
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



はじめに 

 

 

 埼玉県では、ペットボトルなどの使い捨て容器ごみの削減を契機として、

ごみを出さないライフスタイルの定着を図るため、外出時に水筒などのマイ

ボトルを携帯する「みんなでマイボトル運動」を実施しています。 

 

 今回、容器包装ごみの削減の対象を容器包装全般に拡大して、容器包装ご

み全体の削減に取り組む「みんなでエコな買い物運動」を始めました。 

 この運動では、容器包装の削減に取り組んでいる小売店の参加を募り、「み

んなでエコな買い物運動協力店」（以下「協力店」という。）として、県内全

域に協力店舗を増やすことを目指します。 

 あわせて、協力店の取組を広報して、消費者に協力店の利用を呼びかける

ことで、容器包装ごみの削減を促進します。 

 

 この「みんなでエコな買い物ガイド」は、「消費者が変われば会社が変わ

り、社会が変わる」というグリーンコンシューマーの考えに基づき、埼玉県

内の小売店を対象に容器包装ごみの削減等の取組状況について調査した結

果を、買い物情報として取りまとめたものです。 

 県民一人ひとりが日々の買い物を通して、容器包装ごみの削減に取り組む

ためのエコな買い物ガイドブックです。 
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第１章 ごみが増えちゃった！そのわけは？ 

  
 鮮魚店に並べられ美しく盛り付けられているお刺

身、忙しい時など、ついつい購買意欲を刺激され購

入することがよくあります。 
けれども、廃棄物の発生量を、冊をパックにした

ものと比較してみると、２倍のプラスチックトレイ

と生ごみが発生します。 
立派なお刺身容器入りの価格が、１～２割程度割

高なのは、このプラスチックトレイ価格が転嫁され

ているためです。 ほとんど食べることのない刺身の

つまを乾燥させてみました。 できれば、環境のことも考えて、冊、もしくは、 
丸ごと１尾を購入してみませんか？ 
     

第１ 選び方による容器包装ごみの発生量の比較 

商品 購入形態 容器 容器包装ごみ 

刺身 対面販売の一般鮮魚 
 
 
 
 
 

 プラスチックの袋１枚

冊の刺身用 トレイ 
（透明･白･木目） 

ラップ 
シート 

刺身の盛り合わせ  トレイ（カラー） 
プラスチックのふた

（透明） 
プラスチックの飾り 
生ごみ 

簡易包装のメリットは、価格も安くなること！ 



第２ 大きな箱に、中身がちょっぴり 

１ 贈答品、今も多い過剰包装 

 

近頃は、贈答品を宅急便で送ることが多くなり

ました。贈答品を選ぶときに、埼玉県産のお茶を

選ぶことは、地産地消を促進するのでとても良い

ことです。しかし、100ｇのお茶 3 袋を小さな箱

3 つに分けて入れ、さらに大きすぎる箱に詰め、

包装紙をかけて贈るのは、地球環境にやさしいこ

とか、考える必要があるでしょう。 

 
贈答用お茶の包装の例 

 

２ 冷凍品を送る場合は、注意が必要 

 

たとえば、写真の例ですが、直径４センチに

満たないアイスが８個。紙箱に大切に詰められ

て、紙箱と同じくらい大きなドライアイスと一

緒に発泡スチロールに入れられて、届けられま

す。 

いただくとうれしいアイスですが、お姫様の

ように扱われ、容器を製造するのにたくさんの

資源とエネルギーを使い、運搬する時には、容器が大きければ、大きなトラックで

の配送が必要になります。 

 

 

３ 贈り物にも簡易包装を心がけましょう 

 大きすぎる箱は、資源のムダ、エネルギーのムダにつながります。 

 価格の中には、高い容器代と配送料が含まれています。 

 

 

４ 選び方でごみが増えます 

（１）インスタントラーメンを買う時、  

 カップ入り、 袋入りのどちらを選びます

か？ 

（２）お菓子を買う時、 

 箱入り・缶入り・袋入り、どれを選んでい

ますか？ 

（３）お茶は、どれを選びますか？ 

 ペットボトル・缶・ティーバッグ 

 



第３ 処分する時のことも考えて選んでいますか？ 

リサイクル率が上がっても、燃やされてしまう資源は、 

たくさんあります。 

ペットボトル 
ペットボトルの生産は、この 10

年で２倍近くに増えています。  

再商品化率は、上がっています

が、まだまだ、ごみとして処分さ

れている量も多いのです。 

 

再商品化

（市町村

の実績）

21%

再商品化

（指定法

人ルート

実績）

12%

再商品

化され

なかっ

た量

67%

ペットボトルの再商品化率

1999年度

 資源 
多くの資源を輸入に頼っている日

本。再生資源の利用は、約 1割しかあ

りません。 

もちろん、容器包装も外国から輸入

した資源を加工したものの方が多い

のです。 

再商品

化（市

町村の

実績）

50%再商品

化（指

定法人

ルート

実績）

22%

再商品

化され

なかっ

た量

28%

ペットボトルの再商品化率

2008年度

 

（データの出所：PET ボトルリサイクル推進協議会、分母は指定表示製品） 

古紙 
回収業者は今、大量の古紙をアジア

の国々に輸出しています。運搬に膨大

なエネルギーが使われています。限ら

れた地域の中での資源循環こそ意味

があるのです。 

第４ ボトル用ペット再商品化量について 

1999 年度 2008 年度 

ペット樹脂需要（トン） 370,486 602,054 

指定表示製品（トン） 332,202 556,275 

①再商品化（市町村の実績） 70,783 277,421 

②再商品化（指定法人ルート実績） 39,605 121,500 

再商品化量合計 110,388 398,921 

再商品化されない量 221,814 157,354 

 

 

 

（出所：PET ボト

ルリサイクル推進

協議会データ） 



第２章 悲しい！おしゃれな包装も、ごみになる？ 

 
私たちは毎日１人約１㎏のごみを出しています。 

ごみの半分以上が容器包装ごみです。 

商品代金には、容器・包装の費用も含まれています。 

でも、家に持ち帰れば、立派な容器包装も、ほとんどがごみにな

っていたのです。 

 
環境省が毎年実施している家庭

ごみの中の容器包装ごみの組成

調査（容積比）の結果です。平

成 21 年度調査では、家庭ごみに

含まれる容器包装廃棄物の割合

は、容積比で 53.7％、湿重量

で 23.3％でした。

比

 

  

 

（出所：環境省容器包装廃棄物の使

用・排出実態調査報告書 平成２1年度）

 

家庭ごみの中の容器包装ごみの割合（平成２１年度、容積比）

 

容器包装リサイクル法は 

容器包装廃棄物の減量化と再資源化を促進するため、平成１２年４月に

施行されました。消費者・市町村・事業者の役割分担が明確に決ま

っています。 
きちんと分別できているかな？  

（１）消費者は 

市町村が定める分別収集のルールに従

って、ごみを分別して出します。 

（２）

れた容器包装を分別収集して、圧縮・梱包して保管します。 

（３）

て負担金を納めなければな

りません。 

出所：日

市町村は 

家庭から出さ

事業者は 

再商品化（リサイクル）義務があります。 

小売店は、売上高が 7000 万円を超えるか、

従業員が 6人以上の場合、使用した容器包

装の量に応じ

あなたの大好きなケーキ

屋さん、リサイクルしてく

れているかな？ 

本容器包装リサイクル協会ホームページ 



http://www.jcpra.or.jp/special/mytown/index.html 



第３章 エコの達人に、いろいろなサービスがある楽しいまちに 

 

第１ 埼玉県「みんなでマイボトル運動」 

１ コーヒー店や緑茶店などの協力店 

－ 外出時にもペットボトルなどの使い捨て容器ごみ

を出さない、増やさない － 

 マイボトル用に飲み物を提供する協力店の中には、割引サービ

スでマイボトル用に飲み物を購入した方を値引きなどの特典サ

ービスで応援してくれる協力店も多数あります。 

▼これに伴いマイボトル用に

コーヒー、緑茶、冷水など

を提供するマイボトル運動

協力店の店舗数の拡大と、

協力店の利用促進に取り組

んでいます。 

▼埼玉県ではペットボトルな

どの使い捨て容器ごみの削

減を契機として、ごみを出

さないライフスタイルの定

着を図るため、外出時に水

筒などのマイボトルを携帯

する「みんなでマイボトル

運動」を推進しています。

 ごみを出さない、増やさない、お得なサービスがとてもう

れしい。 

 

２ 中華やうどんなどの外食チェーン店の協力店  

－ 冷水の無料提供サービスで、使い捨て容器ごみ

を出さない、増やさない － 

 飲食店でマイボトル用に冷水や湯茶などを無料で提供す

る協力店です。食事をされたお客様で、マイボトルに給水を

希望される方に冷水を無料で提供します。外出の機会が多い

営業マンや学生さんにうれしいサービスです。 

 

マイボトル運動協力店 現在３８８店舗  

（平成２３年３月１日現在） 

 

３ 協力店舗や割引サービス情報 

（１）県庁携帯サイトをご覧ください。 

http://www.mobile.pref.saitama.lg.jp/?page=5964 

※カメラ付き携帯電話のバーコードリーダーで読み取ってください。 

▲マイボトル協力店、

割引サービス情報

はこちらから 

（２）県庁資源循環推進課ホームページをご覧ください。 

http://www.pref.saitama.lg.jp/page/901-20091221-91.html 
※検索は「埼玉県 マイボトル」でしてください。 

 

 

第２ エコ・ショップを増やし、まちが元気に！ 

１ 吉川市エコ・ショップ認定制度 

 エコな消費者にお得なサービスをしている吉川市の取り組みを紹介します。 

 吉川市ではごみの減量化、資源化、再生利用に積極的に取り組んでいる市内の小売店舗、ま

たはサービス業を営む事業所を「吉川市エコ・ショップ(環境にやさしい店)」として認定して

http://www.mobile.pref.saitama.lg.jp/?page=5964
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/901-20091221-91.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/901-20091221-91.html


います。 

 エコ・ショップに認定されると市から認定書を交付し、市のホームページでお店を写真入り

で紹介するなど広く広報するとともに、認定店を増やしています。 

 この制度は、消費者が認定店で買い物をするなどお店の利用を促進することで、認定店が環

境への取り組みを継続していくという素晴らしい制度です。 

 

エコ・ショップ認定店の中には、紙袋やレジ袋の配布を辞退した方にラッピーポイント 1ポ

イントを進呈する、まちの商業活性化のためのポイントカード「よしかわラッピーカード」を

使ったサービスがあります。 

このカードは、吉川市商工会が事務局として運営しているサービスカードです。 市内の 50

ほどの加盟店舗で買い物をすると、400 円で 1 ポイント受けられ、100 ポイントで 500 円分の

お買い物券として加盟店で使える（平成 22 年度現在）というものです。 

 

 

２ 吉川市エコ・ショップ認定店の紹介 

今回、埼玉県の「みんなでエコなお買い物運動協力店」

に参加をいただいた、「二合半堂 まつざわ煎餅」、「まる

しん菓子店」、「木の下商店」、「静岡屋」、「おむすびのそう

きや」以外にも、レジ袋の配布を辞退したお客様にポイン

トをサービスする店があります。 

 

（１）認定店 KCS あづまや 

 使用済みのびんやペットボトルなどの容器

をお店に持参すると、量り売りで焼酎を販売し

ています。びんを繰り返し使用でき、お得な価

格サービスがあります。 

 

（２）認定店 菓子工房 雨のち晴れ 

 容器を無駄にしないで欲しいとい

う期待にこたえてくれるお店です。 

 購入したプリンの空きびん3個と焼

き菓子1個を交換するサービスがあり

ます。 

 

 

 

 

３ 吉川市エコ・ショップ認定制度の効果 

この制度では市がエコ・ショップ認定店をホームページに掲載して認定店を広報することか

ら、小売店のＰＲ効果が期待できます。 



また、小売店がエコ・ショップ認定申請を契機としてごみの減量化・資源化・再生利用に取組

を始める動機づけになる効果もあります。 

今後は、エコ・ショップを後押しする市民を増やしていくことが大切です。エコな取り組みを

しているお店で買い物をするようにしていけば、おのずと環境に配慮する店舗が生き残ってい

く形になります。これまでの良いものを売って利益を得ることに加え、環境への取り組みとい

う点でも利益を得る動きが出てくると、消費者にとって選択肢の広がる、よりよい社会につな

がっていくでしょう。 

 詳細は吉川市のホームページ「吉川市エコ・ショップ認定制度」をご覧ください。 

http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/11,86,25,524.html 

 

http://www.city.yoshikawa.saitama.jp/11,86,25,524.html


第４章 まちで発見したエコなお店の紹介 

 

