
県産農産物を食べよう！キャンペーン 【量販店】

事  業  者 店　　舗 住　　所 実　施　期　間 内　　容

茅ヶ崎松林 茅ヶ崎市松林2-6-33

横浜東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾2-6-9

横浜西菅田 横浜市神奈川区菅田町563-1

鎌倉大船 鎌倉市大船4-17-18

横浜港南台 横浜市港南区港南台7-52-10

川崎小杉陣屋町 川崎市中原区小杉陣屋町2-6-25

相模原麻溝台 相模原市南区麻溝台6-21-23

横須賀根岸町 横須賀市根岸町3-16-35

新寒川倉見 高座郡寒川町倉見679-1

鎌倉材木座 鎌倉市材木座5-7-6

金沢柴町 横浜市金沢区柴町303-3

磯子滝頭 横浜市磯子区滝頭2-31-18

新瀬谷南台 横浜市瀬谷区南台1-3-11

緑東本郷 横浜市緑区東本郷4-4-1

旭川島町 横浜市旭区川島町2884-1

港南下永谷 横浜市港南区下永谷6-2-111階

新白根 横浜市旭区上白根1-1-9

旭今宿西町 横浜市旭区今宿西町431-1

北柏 柏市根戸467-1031階

川崎千代ヶ丘 川崎市麻生区千代ケ丘9-2-5

秦野大秦町 秦野市大秦町2-161階

我孫子天王台 我孫子市天王台1-21-1

新横須賀鴨居 横須賀市鴨居2-5-8

君津杢師 君津市杢師1-14-22

川崎万福寺 川崎市麻生区古沢197-12階

松戸常盤平 松戸市常盤平1-81階

鎌倉玉縄 鎌倉市玉縄1-16-1

新磯野 相模原市南区新磯野1-41-7

八王子元本郷 八王子市元本郷町4-17-16

横須賀長井 横須賀市長井3-1-11

相模原東大沼 相模原市南区東大沼3-30-22

三浦三崎 三浦市栄町8-27

茅ヶ崎常盤町 茅ケ崎市常盤町1-35

川崎下麻生 川崎市麻生区下麻生3-25-18

足立谷中 足立区谷中5-14-12

ドラッグストア
クリエイトエス・ディー

５月２０日～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



事  業  者 店　　舗 住　　所 実　施　期　間 内　　容

戸塚俣野 横浜市戸塚区俣野町1404-5

藤沢善行 藤沢市善行1-14-1

泉中田西 横浜市泉区中田西2-33-37

新鎌倉手広 鎌倉市手広1-5-27

金沢六浦 横浜市金沢区六浦5-18-1

海老名河原口 海老名市河原口2-8-30

松戸小金きよしヶ 松戸市小金きよしケ丘2-23-2

平塚根坂間 平塚市根坂間252

川崎堰 川崎市多摩区堰1-27-44

横浜六角橋 横浜市神奈川区六角橋4-23-1

市原君塚 市原市君塚3-3-1

川崎田尻町 川崎市中原区田尻町67-1

川崎渡田 川崎市川崎区渡田2-15-10

保土ヶ谷仏向町 横浜市保土ケ谷区仏向町1048-2

横浜東久保町 横浜市西区東久保町10-1

新平塚横内 平塚市横内40601階

戸塚矢部町 横浜市戸塚区矢部町445

愛川角田 愛甲郡愛川町角田490-2

旭東希望が丘 横浜市旭区東希望が丘9-1

緑十日市場 横浜市緑区十日市場町854-112階

海老名今里 海老名市今里2-15-23

多摩馬引沢 多摩市馬引沢2-17-9

相模原田名清水原 相模原市中央区田名2224-8

六浦中学校入口 横浜市金沢区六浦1-14-12金沢八景国際コミュニティプラザ１階

平塚四 平塚市平塚4-11-14

伊勢原桜台 伊勢原市桜台4-23-22

八王子高嶺小学校 八王子市北野台4-30-1

酒匂小学校前 小田原市酒匂5-15-4

京急長沢駅前 横須賀市長沢1-34-11

寒川 高座郡寒川町岡田3-15-15

柿の木台 横浜市青葉区柿の木台4-7ﾎﾞﾅｰﾙもえぎ野

川崎宮前平 川崎市宮前区宮前平2-8-28

海老名国分北 海老名市国分北2-7-12

川崎野川 川崎市宮前区南野川1-5-3

海老名中新田 海老名市中新田2-22-27

ドラッグストア
クリエイトエス・ディー

５月２０日～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



事  業  者 店　　舗 住　　所 実　施　期　間 内　　容

八王子中野上町 八王子市中野上町1-32-17

藤沢村岡東 藤沢市村岡東1-2-1

横浜神大寺 横浜市神奈川区神大寺4-18-4ﾊﾟｰｸﾋﾙ神大寺１Ｆ

相模原東林間 相模原市南区東林間3-15-20

三浦海岸 三浦市南下浦町上宮田3390

