
事業者 店舗 住所 実施期間 内容

西八王子 東京都八王子市台町3-28-17

恋ヶ窪 東京都小平市上水本町6-4-1

めじろ台 東京都八王子市めじろ台3-1-3

三鷹牟礼 東京都三鷹市牟礼5-8-11

東府中 東京都府中市若松町1-38-1

小平 東京都小平市小川町2-1813-1

あきる野 東京都あきる野市秋留1-6-8

三鷹井口 東京都三鷹市井口3-6-12

京王堀之内 東京都八王子市別所1-1-1

大泉学園町 東京都練馬区大泉学園町7-15-11

東村山青葉町 東京都東村山市青葉町2-25-1

萩中 東京都大田区萩中1-6-19

町田木曽 東京都町田市木曽西3-19-1

一橋学園 東京都小平市学園東町1-6-13

東大和 東京都東大和市中央1-1-1

小平鈴木町 東京都小平市鈴木町1-214-3

青梅新町 東京都青梅市新町4-30-2

和田 東京都多摩市和田2011-2

町田小川 東京都町田市小川4-22-3

光が丘 東京都練馬区高松4-4-12

八王子中野町 東京都八王子市中野町2744-1

立川幸町 東京都立川市幸町2-24-1

貫井坂下 東京都小金井市貫井南町2-8-6

富士見台 東京都国立市富士見台1-8-4

府中新町 東京都府中市新町1-58-3

秋川 東京都あきる野市秋川4-1-1

砂町銀座 東京都江東区北砂4-18-12

CVS小岩北口 東京都江戸川区西小岩1-21-1

東大和桜が丘 東京都東大和市桜が丘4-291-1

小金井梶野町 東京都小金井市梶野町1-7-32

八王子高倉 東京都八王子市高倉町55-10

昭島松原町 東京都昭島市松原町1-4-13

西国分寺 東京都国分寺市泉町2-9-1

町田野津田 東京都町田市野津田町1119

南大沢 東京都八王子市南大沢2-25

下石原 東京都調布市下石原2-61-1

河辺 東京都青梅市野上町3-1-5

サンドラッグ

県産農産物を食べよう！キャンペーン【量販店】

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２１日～６月１２日



事業者 店舗 住所 実施期間 内容

南平 東京都日野市南平2-64-5

立川羽衣町 東京都立川市羽衣町2-67-1

福生 東京都福生市福生965

清瀬下清戸 東京都清瀬市下清戸5-860-3

東久留米前沢 東京都東久留米市前沢4-3-21高橋ﾋﾞﾙ

赤堤 東京都世田谷区赤堤3-24-4

今川 東京都杉並区今川3-5-1

東長沼 東京都稲城市東長沼1730-6

八王子四谷 東京都八王子市叶谷町871-1

CVS矢口渡 東京都大田区東矢口2-16-16

伊奈平 東京都武蔵村山市伊奈平6-1-1

貫井北 東京都小金井市貫井北町2-10-19

羽村神明台 東京都羽村市神明台2-2

CVS南篠崎 東京都江戸川区南篠崎町2-48-7

国分寺西町 東京都国分寺市西町3-24-11

ダイレックス立川幸町 東京都立川市幸町3-19-1

中神二 東京都昭島市中神町2-16-6

杉並宮前 東京都杉並区宮前5-15-21

調布染地 東京都調布市染地3-1

ダイレックス日野旭が丘 東京都日野市旭が丘2-8-13

キテラタウン調布 東京都調布市菊野台1-33-3

東久留米八幡町 東京都東久留米市八幡町1-9-28

東村山富士見町 東京都東村山市富士見町1-2-50

青物横丁 東京都品川区南品川2-7-12

町田南大谷 東京都町田市南大谷41-2

西東京泉町 東京都西東京市泉町3-13-19

西新井 東京都足立区西新井6-42-10

小平大沼町 東京都小平市大沼町319

西東京向台町 東京都西東京市向台町113-30

町田広袴 東京都町田市広袴211-16

滝山 東京都東久留米市滝山七2316

平 神奈川県川崎市宮前区平1-2-11

津久井 神奈川県相模原市緑区中野970-1

相模原並木 神奈川県相模原市中央区並木1-8

子母口 神奈川県川崎市高津区子母口根田町3761

東橋本 神奈川県相模原市緑区東橋本4-10-3

伊勢原 神奈川県伊勢原市桜台1-11-15

樽町 神奈川県横浜市港北区樽町3-6-38

サンドラッグ ５月２１日～６月１２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

相模原横山台 神奈川県相模原市中央区横山台2-6-22

石川 神奈川県藤沢市石川2-4-9

厚木戸室 神奈川県厚木市戸室1-26-18

座間 神奈川県座間市立野台1-16-50

城山 神奈川県相模原市緑区原宿3-1-7

浦賀 神奈川県横須賀市浦賀3-3-13

荏子田 神奈川県横浜市青葉区荏子田3-24

伊勢原板戸 神奈川県伊勢原市板戸8

平塚夕陽ヶ丘 神奈川県平塚市夕陽ヶ丘62-1

立場 神奈川県横浜市泉区和泉中央南2-23-21

青葉 神奈川県横浜市青葉区奈良3-20-1

上郷 神奈川県横浜市栄区上郷町100長瀬ビル1F

山手台 神奈川県横浜市泉区領家2-11-2

美立橋 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町537

若草台 神奈川県横浜市青葉区若草台17ー1

湘南台一 神奈川県藤沢市湘南台1-31-11

