
 「期限切れ食品」 削減キャンペーン

北九州市環境局循環社会推進課
お問い
合わせ先

期間中に、キャンペーン参加スーパーで、割引シール
の貼られた賞味期限などが近い商品を購入する

参加スーパーに設置しているキャンペーン
応募ハガキを手に入れる or 上の
QRコードから用紙をダウンロードする

割引シール2枚と所定の郵便料金の切手を応募
ハガキまたはダウンロードした用紙に貼付し、
必要事項と希望商品を記入して送付する※商品の在庫状況によっては、割引シールの貼られた商品が

　店舗にない場合もございます。 ※割引シールは、はがれないようにしっかりとお貼りください。

北九州市  残しま宣言

キャンペーン期間
令和３年

10/20（水）

開催
場所

市内のキャンペーン参加店
（裏面記載の83店舗）

　北九州市では、食べ物のもったいないをなくすために｢残しま宣言｣
運動を実施しています。これは、誰もが家庭や外食時にできる食品ロ
ス削減の取り組みのことです。
　今年も、「残しま宣言」運動の一環として、スーパー店舗において
消費・賞味期限切れによって廃棄される食品の削減を目的に、期限
の近い商品に貼られた割引シールを集めて応募すると、エコグッズが
当たる「期限切れ食品」削減キャンペーンを実施します。

期限を過ぎたら食べないほうが良い期限のこと。
期限内にお召し上がりください。

期限の意味を
正しく理解
しましょう

おいしく食べることができる期限のこと。　※この期限を過ぎてもすぐに
食べられないというわけではありませんが、お早目にお召し上がりください。

※商品の当選は1人1商品につき1個のみとします。
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12/15（水）

