
群馬県環境アドバイザー 各位 

 

群馬県環境にやさしい買い物スタイル 

普及促進協議会事務局 

 

環境アドバイザーの皆様におかれましては、日頃、当協議会の取組にご協力いただき誠に

ありがとうございます。 

今年度もマイバッグ等の利用促進を中心とした店頭啓発活動について、裏面のとおり実施 

いたします。つきましては、各地域での啓発活動をご検討いただき、希望日程を担当までご

連絡ください。 

今後も日常生活の中で身近にできる環境にやさしい買い物スタイルの普及にご理解とご協

力をよろしくお願いします。 

 

 平成２７年１０月～平成２８年３月（随時）  ※実施時間は１時間から２時間程度 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※店頭啓発の実施内容は環境団体と一緒にポケットティッシュを配布し、マイバッグ等の持

参を呼びかけます。必要な啓発資材は、事務局にて用意します。 

ご不明な点があれば、担当までお問い合わせください。 

【店頭啓発の様子（平成２６年１１月）】 

「環境にやさしい買い物スタイル」協力店を募集しています！ 

 当協議会では、協力店を募集しています。地域に「レジ袋の削減」をはじめ、簡易包

装の励行や容器包装の店頭回収などの環境に配慮した取組を行っている店舗がありまし

たら、ぜひご紹介ください。また、別添「募集チラシ」をご覧いただき、チラシが必要

な場合は、担当までご連絡ください。 

協力店の登録推進についてもご協力をよろしくお願いいたします。 

【実施期間】 

＜問い合わせ先＞ 

担当：群馬県 環境政策課 環境活動推進係 横田 

電話番号：027－226－2821 電子メール：ecosusumu@pref.gunma.lg.jp 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 店頭啓発の実施までの流れ

 （別紙）

 ≪平成２７年度≫

 実施期間：平成２７年１０月～平成２８年３月（随時）

 環境アドバイザー

 ②実施計画書を提出
 ※電話連絡も可能

 ※希望日の約１ヶ月前

 ※協力店以外の店舗も可能

 ①

 ④

 ②

 事務局（県）

 ①店頭啓発実施依頼

 ③事業者と調整

 ※実施日程、場所等の確認

 ④実施日時連絡

 実施確定

 啓発資材納品

 （当日）

 店頭啓発実施
 ・ポケットティッシュを配付（啓発資材は事務局が持参）

 ・１時間～２時間程度

 ★注意事項

  １ 店舗や事務局の都合により、希望の日時に実施できないことがあります。

  ２ 実施場所は、協力店以外の店舗でも可能です。その場合は、店舗担当者と

    の調整に時間がかかることがありますので、できるだけ早めにご連絡をお

      願いします。

 ★協力店舗

  イオン、エーコープ、カスミ、コープぐんま、とりせん、アバンセ、マルシェ、

  フジマート、フレッセイ、ベイシア、アピタ、ピアゴ、ヨークマート、ウエルシア、

  マルエドラッグ、しみずスーパー、ＲＹＯＳＵＩ、スーパー丸幸、ほしのドライ、

  第一ドライ、ミッキーのクリーニング、太田ドライ、サンモールなど

  ※協力店の一覧表の送付をご希望の方はご連絡ください。



 

 
 

 

◇環境にやさしい買い物スタイルの実践を勧めています 

環境にやさしい買い物スタイルとは、環境への負荷をできるだけ少なくすることを考えて買い

物をすることです。 

地球温暖化防止と資源を有効に活用した循環型社会を構築するためには、一人ひとりが環境に

やさしい買い物スタイルを実践することを求められています。 

◇具体的には・・・ 

 ・マイバッグ・マイバスケットを持参しましょう   ・詰め替え商品を利用しましょう 

 ・必要なものを必要なだけ購入しましょう      ・簡易な包装の商品を選びましょう  

 ・リサイクルされた商品を選びましょう       ・生産地の近い食材を選びましょう 

◇協力店に登録しませんか？ 

群馬県環境にやさしい買い物スタイル普及促進協議会では、「環境にやさしい買い物スタイル」

の実践を勧めています。この取り組みの趣旨に賛同し、ご協力いただける店舗を募集しています。 

◇協力店にお願いしたいこと 

 お客様が「環境にやさしい買い物スタイル」を実践できるようにご協力ください。 

◇協力店舗登録の申込み：詳細は、県ホームページをご参照ください 

登録いただける場合は、「環境にやさしい買い物スタイル協力店申込書」（裏面の様式）を下

記の事務局にご提出ください。 

   県ホームページ http://www.pref.gunma.jp/04/e0110003.html  

                     

◇協力店として登録すると・・・  

１ ぐんまちゃんのポスター（A3 版）と 

ポケットティッシュ（サンプル）をプレゼント！ 

２ 群馬県ホームページ等で 

環境にやさしいお店として紹介！ 

３ 環境ボランティアが店頭啓発で店舗の取り組みを応援！（希望制） 

  ※協力店の店頭でお客様に声かけをしながらポケットティッシュを配付 

◇お問い合わせ（登録申込み先） 

群馬県環境にやさしい買い物スタイル普及促進協議会事務局（群馬県環境森林部環境政策課）

住所：群馬県前橋市大手町一丁目１番１号（〒371-8570） 

TEL:０２７－２２６－２８２１   FAX:０２７－２４３－７７０２ 
※協議会は、事業者、消費者団体、群馬県・全市町村及び有識者で組織されています。 

「環境にやさしい買い物スタイル」 
協力店を募集しています！！ 

 

（別 添） 

http://www.pref.gunma.jp/04/e0110003.html


                                 （別記様式第１号） 

 

（注）個々の店舗の取組内容についてはＰＲの際に使用させていただきます。 

 

 

 

 

 

環境にやさしい買い物スタイル協力店申込書 

 

