。また、フィルムには歴史的出来事とともに、当時の人々がおくった日常生活の
様子や今となっては懐かしさを感じる風景も併せておさめられました。
当館では、これらの写真をバランスよく選び出すことによって、生き生きとした埼玉県の戦後史を描き出すことに努め
ました。戦後史研究や地域史研究、生涯学習にぜひご活用ください。

内 容 構 成
Ⅰ

戦後の混乱と諸改革 1947～1949

主な内容：カスリーン台風、県庁の火災、民主的な改革の動きなど 47 点
Ⅱ

戦後の終わりと復興への動き

1950～1954

主な内容：朝鮮戦争をきっかけとした経済復興、高崎線電化など 182 点
Ⅲ

成長への胎動

1955～1960

主な内容：
「昭和の大合併」、安保条約改定反対運動など 150 点
Ⅳ

「政治の季節」から「経済の季節」へ

1961～1964

主な内容：工場や大型住宅団地の建設、スーパーマーケットの進出など 86 点
Ⅴ

東京オリンピックと埼玉県

1958～1964

主な内容：国立競技場聖火台の製造、県内で開催されたオリンピック競技など 47 点
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既刊の御案内
■埼玉人物事典
Ａ５判９４８頁/３，０３８円(税込)/送料５２０円
埼玉県に関わりを持つ人物（古代から平成９年（１９９７）までの物故者）３，３５０人を収録。政治・
経済・社会から芸能・スポーツ・音楽と幅広い分野にわたっています。巻末には藩主、歴代知事など、
役職別一覧や各種の人物データ表も収録しています。

■埼玉県史料叢書１

埼玉県史料一

（好評につき、完売）

■埼玉県史料叢書２

埼玉県史料二

（好評につき、完売）

■埼玉県史料叢書３

埼玉県史料三

Ａ５判８０８頁/３，６６７円(税込)/送料５２０円
明治７年（１８７４）１１月、政府は府県に明治維新以来の歴史をまとめる『府県史料』の編集を命じ
ました。これを受け埼玉県がまとめたのが「埼玉県史料」です。第３巻の収録分野は、制度部の租法（租
税徴収のための法制）と職制（県、郡、区町村における分課組織とその所掌事務等の変遷）です。

■埼玉県史料叢書４

埼玉県史料四

Ａ５判７０２頁/３，６６７円(税込)/送料５２０円
第３巻に引き続き「制度部」の「兵制」「禁令」などの他、「官員履歴」や地誌的な分野として「社寺之
部」
「古址遺跡碑文等之部」などを収録。明治初年の県内各地の風景や神社、城館跡などの挿絵・図版多
数。また、明治１０年（１８７７）の地理の教科書「埼玉県地誌略」も収録。

■埼玉県史料叢書５

埼玉県史料五

Ａ５判５１５頁/３，６６７円(税込)/送料５２０円
明治４年（１８７１）に埼玉県が誕生しますが、それに先んじて岩槻、大宮・浦和、忍の旧藩・旧県が
存在しました。本巻は、明治４年７月の廃藩置県前後の県政の動向を知ることができる基本史料です。
利用者の便宜を図り、１～５巻の索引（地名・人名・事項・法令）を別冊の体裁で作成し添付しました。

■埼玉県史料叢書６（上） 入間・熊谷県史料一
Ａ５判４８６頁/２，０９５円(税込)/送料３６０円
明治４年（１８７１）、現在の埼玉県西部には入間県が、埼玉県と同時に誕生しました。それ以前は川越、
韮山、岩鼻、前橋の旧藩・県が存在し、その後明治６年に入間県と群馬県が合併して熊谷県が成立しま
した。明治元年から６年６月までの入間県及び同地域の旧藩県の史料を、国、県、村の文書から収録。

