
事  業  者 店　　舗 住　　所 実　施　期　間 内　　容

東町店 秩父市東町12-1

宮地店 秩父市下宮地町19-16

柿沼店 熊谷市柿沼610-1

フォルテ上之店 熊谷市上之2138

長野店 行田市長野1-49-1

広瀬店 熊谷市広瀬131

緑町店 飯能市緑町24-2

的場店 川越市大字的場811-2

すねおり店 鶴ヶ島市大字脚折1513-1

藤久保店 三芳町大字藤久保337-9

砂田店 東松山市砂田町16-7

赤城町店 熊谷市赤城町3-1-33

公園橋店 秩父市中村町4-3-24

フォルテ本庄店 本庄市本庄2-3-6

七本木店 児玉郡上里町大字七本木2558-1

山口店 所沢市大字山口1464-1

かごはら南店 熊谷市新堀新田677

中青木店 川口市中青木2-14-11

南古谷店 川越市大字並木264-1

池田店 新座市池田4-5-12

黒浜店 蓮田市大字黒浜2798-7

羽生西店 羽生市西2-18-19

行田南店 行田市緑町2-33

佐谷田店 熊谷市佐谷田2402-1

玉井店 熊谷市玉井1-12-1

大井緑ヶ丘店 ふじみ野市緑ヶ丘1-5-8

越谷西方店 越谷市大字西方3010

さいたま櫛引店 さいたま市北区櫛引町2-88

入間野田店 入間市大字野田894-1

鴻巣宮前店 鴻巣市宮前167-1

戸田中町店 戸田市中町1-28-24

川越東田町店 川越市東田町4-26

秩父影森店 秩父市大字下影森739-1

毛呂山店 毛呂山町毛呂本郷293-1

川口前川店 川口市本前川二22-33

県産農産物を食べよう！キャンペーン 【量販店】

ベルク ４月中旬～６月３０日

県産米を購入された場合、購入額の
２割相当のポイントを付与
その他の県産農産物を購入された
場合、購入額の１割相当のポイント
を付与
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ベスタ狭山店 狭山市入間川1025

深谷稲荷町店 深谷市稲荷町1-7-11

幸手北店 幸手市北2-5-20

上里ＳＣ店 上里町大字金久保359-1

ベスタ東鷲宮店 久喜市桜田2-6-1

川口差間店 川口市差間3-38-1

東所沢店 所沢市東所沢和田3-30-1

さいたま宮原店 さいたま市北区宮原町1-190-8

行田城西店 行田市城西4-4-1

東松山新郷店 東松山市新郷49-1

さいたま吉野町店 さいたま市北区吉野町1-378

川越むさし野店 川越市むさし野17-11

春日部緑町店 春日部市緑町3-11-24

東越谷店 越谷市東越谷8-1-1

上尾東店 上尾市大字上尾宿2165-5

ベスタ本庄寿店 本庄市寿3-5-18

上尾春日店 上尾市春日1-34-29

フォルテ深谷店 深谷市東方町3-35-1

川越小仙波店 川越市小仙波町3-16-3

北本二ツ家店 北本市二ツ家１-１４７

坂戸石井店 坂戸市石井2705-3

越谷花田店 越谷市花田1-17-7

坂戸八幡店 坂戸市八幡2-2-5

加須久下店 加須市久下4-43-8

さいたま南与野店 さいたま市中央区鈴谷２-631

熊谷銀座店 熊谷市銀座2-226

北坂戸店 坂戸市末広町20-2

浦和根岸店 さいたま市南区根岸5-17-1

岩槻宮町店 さいたま市岩槻区宮町１-3-3

北本東間店 北本市東間5-56

川越新宿店 川越市新宿町5-13-68

富士見関沢店 富士見市関沢1-7-12

八潮鶴ケ曽根店 八潮市大字鶴ケ曽根８９４-1

鶴ヶ丘店 鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘276-1

三郷戸ヶ崎店 三郷市戸ヶ崎2-580

県産米を購入された場合、購入額の
２割相当のポイントを付与
その他の県産農産物を購入された
場合、購入額の１割相当のポイント
を付与

４月中旬～６月３０日ベルク
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フォルテ寄居店 大里郡寄居町寄居618-1