群馬県環境にやさしい買い物スタイル普及促進協議会会長 様 

（事務局：群馬県環境森林部環境政策課） 

 

名 称： 

                所在地： 

                担当者： 

                ＴＥＬ： 

                ＦＡＸ又は E-mail： 

 

 

・店舗名称 ： 

・店舗所在地： 

【取組内容】実施する取組についてチェック  をしてください。 

レジ袋の削減 

（必須取組） 

□レジ袋辞退者にポイント付与 

□レジ袋辞退者にキャッシュバック 

□レジ袋辞退者にスタンプカードにより得点付与 

□声かけ運動又は販売レジに「レジ袋不要カード」設置実施 

□レジ袋の有料販売 

 

 

□包装容器の使用を中止・削減又は簡易包装の励行 

□容器包装店頭回収 

□環境ラベル商品の率先販売 

□地産地消商品コーナーの設置 

□その他、環境にやさしい買い物スタイルの普及に関する取り組みがございましたら、 

その内容についてご記載ください。 

（                                                 ） 

 

群馬県環境政策課 
（群馬県環境にやさしい買い物 
スタイル普及促進協議会事務局） 

〒371-8570群馬県前橋市大手町 1-1-1 
TEL：027-226-2821 FAX：027-243-7702 
E-mail：kanseisaku@pref.gunma.lg.jp 

レジ袋削減以外の環境にやさしい買い物スタイル普及の取組（任意取組） 



平成２７年９月１日現在：　38事業者　協力店合計店舗３５１店舗

通し
番号

事業者 店舗名称 住所 レジ袋削減 その他取り組み

1 イオン イオン高崎店 高崎市棟高町1400 有料販売１枚５円 容器包装リサイクル等

2 イオン イオン太田店 太田市石原町81 有料販売１枚５円 容器包装リサイクル等

3 エーコープ 安中店 安中市原市634 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

4 エーコープ 松井田店 安中市松井田町松井田305 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

5 エーコープ 富岡店 富岡市富岡1878-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

6 エーコープ ハピネス店 富岡市中高瀬400-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

7 エーコープ 下仁田店 甘楽郡下仁田町下仁田383-3 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

8 エーコープ ブレイス店 太田市新田市野井町438-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

9 エーコープ 新田店 太田市新田早川町350-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

10 エーコープ 広沢店 桐生市広沢町間の島206 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

11 エーコープ 笠懸店 みどり市笠懸町鹿2916 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

12 エーコープ 北橘店 渋川市北橘町真壁1386-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

13 エーコープ 野田宿店 北群馬郡吉岡町上野田1050-3 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

14 エーコープ しんとう店 北群馬郡榛東村山子田877-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

15 エーコープ 新町店 高崎市新町1280-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

16 エーコープ 朝日町店 前橋市朝日町1-27-7 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

17 エーコープ みやぎ店 前橋市鼻毛石町198-11 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

18 カスミ 館林店 館林市新宿1丁目18-3
スタンプカードにより
得点付与

容器包装リサイクル等

19 カスミ 大泉店 邑楽郡大泉町朝日3丁目18番1号
スタンプカードにより
得点付与

容器包装リサイクル等

20 カスミ 桐生相生店 桐生市相生町5丁目425-2
スタンプカードにより
得点付与

容器包装リサイクル等

21 カスミ 大間々店 みどり市大間々町大間々39-1
スタンプカードにより
得点付与

容器包装リサイクル等

22 カスミ
フードスクエアガーデ
ン前橋店

前橋市小屋原町472番1
スタンプカードにより
得点付与

容器包装リサイクル等

23 カスミ 前橋リリカ店 前橋市国領町2-14
スタンプカードにより
得点付与

容器包装リサイクル等

24 群馬県庁生活協同組合 県庁舎店 前橋市大手町一丁目１番１号 有料販売１枚５円 容器包装リサイクル等

25 群馬県庁生活協同組合 前橋合庁舎店 前橋市上細井町2142-1 有料販売１枚５円 容器包装リサイクル等

26 群馬県庁生活協同組合 高崎合庁舎店 高崎市台町4-3 有料販売１枚５円 容器包装リサイクル等

27 群馬県庁生活協同組合 利根沼田県民局庁舎店 沼田市薄根町4412 有料販売１枚５円 容器包装リサイクル等

28 コープぐんま コープ 昭和店 前橋市昭和町3-30-9 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

29 コープぐんま コープ 細井店 前橋市上細井町1968 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

30 コープぐんま コープ 宮子店 伊勢崎市宮子町3523-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

31 コープぐんま コープ 寺尾店 高崎市寺尾町552-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

32 コープぐんま コープ 藤岡店 藤岡市藤岡2390-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

33 コープぐんま コープ 東久方店 桐生市東久方町2-2-20 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

34 コープぐんま コープ 新井店 太田市新井町533-2 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

35 コープぐんま コープ 中野店 邑楽町大字中野4435 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

36 とりせん 朝日町店 館林市朝日町20-50　 辞退者２円引き
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

37 とりせん 成島店 館林市北成島町2533-1 辞退者２円引き
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

38 とりせん 館林富士見町店 館林市富士見町12-60 辞退者２円引き
古紙回収、
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

39 とりせん 東矢島店 太田市東矢島町194　 辞退者２円引き
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

40 とりせん 太田新井店 太田市新井町377-6 辞退者２円引き
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

41 とりせん 太田八幡店 太田市八幡町29-13 辞退者２円引き
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

42 とりせん 下田島店 太田市下田島町１１２７ 辞退者２円引き
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

43 とりせん 城西の杜店 太田市城西町80-1 辞退者２円引き
古紙回収、
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

44 とりせん 大原店 太田市大原町1701-2 辞退者２円引き
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

45 とりせん 大泉店 邑楽郡大泉町日の出53-1 辞退者２円引き
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