■埼玉県史料叢書６（下） 入間・熊谷県史料二
Ａ５判５０４頁/２，０９５円(税込)/送料３６０円
明治４年（１８７１）から６年にかけて、現在の埼玉県西部にあった入間県時代の布告・布達類を、県
や村の文書から抽出し、編年順にまとめて収録。当時の職員録、職員履歴、戸長名簿も併せて収録。

■埼玉県史料叢書７（上）入間・熊谷県史料三
Ａ５判４５８頁/２，０９５円(税込)/送料３６０円
明治６年（１８７３）から明治９年にかけて、現在の埼玉県西部と群馬県をあわせた地域に熊谷県が成
立していました。本巻は、熊谷県時代の県の布達を編年順にまとめて収録しており、県政の動向を知る
ことができる基本史料です。

■埼玉県史料叢書７（下） 入間・熊谷県史料四
Ａ５判４９２頁/２，０９５円(税込)/送料３６０円
熊谷県(明治６年（１８７３）～明治９年）に関する史料集で、第７巻（上）の続編です。本巻は、「上
申・指令・往復文書」「考績録」「学務年報」「演説書」「引継書類目録」を収録しました。短期間でおわ
った熊谷県の行政課題を知ることができる基本史料です。
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■埼玉県史料叢書８

明治期産業土木史料

Ａ５判８０８頁/３，７３８円(税込)/送料５２０円
県立文書館で保存・公開している県行政文書のなかから、明治期の産業とその流通面での基盤となった
道路・河川に関するまとまった史料３点［埼玉県誌資料、公益道路調、河川調］を収録。明治期埼玉の
産業・道路・河川の全容を通観する史料集です。

■埼玉県史料叢書９

明治大正期知事事務引継書一

Ａ５判７７７頁/３，６６７円(税込)/送料５２０円
明治３０年（１８９７）から大正３年の間に行われた知事交替時の事務引継書を収録。この時期の知事
は官選の地方官で、政府の任免によって頻繁に交替しています。知事の事務引継書は、県の重要政策を
ダイジェスト的にまとめており、また当時の埼玉県政の現況を知る格好の史料となっています。

■埼玉県史料叢書 10（上）明治大正期知事事務引継書二
Ａ５判４０５頁/２，０９５円(税込)/送料３６０円
大正５年（１９１６）から大正８年の間に行われた知事交替時の事務引継書を収録。第９巻の続編です。
当時の埼玉県政の現況を知る格好の史料となっています。

■埼玉県史料叢書 10（下）明治大正期知事事務引継書三
Ａ５判４３０頁/２，０９５円(税込)/送料３６０円
大正１２年（１９２３）から大正１３年の間に行われた知事交替時の事務引継書を収録。第９巻・第１
０巻（上）の続編です。当該巻からは、関東大震災が埼玉県の行政に与えた影響を具体的に読み取るこ
とができます。

■埼玉県史料叢書 11 古代・中世新出重要史料一
Ａ５判５５６頁/２，６１９円(税込)/送料５２０円
「古代新出重要史料」では、古代の木簡や刻書・刻画紡錘車、墨書土器・刻書土器、文字瓦等、出土文
字資料のうち、埼玉と関わりのある資料を、写真・図表と共に解説を交え収録。
「中世新出重要史料」で
は、
『新編埼玉県史』刊行後に新たに確認された史料を中心に、鎌倉～室町時代の埼玉県に関する中世文
書を編年順に収録しました。

■埼玉県史料叢書 12 中世新出重要史料二
Ａ５判４９６頁/２，２００円(税込)/送料３７０円
前巻に引き続き、戦国時代の新出重要史料を収録しました。戦国時代の本県は、古河公方・両上杉氏・
後北条氏といった戦国大名がしのぎを削る場所であり、忍成田氏や羽生木戸氏、岩付太田氏といった中
小規模の武将は生き残りを懸けて、様々な活動をしていました。本巻ではこうした激動の時代の文書１，
２８２点を収録しています。また、天正１８年（１５９０）以降の文書の一部を収録しています。