みんなで、エコな買い物運動協力店のリストに掲載された 

お近くの小売店を実際に訪ねてみよう！  

 

第１ 焼酎の量り売り初体験！ 

 量り売り用の焼酎の樽の近くには、空きびん

や特大サイズの空きペットボトルが、200 円前

後の価格で棚にたくさん並んでいます。どのよ

うに購入すればよいか、たずねたところ、「急がないのであれば、お家に

ある空きボトルを持ってきた方がお得ですよ。」とのこと。 

「みなさん２リットルの空きペットボ
トルを持って、買いに来られますよ。」
（グッドファームハウスサカガミ宮原店） 

 市などの資源回収では、地域によってびんは粉々となる運命にあり、

日ごろ心を痛めていたので、早速、720ｍｌの焼酎の空きびんを持って、

ニューシャトル（埼玉新都市交通伊奈線）で加茂宮駅へ。レジに声がけ

すると、好みの焼酎を満タンに入れて、お支払い金額は 1000 円以下と、

うれしいお値段でした。このお店、駅から近いのもエコです。 
 
－ 私たちは、いつも、容器代を含む価格で買い物をしているのですね － 

 

第２ リユースびんを扱っているお店 

 ビール以外にも、リユースびんとワンウェイびんの 2 通りの容器に

詰められている飲料があります。この業務用のびんを取り扱い、有償で

引きとってもらえる酒店があります。 白っぽい傷は、繰り返し

使用されている勲章！  

第３ 店頭回収を増やすチェーンストア 

 入口付近のスペースを利用し、プラスチックやびんなど資源回収の種類を増やしています。 
 消費者がきちんと分別をおこなえば、独自のルートで回収されるため、資源を有効に活用

することが可能になります。 
 

第４ 電気店で購入すれば、梱包材は回収してもらえる 

 地上デジタル化に向けてテレビ周辺機器の買い替えが増えています。電気店で購入した際、

お願いすれば梱包材は持ち帰ってもらえます。 
 消費者が自ら大きな段ボール箱や発泡スチロールの後始末する場合は、消費者自身が責任



を持って処理することになり、とても手間もかかります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ テレビとパソコンを通販で購入。梱包材の山です。 

電気店にお願いすれば、設置後その場で回収し、持ち帰ってもらえます。 

 
 
 

第５ 使用済みの蛍光灯や電球を、売り場で回収しているお店 

 普及しつつあるＬＥＤ照明への切り替えなども考えると、消費者は蛍光灯や電球の買い置

きはしないで、照明が切れたら回収箱の置いてあるお店に直行。これって、ムダがなくて、

便利なサービスですよね。 
 このサービスが広まり定着すれば、ひと月に１～２度の自治体などの回収の必要もなくな

り、エネルギーも税金も節約できます。 
（注）この取組をしているお店は、現在エコ買い物運動協力店ではありません。ぜひ登録し

て、エコ自慢してほしいですね。 
 

第６ 地元商店のエコ 

 食べ物を扱っているので、冬場はエアコンを稼働させない、また、必要のない照明をでき

るだけつけないという取り組みをしている小売店が、お茶屋、せんべい屋、着物屋、文房具

屋、酒屋などで数多くあります。 
 このような省エネの取り組みしている小売店の店主は、おおむね６０代前後、またはそれ

以上の年代の方が多いようです。経費削減もありますが、必要ないものは使わないという考

えからでしょう。また、エアコン同様、お店が小さいので、照明の数も少なくてすみます。 
 

第７ 本当に少なくなった地元の商店 

 個人の商店のよさは、個別に様々な取り組みができることですよね。お客様とのコミュニ

ケーションを大切にしている漢方薬局。 
 薬の空き箱やカップを利用したお客様の手作り品が棚に飾ってあり、ゆっくり健康や環境

についてのお話ができます。 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

第８ ご存知ですか？ふとんの『打ち直し』 

 厚みがなくなったり、暖かさが感じられなくなった綿のふとんは、打ち直しをすれば、新

品同様によみがえります。特に、婚礼ふとんなどは、良質の綿が使われており、処分するの

はもったいないことです。 
ふとんをごみに出すためには、小さくカットしなければ、回収してもらえません。 
打ち直しの工場を自前で持っているふとん店では、それぞれの布団を別々に加工するため

他の家庭の布団と混じったりしないので安心です。 
 

▲ 蓮田市のあおい薬局に飾ってある作品 

購入後の漢方薬の空箱や飲み薬のカ

ップを再利用した、薬局の模型や花

の植木鉢などの作品です。 

工場には、打ち直しのために、綿を

ほぐしたり整えたりする機械がそろ

っています。 

▲ 蓮田市のイシイ寝具店の工場 



第５章 グリーンコンシューマーは、お店を選ぶ 

  
 せっかく容器包装ごみの削減などエコな取り組みをしている協力店があって

も、消費者が利用しなければ、ごみの削減を推進・実現することはできません。 
  
 私たち消費者は日々の買い物活動の中で、利用するお店がどういった考えを

持っているのか、また何を実践しているのかを買い物情報の一つとして知る必

要があります。その上で、容器包装ごみの削減などに取り組んでいるお店を選

ぶことです。 
 
 是非、今までとは違う、地元でがんばっているお店を訪ねてみてください。新しい発見がきっ

とあります。 
 

第１ チェーン店のエコな取り組みコメントの紹介 

 平成２３年１月から２月の間で実施した容器包装ごみの削減等の取組状況の調査の中から、主

にレジ袋削減以外の取組についてコメントがあった小売店をご紹介します。 

 
店名 容器包装削減の取り組み その他の環境取り組み 

酒の TOP 

①店舗納品時のパレット包装ラッピン

グなどの資材をリサイクルにまわ

す。 

②軽量、単品、少量のお買い物のお客

様などには声かけ 

③焼酎の樽、かめを売場に置き、持参

の容器に詰めて販売 

④1升びんの回収、ビール瓶や空きケ

ースの買い上げ回収 

  

ドンドンダウ

ンオンウェン

ズデイ 

   デザインや状態に関わらずどんなお

洋服でも買取り、買い取ったお洋服は店

頭で販売、もしくは海外に輸出していま

す。 

 そのため、ドンドンにお洋服を売る、

もしくはドンドンでお買い物をすると

結果的にお洋服をリユースする事にな

ります。 

㈱東武ストア 

 平成２２年７月より、レジ袋の配布

を辞退されたお客様には、お買上金額

より 1回当たり２円引きを実施 

水道光熱使用量の節約 

㈱ニトリ 商品梱包資材の削減     



店名 容器包装削減の取り組み その他の環境取り組み 

㈱ベイシア 

 惣菜のばら売り商品（コロッケ、天

ぷら等）で、お客が使用するトレイを

プラスチックトレイから紙製に変更 

  

サミット㈱  

①アルミ箔蒸着飲料パックの回収を、

牛乳パック回収と同じく実施してい

る。 

②ペットボトルキャップを回収 

①紙ごみリサイクル 

②生ごみリサイクル 

㈱ヤマダ電機 

声がけ、レジ袋の内薄化 ①デマンドコントローラーの導入・デマ

ンドコントローラーと照明の調光器

を導入している店舗に、高効率の照明

反射板を導入 

②一部店舗で、電力の一部をグリーン電

力で賄っている。 

③家電（冷蔵庫、テレビ、洗濯機）とパ

ソコンの買取、販売を行なっている

（リユース）。 

④使用済みインクカートリッジ、使用済

み二次電池、使用済み携帯電話の回収

㈱ベルク   

①袋、トレーの軽量化 

②簡易包装 

①ＬＥＤ照明導入 

②オール電化 

③照明の減灯（削減） 

㈱ビッグエー 

①日本容器包装リサイクル協会に応分

負担 

②足立区内の２店舗でペットボトル破

砕機（行政負担）を設置し、エコ運

動に協力 

③県内７５店舗、元々レジ袋を差し上

げておりません。 

④包装は原則としてありません。 

①実験的にエコ商品使用の照明テスト

を実施中 

②商品を集中して店に納品（１日 2～3

回）することにより、間接的に自動車

の利用を抑制してCO2削減を図ってい

ます。 

㈱ダイエー 

①レジ袋の回収・容器包装削減をお子

様にも理解いただくため、学校見学

時等で説明 

②従業員自らがレジ袋を削減すべく、

マイバッグステーションを事務所や

店舗に設置 

食品残渣のリサイクル推進 

㈱マルエツ 

トレー、レジ袋の薄肉化 ①冷ケースの棚板照明をはずし、上方か

らの照明のみに変更 

②店での使用済食用油を、配達車両の燃

料として利用 



店名 容器包装削減の取り組み その他の環境取り組み 

㈱ケーヨー 

①容器包装資材の軽量化（レジ袋の薄

肉化） 

②簡易包装の協力依頼（買上げテープ

の利用） 

バッテリー、消火器の回収 

㈱ベスト電器  
 大物用購入済みシール及び小物用購

入済みテープによる包装袋削減 

 省エネ商品への買い替え推進及びＬ

ＥＤ電球拡販による光熱費削減 

さいたま  

コープ 

 店舗では、ペットボトル、卵パック、

食品トレー、牛乳パックを回収 

 店舗惣菜の使用済み天ぷら油を精製

したバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）で

走る宅配用トラックを導入し、リサイク

ルと地球温暖化防止に努めています。 

㈱与野フード

センター 

 レジ袋辞退者への現金還元、紙トレ

ーの導入 

①牛乳パック・トレー・エコキャップを

回収 

②電力ピーク時間の無駄な電力削減（デ

マンドコントロール） 

㈱丸武 
簡易包装 スポット照明を省エネ電球を使用 

 



第２ 地域の商店の取り組みコメントの紹介 

 

 平成２３年１月から２月の間で地域の商店に対して実施した、容器包装ごみの削減等の取組状況

の訪問調査の中から、主にレジ袋削減以外の取組についてコメントがあった小売店をご紹介します。 

 
店名、電話、住所 区分 商店からのＰＲコメント 

さいたま市     

北
区 

グッドファームハウスサカガミ

宮原店            

048-664-8080 

宮原町 1-282-13 

食品・ベー

カリー 

 焼酎数種類の量り売りをしています。お客様

が持参された容器にも対応しています。 

見
沼
区 

かぎろひ                   

048-686-8838 

東大宮 5-33-6 

自然食品店

①新聞やチラシなどで紙袋を作り、野菜を入

れて販売。お客様から使わない紙袋や保冷剤

をいただいて再利用しています。びん（一部）

を回収。 

②年に一度、エコイベントを開催。飲食の容器

などを洗って再利用。しかも！！洗剤を使わ

ない洗い方を提案。 

浦
和
区 

パレットモール HOP100 彩   

北浦和店                   

048-825-7657        

北浦和 3-1-3 ホップビル 3階 

リサイクル

ショップ 

①店内にてポスターを掲載しレジ袋削減を呼

び掛けています。また、簡易包装のご協力も

お願いしています。 

②不要な衣類やまだ使用できる雑貨等を回収。

野良                        

048-822-6866 

北浦和 3-12-21 

有機八百屋

①卵のパックを回収 

②他にレジ袋を廃止 

③お客様からいただいた紙袋などを再利用 

南
区 

きくや菓子舗                

048-864-1501 

根岸 5-5-6 

和菓子や 

 大手スーパー・チエーン等で包装紙削減をも

っと積極的に実施して頂ければ、我々小売店も

もっと気安くお客様に声掛けが出来ます。 

ぐうちょきパン        

048-837-7601 

根岸 1-6-15 

パンの製造

と販売 

 「みんなでエコな買い物運動」の協力店とし

て店内に貼る ステッカー／ラベルの様なも

のを作って頂きたいです。 

自家焙煎コーヒー屋シュッツ    

048-866-0763 

鹿手袋 1-7-24 

コーヒー豆

販売・喫茶

①レジ袋はなし、包装は紙袋を使用。 

②通販の箱をリユースして、同じお客さまへ使

用。 

③生豆の袋は問屋へ返しています。 

④合成洗剤は使いません。 

ワーカーズコレクティブ 旬    

048-839-5331 

別所 5-1-11 

仕出弁当 
 お弁当箱も塗り箸も、回収し洗浄、再使用し

ています。 



店名、電話、住所 区分 商店からのＰＲコメント 

熊
谷
市 

妻沼商工会               

048-588-0140 

妻沼 1706-1 

商工会 

マイバッグ利用の促進 

所
沢
市 

（企）ワーカーズコレクティブ

おべんとう屋はな         

04-2943-4871 

美原町 3-2971-5 

仕出弁当 

 お弁当容器を回収しています。プラスチック

の容器でも、回収を希望するところは回収して

いる。割り箸も不要のところにはつけない。 

飯
能
市 

ワーカーズコレクティブ 

キッチン 味蕾  

042-983-8010 

下川崎 34 

仕出弁当 

①通い箸を使用 

②生ごみをたい肥にしています。 

狭
山
市 

(株)酒商増田屋            

04-2955-6610 

東三ツ木 170-1 

酒類、調味

料、つまみ

等販売 

①ペットボトル、瓶類の店頭回収を行ってい

る。 

②お店独自のマイバッグを提供して、マイバッ

グ使用を勧めている。 

（企）ワーカーズコレクティブ

お弁当 菜々屋          

04-2954-2550 

入間川 1-22-102 

仕出弁当 

①お弁当箱は回収して洗浄し再使用 

②割り箸のリサイクル 

鴻
巣
市 

雪花菜（おから）くらぶ       

048-548-2778  

前砂 287 

惣菜 

 マイバック利用を声がけしお願いしていま

す。 

深
谷
市 

㈱笹井商店                 

048-584-2190 

黒田 1001-1 

食品 

エコバッグ 

草
加
市 

亀甲堂                   

048-928-1322 

手代町 703-12 

瓦せんべい

製造販売 

 小折の場合、包装紙を半分にしています。本

包装から、キャラメル包装にしています。 

田川屋 ㈱松原食品      

048-936-5864 

中根 2-19-11 

豆腐製造販

売 

 製造過程で発生するおからをドーナツ等の

食品に加工することで廃棄物の減量に取り組

んでいます。 

エクセル                  

048-936-7537 

八幡町 100-1 

文具事務器

販売 

①ばら売りのために出る資材入箱のリサイク

ル。以前は焼却していました。 

②紙は何でも、どんな紙でもリサイクル業者に

出しています。 

モスバーガー草加店        

048-987-8057 

高砂 2-7-1 

 