環境にやさしい買い物スタイル協力店一覧



通し
番号

事業者 店舗名称 住所 レジ袋削減 その他取り組み

46 とりせん 邑楽町店 邑楽郡邑楽町中野3110-3 辞退者２円引き
古紙回収、
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

47 とりせん 玉村店 佐波郡玉村町上飯島280 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

48 とりせん 大間々店 みどり市大間々町大間々401-3 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

49 とりせん 新前橋店 前橋市小相木町409-1 辞退者２円引き
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

50 とりせん 前橋駒形店 前橋市東善町43-1 辞退者２円引き
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

51 とりせん ローズタウン店 前橋市江木町1701-1 辞退者２円引き
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

52 とりせん 時沢店 前橋市富士見町時沢791 辞退者２円引き
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

53 とりせん 石原店 高崎市片岡町2丁目10-1 辞退者２円引き
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

54 とりせん 豊岡店 高崎市上豊岡町281 辞退者２円引き
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

55 とりせん 小鳥店 高崎市下小鳥町70-2 辞退者２円引き
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

56 とりせん 群馬町店 高崎市中泉町605-26 辞退者２円引き
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

57 とりせん 箕郷店 高崎市箕郷町上芝240-5 辞退者２円引き
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

58 とりせん 菅谷店 高崎市菅谷町20-991 辞退者２円引き
古紙回収、
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

59 とりせん フィール藤岡店 藤岡市中栗須396 辞退者２円引き
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

60 とりせん 渋川店 渋川市行幸田63-1 辞退者２円引き
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

61 とりせん 子持店 渋川市吹屋660-34 辞退者２円引き
容器包装リサイクル、
食品資源物リサイクル等

62 とりせん 平和町店 伊勢崎市平和町19-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

63 とりせん 茂呂店 伊勢崎市茂呂町2丁目2776 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

64 フジタコーポレーション アバンセ藪塚店 太田市大原町360-1 キャッシュバック 容器包装リサイクル等

65 フジタコーポレーション アバンセ東村店 伊勢崎市東町2700-1 キャッシュバック 容器包装リサイクル等

66 フジタコーポレーション アバンセ剣崎店 高崎市剣崎町高田1144 キャッシュバック 容器包装リサイクル等

67 フジタコーポレーション フジマート大間々店 みどり市大間々町桐原810 キャッシュバック 容器包装リサイクル等

68 フジタコーポレーション アバンセ浜松店 桐生市浜松町2-77-7 キャッシュバック 容器包装リサイクル等

69 フジタコーポレーション フジマート中居店 高崎市中居町4-4-3 キャッシュバック 容器包装リサイクル等

70 フジタコーポレーション アバンセ玉村店 佐波郡玉村町角渕4327 キャッシュバック 容器包装リサイクル等

71 フジタコーポレーション アバンセ群馬町店 高崎市金古町1293-1 キャッシュバック 容器包装リサイクル等

72 フジタコーポレーション アバンセ粕川店 前橋市粕川町深津1613-29 キャッシュバック 容器包装リサイクル等

73 フジタコーポレーション アバンセ新里店 桐生市新里町新川2070 キャッシュバック 容器包装リサイクル等

74 フジタコーポレーション フジマート上佐野店 高崎市上佐野町280-1 キャッシュバック 容器包装リサイクル等

75 フジタコーポレーション マルシェ下浜田町 太田市下浜田町503-1 キャッシュバック 容器包装リサイクル等

76 フジタコーポレーション マルシェ前橋店 前橋市南町1-20 キャッシュバック 容器包装リサイクル等

77 フジタコーポレーション マルシェ高崎店 高崎市聖石町252-3 キャッシュバック 容器包装リサイクル等

78 フジタコーポレーション マルシェ伊勢崎店 伊勢崎市上諏訪町1226 キャッシュバック 容器包装リサイクル等

79 フレッセイ 大利根店 前橋市下新田町392 辞退者２円引き
古紙回収
容器包装リサイクル等

80 フレッセイ 荒牧店 前橋市荒牧町1丁目10-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

81 フレッセイ 片貝店 前橋市西片貝1-314-3 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

82 フレッセイ 広瀬店 前橋市天川大島町49-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

83 フレッセイ 大友店 前橋市大友町3-2-5 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

84 フレッセイ 朝日町店 前橋市朝日町2-18-7 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

85 フレッセイ 大胡店 前橋市大胡町399 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

86 フレッセイ 富士見店 前橋市富士見町時沢118-9 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

87 フレッセイ クラシード若宮 前橋市若宮町1-5-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

88 フレッセイ 駒形店 前橋市下大島町1151-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

89 フレッセイ 前橋プラザ店 前橋市本町2丁目12-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

90 フレッセイ 小鳥店 高崎市下小鳥町薬師前207 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

91 フレッセイ 南大類店 高崎市南大類町字柳原867-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

92 フレッセイ 石原店 高崎市片岡町1-19-6 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

93 フレッセイ 倉賀野西店 高崎市倉賀野町546-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

94 フレッセイ 新保店 高崎市新保町字伊勢301-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

95 フレッセイ 箕郷店 高崎市箕郷町上芝7-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等



通し
番号

事業者 店舗名称 住所 レジ袋削減 その他取り組み

96 フレッセイ 新町店 高崎市新町2061-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

97 フレッセイ 並榎店 高崎市上並榎町88-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

98 フレッセイ 吉岡店 北群馬郡吉岡町大久保891-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

99 フレッセイ 藤岡店 藤岡市藤岡691-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

100 フレッセイ 鬼石店 藤岡市鬼石852-3 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

101 フレッセイ 富岡店 富岡市富岡501 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

102 フレッセイ 境町店 伊勢崎市境百々東21-3 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

103 フレッセイ 赤堀店 伊勢崎市曲沢町196-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

104 フレッセイ 安堀店 伊勢崎市安堀町224-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

105 フレッセイ 田部井店 伊勢崎市田部井町2-479 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