■埼玉県史料叢書 13（上）栗橋関所史料一

御関所御用諸記Ⅰ
（好評につき、完売）

■埼玉県史料叢書 13（下）栗橋関所史料二

御関所御用諸記Ⅱ
（好評につき、完売）

■埼玉県史料叢書 14 栗橋関所史料三 御関所日記書抜Ⅰ
Ａ５判５２６頁/２，０９５円(税込)/送料３７０円
県指定文化財「栗橋関所日記及び関係資料」から、関所番士の足立家十代目の当主足立正寛が日記記事
を抜粋・書写した「御関所日記書抜」のうち、寛政元年(１７８９)から文久元年(１８６１)までの部分
を収録しました。天保１４年（１８４３）の１２代将軍徳川家慶の日光社参や尊皇攘夷運動の渦中に実
施されたロシア人の通行に関する記事などが収録されています。

■埼玉県史料叢書 15 栗橋関所史料四 御関所日記書抜Ⅱ・御用留Ⅰ
Ａ５判５７０頁/２，６１９円(税込)/送料５２０円
前巻に引き続き、県指定文化財「栗橋関所日記及び関係資料」から「御関所日記書抜」のうち、文久元
年(１８６１)～同３年までの部分を収録しました。同じく足立正寛が編さんした「御用留」のうち、文
久３年～慶応元年(１８６５)の部分を収録。幕末期の動乱のさなかに「天狗党の乱」が起こり、危機的
状況下に置かれた関所の様子を知ることができる史料です。

3

■埼玉県史料叢書 16 栗橋関所史料五 御用留Ⅱ・御関所日記
Ａ５判５５４頁/２，７２４円(税込)/送料５２０円
前巻に引き続き、足立家十代目の足立正寛が編さんした「御用留」全１５冊のうち、慶応元年（１８６
５）１２月～明治２年（１８６９）３月まで残り５冊分を収録するとともに、原本である「御関所日記」
全６冊（慶応４年（１８６８）から明治２年（１８７０）まで）を収録しました。戊辰戦争が勃発し、
江戸幕府から明治新政府へ移行するまさに激動の時代。各地で繰り広げられる生々しい争乱の状況や、
それにともなう番士の情報収集、そして関所勤番や番士の身分をめぐる奮闘ぶりなど、
「栗橋関所の終焉」
がうかがえる貴重な史料です。

■埼玉県史料叢書 17 埼玉県布達集一
Ａ５判４９２頁/１，９８０円(税込)/送料３６０円
布達（ふたつ）とは通達のことで、埼玉県では明治４年（１８７１）から明治１９年（１８８６）８月
まで管内に発せられ、現在に続く県報の発行に引き継がれました。本巻では、明治８年（１８７５）７
月から明治１１年（１８７８）１２月までの布達５３８点を収録しました。この時期は近代的地方制度
の草創期に当たり、政府が法制を整えるのに伴い、県も布達を発し、県民への周知を図っていました。
この時期の布達は、近代埼玉県政の萌芽を知ることができる重要な史料です。

■埼玉県史料叢書 18 埼玉県布達集二
Ａ５判４８９頁/１，６５０円(税込)/送料３６０円
埼玉県布達集の第２巻目となる本巻には、明治１２年１月から同１４年１２月までの布達類５０９点を
収録しました。
「郡区町村編制法」
・
「府県会規則」
・
「地方税規則」のいわゆる三新法に基づく地方制度の
改革や自由民権の思潮のなかでの地方自治への要求等を通じ、地方の体制が確立する時期の特色が凝縮
された史料集となっています。

■埼玉県史料叢書 19 埼玉県布達集三
Ａ５判４９４頁/２，２0０円(税込)/送料３６０円
埼玉県布達集の第３巻目となる本巻には、明治１５年１月から明治１６年１２月までの布達類４４８点
を収録しました。いわゆる「松方財政」によって地方経済・県民生活が苦境に陥る一方、自由民権運動
の高揚が見られる中、本県が災害の被災者の救済、就学率の向上、伝染病の対策や勧業政策など様々な
施策に取り組んだ様子を如実に示す史料集です。