狭山入間川店 狭山市入間川1-16-30

東松山東平店 東松山市大字東平2374-1

和光白子店 和光市白子3-10-50

和光西大和店 和光市西大和団地4-1

フォルテ羽生店 羽生市小松406-1

戸田氷川町店 戸田市氷川町2-1-7

飯能阿須店 飯能市大字阿須815-7

佐野田沼店 栃木県佐野市田沼町387

フォルテ間々田店 栃木県小山市美しが丘１-１９-１

古河駒羽根店 茨城県古河市駒羽根44-2

伊勢崎寿店 群馬県伊勢崎市寿町164-1

伊勢崎美茂呂店 群馬県伊勢崎市美茂呂町3745-2

館林大街道店 群馬県館林市大街道1-10-18

フォルテ高崎店 群馬県高崎市下豊岡町893-1

江木店 群馬県高崎市江木町75

高崎大八木店 群馬県高崎市大八木町622-1

高崎日光店 群馬県高崎市日光町97-1

飯塚店 群馬県高崎市飯塚町123-3

渋川店 群馬県渋川市渋川1815-42

前橋大島店 群馬県前橋市天川大島町150-1

前橋北代田店 群馬県前橋市北代田町30-1

太田植木野店 群馬県太田市植木野町207-11

竜舞店 群馬県太田市竜舞町5002

フォルテ太田店 群馬県太田市脇屋町799-1

大塚店 群馬県藤岡市大字中大塚178-1

藤岡店 群馬県藤岡市藤岡804-26

ベスタ大泉店 群馬県邑楽郡大泉町住吉57-1

フォルテ千葉ニュータウン店 千葉県印西市中央南2-2-1

鎌ケ谷富岡店 千葉県鎌ケ谷市富岡3-5-1

佐倉志津店 千葉県佐倉市上志津1764-5

フォルテ行徳店 千葉県市川市加藤新田202-17

市川原木店 千葉県市川市原木2526-6

フォルテ津田沼店 千葉県習志野市奏の杜2-1-1

松戸河原塚店 千葉県松戸市河原塚364-1

４月中旬～６月３０日

県産米を購入された場合、購入額の
２割相当のポイントを付与
その他の県産農産物を購入された
場合、購入額の１割相当のポイント
を付与
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松戸秋山店 千葉県松戸市秋山1-10-8

千葉浜野店 千葉県千葉市中央区村田町1102

フォルテ蘇我店 千葉県千葉市中央区南町2-4-12

フォルテ船橋店 千葉県船橋市行田1-50-2

柏しこだ店 千葉県柏市篠籠田1470

フォルテ白井店 千葉県白井市根476-2

八千代緑が丘店 千葉県八千代市大和田新田992-1

野田尾崎店 千葉県野田市尾崎866

野田柳沢店 千葉県野田市柳沢24-34

流山おおたかの森店 千葉県流山市おおたかの森西3-1-2

流山東深井店 千葉県流山市東深井８７１-35

江戸川臨海店 東京都江戸川区臨海町2‐3‐3

青梅今井店 東京都青梅市今井3-10-9

足立新田店 東京都足立区新田3-34-3

町田野津田店 東京都町田市野津田町２３０

ぐりーんうぉーく店 東京都八王子市別所2-56

伊勢原白根店 神奈川県伊勢原市白根569-1

フォルテ森永橋店 神奈川県横浜市鶴見区元宮2-1-63

座間南栗原店 神奈川県座間市南栗原4-11-1

フォルテ秦野店 神奈川県秦野市曽屋1210

相模原宮下本町店 神奈川県相模原市中央区宮下本町1-31-13

フォルテ安孫子 千葉県我孫子市つくし野4-1-2

県産米を購入された場合、購入額の
２割相当のポイントを付与
その他の県産農産物を購入された
場合、購入額の１割相当のポイント
を付与

４月中旬～６月３０日ベルク