106 フレッセイ 富塚店 伊勢崎市富塚町220-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

107 フレッセイ 境南店 伊勢崎市境376-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

108 フレッセイ クラシーズ連取 伊勢崎市連取町3046-2 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

109 フレッセイ 天神店 桐生市平井町1-40 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

110 フレッセイ 新桐生店 桐生市相生町1-253-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

111 フレッセイ 桐生南店 桐生市新宿2-10-30 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

112 フレッセイ 宝泉店 太田市宝町864 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

113 フレッセイ 鳥山店 太田市鳥山上町1505 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

114 フレッセイ 阿久津店 渋川市阿久津41-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

115 フレッセイ 沼田店 沼田市材木町292 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

116 フレッセイ 沼田ビバタウン店 沼田市東原新町1455-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

117 フレッセイ 館林店 館林市美園町14-4 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

118 フレッセイ 大泉店 邑楽郡大泉町富士1-752 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

119 フレッセイ 板倉店 邑楽郡板倉町朝日野1-2-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

120 フレッセイ クラシーズ寄木戸 邑楽郡大泉町大字寄木戸998-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

121 フレッセイ 玉村店 佐波郡玉村町大字福島78-6 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

122 フレッセイ クラシーズ新前橋 前橋市古市町180-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

123 ベイシア 伊勢崎店 伊勢崎市中央19-1 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

124 ベイシア 前橋ふじみモール店 前橋市富士見町原之郷643 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

125 ベイシア 前橋おおごモール店 前橋市堀越町377 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

126 ベイシア 前橋モール店 前橋市上泉町680-1 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

127 ベイシア 前橋みなみモール店 前橋市新堀町（にいぼりまち）18 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

128 ベイシア 前橋川曲店 前橋市川曲町361 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

129 ベイシア 吉井店 高崎市吉井町吉井627 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

130 ベイシア 榛名店 高崎市中里見町字根岸79 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

131 ベイシア 上佐野店 高崎市上佐野町佐野堀674-1 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

132 ベイシア 桐生境野店 桐生市境野町2-670-1 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

133 ベイシア 新里店 桐生市新里町小林235-1 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

134 ベイシア 西部モール店 伊勢崎市宮子町3423-15 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

135 ベイシア 赤堀モール店 伊勢崎市市場町1-1542 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

136 ベイシア 伊勢崎ＢＰ店 伊勢崎市連取町2336-7 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

137 ベイシア 尾島店 太田市安養寺15 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

138 ベイシア 薮塚店 太田市大原町2311-1 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

139 ベイシア おおたモール店 太田市飯塚町626-1 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

140 ベイシア 沼田モール店 沼田市久屋原(くやはら)町字吉野415 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

141 ベイシア 渋川店 渋川市行幸田(みゆきだ)字砂田296 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

142 ベイシア 渋川こもち店 渋川市吹屋657-30 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

143 ベイシア 富岡店 富岡市大字黒川字中才(なかざい)650 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

144 ベイシア 安中店 安中市中宿2130 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

145 ベイシア 大間々店 みどり市大間々町大間々1773-1 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等



通し
番号

事業者 店舗名称 住所 レジ袋削減 その他取り組み

146 ベイシア 吾妻店 吾妻郡東吾妻町大字原町991-1 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

147 ベイシア 月夜野店 利根郡みなかみ町下牧(しももく)482 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

148 ベイシア 大泉店 邑楽郡大泉町いずみ2-3086-50 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

149 ベイシア
フードセンター
前橋吉岡店

北群馬郡吉岡町大久保821 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

150 ベイシア
フードセンター
富岡甘楽店

甘楽郡甘楽町大字福島900 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

151 ベイシア
ベイシアマート
沼田店

沼田市高橋場町2049-2 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

152 ベイシア
ベイシアマート
邑楽店

邑楽郡邑楽町鶉781-8 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

153 ベイシア
ベイシアマート
大間々店

みどり市大間々町桐原1521-1 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

154 ベイシア
ベイシアマート
伊勢崎あずま店

伊勢崎市田部井町3-180-2 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

155 ベイシア
ベイシアマート
前橋おおご店

前橋市樋越町828 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

156 ベイシア
ベイシアマート
太田大原店

太田市大原町456-1 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

157 ベイシア
ベイシアマート倉賀
野店

高崎市倉賀野町1600-1 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

158 ベイシア
ベイシアマート
前橋六供店

前橋市六供町4-39-5 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

159 ベイシア
ベイシアマート
安中郷原店

安中市郷原313 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

160 ベイシア
ベイシアマート
伊勢崎国定店

伊勢崎市上田町404-1 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

161 ベイシア
ベイシアマート
伊勢崎ひろせ店

伊勢崎市ひろせ町4090-1 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

162 ベイシア
ベイシアマート
太田富沢店

太田市富沢町282-1 有料販売１枚３円 容器包装リサイクル等

163 ユニー ピアゴ藤岡店 藤岡市藤岡416番地4 有料販売１枚５円 容器包装リサイクル等

164 ユニー アピタ高崎店 高崎市矢中町渕ノ内668番地1 有料販売１枚５円 容器包装リサイクル等

165 ユニー アピタ館林店 館林市楠町3648番地1 有料販売１枚５円 容器包装リサイクル等

166 ユニー アピタ笠懸店 みどり市笠懸町阿左美1285番地1 有料販売１枚５円 容器包装リサイクル等

167 ユニー アピタ伊勢崎東店 伊勢崎市三室町5330番地 有料販売１枚５円 容器包装リサイクル等

168 ユニー アピタ前橋店 前橋市文京町二丁目１番１号 有料販売１枚５円 容器包装リサイクル等

169 ヨークマート ヨークマート玉村店 玉村町上之手1480-1 辞退者２円引き 容器包装リサイクル等

170 ウエルシア ウエルシア高崎上佐野店 高崎市上佐野町字粕沢907-1 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