綾瀬上土棚 綾瀬市上土棚中1-11-22

平塚中原 平塚市中原2-4-36

新座栗原 新座市栗原3-10-10

座間ひばりヶ丘 座間市ひばりが丘5-14-27

立川栄町 立川市栄町3-5-1

八王子宇津木台 八王子市久保山町1-11

聖蹟桜ヶ丘 多摩市一ノ宮1-26-1

蕨北町 蕨市北町5-11-7

横須賀池上 横須賀市池上3-8-11

海老名杉久保 海老名市杉久保北4-1-22

川崎南加瀬 川崎市幸区南加瀬3-9-35

稲城大丸 稲城市大丸314-1

川崎千年 川崎市高津区千年944

相模原淵野辺本町 相模原市中央区淵野辺本町3-1-5

茨城牛久中央 牛久市中央3-3-1

戸塚下郷 横浜市戸塚区戸塚町2496-1

三郷早稲田 三郷市早稲田2-22-2

弘明寺観音通り 横浜市南区弘明寺町259GM2ビル1階

厚木東妻田 厚木市妻田東1-3-22

町田金井 町田市金井4-23-33

武蔵村山大南 武蔵村山市大南2-2-1

愛川半原 愛甲郡愛川町半原3877-1

川崎宿河原 川崎市多摩区宿河原2-42-5

平塚東八幡 平塚市東八幡4-2-33

東林間駅前通り 相模原市南区東林間4-33-19

鶴見下末吉 横浜市鶴見区下末吉6-10-37

西東京芝久保 西東京市芝久保町4-4-11

川崎南野川 川崎市宮前区南野川2-51-12

三鷹新川 三鷹市新川6-4-30

小田原荻窪 小田原市荻窪278-5

ドラッグストア
クリエイトエス・ディー

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

５月２０日～６月３０日



事  業  者 店　　舗 住　　所 実　施　期　間 内　　容

藤沢柄沢 藤沢市柄沢1-3-1

緑森の台 横浜市緑区森の台7-12

茅ヶ崎雄三通り 茅ヶ崎市東海岸北1-5-11

川崎末長 川崎市高津区末長4-8-46

江戸川篠崎町 江戸川区篠崎町1-34-5

港北下田町 横浜市港北区下田町4-3-10

逗子久木 逗子市久木3-1-21

横須賀追浜本町 横須賀市追浜本町2-31-8

新えびな中野 海老名市中野1-6-34

練馬高松 練馬区高松6-31-11

世田谷船橋 世田谷区船橋4-10-1

大田仲池上 大田区仲池上1-1-5

厚木緑ケ丘 厚木市緑ケ丘2-1-5

八王子万町 八王子市万町20-1

横浜永田台 横浜市南区永田台1-17

京成大和田 八千代市大和田575-1

鶴見北寺尾 横浜市鶴見区北寺尾6-32-9

藤沢鵠沼海岸 藤沢市鵠沼海岸5-2-19

保土ヶ谷東川島町 横浜市保土ケ谷区東川島町88-1

新松戸南 松戸市新松戸南3-246

鶴見中央 横浜市鶴見区鶴見中央2-16-22

伊勢原石田 伊勢原市石田411

三ケ木桜木 相模原市緑区三ケ木259-2

平塚龍城ケ丘 平塚市龍城ケ丘7-3

松戸大金平二 松戸市大金平2-102

八王子西寺方町 八王子市西寺方町353平野ビル51階

八王子越野 八王子市越野9-2

保土ヶ谷釜台町 横浜市保土ケ谷区釜台町41-24

小田原ＥＰＯ 小田原市栄町2-9-39小田原EPO地下1階

都筑川和町 横浜市都筑区川和町916-3

横浜別所五 横浜市南区別所5-2-27

板橋徳丸 板橋区徳丸8-26-2

小田急相模原 座間市相模が丘1-22-361階

大和代官 大和市代官4-18-3

栄上郷町 横浜市栄区上郷町1379

ドラッグストア
クリエイトエス・ディー

５月２０日～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



事  業  者 店　　舗 住　　所 実　施　期　間 内　　容

厚木飯山籏谷 厚木市飯山3123-110月住所変更

港北綱島東 横浜市港北区綱島東2-2-141階

八王子小宮町 八王子市小宮町844-2

鶴見向井町 横浜市鶴見区向井町4-87-1

青葉松風台 横浜市青葉区桂台2-1-21階

相模原相武台 相模原市南区相武台3-26-37

鶴見生麦 横浜市鶴見区生麦3-16-6

飯能東町 飯能市東町32-1

保土ヶ谷今井町 横浜市保土ケ谷区今井町156-1

日野三沢 日野市三沢1-18-4

鎌倉梶原 鎌倉市梶原2-33-50

越谷七左町 越谷市新越谷1-15-9

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

５月２０日～６月３０日
ドラッグストア

クリエイトエス・ディー