辻堂元町 神奈川県藤沢市辻堂元町5-13-19

川崎宮内 神奈川県川崎市中原区宮内2-25-17

鎌倉常盤 神奈川県鎌倉市常盤276-1

岡津 神奈川県横浜市泉区岡津町129

相模原中央 神奈川県相模原市中央区中央5-2-18

戸塚原宿 神奈川県横浜市戸塚区深谷町234-1

小田銀座 神奈川県川崎市川崎区小田4-36-14

西鶴間 神奈川県大和市西鶴間4-12-38

茅ヶ崎浜見平 神奈川県茅ヶ崎市松尾1-20

上郷西 神奈川県横浜市栄区上郷町60-3

たちばな台 神奈川県横浜市青葉区たちばな台1-11-1

今宿 神奈川県横浜市旭区今宿東町1634-1

厚木下荻野 神奈川県厚木市下荻野1391-1

南行徳 千葉県市川市南行徳3-3-4

道場 千葉県千葉市中央区道場北2-19-17

市川新田 千葉県市川市新田3-13-7

宮野木 千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘1-35-10

白井 千葉県白井市冨士字栄129-23

四街道 千葉県四街道市大日429　M2プラザ1階

柏松葉町 千葉県柏市松葉町2-15-1

我孫子 千葉県我孫子市緑1-9-25

八千代緑ヶ丘 千葉県八千代市大和田新田72-2-2F

５月２１日～６月１２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

サンドラッグ



事業者 店舗 住所 実施期間 内容

初富本町 千葉県鎌ヶ谷市初富本町2-19-5

六高台 千葉県松戸市六高台8-136-1

船橋三咲 千葉県船橋市みやぎ台1-1-22

若松 千葉県千葉市若葉区若松町502-70

稲毛海岸 千葉県千葉市美浜区真砂1-2-7

新松戸 千葉県松戸市新松戸5-134

二十世紀が丘 千葉県松戸市二十世紀が丘中松町94

深谷 深谷市上野台3028-1

けやき台 所沢市けやき台2-29-9

川越石原 川越市石原町2-54-2

羽生 羽生市中央５－４－３６

狭山ヶ丘 所沢市若狭４－２４６８－１３

北越谷 越谷市東大沢１－５－５５

川口青木 川口市青木３－２５－１

川口前川 川口市前川１－２６－５３

狭山 狭山市中央４－１６－１６

朝霞台 朝霞市三原３－６－４

戸田新曽 戸田市大字新曽１８１－２３

川口赤井 川口市赤井１－３１－１７

上福岡大原 ふじみ野市大原１－１－1５

蓮沼 さいたま市見沼区大字蓮沼５９４－１

東川口 川口市戸塚東１－４－３０

小敷谷 上尾市大字小敷谷７９３－１

浦和大久保 さいたま市桜区大久保領家１２４－３

草加稲荷 草加市稲荷３－６－２４

浦和花月 さいたま市緑区中尾２６０－１

東松山 東松山市小松原町１１－７

浦和西堀 さいたま市桜区西堀５－３－１８

上尾春日 上尾市春日1-18-16

上小町 さいたま市大宮区上小町60

春日部ユリノキ通り 春日部市豊町4-6-4

朝霞三原 朝霞市三原2-14-1

新座石神 新座市石神3-16-31

西青木 川口市西青木1-10-15

東浦和 さいたま市緑区東浦和7-5-1

行田 行田市行田19-14

蕨南町 蕨市南町4-20-5

蕨北町 蕨市北町3824

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２１日～６月１２日サンドラッグ



事業者 店舗 住所 実施期間 内容

上尾中妻 上尾市中妻34-6

川口上青木 川口市上青木西1113

貢川 山梨県甲府市上石田3-9-13

青沼 山梨県甲府市青沼2-1-1

韮崎 山梨県韮崎市藤井町南下条163-1

田富リバーサイド 山梨県中央市山之神3625-1

緑が丘 山梨県甲府市緑が丘1-2-16

国母 山梨県甲府市大里町392

南アルプス 山梨県南アルプス市十五所字西原685-11

塩山 山梨県甲州市塩山下塩後943-1

敷島 山梨県甲斐市中下条字三味堂935-1

富士川 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町973-1

篠原 山梨県甲斐市篠原1585

湯村 山梨県甲府市湯村1-9-30

上今井 山梨県甲府市上今井町747-1

石和 山梨県笛吹市石和町市部字北河原822-32

富士吉田 山梨県富士吉田市中曽根3-11-48

万力 山梨県山梨市万力７⑦

甲斐竜王フォレストモール 山梨県甲斐市富竹新田字大明神河原1714-1

焼津三ヶ名 静岡県焼津市三ヶ名1130

藤枝小石川 静岡県藤枝市小石川町4-17-10

島田 静岡県島田市大川町11-7

清水 静岡県静岡市清水区宝町1-8

清水渋川 静岡県静岡市清水区渋川1-6-17

静岡富士見台 静岡県静岡市駿河区富士見台1-19-12

清水八千代 静岡県静岡市清水区八千代町7-38

沼津五月町 静岡県沼津市五月町1722

岡谷 長野県岡谷市神明町3-1-3

寄木戸 群馬県邑楽郡大泉町寄木戸998-1

伊勢崎境 群馬県伊勢崎市境栄769

新前橋 群馬県前橋市古市町180-1

日立河原子 茨城県日立市河原子町1-4-15

サンドラッグ ５月２１日～６月１２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