ハンバーガ

ーショップ 

 お客様への声かけで、包装を減らすことに努

めています。 

 



店名、電話、住所 区分 商店からのＰＲコメント 

ワーカーズコレクティブ 

リフォームいと       

048-927-7714        

高砂 2-18-39-302 

洋服のリフ

ォーム 

①品物を渡す紙袋は、１度使ったものを集めて

再利用しています。 

②商品としてマイバックも扱っています。 

③リサイクル品販売もしています（洋服・雑

貨）。業種自体が洋服のリフォームなので、

エコ・リサイクルを進めています。 

越
谷
市 

橋本屋 越谷店           

048-966-5611 

東越谷 3-15-25 

食品・酒類

①ギフトでも缶ビールなどは簡易包装をお願

いしています。 

②アルミ缶の回収 

アン・プルミエ            

048-976-8668 

弥十郎 395-１ 

洋菓子の製

造販売 

①お客様のご希望があれば簡易包装でのお渡

しもしています。 

②原材料が入っていた瓶はきれいに洗浄して

リサイクルしています。 

③材料を無駄なく使う努力をしています。 

戸
田
市 

こが屋                    

048-442-4754 

川岸 2-5-5 

文房具 

①レジ袋を断ってくれた人にはポイントを付

けています。 

②ビニール袋よりも紙袋を渡すようにしてい

ます。電気の一部を明るいうちは消していま

す。 

③扱う商品をエコな商品に変えています。 

臼田屋酒店                

048-441-8230 

本町 1-1-11 

酒屋 

①びんの回収 

②電気を半分消灯。エアコンは毎日ではなく、

たまに付ける程度。 

株式会社 三栄きもの      

048-445-0131 

本町１-16-15 

着物屋 

①包装紙を紙からビニールへ変えた。 

②着物を洋服に作り直しています。 

③店外の看板の照明を 1 日中つけていたのを

17 時から 23 時までに変更。店内の照明を部

分的につけないようにしています。 

ランブル                    

048-431-0484 

本町 1-16-13 

酒屋 

①ペットボトルのふたの回収 

②びんの回収 

③仕入れ用ダンボールの再利用 

④エアコンを使っていません。 

ブリジット                

048-442-6870 

本町１-24-3 

時計屋 

①修理用でお客様から預かった時計やその他

の商品の発送の際のダンボールを再利用し

ています。 

②腕時計の電池回収 

③エアコンの設定温度を暑すぎず、寒すぎずの

程度に調整 

④店内に展示している時計の電池を８割がた



店名、電話、住所 区分 商店からのＰＲコメント 

抜いています。 

ＷＡＴＥＲ                

048-432-3999 

本町 1-24-2 

花屋・雑貨

屋 

①花束の根元の保水に使うキッチンペーパー

とホイルを、近所の顔見知りの人には保水を

しないでいいかどうかを聞いています。 

②紙袋なしでもいいかを聞いています。 

③従業員が使っていた洋服を年に２回、店内で

リサイクル販売しています。その際、お客様

には紙袋を持参するように依頼しています。

銘菓 きたや                

048-443-1902 

本町１-19-12 

せんべい屋

 店内の照明のスポットライト（8 つ）を夕方

までつけないようにしています。水まき。 

小山園                    

048-441-7938 

上戸田 2-22-5 

お茶屋 

①茶筒を持ってきて頂いたお客様には、茶筒に

お茶の葉を直接入れています。 

②昼間は照明を半分だけしかつけていません。

（太陽の明かりで明るい。） 

アイメガネ戸田市役所前店  

048-444-0001 

上戸田 1-17-8 

眼鏡屋 

 お客様の使わなくなっためがねを回収して

スリランカに寄付しています。 

自家焙煎珈琲工房 まめぞう

0120-677-490 

上戸田 5-11-1 

コーヒー豆

販売 

①仕入れのダンボールを再利用 

②倉庫の電気・エアコンは使用していない時は

切る。冬は暖房をつけていません。（焙煎の

機械の熱が暖かい。） 

③レインフォレストアライアンス認証（生態系

保護、化学肥料・農薬の規制、労働環境向上

など）のコーヒー豆を取り扱っています。 

金子商店                   

048-441-2823 

上戸田 2-34-12 

米屋 

①アルミ缶、瓶、ペットボトル・ふたを回収 

②米の量り売り 

③自動販売機の小銭を銀行に持っていく時に、

布の袋を使っています。 

④照明を半分にして、冬は暖房を使いません。

入
間
市 

ベーカリー パンフルート   

04-2965-9364        

久保稲荷 2-12-32 

パン製造販

売 

①店売りの商品については、基本的には容器包

装は使っていません。 

②マイバック持参の方には、ポイントサービス

③エコについて意識が高いお客さまが多いた

め、過剰な包装やトレー使用はしていませ

ん。お客さまに教えられることが多いです。

 
 

珈琲豆焙煎店 マイルス      

04-2933-5211 

久保稲荷 2-1-17 

珈琲豆販売
①過剰包装はしないようにしています。   

②合成洗剤はできるだけ使用しません。 



店名、電話、住所 区分 商店からのＰＲコメント 

新
座
市 

21 世紀堂                      

048-476-7676 

東北 2-24-17 

仏壇仏具展

 すぐ燃える新聞紙などを包装に利用してい

ます。 

有限会社 和か葉（わかば）   

048-472-3789 

北野 3-3-3 

（仕出し弁

当）飲食業

 お客様自身が箸はいりませんという言葉を

かけてくださる方がいます。 

アンドア                      

048-470-3207 

東北 2-38-10 東武志木 st、TOSCA

１F 

販売 

 商品に入っている袋をとり置き、ごみの削減

のために実施しています。 

SM2 keittio 志木              

048-476-2371 

東北 2-38-10 志木 st.TOSCA2F 

販売 

 本部からくるメールのコピー用紙をなるべ

く(裏面）両面で使っています。 

（企）ワーカーズコレクティブ

豆の会 

048-477-1601 

石神 2-4-8 

仕出弁当 

 廃油（使用済み揚げ油）で石けんを作り、洗

浄剤として使用。 

久
喜
市 

ヨークマートモラージュ   

菖蒲店          

0480-87-1166 

菖蒲町菖蒲 3555 

ショッピン

グモール 

①トレー、牛乳パック等はグループで回収し、

グループでリサイクルしています。 

②グループの物流センター内にリサイクル工

場があります。 

③ペットボトルは行政が店舗へ回収にきます。

東京都、八千代市、相模原市等で実施してい

ます。行政の協力が必要です。 

④レジ袋辞退者へ 2 円還元 

⑤容器の軽量化、省エネ活動 

北
本
市 

酒太郎                      

048-593-4471 

北本 1-155 

酒屋 

①お酒の量り売り 

②当店はリユースが一番環境に良いと考えて

おります。ＰＥＴボトルは 100 回位使用可能

です。 

富
士
見
市 

(企）ワーカーズコレクティブ 

あい                     

049-253-6651 

針ケ谷 2-12-13 

仕出弁当 

①回収できる弁当箱、はし、ふろしきを使用し

ています。 

②生ごみのたい肥化、廃油の再利用（ディーゼ

ル燃料など） 

三
郷
市 

ありがとう                    

048-957-1872 

早稲田 2-16-3 

小売 

 エコ袋をお客様にサービスで出しています。

彦成薬局                      

048-952-3830 
薬局 

 薬局ですので容器包装はないため、紙等の分

別収集を実施しています。 



店名、電話、住所 区分 商店からのＰＲコメント 

彦野 1-11 

よしや                        

048-957-8304 

早稲田 7-12-5 

酒類販売業

 店の脇にビニール袋を置いています。 

松川金物店                    

048-957-245 

早稲田 6-18-8 

金物小売 

 資源リサイクル可能なもの全て分別処理し

ています。 

コミュニティレストラン   

青いそら                     

048-957-9600 

早稲田 5-4-1 三郷市文化会館１Ｆ 

仕出弁当 

①使い捨てのお弁当箱を使わず、可能なかぎり

回収できるお弁当箱を使用し繰り返し使う。

②レジ袋の代わりにふろしき等で運ぶように

しています。 

蓮
田
市 

プチショップ エフジ-丸伊 

048-769-1501 

東 5-9-12 

酒・たばこ

販売 

①個数の少ない場合や、相手が大きめのバッグ

を持っている時など「袋は必要ですか」と声

がけ 

②リユースできるホッピー（360 ミリリット

ル・紙ラベルなし）などを販売・回収し問屋

へ返却 

③1升びん（茶・緑・透明）は、月に 1回古物

商へ売却 

④店頭にペットボトル回収容器設置 

（有）あおい薬局          

048-769-1352 

緑町 2-22-14 

漢方薬局 

①お店で販売している栄養ドリンクなどのび

んを回収している。 

②商品のキャンペーン期間中、エコバッグの配

布に協力している。 

③お客様が使用済み容器を活用して手芸品な

どをつくってくださるので、店内で展示して

います。 

伊勢元                    

048-768-3022 

緑町 2-10-1 

酒屋 

ビール・一升瓶の回収 

イシイ寝具店              

048-768-0323 

東 3-5-29 

寝具 

①簡易包装 

②綿のふとんは、打ち直しすれば何回でもリサ

イクルできます。隣接の自社工場にて綿の打

ち直しから布団製造までを手掛けています。

ふとんクリーニングや、襟元の汚れ、羽毛の

片寄りなど羽毛ふとんのリフレッシュも可

能です。電話１本でお伺いしています。 

幸
手
市 

㈱針屋団地店・マルエツ店      

0480-42-5135 
酒屋 

 ビール瓶、清酒瓶を積極的に回収していま

す。 



店名、電話、住所 区分 商店からのＰＲコメント 

東 4-8-2 

真花園                        

0480-44-1187 

中 1-6-26 

生花 

 仕入れ時の段ボール箱を市場へ戻し、再利用

しています。 

ベークショップまきしま        

0480-43-0691 

中 4-17-20 

パン屋 

①個別のパックは少なく、最初からパックはし

ないで、時間がたったらラップで包む。 

②レジ袋を断ったお客様には（30 枚で 100 円

引き）サービスカード１枚進呈 

岩間商店                      

0480-42-0537 

中 2-4-3 

生活雑貨 

 レジ袋の使用削減と声掛けを実施していま

す。 

㈱ならや           

0480-42-1027 

中 3-1-5 

洋品 

 包装を少なくしています。 

三州総本舗幸手店       

0480-44-0570 

中 1-5-8 

米菓販売 

 仕入れ時の段ボール箱などは全て仕入れ先

へ返却しリサイクルしています。 

石井酒造㈱          

0480-42-1120 

南 2-6-11 

酒蔵 

 ４種類のリターナブル瓶で量り売りをして

います。 

川崎屋電気商会・東店     

0480-42-5877 

東 4-13-19 

家電販売 

 配達後の段ボールなどは全て回収、地域の資

源として活用しています。 

田中電気商会         

0480-42-0679 

中 2-10-2 

家電販売 

 配送先での梱包材などはすべて持ち帰り専

門業者へ。資源として活用。 

 