■埼玉県史料叢書 20 埼玉県布達集四
Ａ５判４９４頁/２，２５５円(税込)/送料３６０円
埼玉県布達集の最終巻の本巻には、明治１７年１月から、
「県報」の刊行により布達の発行が終了する明
治１９年８月までの布達類４１４点を収録しました。憲法制定に向けた諸制度の整備への対応、蚕糸業・
茶業など重要産業の振興、経済不況への対策、秩父事件への対応など、同時期の本県の取り組み、そし
て県民生活の一端を明らかにする文書を収録した史料集です。

■埼玉県史料叢書 21 埼玉新聞社撮影戦後報道写真
フィルムのなかの埼玉 1947—1964
Ａ４判３０２頁/２，０９０円(税込)/送料３７０円
埼玉新聞社が撮影し、のちに県立文書館に寄贈された５０万コマ以上のフィルムの中から、終戦後間も
ない昭和２２年（１９４７）から東京オリンピックが開催された昭和３９年（１９６４）までに撮影さ
れた５１２点の写真を厳選して掲載しました。カスリーン台風、「昭和の大合併」、高度経済成長、オリ
ンピックなどの歴史的出来事とともに、当時の風景や人々の日常生活を映した写真もバランスよく選び
出すことによって、埼玉県の戦後史を生き生きと描き出していきます。

■埼玉県史料叢書 22 小室家文書一 三代小室元長日記
Ａ５判４９４頁/２，１２８円(税込)/送料３６０円
比企郡番匠村（現ときがわ町）在村医小室家当主の日記を刊行する「小室家文書」シリーズ第１冊目の
本巻には３代目当主の小室元長が文政９年（１８２６）から嘉永４年（１８５１）までに記した日記２
５冊と小室家や小室家の医術に関する史料８点を収録しています。当時の医療や天保の飢饉のようすな
ど、近世後期の地域社会の姿が具体的にわかる史料です。
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『埼玉県史料叢書』ご購入の方法
◎埼玉県内教科書取次店でのお取り寄せ・ご購入

⇒p6～p9 をご参照ください。

◎郵便（現金書留）でのご購入
○書籍の代金（現金）及び送料分の切手（書籍によっては現金）を現金書留で下記文書課（県政情報センター）
までお送りください。
※送料の右に（現）とあるものは現金、
（切）とあるものは切手でお送りください。
※掲載の送料は、いずれも１冊の場合です。２冊以上の場合は下記までお問い合せください。
（書籍代の切手によるお支払いはご遠慮ください。また、送料に係る領収書は発行されません。
）
○下の購入申込書に必要事項をご記入のうえ、必ず同封してください。

◎埼玉県文書課（県政情報センター）でのご購入
○ＪＲ浦和駅西口から徒歩１５分 衛生会館１階
○利用時間：9:00～17:00（月曜～金曜／祝日･毎月月末日･年末年始を除く）

◎電子申請でのご購入
○埼玉県ホームページより書籍の申し込みが可能です。詳しくは下記文書課（県政情報センター）までお問い合
わせください。

◎埼玉県教科書供給所・埼玉書籍（代金引換）でのご購入の場合は、℡048-833-3321 にお問い合わせくだ
さい
◇お申込み・お問合せ◇
埼玉県文書課（県政情報センター）
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3 ｰ 15 ｰ 1 ℡048 ｰ 824 ｰ 2111 内線 2890
※本の内容等に関するお問い合せは、埼玉県立文書館史料編さん担当
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂 4 ｰ 3 ｰ 18 ℡048 ｰ 865 ｰ 0112 へお願いいたします。
キ リ ト リ

