埼玉県教科書取次店一覧
（令和元年10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

株式会社 みやかわ 中宗岡店

〒353-0002 志木市中宗岡3-6-36

048-475-1010

〒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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羽生市
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

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

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

有限会社 セキ薬局

〒349-1102 久喜市栗橋中央2-3-1

0480-52-0034

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

春日部市

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
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