日
高
市 

㈱酒商 増田屋 日高店  

042-985-8841 

鹿山 569-1 

酒屋 

 エコバッグをお客様に購入していただいて

います。 

吉
川
市 

KCS あづまや         

048-982-3033 

三輪野江 1401-1 

コンビニ・

酒・他 

①ごみの減量を図るため、オリジナルボトルを

利用した焼酎の量り売りをしています。 

②通いボトルも販売し何度も利用してもらっ

ています。 

③持ち込みの容器での販売も可能です。 

コンビニエンス そうきや   

048-982-2077 

富新田 251 

おむすび・

他 

①千円以上お買い上げで、紙袋、レジ袋を断っ

た方にラッピーポイント 1ポイント進呈 

② 地元食材の利用に努めています。 

(有)二合半堂まつざわ煎餅   

048-982-0305 
菓子 

①紙袋・レジ袋を断られたお客様に、ラッピー

ポイントを 1 ポイント進呈 



店名、電話、住所 区分 商店からのＰＲコメント 

栄町 708-6 ②ギフト用の箱を持ち込み再利用される方に、

詰め合わせセットの料金250円から300円サ

ービス 

菓子工房 雨のち晴れ     

048-983-6161 

平沼 1-10-6 

菓子 

 販売したプリンの空きビン3個と焼き菓子1

個をお取り換えします。空きビンは洗ってお持

ちください。 

まるしん菓子店       

048-982-0246 

平沼 48 

和菓子 
 紙袋・レジ袋を断られたお客様にラッピーポ

イントを 1ポイント進呈いたします。 

(有)木の下商店        

048-982-0160 

平沼 114 

コンビニ・

酒・他 

①紙袋・レジ袋を断られたお客様にラッピーポ

イント（吉川独自のもの）を 2 ポイント進呈

②リターナブルびんの積極的回収 

静岡屋            

048-982-0121 

吉川 1-9-14 

茶販売 

①紙袋・レジ袋を断られたお客様にラッピーポ

イントを 1ポイント進呈 

②急須を長年お使い頂くために、あみの交換・

修理をします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

リサイクルより、 

  リデュースを！ 

 

衣類や紙などは 

大切に使いましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

化学物質はなんと 10 万種類も使われています。 

 リターナブルびん  （R びん） 

ﾋﾞｰﾙ瓶、牛乳瓶、しょうゆ瓶、焼酎瓶などです。  

いくつかの生協では、酢やジュースも同じＲ

びんを使用することで、ごみを増やさず、環

境に貢献しています。 

（１）必要なものを必要なだけ買う

（2）使い捨て商品ではなく、 

長く使えるものを選ぶ 

（3）包装はないものを最優先し、

次に最少限のもの 

容器は再使用できるものを選ぶ

（4）作るとき、使うとき、捨てるとき、資源

とエネルギー消費の少ないものを選ぶ 

省エネ性能が優れた製品に緑色のマークがついています。（１００％以上省エネ基準

を達成している製品） 

省エネ性能が良くても、製品の大型化はエネルギー消費が大きくなるので、必要

以上に大きな自動車や冷蔵庫を購入するのは要注意です。 

（5）化学物質による環境汚染と健康への影響の少ないものを選ぶ 

第６章 



 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

オーガニックコットン 

地球上の耕地面積の 約 2.5％にすぎないコットン畑

に、全世界で使われている殺虫剤の約 16％、 農薬全

体の約 10％が使用されているという現実があります。

種まき時には殺菌剤が、成長の過程では除草剤と殺虫剤

が、 収穫期には枯葉剤が使用されます。 
（出所：日本オーガニックコットン流通機構） （6）自然と生物多様性を 

そこなわないものを選ぶ 

熱帯雨林は減少が続いています。FSC(森林管理協議会)マークは森林管理基準、植林、先住

民の権利など 10 原則による認証基準にかなった製品に付けられています。 

このマークのついた紙の１％をツリーフリー基金として積み立て、 

緑化活動に役立てています。 

水産資源や海洋環境を守って獲った水産物に与えられる。 

（8）作る人に公正な分配が保証されるものを選ぶ （9）リサイクルされたもの、 

リサイクルシステムの 

あるものを選ぶ 

（10）問題に熱心に取組み、 

環境情報を公開している 

メーカーや店を選ぶ 

（グリーンコンシューマー１０原則の出所：グリーンコンシューマー全国ネットワーク）

フェアトレードとは、 

人と地球にやさしい貿易のしくみです。 

 フェアトレードは、アジアやアフリカ、中南

米などの女性や小規模農家、都市のスラ ムの住

人など、社会的・経済的に立場の弱い人びとに

仕事の機会をつくりだし、公正な対 価を支払う

ことで、彼らが自らの力で暮らしを向上させる

支援をします。 

 バナナ・コーヒー豆・チョコレート・オーガ

ニックコットン・サトウキビなど、マークの付

いているものを購入することで、貧しい人達を

助け、平和な社会づくりを支援できます。 

（7）近くで生産・製造されたものを選ぶ 

http://www.wear-organic.org/index.html�
http://www.joca.gr.jp/about_oc/aboutoc_02.html�


第７章 みんなでリユース上手になろう 

 

－ 物は使える限り大切に － 

 エコな買い物のひとつとして「リユース」があります。具体的にどのような方法があるのか、

いくつか紹介します。 
 

第１ フリーマーケットを利用しよう 

 エコな買い物のひとつとしては、やっぱりフリーマーケット。 
 フリーマーケットでは自分が使わなくなった物や手作りの

エコバッグなど、見渡すとリユース品がかなり並んでいます。 
 最近は週末そして休みの日ともなれば、どこでもフリーマー

ケットが開催されています。 
 フリーマーケットと言っても、規模・出店層・出品商品層・

 
１ フリーマーケット情報を調べる 

には以下のようなものがあげられます。 

①インターネット  ②フリーマーケット情報誌  ③無料の情報誌   ④市町村の広報誌 

 はりインターネットが、情報量・情報の新鮮さからいっても一番でしょう。インターネット

に置いてある場合が多いです。      

 
２ 調べるポイント 

） 日・祝日が一般的です。出店数としてはやはり、日曜日が多いです。

（２） イシーズンとなります。 

３ こんなリユースも 

ーケット会場によっては、衣類、段ボール、バッグ、靴を対象として、無償回収を

資料：所沢航空記念公園でのフリ

ーマーケット 
出店数：１５０店～２５０店程度 

会場の仕様などは様々です。実際に足を運んでみると各会場に

よって相当な違いがあります。 

 様々な情報ツールがありますが、一般的

 

 

や

での検索の際には、「フリマ さいたま」など自分が行きたい地域、さらに「駅近」、「無料駐車

場」などと入れて検索するとさらに絞り込みやすいですね。 
フリーマーケット情報誌は大きな書店に行くと雑誌コーナー

（１ 開催日は、土曜日・日曜

中には平日にもスーパーの店先、道の駅などで開催しているところもありますが、このよう

なところは「業」としてやっているところが多いようです。 
屋外で開催されることが多いため、気候がよい春・秋頃がハ

 

（１）回収 

 フリーマ

行っています。回収されたものは海外で必要とされる地域に送られ、リユースされたり、原料



に戻してリサイクルされたりします。 
〈回収を行っている団体例〉 

 一般社団法人繊維リサイクル協会 
 NPO法人リバティーインターナショナル など（敬称略）  

 
（２）チャリティ 

  フリーマーケット会場で、まだ使えるけど捨てるには…とい

った物を無償で引き受け、チャリティ販売を行っている会場も

あります。そこでの売り上げは（財）埼玉県国際交流協会等に

寄付され、リユースと社会貢献に同時に寄与しています。 資料：埼玉スタジアム２○○２で

のフリーマーケット 
出店数：３００店～４５０店程

度

 ２０１０年には１０月２３、２４日（土、日）さいたまスー

パーアリーナにて、財団法人埼玉県国際交流協会主催の「２０

１０国際フェア」にて不用品回収が実施されました。 
 
 

第２ リサイクルショップを利用しよう 

 フリーマーケットと同様に、数多くあるのが「リサイクルショップ」。ほとんどが中古品、そし

てフリーマーケットで出店できないような大型品まで取り揃えてあります。 
 また、リサイクルショップといっても、大型のチェーン展開している、個人商店で営業してい

る、洋服など商品を絞って展開している、業務向けの品物まで扱うなど様々。フリーマーケット

以上に奥が深く、独特な世界をもつ店があるのも面白さのひとつです。 
 
 個人店が多くを占めるリサイクルショップでは、自前のホームページなどを持っていないとこ

ろが多いのが現実。 
 こんな時には、埼玉エコ･リサイクル連絡会が運営しているホームページ「彩の国リサイクルデ

ータバンク」を活用しましょう！！ホームページを持っていないリサイクルショップの情報も掲

載してあるので、とっても便利。雰囲気や取扱う商品が十人十色なので、探す面白さもあります。 
 
〈調べるポイント〉 

 ここではインターネット検索を利用した大型店、チェーン店に絞っていきましょう。 
 
（１）営業日は休日。平日が休みというところが多いので、気をつけましょう。 
（２）立地場所はほとんどが幹線道路沿いに面したところ。また、帰りの荷物を考えても車がな

いと不便かもしれません。なかには配達サービスがある店もあるので、事前に確認して

おくのがよいでしょう。 
（３）取扱商品は一般家庭向きの品物から、業務用の大型用品を取り扱う店まで、多岐にわたり

ます。時期によっても取り扱う品物・価格に変動があります。 



 

第３ 大事なことは、物を大切に使うこと 

 エコな買い物とは、まず必要以上の買い物をしないこと。また買うときも必要以上に新品にこだ

わらず、多少汚れていても気にしないこと、過剰包装をしないこと など。 
 
 地球上の限られた資源をいかに有効に活用していくのか、それと同時に限られたスペースしかな

い埋立地などの問題。 
 これらは全て自分たちや子どもたちに跳ね返ってくる問題でもあります。一人ひとりの心がけか

ら始めましょう！！ 



第８章 みんなでエコな買い物運動の紹介 

－ 買い物でエコな暮らし － 

 

 埼玉県の容器包装ごみの減量の取組に賛同し、レジ袋の削減や

軽量化など進める小売店の参加を募り、「みんなでエコな買い物

運動協力店」（以下「協力店」という。）として、県内全域で店舗

数を増やしていこうという運動です。 

 

平成２２年１月から２月の間で実施した協力店の調査は、特定非営利活動法人 埼玉エコ・リサ

イクル連絡会が、埼玉県の調査業務委託を受け、「レジ袋など容器包装の削減に努力されています

か？（声がけも含む）」などについて、アンケート調査を訪問調査や郵送で行いました。 
この中で、みんなでエコな買い物運動の協力店として参加・協力をいただいた小売店を、埼玉

県とエコ・リサのホームページに掲載します。 
 

 また、小売店事業者への調査・協力依頼の中で、特筆すべきごみの減量に努力している小売店

の取組、例えば、店頭での取組、バックヤードでの取組、地域への取組など容器包装減量以外の

エコな取り組みを紹介することで、地球にやさしい社会づくりを目指します。 

 簡易包装を心がけている和菓子屋さん、容器を持参したら快く受けてくれる豆腐屋さん、マイ

バック持参に心からお礼を言ってくれる八百屋さん、こんなお店がご近所に増えたら、ごみを少

しでも減らせますよね。すでに減量に努力しているお店の参加登録を増やしていきます。 
 
 協力店を埼玉県や埼玉エコ・リサイクル連絡会が広報することで、協力店を利用する消費者を

増やし、ごみの減量効果を高めてごみを出さないライフスタイルをみんなで広めていきます。 

 
 
 

 

県 県庁のホームページや携帯サイトに協力店を掲載して広報します 

 
 
 
消費者 ごみを減らしたい消費者による協力店の利用を促進します 

 
 小売店はエコ・リサのホームページから直接、協力店への参加・登録が簡単にできます。 

 容器削減や詰め替え容器などの対応が可能な小売店は、参加・登録をお願いします。 

 

特定非営利活動法人 埼玉エコ・リサイクル連絡会ホームページ 

アドレス http://www.townnavi.info/eco-risa/index.html 



第９章 エネルギーを上手に使う暮らしを提案します 

 

