
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

中曽根店 吉川市美南4-6-1

本木店 東京都足立区本木2-7-24

栗橋店 久喜市伊坂字古堤1843

杉戸店 北葛飾郡杉戸町清地4-7-18

下高野店 北葛飾郡杉戸町下高野字浅間前313-73

柏座店 上尾市柏座4-6-14

青柳店 草加市青柳6-45-12

高野台店 北葛飾郡杉戸町高野台西1-11-1

鶴ヶ島店 川越市鯨井新田40-2

南古谷店 川越市大字並木854-6

蓮田店 蓮田市馬込１399

吉川店 吉川市栄町896

豊春店 春日部市道口蛭田180-1

白岡店 白岡市千駄野661-1

千間台店 越谷市千間台東3-28-7

三室店 さいたま市緑区三室2449-15

東越谷店 越谷市東越谷10-11-7

一ノ割店 春日部市備後東1-21-3

宮原店 さいたま市北区宮原町1-345

春日部中央店 春日部市中央3-11-2

姫宮店 南埼玉郡宮代町川端3-9-20

春日部東店 春日部市粕壁東3-18-8

川間店 千葉県野田市七光台449-1

加須店 加須市三俣2-15-4

八潮店 八潮市緑町4-6-2

幸手店 幸手市東2-19-22

花崎店 加須市花崎北3-12-4

鳩ヶ谷店 川口市坂下町3-13-6

南羽生店 羽生市南羽生3-20-8

久喜吉羽店 久喜市吉羽2-35-2

三郷早稲田店 三郷市早稲田8-11-8

藤の牛島店 春日部市藤塚1338

三郷戸ヶ崎店 三郷市戸ケ崎3-593

武里店 春日部市大場1277-1

弥十郎店 越谷市弥十郎678-1

芝下店 川口市芝下2-4-26

熊谷銀座店 熊谷市銀座5-2-26

５月１１日～６月１０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

ドラッグストアセキ

セキ薬局



事  業  者 店　　舗 住　　所 実　施　期　間 内　　容

向陽町店 所沢市向陽町2137-1

岩槻太田店 さいたま市岩槻区太田2-1-17

久喜本町店 久喜市本町5-2-28

新三郷店 三郷市南蓮沼217-1

戸田公園店 戸田市本町4-13-5

八潮中央店 八潮市八潮7-18-20

沼南店 上尾市原市北1-1-1

花田店 越谷市花田1-3-9

東浦和店 さいたま市緑区東浦和6-14-8

鴻巣栄町店 鴻巣市栄町7-18

南桜井店 春日部市米島字原1000-1

伊奈栄店 北足立郡伊奈町栄2-5

内野本郷店 さいたま市西区内野本郷543-1

吉野町店 さいたま市北区吉野町2-21-28

桜の里店 千葉県野田市桜の里1-2-4

上小町店 さいたま市大宮区上小町1053

北川辺店 加須市麦倉1525-1

鷲宮店 久喜市鷲宮4-6-10

北本本町店 北本市本町4-79

曲本店 さいたま市南区曲本4-14-2

熊谷広瀬店 熊谷市広瀬266-1

ベスタ東鷲宮店 久喜市桜田2-6-1

平塚店 上尾市平塚848-2

与野鈴谷店 さいたま市中央区鈴谷6-6-16

宮代店 南埼玉郡宮代町本田1-4-23

野火止店 新座市野火止8-17-28

東大沼店 深谷市東大沼190-1

東岩槻店 さいたま市岩槻区諏訪1-2-3

上柴店 深谷市上柴町東3-13-1

岩槻本宿店 さいたま市岩槻区本宿128-3

与野西堀店 さいたま市桜区西堀9-9-2

吹上店 鴻巣市鎌塚5-2-6

本庄銀座店 本庄市銀座1-8-19

羽沢店 富士見市羽沢2-12-11

堀の内町店 さいたま市大宮区堀の内町1-180

菖蒲店 久喜市菖蒲町菖蒲570-1

松伏店 北葛飾郡松伏町ゆめみ野5-1-3

清門町店 草加市清門3-35-4

５月１１日～６月１０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

ドラッグストアセキ

セキ薬局



事  業  者 店　　舗 住　　所 実　施　期　間 内　　容

北戸田店 戸田市新曽1952

熊谷円光店 熊谷市円光1-14-7

上日出谷店 桶川市大字上日出谷650-2

中浦和店 さいたま市桜区西堀7-16-11

新河岸店 川越市大字砂新田93

熊谷妻沼店 熊谷市妻沼311-3

新宿町店 川越市新宿町3-6-1

若葉店 鶴ヶ島市富士見2-3-1

久喜青葉店 久喜市青葉4-29-1

大袋店 越谷市大字大道657-2

新里町店 草加市新里町729-1

春日部米島店 春日部市米島1186-59

上尾川店 上尾市大字川284-3

久喜東店 久喜市久喜東4-22-10

羽生店 羽生市南4-8-41

秩父店 秩父市宮側町10-7

藤久保店 入間郡三芳町大字藤久保201-1

小手指南店 所沢市小手指南3-27-40

赤山町店 越谷市赤山町2-161-1

白鍬店 さいたま市桜区白鍬752

つきのわ店 比企郡滑川町月の輪5-27-1

奈良町店 さいたま市北区奈良町38-1

白岡中央店 白岡市小久喜980-1

鳩山店 比企郡鳩山町大字今宿526-1

武蔵藤沢店 入間市大字下藤沢5-5-2

松本町店 東松山市松本町1-9-28

岩槻城南店 さいたま市岩槻区城南5-7-1

今福店 川越市大字今福840-4

藤金店 鶴ヶ島市大字藤金897-5

武蔵嵐山店 比企郡嵐山町菅谷496-1