購
書

入

申

名

込

書

価格（円） 送料（円）
1 埼玉人物事典
3,038
520（現）
2 埼玉県史料叢書３
埼玉県史料三
3,667
520（現）
3 埼玉県史料叢書４
埼玉県史料四
3,667
520（現）
4 埼玉県史料叢書５
埼玉県史料五
3,667
520（現）
5 埼玉県史料叢書６（上）入間・熊谷県史料一
2,095
360（切）
6 埼玉県史料叢書６（下）入間・熊谷県史料二
2,095
360（切）
7 埼玉県史料叢書７（上）入間・熊谷県史料三
2,095
360（切）
8 埼玉県史料叢書７（下）入間・熊谷県史料四
2,095
360（切）
9 埼玉県史料叢書８
明治期産業土木史料
3,738
520（現）
10 埼玉県史料叢書９
明治大正期知事事務引継書一
3,667
520（現）
11 埼玉県史料叢書 10（上）明治大正期知事事務引継書二
2,095
360（切）
12 埼玉県史料叢書 10（下）明治大正期知事事務引継書三
2,095
360（切）
13 埼玉県史料叢書 11
古代・中世新出重要史料一
2,619
520（現）
14 埼玉県史料叢書 12
中世新出重要史料二
2,200
370（現）
15 埼玉県史料叢書 14
栗橋関所史料三
2,095
370（現）
16 埼玉県史料叢書 15
栗橋関所史料四
2,619
520（現）
17 埼玉県史料叢書 16
栗橋関所史料五
2,724
520（現）
18 埼玉県史料叢書 17
埼玉県布達集一
1,980
360（切）
19 埼玉県史料叢書 18
埼玉県布達集二
1,650
360（切）
20 埼玉県史料叢書 19
埼玉県布達集三
2,200
360（切）
21 埼玉県史料叢書 20
埼玉県布達集四
2,255
360（切）
22 埼玉県史料叢書 22
小室家文書一
2,128
360（切）
23 埼玉県史料叢書 21
埼玉新聞社撮影戦後報道写真
2,090
370（現）
※「埼玉県史料叢書」1・2・13（上）
・13（下）巻は完売いたしました。
御了承ください。
上記のとおり、購入を申し込みます。
御名前
御住所