第１ みんなで節電の徹底 

  東北地方太平洋沖地震の影響で電力が極めて不足しており、長期化するおそれがあります。 

 不要な照明や電気機器の使用を控えるなど、節電の徹底を図る必要があります。 

 これまでのライフスタイルやビジネススタイルを点検・見直して、みんなで節電に取り組みま

しょう。 

 

１ ライフスタイルの見直し提案（例示） 

（１）夏は濡らしたタオルを首にかけて、できるだけエアコンは使わないようにします。 

（２）電気製品は自分で発電して使用できるものを選びます。 

（３）車に乗りたい場合は、太陽光発電などから充電した電気自動車の使用に努めます。 

（４）太陽熱温水器は、エネルギーの転換効率がよいので、購入を検討します。 

（５）暖房は家全体を暖めるのではなく、部分暖房を心がけます。 

 

２ ライフスタイルの見直し（例示） 

①こまめな消灯  ②待機電力の削減  ③暖房の節減  ④ごみの削減 など 

 

３ ビジネススタイルの見直し（例示） 

①ネオンサインなど夜間照明の消灯  ②パソコン等事務用機器のこまめな電源ＯＦＦ 

③残業の削減            ④廃棄物の削減 など 

 

 

第２ 役に立つ節電グッズの紹介 

１ 自分の手で発電できるすぐれものなど 

（１） 手巻き充電ラジオ 

 手のひらサイズ、ライト、携帯電話への充電機能付 

 

（２） 充電ライト 

チ、充電

 

 
がラク、軽量なのがう

れしい 

長さ約 8 セン

 

 



（３） 湯たんぽ 

 就寝時だけでなく、日中も活用 

 

 

 

 

 

 

 

２ ガスでごはんを炊く時のコツ 

 

－ 普通の鍋や圧力なべでも、簡単に炊くことが可能です － 

（１）ボウルで米を洗い、同量もしくはやや多めの水を入れ土鍋に移す。 

（２）30 分ほど浸水させてから強火にかける。 

（３）沸騰したらとろ火に切り替えそのまま約 5分炊く。 

（４）火を止めてふたをしめたまま約 20 分間蒸らす。 

 

 

 

 

  

－ 土鍋でごはん － 

 
省エネ効果はバツグンです 



市町村 協力店 住所（店舗または本社） 区分

さいたま市

西区

1 ニトリ大宮バイパス店 さいたま市西区宮前町1-1
家具＆インテリア
ショップ

2 テックランド大宮宮前本店 さいたま市西区宮前町257 家電量販店

3 マルエツ西大宮駅前 さいたま市西区宮前町257 スーパーマーケット

4 マルエツ大宮プラザ さいたま市西区プラザ44-1 スーパーマーケット

5 マルエツ佐知川 さいたま市西区佐知川105-1 スーパーマーケット

6 コープ指扇店 さいたま市西区指扇1049-1 スーパーマーケット

7 与野フードセンター(佐知） さいたま市西区佐知川１３ スーパーマーケット

北区

1 グッドファームハウス サカガミ宮原店 さいたま市北区宮原町1-282-13 食品・ベーカリー

2 東武ストアとろマイン さいたま市北区土呂町1-6-2 スーパーマーケット

【資料】　容器包装ごみの削減などに取り組んでいる協力店一覧

地域別協力店　（平成２３年1月から２月までの参加協力店）

（注）市町村ごとの協力店の並びは順序不同です。

3 マルエツ大成 さいたま市北区東大成町1-507 スーパーマーケット

4 ベルクさいたま櫛引店 さいたま市北区櫛引町2-88 スーパーマーケット

5 ベルクさいたま宮原店 さいたま市北区宮原町1-190-8 スーパーマーケット

6 Big-A大宮盆栽店 さいたま市北区盆栽町380-2 スーパーマーケット

7 Big-A宮原店 さいたま市北区宮原町2-25-3 スーパーマーケット

8 Big-Aさいたま別所町店 さいたま市北区別所町92-2 スーパーマーケット

9 ミニコープ櫛引店 さいたま市北区櫛引町2-431 スーパーマーケット

10 与野フードセンターＹバリュー盆栽店 さいたま市北区盆栽町４００ スーパーマーケット

11 与野フードセンターＹバリュー吉野町店 さいたま市北区吉野町２－１９４－２ スーパーマーケット

12
与野フードセンターＹバリュー宮原西口
店

さいたま市北区日進町３－５０８－１ スーパーマーケット

13
与野フードセンターフードガーデン宮原
東口店

さいたま市北区宮原町２－８８－３ スーパーマーケット

14
与野フードセンターフードガーデン日進
店

さいたま市北区日進町２－１０５９－１ スーパーマーケット

大宮区

1 東武ストア北大宮店 さいたま市大宮区土手町3-285 スーパーマーケット
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市町村 協力店 住所（店舗または本社） 区分

2 東武ストア大宮公園店 さいたま市大宮区寿能町1-177-5 スーパーマーケット

3 東武ストア大宮堀の内店 さいたま市大宮区堀の内町3-158-1 スーパーマーケット

4 ダイエー大宮店 さいたま市大宮区桜木町2-3 スーパーマーケット

5 マルエツ天沼 さいたま市大宮区浅間町1-173 スーパーマーケット

6 マルエツ大宮 さいたま市大宮区大門町3-163 スーパーマーケット

7 マルエツ三橋 さいたま市大宮区三橋4-4-1 スーパーマーケット

8 Big-A大宮天沼店 さいたま市大宮区天沼町1-441-1 スーパーマーケット

9 Big-A上小町店 さいたま市大宮区上小町846-10 スーパーマーケット

10 Big-A三橋店 さいたま市大宮区三橋2-486 スーパーマーケット

見沼区

1 かぎろひ さいたま市見沼区東大宮5-33-6 自然食品店

2 酒のＴＯＰ大宮南中野店 さいたま市見沼区南中丸字下高井８
ディスカウント
ショップ

3 テックランド大宮店 さいたま市見沼区南中丸511 家電量販店

4 マルエツ東門前 さいたま市見沼区大字東門前字谷中77-1 スーパーマーケット

5 マルエツ東大宮 さいたま市見沼区東大宮4-27-7 スーパーマーケット

6 マルエツ大宮砂町 さいたま市見沼区東大宮7-69-1 スーパーマーケット

7 マルエツ大宮大和田 さいたま市見沼区大和田町1-1629 スーパーマーケット

8 Big-A東大宮店 さいたま市東大宮5-39-8 スーパーマーケット

9 ミニコープ東大宮店 さいたま市見沼区東大宮4-59-4 スーパーマーケット

10 ミニコープ砂町店 さいたま市見沼区東大宮5-33-15 スーパーマーケット

11 コープ大宮中川店 さいたま市見沼区中川１１２７－１ スーパーマーケット

12
与野フードセンターフードガーデン七里
店

さいたま市見沼区東門前６５－１ スーパーマーケット

中央区

1
ニュークイック富士ガーデン南与野駅ビ
ル店

さいたま市中央区鈴谷2-548-2 スーパーマーケット

2 マルエツ与野 さいたま市中央区上落合4-9-9 スーパーマーケット

3 Big-Aさいたま上落合店 さいたま市中央区上落合3-12-19 スーパーマーケット

4 与野フードセンター彩鮮館与野店 さいたま市中央区下落合１０２７番地 スーパーマーケット

5 与野フードセンター与野本町駅店 さいたま市中央区本町東２－３－１１ スーパーマーケット

6
与野フードセンターフードガーデン北与
野店

さいたま市中央区上落合2-3-5　ｱﾙｰｻｼｮｯ
ﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙB館

スーパーマーケット
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市町村 協力店 住所（店舗または本社） 区分

7 まるたけクローバーシティ与野店 さいたま市中央区鈴谷７－６ スーパーマーケット

桜区

1 酒のＴＯＰ本店 さいたま市桜区町谷２－１－１６
ディスカウント
ショップ

2 テックランド浦和埼大通り店 さいたま市桜区大字上大久保725 家電量販店

3 ダイエーグルメシティ浦和道場店 さいたま市桜区道場2丁目1番1号 スーパーマーケット

4 ダイエー西浦和店 さいたま市桜区田島5-18-15 スーパーマーケット

5 マルエツ白鍬 さいたま市桜区白鍬561 スーパーマーケット

6 マルエツ浦和大久保 さいたま市桜区大字上大久保作田982-1 スーパーマーケット

7 ミニコープ白鍬店 さいたま市桜区白鍬字木畔586-2 スーパーマーケット

8
与野フードセンターフードガーデン白鍬
店

さいたま市桜区白鍬２６３－１ スーパーマーケット

浦和区

1 パレットモールHOP100彩北浦和店
さいたま市浦和区北浦和3-1-3　ホップビ
ル3階

リサイクルショップ

2 野良 さいたま市浦和区北浦和3-12-21 有機八百屋

3 Onion Jack オニオン・ジャック さいたま市浦和区北浦和3-9-6
カフェレストラン
（オーガニック）

4
ニュークイック富士ガーデン浦和コルソ
店

さいたま市浦和区高砂1-12-1コルソビル
B1F

スーパーマーケット
店 B1F

5 酒のＴＯＰ北浦和店 さいたま市浦和区瀬ヶ崎２－４－２０
ディスカウント
ショップ

6 マルエツ北浦和東口 さいたま市浦和区北浦和3-7-14 スーパーマーケット

7 Big-A浦和本太店 さいたま市浦和区本太4-11-10 スーパーマーケット

8 コープ上木崎店 さいたま市浦和区上木崎7-6-7 スーパーマーケット

9 ミニコープ領家店 さいたま市浦和区領家2-3-7 スーパーマーケット

10 与野フードセンター彩鮮館赤山店 さいたま市浦和区領家７－２４－９ スーパーマーケット

南区

1 きくや菓子舗 さいたま市南区根岸５－５－６ 和菓子や

2 ぐうちょきパン さいたま市南区根岸１－６－１５ パンの製造と販売

3 自家焙煎コーヒー屋シュッツ さいたま市南区鹿手袋1-7-24
コーヒー豆販売・喫
茶

4 （企）ワーカーズ・コレクティブ　旬 さいたま市南区別所5-1-11 仕出弁当

5 酒のＴＯＰ武蔵浦和店 さいたま市南区曲本５丁目７－９
ディスカウント
ショップ

6 ニトリ武蔵浦和店 さいたま市南区別所7丁目3番1号
家具＆インテリア
ショップ

7 ダイエーグルメシティ南浦和店 さいたま市南区文蔵5-9-15 スーパーマーケット
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市町村 協力店 住所（店舗または本社） 区分

8 マルエツ南浦和東口 さいたま市南区南浦和2-44-1 スーパーマーケット

9 マルエツ武蔵浦和 さいたま市南区別所7-12-1 スーパーマーケット

10 マルエツ根岸 さいたま市南区根岸2-3-4 スーパーマーケット

11 マルエツナリア武蔵浦和 さいたま市南区影沼1-12-1 スーパーマーケット

12 Big-A浦和太田窪店 さいたま市南区太田窪2354-1 スーパーマーケット

13 Big-A浦和辻店 さいたま市南区辻2-3-28 スーパーマーケット

14 コープ武蔵浦和店 さいたま市南区曲本4-4-7 スーパーマーケット

15 コープ南浦和店 さいたま市南区根岸２-11－12 スーパーマーケット

16 与野フードセンターＹバリュー東浦和店 さいたま市南区大谷口５６０５ スーパーマーケット

緑区

1 ニトリ浦和中尾店 さいたま市緑区大字中尾3720
家具＆インテリア
ショップ

2 サミットストア太田窪店 さいたま市緑区太田窪3-16-1 スーパーマーケット

3
サミットストア東浦和店（コルモピア併
設）（ブックスゴロー併設）

さいたま市緑区東浦和2-51-26 スーパーマーケット

4 テックランド浦和店 さいたま市緑区中尾797-1 家電量販店

5 ダイエーグルメシティ東浦和店 さいたま市緑区東浦和5-2- スーパーマーケット

6 Big-A三室店 さいたま市緑区三室1623 スーパーマーケット

7 Big-Aさいたま芝原店 さいたま市緑区芝原３丁目３４-１ スーパーマーケット

8 Big-Aさいたま東浦和店 さいたま市緑区東浦和1-2-11 スーパーマーケット

9 コープ浦和東店 さいたま市緑区中尾550-1 スーパーマーケット

岩槻区

1 テックランド岩槻店 さいたま市岩槻区大字南平野74番地3 家電量販店

2 マルエツ岩槻駅前 さいたま市岩槻区本町3-2-5 スーパーマーケット

3 ケーヨーデイツー東岩槻店 さいたま市岩槻区東岩槻6-12-1 ホームセンター

4 Big-A東岩槻店 さいたま市岩槻区諏訪2-1-7 スーパーマーケット

5 コープ東岩槻店 さいたま市岩槻区南平野298ｰ1 スーパーマーケット

川越市

1 マインマート川越店 川越市石田244-1 スーパーマーケット

2 東武ストア新河岸店 川越市大字砂字亀原910-4 スーパーマーケット

3 東武ストア川越マイン 川越市脇田町103 スーパーマーケット
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市町村 協力店 住所（店舗または本社） 区分