171 ウエルシア ウエルシア玉村店 玉村町上飯島275 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

172 ウエルシア ウエルシア前橋青柳店 前橋市青柳町大字宿前504-1 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

173 ウエルシア ウエルシア桐生境野店 桐生市境野町2-727-1 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

174 ウエルシア ウエルシア前橋三俣店 前橋市三俣町3-10-20 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

175 ウエルシア ウエルシア沼田店 沼田市東原新町1831-1 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

176 ウエルシア ウエルシア渋川行幸田店 渋川市行幸田323-3 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

177 ウエルシア ウエルシア前橋朝倉店 前橋市朝倉町4-10-4 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

178 ウエルシア ウエルシア高崎貝沢店 高崎市貝沢町960-1 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

179 ウエルシア ウエルシア沼田バイパス店 沼田市高橋場町2190-1 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

180 ウエルシア ウエルシア館林大街道店 館林市大街道1-10-18 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

181 ウエルシア ウエルシア館林松原店 館林市松原2-13-36 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

182 ウエルシア ウエルシア前橋上新田店 前橋市上新田町591-1 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

183 ウエルシア ウエルシア前橋天川大島店 前橋市天川大島町33-1 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

184 ウエルシア ウエルシア伊勢崎八寸店 伊勢崎市八寸町4935-1 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

185 ウエルシア ウエルシア安中店 安中市安中4-8-12 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

186 ウエルシア ウエルシア安中郷原店 安中市郷原293-1 辞退者２ポイント付与
店舗LED照明化推進
太陽光発電設備設置

187 ウエルシア ウエルシア高崎棟高店 高崎市棟高町681-1 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

188 ウエルシア ウエルシア群馬大泉店 大泉町吉田1977-2 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

189 ウエルシア ウエルシア伊勢崎赤堀店 伊勢崎市赤堀鹿島町1639-1 辞退者２ポイント付与
店舗LED照明化推進
太陽光発電設備設置

190 ウエルシア ウエルシア太田鳥山店 太田市鳥山上町1630-1 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進



通し
番号

事業者 店舗名称 住所 レジ袋削減 その他取り組み

191 ウエルシア ウエルシア伊勢崎宮子店 伊勢崎市宮子町3521-2 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

192 ウエルシア ウエルシア前橋富士見町店 前橋市富士見町田島64-1 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

193 ウエルシア ウエルシア高崎中居店 高崎市中居町3-38-9 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

194 ウエルシア ウエルシア下仁田店 下仁田町下仁田字東原388-1 辞退者２ポイント付与
店舗LED照明化推進
太陽光発電設備設置

195 ウエルシア ウエルシア高崎吉井店 高崎市吉井町長根1576-1 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

196 ウエルシア ウエルシア館林アクロス店 館林市近藤町178-96 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

197 ウエルシア ウエルシア前橋荒牧店 前橋市荒牧町1-24-1 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

198 ウエルシア ウエルシア前橋北代田店 前橋市北代田町649-4 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

199 ウエルシア ナガタ薬局岩瀬川店 太田市岩瀬川町450-1 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

200 ウエルシア ドラッグナガタ大間々店 みどり市大間々町大間々1931-1 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

201 ウエルシア ドラッグナガタ桐生阿左美店 みどり市笠懸町大字阿左美2682-4 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

202 ウエルシア ナガタ薬局南口店 太田市飯田町1101 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

203 ウエルシア ドラッグナガタ伊勢崎境町店 伊勢崎市境下武士2683 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

204 ウエルシア ドラッグナガタ薮塚店 太田市薮塚町1259-1 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

205 ウエルシア ナガタ薬局太田石原店 太田市茂木町918 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

206 ウエルシア ナガタ薬局新道町店 太田市新道町1254-1 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

207 ウエルシア ウエルシア太田東本町店 太田市東本町53-53 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

208 ウエルシア ウエルシア太田宝泉店 太田市宝町868 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

209 ウエルシア ウエルシア太田富沢店 太田市富沢町282-1 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

210 ウエルシア ナガタ薬局みどり笠懸店 みどり市笠懸町阿左美177-14 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