応募は令和３年12月18日(土)まで（当日消印有効）

☎093-582-2187

BA
１台で５役！!
ノンフライヤー抽選で300名に

エコグッズが当たる！

応募方法

エコバッグ

北九州市印刷物登録番号
第２１１３０２０Ｄ号

290名10名
（本体／幅：約21.2cm×奥行き：約27.0cm×高さ：約26.6cm）

 運動 「 」



イオン
八幡東店

若松店

戸畑店

エフコープ
大里店

黒原店

沼店

志井店

戸畑西店

くらしHOT館（京良城店）

折尾店

サンリブ
朝日ケ丘

到津

きふね

西小倉

サンリブシティ小倉

もりつね

高須

若松

折尾

黒崎

木屋瀬

三ケ森

マルショク
西門司店

二十町店

大畠店

重住店

富野店

企救丘店

新守恒店

曽根店

深町店

二島店

山王店

浅川店

一枝店

千防店

天籟寺店

サンク
南小倉店

青葉台店

西鉄ストア
砂津店

スピナ
到津店

店　名
帆柱店

枝光店

穴生中央店

紅梅店

鷹見台店

戸畑店

ラソリエ  高見店

スピナマート
大手町店

中井店

さくら通り店

穴生店

鞘ヶ谷店

ハローデイ
西門司店

門司港店

足原店

井堀店

ハローパーク大手町店

下曽根店

徳力本店

貫店

横代店

若松店

共立大前店

黒崎店

下上津役店

本城店

マックスバリュ
門司西店

小倉愛宕店

エクスプレス小倉駅店

三萩野店

エクスプレス城野店

エクスプレス徳力店

エクスプレス八幡駅前店

上の原店

黒崎店

本城店

真名子店

ザ・ビッグ
エクスプレス小倉足立店

小倉原町店

八幡西店

マルキョウ
曽根店

穴生店

八幡東区東田3-2-102

若松区二島1-3-1

戸畑区汐井町2-2

門司区大里戸ノ上2-1-11

小倉北区熊本4-1-6

小倉南区沼緑町1-19-8

小倉南区志井1-27-1

戸畑区沖台2-3-1

八幡西区茶売町4-2

八幡西区千代ヶ崎1-2-1

小倉北区朝日ヶ丘3-18

小倉北区上到津4-2-1

小倉北区貴船町1-1

小倉北区竪町2-3-15

小倉南区上葛原2-14-1

小倉南区守恒1-11-25

若松区高須南2-2-1

若松区本町3-11-1

八幡西区大浦3-1-1

八幡西区岡田町9-22

八幡西区木屋瀬1-27-1

八幡西区三ヶ森3-9-1

門司区東新町2-4-27

門司区上二十町2-40

小倉北区大畠1-1-10

小倉北区重住3-3-5

小倉北区上富野2-13-1

小倉南区企救丘2-4-41

小倉南区守恒2-8-25

小倉南区曽根北町4-1

若松区深町1-1-1

若松区東二島1-4-8

八幡東区山王2-18-2

八幡西区浅川日の峯2-27-22

戸畑区一枝3-2-1

戸畑区千防1-13-10

戸畑区夜宮2-5-1

小倉北区篠崎3-14-7

若松区青葉台西1-1-1

小倉北区砂津3-1-1-1070

小倉北区上到津4-6-10

所在地 店　名 所在地
八幡東区天神町1-1

八幡東区枝光本町4-6

八幡西区穴生4-7-18

八幡西区紅梅2-4-1

八幡西区鷹見台1-1-51

戸畑区中原西1-8-18

八幡東区高見2-7-6

小倉北区大手町12-4

小倉北区中井4-8-1

八幡東区平野2-11-1

八幡西区鉄王1-4-9

戸畑区東鞘ヶ谷町2-1

門司区社の木2-4-1

門司区錦町3-3

小倉北区足原1-7-3

小倉北区井堀3-2-1

小倉北区大手町13-34

小倉南区下曽根新町10-1

小倉南区徳力3-10-1

小倉南区東貫3-5-1

小倉南区横代東町1-2-10

若松区白山1-18-5

八幡西区藤原1-4-8

八幡西区東曲里町1-1

八幡西区下上津役4-24-1

八幡西区本城東4-12-7

門司区上馬寄1-11-1

小倉北区愛宕1-5-65

小倉北区浅野1-1-1

小倉北区昭和町14-20

小倉南区城野3-8-26

小倉南区徳力団地2-1

八幡東区西本町4丁目

八幡西区上の原3-31-8

八幡西区西曲里町3-1

八幡西区本城5-1-7

八幡西区真名子2-4-1

小倉北区明和町1-7

小倉北区原町2-6-14

八幡西区八枝3-2-32

小倉南区田原新町1-1-40

八幡西区穴生3-1-33

093-663-8111

093-772-1515

093-871-1111

093-391-3579

093-951-6941

093-472-9363

093-961-4400

093-883-2341

093-641-0322

093-691-3378

093-562-3233 

093-651-2211

093-951-0343

093-562-0771 

093-932-5777 

093-965-3390

093-741-3388

093-752-3331

093-691-5588

093-644-1338 

093-618-6001

093-611-2801

093-391-3331 

093-391-3380

093-522-0223

093-932-5590 

093-513-7733

093-961-0007

093-965-1200

093-475-7677

093-751-1001 

093-791-5333 

093-663-3966

093-692-0346

093-873-3301

093-873-0808

093-871-4961

093-571-3174

093-742-5300 

093-522-5525

093-651-3103

電話番号 電話番号
093-662-6376

093-671-1028

093-616-8336

093-645-1321

093-693-4880

093-881-2903

093-651-8808 

093-563-2300 

093-562-1055 

093-662-1214 

093-621-4509 

093-881-2302 

093-381-3656

093-322-1666

093-512-1671

093-562-5522

093-562-8601

093-471-2222

093-961-6781

093-474-8660

093-965-3700

093-751-5764

093-695-3911

093-644-3630

093-611-1115

093-693-6800

093-382-2860

093-562-0231

093-512-1263

093-941-6621

093-952-5588

093-962-8855

093-663-5888

093-614-2011

093-644-7728

093-601-0043

093-619-0007

093-511-1147

093-571-0111

093-482-5051

093-473-2231

093-631-5358

｢期限切れ食品｣削減キャンペーン参加店舗
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