〒

電 話
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注文数

通信欄

合計金額
円

埼玉県教科書取次店一覧
（令和2年4月1日現在）
市町村名
取次所名

郵便番号・住所

電話番号

株式会社 須原屋

〒330-0062 さいたま市浦和区仲町2-3-20

048-822-5321

株式会社 須原屋 コルソ店

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂1-12-1 コルソ4階

048-824-5321

株式会社 須原屋 武蔵浦和店

〒336-0021 さいたま市南区別所7-6-8-209 ライブタワー2階 048-872-0550

株式会社 須原屋 外商本部

〒330-0062 さいたま市浦和区仲町1-5-12

048-822-5322

株式会社 佃文教堂

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂2-11-14

048-822-2378

株式会社 一清堂

〒338-0824 さいたま市桜区上大久保720-2

048-853-1100

有限会社 水野書店

〒339-0057 さいたま市岩槻区本町4-2-10

048-756-0112

株式会社 多ケ谷商店

〒339-0057 さいたま市岩槻区本町2-1-31

048-756-0133

有限会社 矢島書店

〒330-0845 さいたま市大宮区仲町2-15

048-641-0220

株式会社 押田謙文堂

〒330-0802 さいたま市大宮区宮町1-18

048-641-3141

有限会社 秀陽堂

〒330-0056 さいたま市浦和区東仲町9-9

048-882-4302

合名会社 文泉堂

〒332-0017 川口市栄町3-10-15

048-252-3729

株式会社 金川屋

〒334-0003 川口市坂下町1-1-5

048-281-1100

かいばや書店

〒332-0004 川口市領家3-19-22

048-223-2469

株式会社 須原屋 川口前川店

〒332-0842 川口市前川1-1-1 イオンモール川口前川3階

048-263-5321

株式会社 須原屋 アリオ川口店

〒332-0033 川口市並木元町1-79 アリオ川口1階

048-241-7266

〒340-0014 草加市住吉1-11-65

048-925-6662

〒335-0004 蕨市中央4-2-1

048-441-1515

鈴木屋書店

〒351-0015 朝霞市幸町1-5-3

048-461-3423

有限会社 一進堂

〒351-0011 朝霞市本町2-2-47

048-464-3515

有限会社 ナカガワ

〒353-0002 志木市中宗岡4-18-36

048-471-0181

株式会社 みやかわ

〒353-0004 志木市本町1-11-32

048-471-1622

〒351-0112 和光市丸山台2-8-32

048-461-2121

さいたま市

川口市

草加市
有限会社 大坂屋書店
蕨市
株式会社 志誠堂
朝霞市

志木市

和光市
有限会社 山屋
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上尾市
有限会社 三協堂書店

〒362-0036 上尾市宮本町5-18

株式会社 高砂屋書店 ＰＡＰＡ上尾店 〒362-0015 上尾市緑ヶ丘3-3-11 ＰＡＰＡプリンセス館2階

048-771-0167
048-772-1773

桶川市
株式会社 高砂屋書店

〒363-0016 桶川市寿1-9-18

048-771-6772

株式会社 あすなろ文庫

〒363-0016 桶川市寿1-11-20

048-771-1153

有限会社 奥沢書店

〒365-0038 鴻巣市本町4-5-10

048-541-0144

有限会社 翰成堂書店

〒369-0115 鴻巣市吹上本町4-1-13

048-548-0851

有限会社 福田屋

〒350-0055 川越市久保町4-6

049-222-0358

有限会社 吉田謙受堂

〒350-0066 川越市連雀町13-8

049-222-0226

栗原書店

〒350-0811 川越市小堤910-30-201

049-231-0445

有限会社 新盛堂

〒359-1122 所沢市寿町14-8

04-2922-4604

有限会社 齊藤書店

〒359-1144 所沢市西所沢1-16-1

04-2922-8093

有限会社 菊屋書店

〒359-1141 所沢市小手指町3-20

04-2949-0496

有限会社 安藤芳文堂

〒357-0004 飯能市新町4-1

042-973-9671

有限会社 ひまわり書店

〒357-0004 飯能市新町22-15

042-972-4707

株式会社 進明堂

〒355-0028 東松山市箭弓町1-4-14

0493-22-0138

有限会社 文林堂

〒355-0017 東松山市松葉町1-4-1

0493-22-0108

有限会社 謙受堂

〒350-1305 狭山市入間川2-3-2

04-2952-2509

有限会社 盛文堂書店

〒350-1305 狭山市入間川3-4-20

04-2952-2815

〒358-0004 入間市豊岡4-7-10 ビラコリーネ1階

04-2962-1275

〒356-0041 ふじみ野市鶴ヶ舞2-1-23

049-262-1181

〒350-0227 坂戸市仲町1-21

049-281-0145

〒350-2217 鶴ヶ島市三ツ木495-1

049-271-4638

鴻巣市

川越市

所沢市

飯能市

東松山市

狭山市

入間市
株式会社 ヤマトウ
ふじみ野市
株式会社 大築インターナショナル
坂戸市
有限会社 安斉書店
鶴ヶ島市
有限会社 早鞆図書
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日高市
日高ブックセンターひまわり