211 ウエルシア ウエルシア玉村下新田店 玉村町下新田743－2 辞退者２ポイント付与 店舗LED照明化推進

212 マルエドラッグ 大胡店 前橋市堀越町346-1 声掛け運動 店舗LED照明化推進

213 マルエドラッグ 昭和店 伊勢崎市昭和町1886-1 声掛け運動 店舗LED照明化推進

214 マルエドラッグ 片貝店 前橋市西片貝町1-313-17 声掛け運動 店舗LED照明化推進

215 マルエドラッグ 藤岡中央店 藤岡市藤岡116-1 声掛け運動 店舗LED照明化推進

216 マルエドラッグ 韮塚店 伊勢崎市韮塚町1195-1 声掛け運動 店舗LED照明化推進

217 マルエドラッグ 倉賀野店 高崎市倉賀野町443-2 声掛け運動 店舗LED照明化推進

218 マルエドラッグ 飯塚店 高崎市飯塚町401-2 声掛け運動 店舗LED照明化推進

219 マルエドラッグ 玉村福島店 玉村町福島78-6 声掛け運動 店舗LED照明化推進

220 マルエドラッグ 吉井店 高崎市吉井町池5 声掛け運動 店舗LED照明化推進

221 マルエドラッグ さくらもーる店 みどり市大間々町大間々39-1 声掛け運動 店舗LED照明化推進

222 マルエドラッグ 群馬町店 高崎市金古町447-1 声掛け運動 店舗LED照明化推進

223 マルエドラッグ 文京店 前橋市文京町2-20-43 声掛け運動 店舗LED照明化推進

224 マルエドラッグ 宮子店 伊勢崎市宮子町3412-6 声掛け運動 店舗LED照明化推進

225 マルエドラッグ 富岡一ノ宮店 富岡市一ノ宮1683 声掛け運動 店舗LED照明化推進

226 マルエドラッグ 榛名店 高崎市中里見町68 声掛け運動 店舗LED照明化推進

227 マルエドラッグ 元総社店 前橋市元総社町923-57 声掛け運動 店舗LED照明化推進

228 マルエドラッグ 相生店 桐生市相生町5-473-1 声掛け運動 店舗LED照明化推進

229 マルエドラッグ 六供店 前橋市六供町653-2 声掛け運動 店舗LED照明化推進

230 マルエドラッグ 駒形店 前橋市下大島町1151-1 声掛け運動 店舗LED照明化推進

231 マルエドラッグ 川原店 前橋市川原町2-4-11 声掛け運動 店舗LED照明化推進

232 マルエドラッグ 安中店 安中市安中1-2368-3 声掛け運動 店舗LED照明化推進

233 マルエドラッグ フォリオ富岡店 富岡市富岡501 声掛け運動 店舗LED照明化推進

234 マルエドラッグ 渋川石原店 渋川市石原929-1 声掛け運動 店舗LED照明化推進

235 マルエドラッグ 吉岡店 吉岡町大久保891-1 声掛け運動 店舗LED照明化推進

236 マルエドラッグ 吉岡野田宿店 吉岡町大字上野田1052-2 声掛け運動 店舗LED照明化推進

237 マルエドラッグ 並榎店 高崎市上並榎町70 声掛け運動 店舗LED照明化推進

238 マルエドラッグ 烏山店 太田市烏山上町1530-3 声掛け運動 店舗LED照明化推進

239 マルエドラッグ 新里店 桐生市新里町小林233-2 声掛け運動 店舗LED照明化推進

240 マルエドラッグ 箱田店 前橋市箱田町23-1 声掛け運動 店舗LED照明化推進

241 マルエドラッグ 内ヶ島店 太田市内ヶ島町2003 声掛け運動 店舗LED照明化推進

242 マルエドラッグ 高崎寺尾店 高崎市寺尾町558-1 声掛け運動 店舗LED照明化推進

243 マルエドラッグ 太田南矢島店 太田市南矢島町713 声掛け運動 店舗LED照明化推進

244 マルエドラッグ 高崎上小鳥店 高崎市上小鳥町422-1 声掛け運動 店舗LED照明化推進

245 マルエドラッグ 安中杉並木店 安中市原市587-6 声掛け運動 店舗LED照明化推進

246 マルエドラッグ 高崎小八木店 高崎市小八木町2035-2 声掛け運動 店舗LED照明化推進

247 マルエドラッグ 伊勢崎南千木店 伊勢崎市南千木町2442 声掛け運動 店舗LED照明化推進

248 マルエドラッグ 高崎新保店 高崎市新保町21-1 声掛け運動 店舗LED照明化推進

249 マルエドラッグ 高崎箕郷店 高崎市箕郷町上芝183 声掛け運動 店舗LED照明化推進

250 マルエドラッグ 渋川子持店 渋川市吹屋660-51 声掛け運動 店舗LED照明化推進



通し
番号

事業者 店舗名称 住所 レジ袋削減 その他取り組み

251 マルエドラッグ 安中郷原店 安中市郷原239-4 声掛け運動 店舗LED照明化推進

252 マルエドラッグ 伊勢崎田部井店 伊勢崎市田部井町2-479 声掛け運動 店舗LED照明化推進

253 マルエドラッグ 太田大原店 太田市大原町1661-4 声掛け運動 店舗LED照明化推進

254 マルエドラッグ 伊勢崎富塚店 伊勢崎市富塚町220-1 声掛け運動 店舗LED照明化推進

255 マルエドラッグ 高崎菅谷店 高崎市菅谷町20-991 声掛け運動 店舗LED照明化推進

256 マルエドラッグ 太田新井店 太田市新井町377-14 声掛け運動 店舗LED照明化推進

257 マルエドラッグ 大泉中央店 大泉町中央一丁目1-31 声掛け運動 店舗LED照明化推進