4 サミットストア霞ヶ関店 川越市大字的場字鷹休台 スーパーマーケット

5
サミットストア川越藤間店（コルモピア
併設）

川越市大字藤間218-3 スーパーマーケット

6 マルエツ連雀町 川越市連雀町22-1 スーパーマーケット

7 ベルク的場店 川越市大字的場811-2 スーパーマーケット

8 ベルク南古谷店 川越市並木264-1 スーパーマーケット

9 ベルク川越東田町店 川越市東田町4-26 スーパーマーケット

10 Big-A新宿店 川越市旭町3-5-3 スーパーマーケット

11 ミニコープ仲町店 川越市仲町1-15 スーパーマーケット

12 コープ高階店 川越市砂新田383-2 スーパーマーケット

熊谷市

1 妻沼商工会 熊谷市妻沼1706-1 商工会

2 ドンドンダウンオンウェンズデイ熊谷店 熊谷市久保島984-1 アパレルリサイクル

3 テックランド熊谷店 熊谷市大字肥塚642-1 家電量販店

4 テックランド熊谷本店 熊谷市大字原島1187-1 家電量販店

5 ケーヨーデイツー籠原店 熊谷市新堀新田626 ホームセンター

6 ケーヨーデイツー熊谷店 熊谷市柿沼610-3 ホームセンター

7 ベルク柿沼店 熊谷市大字柿沼610-1 スーパーマーケット

8 ベルク上之店 熊谷市大字上之2138 スーパーマーケット

9 ベルク広瀬店 熊谷市大字広瀬131 スーパーマーケット

10 ベルク赤城町店 熊谷市赤城町3-1-33 スーパーマーケット

11 ベルクかごはら南店 熊谷市新堀新田677 スーパーマーケット

12 ベルク佐谷田店 熊谷市佐谷田2402番地1 スーパーマーケット

13 ベルク玉井店 熊谷市玉井1-12-1 スーパーマーケット

14 Big-A熊谷肥塚店 熊谷市肥塚2-1-50 スーパーマーケット

15 コープ熊谷店 熊谷市大字肥塚1-1-40 スーパーマーケット

川口市

1 酒のＴＯＰ川口店 川口市芝５３２３-２
ディスカウント
ショップ

2 ニトリララガーデン川口店 川口市宮町18-9　ララガーデン川口2F
家具＆インテリア
ショップ

3 東武ストア西川口店 川口市並木2-22-1 スーパーマーケット
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市町村 協力店 住所（店舗または本社） 区分

4 サミットストア川口青木店 川口市青木2-11-12 スーパーマーケット

5
サミットストア川口エルザタワー店（ド
ラッグすこやか花子併設）

川口市元郷2-15-3 スーパーマーケット

6 サミットストア川口赤井店 川口市赤井2-3-7 スーパーマーケット

7 テックランド川口店 川口市青木3-118 家電量販店

8 テックランド川口本店 川口市本町2-7-25　MIELかわぐち3F 家電量販店

9 テックランド東川口店 川口市東川口3-1-6東川口第二FTビル2F 家電量販店

10 ダイエーグルメシティ東川口店 川口市東川口3-7- スーパーマーケット

11 マルエツ元郷 川口市元郷6-15-15 スーパーマーケット

12 マルエツ川口キュポラ 川口市川口1-1-1 スーパーマーケット

13 マルエツ西川口東口 川口市西青木3-8-18 スーパーマーケット

14 マルエツ東川口 川口市戸塚2-28-10 スーパーマーケット

15 マルエツ上青木 川口市上青木5-13-2 スーパーマーケット

16 マルエツ芝塚原 川口市芝塚原2-5-11 スーパーマーケット

17 マルエツ柳崎 川口市北園町1-1 スーパーマーケット

18 マルエツ安行北谷 川口市大字安行北谷600 スーパーマーケット

19 マルエツ安行慈林 川口市大字安行慈林173 スーパーマーケット

20 ケーヨーデイツー東川口店 川口市戸塚東3-1-1 ホームセンター

21 ケーヨーデイツー　川口一丁目店 川口市川口1丁目4番18号 ホームセンター

22 ベルク中青木店 川口市中青木2-14-11 スーパーマーケット

23 ベルク川口前川店 川口市前川町4-153-3 スーパーマーケット

24 ベルク川口差間店 川口市差間3-38-1 スーパーマーケット

25 Big-A川口安行店 川口市安行北谷560-1 スーパーマーケット

26 Big-A中青木店 川口市中青木3-7-7 スーパーマーケット

27 Big-A西川口店 川口市西川口6-4-1 スーパーマーケット

28 Big-A川口伊刈店 川口市大字伊刈116 スーパーマーケット

29 Big-A川口上青木西店 川口市上青木西2-13-14 スーパーマーケット

30 Big-A川口栄町店 川口市栄町1-10-26 スーパーマーケット

31 ミニコープ末広店 川口市末広3-17-20 スーパーマーケット

32 ミニコープ戸塚東店 川口市戸塚東1-19-10 スーパーマーケット
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市町村 協力店 住所（店舗または本社） 区分

33 ミニコープ天神橋店 川口市上青木2-4-12 スーパーマーケット

34
与野フードセンターフードガーデン戸塚
安行駅店

川口市長蔵新田７５７－１ スーパーマーケット

行田市

1 ベイシアフードセンター行田店 行田市持田1080 スーパーマーケット

2 ケーヨーデイツー行田店 行田市大字小見1314-1 ホームセンター

3 ベルク行田長野店 行田市長野1-49-1 スーパーマーケット

4 ベルク行田南店 行田市緑町2番33号 スーパーマーケット

5 ベルク行田城西店 行田市城西4-4-1 スーパーマーケット

6 Big-A行田向町店 行田市向町21-34 スーパーマーケット

秩父市

1 テックランドNew秩父店 秩父市大野原字宿東937-2 家電量販店

2 ケーヨーデイツー秩父店 秩父市下宮地町14-22 ホームセンター

3 ベルク東町店 秩父市東町12-1 スーパーマーケット

4 ベルク宮地店 秩父市下宮地町19-16 スーパーマーケット

5 ベルク公園橋店 秩父市中村町4-3-24 スーパーマーケット園

6 ベルク秩父影森店 秩父市下影森739-1 スーパーマーケット

所沢市 スーパーマーケット

1
ワーカーズコレクティブおべんとう屋は
な

所沢市美原町3-2971-5 仕出弁当

2 ベスト電器ダイエー所沢店 所沢市東町5-22ダイエー所沢店6階 家電量販店

3 ダイエー所沢店 所沢市東町5-22 スーパーマーケット

4 マルエツ所沢御幸町 所沢市御幸町1-16 スーパーマーケット

5 ケーヨーデイツー所沢中富店 所沢市中富南1-1 ホームセンター

6 ベルク山口店 所沢市山口1464-1 スーパーマーケット

7 ベルク東所沢店 所沢市東所沢和田3-30-1 スーパーマーケット

8 Big-A新所沢店 所沢市緑町2-14-1 スーパーマーケット

9 Big-A東所沢店 所沢市東所沢和田2-30-5 スーパーマーケット

10 ミニコープ北秋津店 所沢市北秋津876-7 スーパーマーケット

11 ミニコープこぶし店 所沢市こぶし町19-29 スーパーマーケット

12 コープ新所沢店 所沢市花園3-2371-9 スーパーマーケット
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市町村 協力店 住所（店舗または本社） 区分

飯能市

1
ワーカーズコレクティブ　キッチン　味
蕾

飯能市下川崎34 仕出弁当

2 ベルク飯能緑町店 飯能市緑町24-2 スーパーマーケット

3 Big-A飯能緑店 飯能市緑町15-4 スーパーマーケット

4 ミニコープ緑町店 飯能市緑町17-2 スーパーマーケット

加須市

1 東武ストアかぞマイン 加須市中央1-1-15 スーパーマーケット

2 ベイシアフードセンター大利根店 加須市琴寄（ことより）144 スーパーマーケット

3 Big-A加須店 加須市大字上三俣字中野島803 スーパーマーケット

4 ミニコープ東栄町店 加須市東栄1-14-13 スーパーマーケット

5 まるたけ騎西店 加須市騎西２７－４ スーパーマーケット

本庄市

1 ベイシア千代田店 本庄市千代田町2-5-36 スーパーマーケット

2 テックランド本庄店 本庄市日の出4丁目5番17号 スーパーマーケット

3 ベルク東台店 本庄市東台5-4-13 スーパーマーケット

4 ベルク本庄店 本庄市本庄2-3-6 スーパーマーケット

東松山市

1 テックランド東松山店 東松山市山崎町1番地1 家電量販店

2 ケーヨーデイツー東松山店 東松山市新宿町1-8 ホームセンター

3 ベルク砂田店 東松山市砂田町16-7 スーパーマーケット

4 ベルク11月20日オープン 東松山市新郷49-1 スーパーマーケット

5 ミニコープお茶山店 東松山市御茶山町5-8 スーパーマーケット

春日部市

1 東武ストア豊春店 春日部市大字上蛭田字深田耕地136-1 スーパーマーケット

2 テックランド春日部本店 春日部市小渕字前田259-3 家電量販店

3 マルエツ一ノ割 春日部市備後東1-24-1 スーパーマーケット

4 マルエツ豊春 春日部市下蛭田278 スーパーマーケット

5 マルエツ春日部緑町 春日部市緑町6-10-5 スーパーマーケット

6 Big-A春日部中央店 春日部市中央7-1-22 スーパーマーケット
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市町村 協力店 住所（店舗または本社） 区分

7 Big-A春日部栄町店 春日部市栄町2-263 スーパーマーケット

8 Big-A春日部東口店 春日部市粕壁2-8-12 スーパーマーケット

9 Big-A藤塚店 春日部市本田町1-155-2 スーパーマーケット

10 ミニコープ大衾店 春日部市大衾460-1 スーパーマーケット

11 コープ春日部店 春日部市谷原3-8-1 スーパーマーケット

12
与野フードセンターフードガーデン春日
部大沼店

春日部市大沼３－１１８ スーパーマーケット

狭山市

1 ドンドンダウンオンウェンズデイ狭山店 狭山市入間川4-8-19 アパレルリサイクル

2 小林綜合食品 狭山市東三ツ木346 八百屋と肉屋

3 (株)酒商増田屋 狭山市東三ツ木170-1
酒類、調味料、つま
み等販売

4 久保青果店 狭山市狭山台3-10-5 八百屋

5
（企）ワーカーズコレクティブお弁当
菜々屋

狭山市入間川1-22-102 仕出弁当

6 ベスト電器狭山店 狭山市富士見1-28-7 家電販売

7 テックランド狭山店 狭山市上奥富59-1 家電量販店

8 マルエツ入間川 狭山市中央2-1-1 スーパーマーケット

9 ケーヨーデイツー狭山店 狭山市入間川1209 ホームセンター

10 ベルクベスタ狭山店 狭山市入間川1025 スーパーマーケット

11 Big-A狭山店 狭山市入間川3142-57 スーパーマーケット

12 Big-A狭山狭山台店 狭山市狭山台3丁目13番5 スーパーマーケット

13 ミニコープ上広瀬店 狭山市広瀬東3-20-1 スーパーマーケット

14 コープ狭山台店 狭山市狭山台2-29-1 スーパーマーケット

羽生市

1 ベイシアマート羽生店 羽生市東6-21-9 スーパーマーケット

2 ケーヨーデイツー羽生駅前店 羽生市西2丁目21-10 ホームセンター

3 ベルク羽生西店 羽生市西2-18-19 スーパーマーケット

4 Big-A羽生東店 羽生市東6-9-1 スーパーマーケット

まるたけ南羽生店 羽生市須影４４ スーパーマーケット

鴻巣市

1 雪花菜（おから）くらぶ 鴻巣市前砂287 惣菜
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市町村 協力店 住所（店舗または本社） 区分