久喜青毛店 久喜市青毛1-6-21

笠幡店 川越市大字笠幡4870-3

小川町店 比企郡小川町小川22-1

大成町店 さいたま市大宮区大成町3-394-3

新善町店 草加市新善町495-1

武蔵高萩店 日高市高萩2286-1

高坂店 東松山市あずま町2-4-1

栗橋北店 久喜市栗橋北2-2-28

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１１日～６月１０日
ドラッグストアセキ

セキ薬局



事  業  者 店　　舗 住　　所 実　施　期　間 内　　容

武州長瀬店 入間郡毛呂山町若山1-6-13

吉見店 比企郡吉見町久保田1758-1

坂戸石井店 坂戸市塚越1338-3

鴻巣免許センター前店 鴻巣市鴻巣724-1

東深井店 千葉県流山市東深井871-178

上藤沢店 入間市上藤沢450-1

小手指町店 所沢市小手指町1-33-19

蒲生店 越谷市蒲生4-10-15

岩名店 千葉県野田市岩名2-43-5

柏たなか店 千葉県柏市小青田1-6-12

荒川沖店 茨城県土浦市荒川沖西1-18-26

川島町店 比企郡川島町中山1959-1

山川町店 栃木県足利市山川町705-1

松葉町店 東松山市松葉町3-15-17

南流山店 千葉県流山市南流山7-7-3

宮本町店 所沢市宮本町2-23-30

狭山市店 狭山市祇園26-35

南栗橋店 久喜市南栗橋8-2-9

愛宕店 加須市愛宕1-6-65

双柳店 飯能市双柳1231-1

蕨錦町店 蕨市錦町1-14-27

中富南店 所沢市中富南2-25-5

吉川美南店 吉川市美南1-7-4

野田宮崎店 千葉県野田市宮崎132-5

新松伏店 北葛飾郡松伏町松伏2468

足立入谷店 東京都足立区入谷3-12-3

みどりの店 茨城県つくば市みどりの2-64-7

中宗岡店 志木市中宗岡4-5-36

熊谷太井店 熊谷市太井1437-1

平沼店 吉川市中央3-2-7

伊奈学園店 北足立郡伊奈町学園2-80

東大門店 さいたま市緑区東大門3-1-6

岩井店 茨城県坂東市岩井5093-9

駒木店 千葉県流山市駒木505-4

西門前店 上尾市西門前330-1

浦和美園店 さいたま市岩槻区美園東2-14-12

花野井店 千葉県柏市花野井904-1

北下新井店 加須市北下新井71

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

ドラッグストアセキ

セキ薬局
５月１１日～６月１０日



事  業  者 店　　舗 住　　所 実　施　期　間 内　　容

霞ヶ関店 川越市的場2314-1

美浦店 茨城県稲敷郡美浦村受領1456-1

脚折町店 鶴ヶ島市脚折町6-4-30

白岡西店 白岡市西6-13-4

騎西店 加須市騎西495-2

富士見ヶ丘店 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘1-1

鷲宮西店 久喜市葛梅2-20-2

太田窪店 さいたま市南区太田窪1697-1

新駒林店 ふじみ野市新駒林2-4-12

辺田店 茨城県坂東市辺田632-6

鴻野山店 茨城県常総市鴻野山1655-1

境店 茨城県猿島郡境町230-1

御蔵店 さいたま市見沼区御蔵1275-1

高柳店 千葉県柏市高柳1143-1

坂田西店 桶川市坂田西3-16-2

ピアシティ原馬室店 鴻巣市原馬室114-1

清河寺店 さいたま市西区西大宮4-16-2

梅郷店 千葉県野田市山崎貝塚町5-1

みずほ台店 富士見市水子4660-2

新杉戸店 北葛飾郡杉戸町杉戸2-3-3

深作店 さいたま市見沼区深作859

小泉店 上尾市小泉4-18-9

久喜中央店 久喜市本町8-5-35

下安松店 所沢市下安松214-1

東宮下店 さいたま市見沼区東宮下332-1

大野原店 秩父市大野原1058-1

阿見店 茨城県稲敷郡阿見町阿見2357-1

松伏中央店 北葛飾郡松伏町松葉1-5-2

羽村店 東京都羽村市栄町1-13-1

稲敷店 茨城県稲敷市犬塚1560-1

神明町店 東松山市神明町2-13-27

鴻巣広田店 鴻巣市広田3650-1

飯能店 飯能市飯能542-1

上花輪店 千葉県野田市上花輪1178

上高野店 幸手市上高野332-1

東本郷店 川口市東本郷1220-1

長瀞店 秩父郡長瀞町本野上953-1

下藤沢店 入間市下藤沢667-1

５月１１日～６月１０日
ドラッグストアセキ

セキ薬局

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

春日部緑町店 春日部市緑町6-3-24

川寺店 飯能市川寺218-1

春日部大沼店 春日部市大沼3-118

東間店 北本市東間6-20

指扇店 さいたま市西区指扇444-1

瀬崎店 草加市瀬崎2-44-19

南大塚店 川越市南台2-5-2

宮代店 南埼玉郡宮代町笠原2-2-2

南鳩ヶ谷店 川口市辻785-1

瑞穂店 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵193-2

５月１１日～６月１０日
ドラッグストアセキ

セキ薬局

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