258 マルエドラッグ 高崎駅西口店 高崎市旭町34-5　旭町ビル1F 声掛け運動 店舗LED照明化推進

259 マルエドラッグ 高崎新町店 高崎市新町2140-19 声掛け運動 店舗LED照明化推進

260 マルエドラッグ 鬼石店 藤岡市鬼石846-1 声掛け運動 店舗LED照明化推進

261 マルエドラッグ 東吾妻原町店 東吾妻町原町939-1 声掛け運動 店舗LED照明化推進

262 しみずスーパー 青柳店 前橋市青柳町465-1 辞退者２ポイント付与
エコトレーの使用
容器包装店頭回収
地産地消商品コーナー設置

263 しみずスーパー 下小出店 前橋市下小出町2-34-1 辞退者２ポイント付与
エコトレーの使用
容器包装店頭回収
地産地消商品コーナー設置

264 しみずスーパー 亀里店 前橋市亀里町1299-3 辞退者２ポイント付与
エコトレーの使用
容器包装店頭回収
地産地消商品コーナー設置

265 しみずスーパー 川原店 前橋市川原町二丁目4-4 辞退者２ポイント付与
エコトレーの使用
容器包装店頭回収
地産地消商品コーナー設置

266 しみずスーパー 小八木店 高崎市小八木町2038-5 辞退者２ポイント付与
エコトレーの使用
容器包装店頭回収
地産地消商品コーナー設置

267 ＲＹＯＳＵＩ 並榎店 高崎市並榎町155-2 辞退者2ポイント付与
マイバスケット販売
地産地消商品コーナー設置

268 ＲＹＯＳＵＩ 石原店 高崎市石原町3178 辞退者2ポイント付与
マイバスケット販売
地産地消商品コーナー設置

269 ＲＹＯＳＵＩ 玉村店 玉村町福島540-1 辞退者2ポイント付与
マイバスケット販売
地産地消商品コーナー設置

270 スーパー丸幸 七日市店 富岡市七日市832 声かけ運動
マイバスケット販売
容器包装店頭回収
地産地消商品コーナー設置

271 スーパー丸幸 バイパス店 富岡市富岡2330-1 辞退者2ポイント付与
マイバスケット販売
容器包装店頭回収
地産地消商品コーナー設置

272 スーパー丸幸 宮本店 藤岡市藤岡1143-1 辞退者2ポイント付与
マイバスケット販売
容器包装店頭回収
地産地消商品コーナー設置

273 ほしのドライ 広沢店 桐生市広沢町３丁目4082-2 声かけ運動 マイバッグを配布

274 ほしのドライ 本町３丁目店 桐生市本町３丁目5-43 声かけ運動 マイバッグを配布

275 ほしのドライ 錦町店 桐生市錦町１丁目5-2 声かけ運動 マイバッグを配布

276 ほしのドライ 永楽店 桐生市永楽町2-11 声かけ運動 マイバッグを配布

277 ほしのドライ 桐生５丁目店 桐生市相生町５丁目30-5 声かけ運動 マイバッグを配布

278 ほしのドライ ＣＯＯＰ久方店 桐生市東久方町２丁目2-20 声かけ運動 マイバッグを配布

279 ほしのドライ やまぐちスーパー韮川店 太田市安良岡町434-1 声かけ運動 マイバッグを配布

280 ほしのドライ とりせん大間々店 みどり市大間々町大間々401-3 声かけ運動 マイバッグを配布

281 ほしのドライ ブレイス新田店 太田市新田市野井町438-1 声かけ運動 マイバッグを配布

282 ほしのドライ フジマート広沢店 桐生市広沢町４丁目1920-3 声かけ運動 マイバッグを配布

283 ほしのドライ 櫻井店 みどり市大間々町大間々1480 声かけ運動 マイバッグを配布

284 ほしのドライ いずみや店 みどり市大間々町大間々1002 声かけ運動 マイバッグを配布

285 ほしのドライ 曲沢店 桐生市仲間町１丁目12-37 声かけ運動 マイバッグを配布

286 ほしのドライ 滝沢店 桐生市堤町１丁目6-22 声かけ運動 マイバッグを配布

287 ほしのドライ せつこ店 桐生市相生町１丁目1-19 声かけ運動 マイバッグを配布

288 ほしのドライ ニュー川内店 桐生市川内町３丁目593 声かけ運動 マイバッグを配布

289 ほしのドライ モリタヤ店 桐生市広沢町５丁目1141 声かけ運動 マイバッグを配布

290 ほしのドライ 和田米店 桐生市菱町４丁目2282-2 声かけ運動 マイバッグを配布

291 ほしのドライ 川内星野店 桐生市川内町２丁目243-4 声かけ運動 マイバッグを配布

292 ほしのドライ 青木店 桐生市梅田町１丁目761 声かけ運動 マイバッグを配布

293 ほしのドライ 中泉店 みどり市笠懸町阿左美1229-9 声かけ運動 マイバッグを配布

294 ほしのドライ キラクヤ店 桐生市本町４丁目318 声かけ運動 マイバッグを配布

295 ほしのドライ 猫のみせ店 桐生市本町２丁目6-35 声かけ運動 マイバッグを配布

296 ほしのドライ 田中店 桐生市新里町新川618 声かけ運動 マイバッグを配布

297 ほしのドライ スキップ店 太田市大原町381-9 声かけ運動 マイバッグを配布

298 ほしのドライ 金子店 太田市大原町449 声かけ運動 マイバッグを配布

299 ほしのドライ カスミ桐生相生店 桐生市相生町5-425-2 声かけ運動 マイバッグを配布



通し
番号
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300 第一ドライ けやきウォーク前橋店 前橋市文京町2-1-1 声かけ運動 エコバッグを販売