2 ニトリ鴻巣店 鴻巣市八幡田474
家具＆インテリア
ショップ

3 ケーヨーデイツー吹上店 鴻巣市新宿2-176 ホームセンター

4 ベルク鴻巣宮前店 鴻巣市宮前167-1 スーパーマーケット

5 Big-A鴻巣天神店 鴻巣市天神5-10-23 スーパーマーケット

6 Big-A吹上店 鴻巣市鎌塚4-8-7 スーパーマーケット

7 ミニコープ大間店 鴻巣市大間4-22-23 スーパーマーケット

8 コープ吹上店 鴻巣市新宿2-193 スーパーマーケット

9 まるたけ鴻巣店 鴻巣市天神４－５－１０ スーパーマーケット

深谷市

1 笹井商店 深谷市黒田1001-1 食糧品

2 ベスト電器深谷店 深谷市上柴町西2-22-9 家電量販店

3 ベイシアフードセンター深谷川本店 深谷市長在家（ながざいけ）1760-1 スーパーマーケット

4 ベイシアマート深谷東方店 深谷市東方（ひがしがた）　2065-1 スーパーマーケット

5 ベルク深谷稲荷町店 深谷市稲荷町1-7-11 スーパーマーケット

6 コープ深谷店 深谷市栄町3-23 スーパーマーケット栄

上尾市

1 酒のＴＯＰ上尾原市店 上尾市原市３７３６-１
ディスカウント
ショップ

2 マルエツ上尾平塚 上尾市大字平塚字松原2518-1 スーパーマーケット

3 マルエツ上尾小泉 上尾市小泉1-5-1 スーパーマーケット

4 マルエツ上尾井戸木 上尾市井戸木1-7-1 スーパーマーケット

5 ケーヨーデイツー上尾店 上尾市中分2-153-1 ホームセンター

6 Big-A上町店 上尾市上町2-4-7 スーパーマーケット

7 Big-A西上尾店 上尾市中分1-15-6 スーパーマーケット

8 コープ二ツ宮店 上尾市二ツ宮822 スーパーマーケット

9 コープ今泉店 上尾市川275-1 スーパーマーケット

10
与野フードセンターフードガーデン上尾
中妻店

上尾市中妻３－１１－５ スーパーマーケット

11 まるたけ平方店 上尾市上野８－１ スーパーマーケット

草加市

1 亀甲堂 草加市手代町７０３－１２ 瓦せんべい製造販売
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市町村 協力店 住所（店舗または本社） 区分

2 夢せん菓（有）関商店 草加市谷塚町５８０ 手焼せんべい販売

3 草加ガーデン 草加市栄町２－８－２０ 花屋

4 田川屋松原食品 草加市中根２－１９－１１ 豆腐製造販売

5 ドンドンダウンオンウェンズデイ草加店 草加市谷塚仲町462 アパレルリサイクル

6 エクセル 草加市八幡町１００－１ 文具事務器販売

7 モスバーガー草加店 草加市高砂２－７－１
ハンバーガーショッ
プ

8 大馬屋 草加市神明1-9-6 草加せんべい

9 エピシェール 草加市高砂2-7-1 アコス南館 パン

10 ケンタッキーフライドチキン 草加市高砂2-7-1 アコス南館１Ｆ ファーストフード

11 ㈲高瀬煎餅店 草加市神明2-2-6 煎餅販売

12 ﾜｰｶｰｽﾞｺﾚｸﾃｨﾌﾞ リフォームいと 草加市高砂2-18-39-302 洋服のリフォーム

13 ニトリ草加店 草加市長栄町581-1
家具＆インテリア
ショップ

14 東武ストア草加谷塚店 草加市谷塚町983-3 スーパーマーケット

15 東武ストア松原店 草加市松原1-1-9 スーパーマーケット

16 東武ストア草加中根店 草加市中根3丁目2-25 スーパーマーケット

17 東武ストア新田店 草加市金明町字道下263-2 スーパーマーケット

18 テックランド草加店 草加市瀬崎町77番地1 家電量販店

19 マルエツ草加稲荷 草加市稲荷3-3-33 スーパーマーケット

20 マルエツ草加八幡 草加市八幡町1335 スーパーマーケット

21 マルエツ松原 草加市栄町3-8-13 スーパーマーケット

22 Big-A新田店 草加市金明町447 スーパーマーケット

23 コープ草加八幡店 草加市八幡町630-1 スーパーマーケット

24 与野フードセンター  Ｙバリュー草加店 草加市氷川町２１７２－１０ スーパーマーケット

越谷市

1 橋本屋越谷店 越谷市東越谷3-15-25 食糧品・酒類

2 アン・プルミエ 越谷市弥十郎３９５－１ 洋菓子の製造販売

3 越谷市農産物直売所蒲生店 越谷市蒲生寿町4-9 食品販売

4 東武ストア蒲生店 越谷市蒲生寿町16-20 スーパーマーケット

5 ダイエー南越谷店 越谷市南越谷1-2876-1 スーパーマーケット
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市町村 協力店 住所（店舗または本社） 区分

6 マルエツ越谷レイクタウン 越谷市東町4-21-1 A-129 スーパーマーケット

7 マルエツ蒲生 越谷市蒲生旭町9-36 スーパーマーケット

8 ベルク越谷西方店 越谷市西方3010番地 スーパーマーケット

9 Big-A越谷赤山店 越谷市赤山本町15-2 スーパーマーケット

10 Big-A蒲生店 越谷市蒲生旭町12-1 スーパーマーケット

11 Big-A東越谷店 越谷市東越谷3-7-8 スーパーマーケット

12 Big-A弥十郎店 越谷市弥十郎667-1 スーパーマーケット

13 Big-A越谷東大沢店 越谷市東大沢1-5-16 スーパーマーケット

14 ミニコープ千間台店 越谷市千間台西5-3-8 スーパーマーケット

15 コープ北越谷店 越谷市東大沢2-5-1 スーパーマーケット

蕨市

1 東武ストア蕨店 蕨市塚越1-2-1 スーパーマーケット

2 マルエツ蕨北町 蕨市北町5-4-32 スーパーマーケット

3 マルエツ蕨 蕨市中央3-20-13 スーパーマーケット

4 Big-A蕨塚越店 蕨市塚越3-5-5 スーパーマーケットg

戸田市

1 こが屋 戸田市川岸２－５－５ 文房具

2 臼田屋酒店 戸田市本町１－１－１１ 酒屋

3 株式会社三栄きもの 戸田市本町１－１６－１５ 着物屋

4 ランブル 戸田市本町１－１６－１３ 酒屋

5 ブリジット 戸田市本町１－２４－３ 時計屋

6 ＷＡＴＥＲ 戸田市本町１－２４－２ 花屋・雑貨屋

7 銘菓きたや 戸田市本町１－１９－１２ せんべい屋

8 小山園 戸田市上戸田２－２２－５ お茶屋

9 アイメガネ戸田市役所前店 戸田市上戸田１－１７－８ 眼鏡屋

10 自家焙煎珈琲工房まめぞう 戸田市上戸田５－１１－１ コーヒー豆販売

11 金子商店 戸田市上戸田２－３４－１２ 米屋

12 サミットストア戸田駅店 戸田市新曽字柳原350-2ビーンズ戸田内 スーパーマーケット

13
サミットストア戸田公園駅店（コルモピ
ア併設）（ブックスゴロー併設）

戸田市本町4-15-1ビーンズ戸田公園内 スーパーマーケット

12

http://www.biga.co.jp/shop/list/ShopID5968.htm�
http://www.biga.co.jp/shop/list/ShopID5924.htm�
http://www.biga.co.jp/shop/list/ShopID5948.htm�
http://www.biga.co.jp/shop/list/ShopID5926.htm�
http://www.biga.co.jp/shop/list/ShopID6061.htm�
http://www.biga.co.jp/shop/list/ShopID6057.htm�


市町村 協力店 住所（店舗または本社） 区分

14 テックランド戸田美女木店 戸田市美女木7丁目12-1. 家電量販店

15 マルエツ新曽 戸田市新曽1803-1 スーパーマーケット

16 マルエツ戸田氷川町 戸田市氷川町2-16-19 スーパーマーケット

17 ベルク戸田中町店 戸田市中町1-28-24 スーパーマーケット

18 ミニコープ喜沢店 戸田市喜沢1-30-5 スーパーマーケット

19 与野フードセンターＹバリュー美女木店 戸田市美女木１－１１－２ スーパーマーケット

入間市

1 ベーカリーパンフルート 入間市久保稲荷2-12-32 パン製造販売

2 珈琲豆焙煎店マイルス 入間市久保稲荷2-1-17 珈琲豆販売

3 ニトリ入間店 入間市小谷田1丁目12-43
家具＆インテリア
ショップ

4 テックランド入間店 入間市東藤沢2丁目17-1 家電量販店

5 ケーヨーデイツー入間下藤沢店 入間市下藤沢188-1 ホームセンター

6 ベルク入間野田店 入間市野田894-1 スーパーマーケット

7 Big-A扇町屋店 入間市扇町屋5-3-12

8 Big-A入間上藤沢店 入間市上藤沢376-3 スーパーマーケットg

9 コープ武蔵藤沢店 入間市東藤沢3-4-1 スーパーマーケット

鳩ヶ谷市

1 東武ストア鳩ヶ谷店 鳩ヶ谷市南1-6-1 スーパーマーケット

2
サミットストア鳩ヶ谷駅前店（ブックス
ゴロー併設）

鳩ヶ谷市里1591-1 スーパーマーケット

朝霞市

1 酒のＴＯＰ 朝霞店 朝霞市岡１―１６－７
ディスカウント
ショップ

2 東武ストアフエンテ朝霞台店 朝霞市東弁財1-4-23 スーパーマーケット

3 東武ストア朝霞店 朝霞市本町2-3-23 スーパーマーケット

4 サミットストア朝霞台店 朝霞市東弁財1-1-10 スーパーマーケット

5 マルエツ朝霞 朝霞市本町1-12-10 スーパーマーケット

6 マルエツ朝霞溝沼 朝霞市溝沼4-1-9 スーパーマーケット

7 ミニコープ三原店 朝霞市三原3-1-50 スーパーマーケット

8
与野フードセンターフードガーデン朝霞
三原店

朝霞市三原１－１１－１ スーパーマーケット

志木市
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市町村 協力店 住所（店舗または本社） 区分

1 ベスト電器ダイエー志木店 志木市本町5-17-1ダイエー志木店4F 家電量販店

2
サミットストア柳瀬川駅前店（コルモピ
ア併設）

志木市館2-5-2 スーパーマーケット

3 ダイエー志木店 志木市本町5-17-1 スーパーマーケット

4 Big-A志木本町店 志木市本町５丁目２３-1 スーパーマーケット

5 コープ幸町店 志木市幸町1-18-28 スーパーマーケット

和光市

1
サミットストアシーアイハイツ和光店
（コルモピア併設）

和光市本町31-1 スーパーマーケット

新座市

1 (有)みかみＣＹＣＬＥ 新座市東北2-31-2 自転車販売業

2 21世紀堂 新座市東北2-24-17 仏壇仏具展

3 (有)和か葉（わかば） 新座市北野3-3-3
（仕出し弁当）飲食
業

4 島忠ホームセンター新座店 新座市東北2-5-26 販売

5 アンドア
新座市東北2-38-10東武志木st、TOSCA
１F

販売

6 SM2 keittio 志木 新座市東北2-38-10 志木st.TOSCA2F 販売

7 （企）ワーカーズ・コレクティブ豆の会 新座市石神2-4-8 仕出弁当仕

8 酒のＴＯＰ新座店 新座市大和田４-１５-２
ディスカウント
ショップ

9 ニトリ新座店 新座市野火止4丁目4-43
家具＆インテリア
ショップ

10 サミットストア新座片山店 新座市片山3-10-50 スーパーマーケット

11 ベルク池田店 新座市池田4-5-12 スーパーマーケット

12 Big-A新座馬場店 新座市馬場2-1-46 スーパーマーケット

13
与野フードセンターフードガーデン新座
店

新座市野火止5-2-60  ﾗ･ｳﾞｨｰﾆｭ スーパーマーケット

桶川市

1 ニトリ桶川店 桶川市坂田細谷1550-1
家具＆インテリア
ショップ

2 東武ストアおけがわマイン 桶川市若宮1-5-2 スーパーマーケット

3 マルエツ桶川 桶川市西2-9-36 スーパーマーケット

4 ミニコープ日出谷店 桶川市下日出谷915-1 スーパーマーケット

5 ミニコープ朝日店 桶川市朝日3-9-4 スーパーマーケット

6 コープ桶川店 桶川市坂田東3-27-7 スーパーマーケット

久喜市
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市町村 協力店 住所（店舗または本社） 区分

1 ヨークマートモラージュ菖蒲店 南埼玉郡菖蒲町菖蒲3555 ショッピングモール

2 ニトリ久喜店 久喜市本町7丁目8-14
家具＆インテリア
ショップ

3 ベイシア栗橋店 久喜市栗橋東6-15-1 スーパーマーケット

4 テックランド久喜店 久喜市久喜北2-6-3 家電量販店

5 ダイエー東鷲宮店 久喜市桜田3-2-1 スーパーマーケット

6 マルエツ久喜 久喜市青毛2-1-5 スーパーマーケット

7 ケーヨーデイツー東鷲宮店 久喜市桜田2-6-1 ホームセンター

8 ケーヨーデイツー久喜店 久喜市吉羽3-5-6 ホームセンター

9 ベルクベスタ東鷲宮店 久喜市桜田2-6-1 スーパーマーケット

10 Big-A久喜吉羽店 久喜市吉羽2-30-4 スーパーマーケット

11 ミニコープ久喜東店 久喜市久喜東５-６-３８ スーパーマーケット

12 ミニコープ葛梅店 久喜市葛梅3-4-1 スーパーマーケット

北本市

1 酒太郎 北本市北本1-155 酒屋

2 テックランド北本店 北本市深井六丁目87 家電量販店

3 ダイエー北本店 北本市中央4-63 スーパーマーケット

4 Big-A北本団地店 北本市栄７ スーパーマーケット

5 Big-A北本東間店 北本市東間6-100 スーパーマーケット

6 コープ北本店 北本市本宿5-89-1 スーパーマーケット

八潮市

1 テックランド八潮店 八潮市中央2-20-14 家電量販店

2 マルエツ八潮 八潮市中央3-12-6 スーパーマーケット

3 Big-A八潮店 八潮市中央1-29-9 スーパーマーケット

富士見市

1 （企）ワーカーズコレクティブ　あい 富士見市針ケ谷2-12-13 仕出弁当

2 酒のＴＯＰ 鶴瀬店 富士見市鶴馬３４６８-３
ディスカウント
ショップ

3 東武ストアみずほ台店 富士見市東みずほ台2-29-1 スーパーマーケット

4 東武ストアみずほ台東店 富士見市東みずほ台2-29-4 スーパーマーケット

5 東武ストア鶴瀬駅ビル店 富士見市大字鶴馬2602-3 スーパーマーケット
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市町村 協力店 住所（店舗または本社） 区分

6
東武ストア                     フエ
ンテふじみ野店

富士見市ふじみ野西1丁目1番地1 スーパーマーケット

7 東武ストアふじみ野ナーレ店 富士見市ふじみ野東1丁目1番地1 スーパーマーケット

8 マルエツみずほ台 富士見市西みずほ台2-3-7 スーパーマーケット

9 Big-A富士見鶴馬店 富士見市鶴馬1-23-2 スーパーマーケット

10 Big-A富士見東みずほ台店 富士見市東みずほ台2丁目9番6号 スーパーマーケット

11 ミニコープ羽沢店 富士見市羽沢2-5-32 スーパーマーケット

12 コープみずほ台店 富士見市東みずほ台3-24 スーパーマーケット

三郷市

1 ありがとう 三郷市早稲田2-16-3 小売

2 彦成薬局 三郷市彦野1-11 薬局

3 よしや 三郷市早稲田7-12-5 酒類販売業

4 松川金物店 三郷市早稲田6-18-8 金物小売

5 コミュニティレストラン青いそら 三郷市早稲田5-4-1　三郷市文化会館1Ｆ 仕出弁当

6 ニトリららぽーと新三郷店 三郷市新三郷ららシティ3丁目1-1
家具＆インテリア
ショップ

7 テックランド三郷店 三郷市彦川戸2丁目135番地 家電量販店

8 マルエツ三郷中央 三郷市谷中268 スーパーマーケット

9 ケーヨーデイツー三郷鷹野店 三郷市鷹野4-430 ホームセンター

10 Big-A戸ヶ崎店 三郷市戸ヶ崎2-732 スーパーマーケット

11 Big-A三郷駅前店 三郷市早稲田1-17-9 スーパーマーケット

12 コープ早稲田店 三郷市早稲田4-12-1 スーパーマーケット

蓮田市

1 プチショップエフジー丸伊 蓮田市東5-9-12 酒・たばこ販売

2 （有）あおい薬局 蓮田市緑町2-22-14 漢方薬局

3 伊勢元 蓮田市緑町2-10-1 酒屋

4 イシイ寝具店 蓮田市東3-5-29 寝具

5 東武ストア蓮田マイン 蓮田市東5-8-65 スーパーマーケット

6 テックランド蓮田店 蓮田市東5丁目8-65 家電量販店

7 マルエツ蓮田椿山 蓮田市椿山2-12-15 スーパーマーケット

8 ケーヨーデイツー蓮田店 蓮田市蓮田89-1 ホームセンター
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市町村 協力店 住所（店舗または本社） 区分

9 ベルク黒浜店 蓮田市黒浜2798-7 スーパーマーケット

10 コープ蓮田店 蓮田市馬込1434－14 スーパーマーケット

坂戸市

1 (有)堀越商店 坂戸市中小坂866-13

2 東武ストア北坂戸店 坂戸市末広町2 スーパーマーケット

3 テックランド坂戸店 坂戸市八幡1丁目3番45号 家電量販店

4 Big-A坂戸入西店 坂戸市にっさい花みず木4-6-1 スーパーマーケット

5 Big-A坂戸浅羽野店 坂戸市浅羽野1-1-7 スーパーマーケット

6 ミニコープ薬師町店 坂戸市薬師町21-1 スーパーマーケット

7 ミニコープ千代田店 坂戸市千代田3-10-8 スーパーマーケット

8 まるたけ坂戸店 坂戸市緑町６－１０ スーパーマーケット

幸手市

1 針屋団地店 幸手市栄3-3-107 酒屋

2 針屋マルエツ店 幸手市栄3-3-107 酒屋

3 真花園 幸手市中1-6-26 生花園

4 ベークショップまきしま 幸手市中4-17-20 パン屋

5 岩間商店 幸手市中2-4-3 生活雑貨

6 ならや 幸手市中3-1-5 洋品

7 三州総本舗幸手店 幸手市中1-5-8 米菓販売

8 石井酒造 幸手市南2-6-11 酒蔵

9 川崎屋電気商会 幸手市東4-13-19 家電販売

10 カワサキ電気東店 幸手市東4-13-19 家電販売

11 田中電気商会 幸手市中2-10-2 家電販売

12 マルエツ幸手 幸手市東4-8-2 スーパーマーケット

13 マルエツ幸手上高野 幸手市大字上高野778 スーパーマーケット

14 ベルク幸手南店 幸手市南2-6-10 スーパーマーケット

15 ベルク幸手北店 幸手市北2-5-20 スーパーマーケット

16 Big-A幸手東店 幸手市東2-8-10 スーパーマーケット

17 Big-A幸手団地店 幸手市栄3-1 スーパーマーケット
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市町村 協力店 住所（店舗または本社） 区分

鶴ヶ島市

1 ニトリ鶴ヶ島店 鶴ヶ島市脚折町5丁目4-5
家具＆インテリア
ショップ

2 ベイシア鶴ヶ島店 鶴ヶ島市三ツ木新町2-5-15 スーパーマーケット

3 ベルクすねおり店 鶴ヶ島市脚折1513-1 スーパーマーケット

4 Big-A松ヶ丘店 鶴ヶ島市松ヶ丘1-14-1 スーパーマーケット

5 Big-Aわかば店 鶴ヶ島市富士見1-7-2 スーパーマーケット

6 ミニコープ脚折店 鶴ケ島市脚折3-22-7 スーパーマーケット

日高市

1 酒商増田屋日高店 日高市鹿山569-1 酒屋

2 ベイシアひだかモール店 日高市大字森戸新田字藤久保88-5 スーパーマーケット

吉川市

1 ドンドンダウンオンウェンズデイ吉川店 吉川市栄町1474 アパレルルサイクル

2 KCSあづまや 吉川市三輪野江1401-1 コンビニ・酒・他

3 コンビニエンス そうきや 吉川市富新田251 おむすび・他

4 (有)二合半堂まつざわ煎餅 吉川市栄町708-6 菓子栄 菓

5 菓子工房雨のち晴れ 吉川市平沼1-10-6 菓子

6 まるしん菓子店 吉川市平沼48 和菓子

7 (有)木の下商店 吉川市平沼114 コンビニ・酒・他

8 静岡屋 吉川市吉川1-9-14 茶販売

9 Big-A吉川店 吉川市栄町699 スーパーマーケット

10 Big-A吉川高富店 吉川市高富1-27-7 スーパーマーケット

ふじみ野市

1 東武ストア上福岡店 ふじみ野市上福岡1-7-26 スーパーマーケット

2 ベルク大井緑ヶ丘店 ふじみ野市緑ヶ丘1-5-8 スーパーマーケット

3 Big-A上福岡松山店 ふじみ野市松山1-3-7 スーパーマーケット

4 Big-A上福岡福岡店 ふじみ野市福岡3-2-16 スーパーマーケット

5 Big-A大井亀久保店 ふじみ野市亀久保1-3-35 スーパーマーケット

北足立郡

伊奈町
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市町村 協力店 住所（店舗または本社） 区分

1 マルエツ伊奈 北足立郡伊奈町寿3-94 スーパーマーケット

2 Big-A伊奈栄店 北足立郡伊奈町栄3-82 スーパーマーケット

3 まるたけ伊奈店 北足立郡伊奈町栄６－６０ スーパーマーケット

入間郡

三芳町

1 テックランド新座店 入間郡三芳町竹間沢東14番地4 家電量販店

2 ダイエー三芳店 入間郡三芳町大字藤久保305-1 スーパーマーケット

3 ケーヨーデイツー三芳店 入間郡三芳町大字藤久保766-1 ホームセンター

4 ベルク藤久保店 入間郡三芳町藤久保337-9 スーパーマーケット

5 Big-A三芳竹間沢店 入間郡三芳町竹間沢343-1 スーパーマーケット

毛呂山町

1 ベルク毛呂山店 入間郡毛呂山町毛呂本郷293-1

2 Big-A毛呂山長瀬店 入間郡毛呂山町中央2丁目3番地5 スーパーマーケット

3 まるたけプラスワン 入間郡毛呂山町毛呂本郷４３ スーパーマーケット

比企郡

滑川町

1 ベイシアなめがわモール店 比企郡滑川町大字羽尾2780 スーパーマーケット

2 ケーヨーデイツーつきのわ駅前店 比企郡滑川町月の輪1-4-3 ホームセンター

嵐山町

1 ベイシアフードセンター嵐山店 比企郡嵐山町大字平澤字遠道800-1 スーパーマーケット

川島町

1 ベイシアフードセンター川島インター店 比企郡川島町上伊草1175-1 スーパーマーケット

吉見町

1 ベイシアマート吉見店 比企郡吉見町東野3-6 スーパーマーケット

秩父郡

小鹿野町

1 松川屋 秩父郡小鹿野町小鹿野472 陶器小売

2 ヤオヨシ小鹿野店 秩父郡小鹿野町大字小鹿野2000 スーパーマーケット

3 一二三屋 秩父郡小鹿野町小鹿野974

19

http://www.biga.co.jp/shop/list/ShopID5992.htm�
http://www.biga.co.jp/shop/list/ShopID6065.htm�
http://www.biga.co.jp/shop/list/ShopID6014.htm�


市町村 協力店 住所（店舗または本社） 区分

4 フレッシュベーカリー　アライヤ 秩父郡小鹿野町小鹿野121 パン製造・販売

5 大杉商店 秩父郡小鹿野町両神薄2364 小売

6 鹿の子 秩父郡小鹿野町小鹿野 飲食店

児玉郡

上里町

1 ニトリイオン上里店 児玉郡上里町大字金久保字蓮山359-1
家具＆インテリア
ショップ

2 ベイシアフードセンター上里本庄店 児玉郡上里町大字神保原町字北稲塚1845 スーパーマーケット

3 ベルク七本木店 児玉郡上里町七本木2558-1 スーパーマーケット

4 ベルク上里SC店 児玉郡上里町大字金久保字蓮山359-1 スーパーマーケット

大里郡

寄居町

1 ベイシア寄居店 大里郡寄居町大字富田1849-1 スーパーマーケット

2 ベイシア寄居北店 大里郡寄居町大字桜沢2916 スーパーマーケット

南埼玉郡

白岡町

1 東武ストア白岡店 南埼玉郡白岡町大字小久喜1118-1 スーパーマーケット

2 Big-A白岡店 南埼玉郡白岡町西10-1-4 スーパーマーケット

北葛飾郡

杉戸町

1 Big-A杉戸清地店 北葛飾郡杉戸町清地2-4-7 スーパーマーケット

2 Big-A杉戸高野台店 北葛飾郡杉戸町高野台東1-15-4 スーパーマーケット
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