〒350-1253 日高市台10-18

042-982-2252

〒350-0451 入間郡毛呂山町毛呂本郷1271

049-294-0045

〒350-0416 入間郡越生町越生784

049-292-2003

〒355-0328 比企郡小川町大字大塚1187

0493-72-0007

〒355-0153 比企郡吉見町大字久米田233

0493-54-0082

〒368-0041 秩父市番場町9-15

0494-23-3811

〒369-1412 秩父郡皆野町皆野1364

0494-62-0242

〒368-0105 秩父郡小鹿野町小鹿野164

0494-75-0211

有限会社 杉浦書店

〒360-0042 熊谷市本町1-159

048-522-0872

有限会社 関口書店

〒360-0201 熊谷市妻沼1460-1

048-588-0071

株式会社 須原屋 熊谷店

〒360-0047 熊谷市仲町74 八木橋百貨店8階

048-523-1111

文具ショップみなみ

〒367-0046 本庄市栄3-6-35

0495-21-5533

有限会社 清野書店

〒367-0054 本庄市千代田4-1-6

0495-22-2339

有限会社 文会堂書店

〒367-0212 本庄市児玉町児玉67

0495-72-1028

有限会社 時習堂書店

〒366-0823 深谷市本住町1-15

048-571-0223

小野書店

〒369-0201 深谷市岡2665-5

048-585-3636

〒369-1203 大里郡寄居町大字寄居931

048-581-0064

〒361-0073 行田市行田4-1

048-554-7241

〒347-0066 加須市本町12-41

0480-61-0041

毛呂山町
株式会社 皆さんの駅前本屋
越生町
有限会社 のとや成野書店
小川町
株式会社 三星社
吉見町
有限会社 小島正心堂
秩父市
有限会社 宮野前科学
皆野町
新井商店
小鹿野町
有限会社 村上書店
熊谷市

本庄市

深谷市

寄居町
有限会社 豊光堂書店
行田市
有限会社 川島書店
加須市
株式会社 カサモ関口商店
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春日部市
紅雲堂書店

〒344-0062 春日部市粕壁東2-3-39

048-752-2853

株式会社 酒井書店中央店

〒344-0067 春日部市中央1-43-13

048-737-7171

有限会社 宝珠堂

〒344-0102 春日部市西宝珠花47

048-748-1033

有限会社 宝珠堂 南桜井店

〒344-0116 春日部市大衾496-240

048-746-0913

有限会社 服部書店

〒344-0021 春日部市大字大場1052

048-735-2255

有限会社 斉藤三光堂

〒348-0058 羽生市中央1-1-1

048-563-1670

有限会社 斉藤三光堂 外商部

〒348-0053 羽生市南6-11-12

048-561-0335

株式会社 明詩社書店

〒343-0813 越谷市越谷3-4-3

048-964-2020

株式会社 文之堂

〒343-0813 越谷市越谷1-16-6 ALCoショッピングスクエア1階

048-966-5755

大屋書店

〒346-0106 久喜市菖蒲町菖蒲288

0480-85-0122

株式会社 温古堂書店

〒346-0003 久喜市青葉1-4-106

0480-21-0100

日の出文具店

〒340-0811 八潮市2-285-2

048-996-9741

株式会社 タカヤナギ

〒340-0816 八潮市中央3-4-16

048-996-1228

有限会社 野村書店

〒341-0044 三郷市戸ヶ崎2128

048-955-4767

有限会社 みさと書房

〒341-0024 三郷市三郷1-1-10

048-952-8290

有限会社 みさと書房 北口店

〒341-0018 三郷市早稲田2-2-6

048-958-6058

〒340-0115 幸手市中1-8-19

0480-42-1231

〒342-0056 吉川市平沼169-1

048-982-0018

〒343-0111 北葛飾郡松伏町松伏3277

048-992-3290

〒345-0025 北葛飾郡杉戸町清地1-1-37

0480-32-0055

羽生市

越谷市

久喜市

八潮市

三郷市

幸手市
株式会社 ならいち
吉川市
株式会社 旭屋書店
松伏町
元書店
杉戸町
有限会社 田沼書店

編集・発行 ●埼玉県立文書館
〒330－0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂４－３－１８
℡ 048-865-0112
発 行 日 ●令和2年（2020）4月7日
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