301 第一ドライ ベルシティ店 安中市原市362 声かけ運動 エコバッグを販売

302 第一ドライ 沼田ビバタウン店 沼田市東原新町1455-1 声かけ運動 エコバッグを販売

303 第一ドライ うおかつ吉井店 高崎市吉井町池52-1 声かけ運動 エコバッグを販売

304 第一ドライ ウニクス高崎店 高崎市飯塚町1150-5 声かけ運動 エコバッグを販売

305 第一ドライ カインズ富岡甘楽店 甘楽町大字福島900 声かけ運動 エコバッグを販売

306 第一ドライ カインズ吉岡店 吉岡町大久保809-1 声かけ運動 エコバッグを販売

307 第一ドライ アピタ高崎店 高崎市矢中町字渕ノ内668-1 声かけ運動 エコバッグを販売

308 第一ドライ ピアゴ藤岡店 藤岡市藤岡416-4 声かけ運動 エコバッグを販売

309 第一ドライ ヤオコー安中店 安中市原市二丁目1042-9 声かけ運動 エコバッグを販売

310 第一ドライ ヤオコー富岡店 富岡市一ノ宮1682 声かけ運動 エコバッグを販売

311 第一ドライ ヤオコー高関店 高崎市高関町高根297-1 声かけ運動 エコバッグを販売

312 第一ドライ ヤオコー中之条店 中之条町大字中之条1864-1 声かけ運動 エコバッグを販売

313 第一ドライ ベイシア吾妻店 東吾妻町大字原町5081 声かけ運動 エコバッグを販売

314 第一ドライ ベイシア月夜野店 みなかみ町下牧482 声かけ運動 エコバッグを販売

315 第一ドライ ベイシア渋川店 渋川市行幸田字砂田296 声かけ運動 エコバッグを販売

316 第一ドライ ベイシア富岡店 富岡市大字黒川字中才650 声かけ運動 エコバッグを販売

317 第一ドライ ベイシア安中店 安中市中宿2130 声かけ運動 エコバッグを販売

318 第一ドライ ベイシア榛名店 高崎市中里見町字根岸78 声かけ運動 エコバッグを販売

319 第一ドライ エーコープ松井田店 安中市松井田町松井田305 声かけ運動 エコバッグを販売

320 第一ドライ エーコープ北橘店 渋川市北橘町真壁1386-1 声かけ運動 エコバッグを販売

321
ミッキーの

クリーニング
喜多町店 伊勢崎市喜多町1-6 有料販売

店舗使用のハンガー１本返却
５円キャッシュバック

322
ミッキーの

クリーニング
寿町店 伊勢崎市寿町211-1 有料販売

店舗使用のハンガー１本返却
５円キャッシュバック

323
ミッキーの

クリーニング
宮子町店 伊勢崎市宮子町231-5 有料販売

店舗使用のハンガー１本返却
５円キャッシュバック

324 太田ドライセンター 本店 太田市八幡町38-24
辞退者スタンプカード
特典

プラスチックハンガー回収・リ
サイクル（スタンプ押印）

325 太田ドライ 竜舞店 太田市竜舞町5022
辞退者スタンプカード
特典

プラスチックハンガー回収・リ
サイクル（スタンプ押印）

326 太田ドライ 植木野店 太田市植木野町207-11
辞退者スタンプカード
特典

プラスチックハンガー回収・リ
サイクル（スタンプ押印）

327 太田ドライ ベイシア太田モール店 太田市飯塚町626-1
辞退者スタンプカード
特典

プラスチックハンガー回収・リ
サイクル（スタンプ押印）

328 太田ドライ 大泉店 大泉町住吉57-1
辞退者スタンプカード
特典

プラスチックハンガー回収・リ
サイクル（スタンプ押印）

329 三越桐生 三越桐生 桐生市本町２－７－２ 有料販売 簡易包装の励行

330 マイ薬局 マイ薬局 桐生市仲町２－７－２３ 声かけ運動 容器包装店頭回収

331 桐生さくらや 桐生さくらや 桐生市本町五丁目５８番１号 声かけ運動
簡易包装の励行
地産地消商品コーナーの設置

332 矢野園 矢野園 桐生市本町２丁目６－３０ 辞退者ポイント付与

簡易包装の励行
容器包装店頭回収
環境ラベル商品の率先販売
地産地消商品コーナーの設置
米専用のマイバッグ（米袋）を
提供

333
お米の専門店

佐野屋
本店 桐生市小曽根町８－３１

辞退者にポイント付
与

エコバッグを無料提供

334
お米の専門店

佐野屋
相生店 桐生市相生町３－４１９

辞退者にポイント付
与

エコバッグを無料提供

335
お米の専門店

佐野屋
笠懸店 みどり市笠懸町阿佐美２７５４－５

辞退者にポイント付
与

エコバッグを無料提供

336 辻商店 辻商店 桐生市天神町１－４－１２ 声かけ運動

簡易包装の励行
容器包装店頭回収
地産地消商品コーナーの設置
リサイクル回収

337 コジマストア コジマストア 桐生市梅田町１丁目３９９
辞退者スタンプカード
特典

簡易包装の励行

338 十一屋商店 十一屋商店 桐生市黒保根町水沼９１－１ 声かけ運動 簡易包装の励行

339 ヤオコー 桐生相生店 桐生市相生町一丁目１２４番地１ キャッシュバック
簡易包装の励行
容器包装店頭回収
地産地消商品コーナーの設置

340
桐生最中本舗

大坂屋
桐生最中本舗大坂屋 桐生市本町２丁目５－４ 声かけ運動 簡易包装の励行

341 水口屋 水口屋 桐生市黒保根町下田沢２８４６ 声かけ運動 簡易包装の励行

342 松島商店 松島商店 桐生市黒保根町上田沢７９６ 声かけ運動 簡易包装の励行

343 細谷電機商会 細谷電機商会 桐生市黒保根町宿廻１０４３－２ 声かけ運動 簡易包装の励行

344 パン工房あぐり パン工房あぐり 桐生市西久保町１丁目６－５５
辞退者スタンプカード
特典
声かけ運動

簡易包装の励行
環境ラベル商品の率先販売

345 越塚商店 越塚商店 桐生市黒保根町水沼１２５－１
キャッシュバック
声かけ運動

簡易包装の励行
地産地消商品コーナーの設置



通し
番号

事業者 店舗名称 住所 レジ袋削減 その他取り組み

346 土田商店 土田商店 沼田市西原新町８１
辞退者スタンプカード
特典

容器包装店頭回収
環境ラベル商品の率先販売

347 サンモール 桜町店 沼田市桜町１９６６－２
辞退者ポイント付与
声かけ運動

容器包装店頭回収
地産地消商品コーナーの設置

348 サンモール 鍛冶町店 沼田市鍛冶町３９６８－４
辞退者ポイント付与
声かけ運動

容器包装店頭回収
地産地消商品コーナーの設置

349 サンモール 月夜野店 利根郡みなかみ町月夜野４０３
辞退者ポイント付与
声かけ運動

容器包装店頭回収
地産地消商品コーナーの設置

350 サンモール 水上店 利根郡みなかみ町湯原１６８０－１５
辞退者ポイント付与
声かけ運動

容器包装店頭回収
地産地消商品コーナーの設置

351 小松屋 小松屋 沼田市東倉内町４８４－２

辞退者スタンプカード
特典
声かけ運動
有料販売

地産地消商品コーナーの設置


