
高萩・北茨城広域事務組合（高萩市・北茨城市）指定ごみ袋販売店名簿　　　  令和5年3月22日現在

№ 地区 販売店名 郵便番号 店舗所在地 1枚売り
粗大ごみ
処理券

1 高萩 吉田薬局 318-0033 高萩市本町1-17 なし なし

2 高萩 ローソン高萩本町店 318-0033 高萩市本町2-8 なし 有り

3 高萩 セブンイレブン高萩本町4丁目店 318-0033 高萩市本町4-249-2 有り なし

4 高萩 北條米殻店 318-0033 高萩市本町4-46 有り 有り

5 高萩 (資)釜屋金物店 318-0033 高萩市本町4-32-1 有り 有り

6 高萩 (有)鈴木商店 318-0032 高萩市大和町2-14 なし 有り

7 高萩 (有)共立住設機器 318-0032 高萩市大和町4-23 なし 有り

8 高萩 忠愛堂田所書店(駅前店) 318-0031 高萩市春日町2-13 なし なし

9 高萩 豊田米店 318-0031 高萩市春日町3-35 有り 有り

10 高萩 松本酒店 318-0014 高萩市東本町1-11 有り 有り

11 高萩 (有)大丸ホームセンター 318-0014 高萩市東本町1-40 なし 有り

12 高萩 ファミリーマート高萩東本町店 318-0014 高萩市東本町1-86-1 なし なし

13 高萩 鈴木三代子酒店 318-0014 高萩市東本町2-77 なし なし

14 高萩 丸栄鮮魚店 318-0012 高萩市有明町3-10 なし 有り

15 高萩 皆川商店 318-0013 高萩市高浜町2-13 有り 有り

16 高萩 中村酒店 318-0013 高萩市高浜町3-9-4 有り 有り

17 高萩 セブンイレブン高萩高浜町３丁目店 318-0013 高萩市高浜町3-73 なし 有り

18 高萩 カンセキ高萩店 318-0021 高萩市安良川155-1 なし 有り

19 高萩 カスミ高萩店 318-0021 高萩市安良川181 なし 有り

20 高萩 ドラッグストアマツモトキヨシ高萩安良川店 318-0021 高萩市安良川193 なし 有り

21 高萩 ウエルシア薬局高萩安良川店 318-0021 高萩市安良川214-1 なし 有り

22 高萩 イオンリテール株式会社　イオン高萩店 318-0021 高萩市安良川231-1 なし なし

23 高萩 お惣菜市場 318-0021 高萩市安良川270-3 有り 有り

24 高萩 いけざわ 318-0021 高萩市安良川269-29 なし 有り

25 高萩 ローソン高萩安良川店 318-0021 高萩市安良川406 なし なし

26 高萩 セブンイレブン高萩安良川新町店 318-0021 高萩市安良川762-1 有り なし

27 高萩 酒のコマツ高萩店 318-0021 高萩市安良川922-2 なし なし

28 高萩 セブンイレブン高萩安良川店 318-0021 高萩市安良川2065-1 なし 有り

29 高萩 サンユーストアー秋山店 318-0023 高萩市島名2155 なし 有り

30 高萩 宇部建材 318-0023 高萩市島名2253-113 なし なし

31 高萩 落合商店 318-0023 高萩市島名1955 有り 有り

32 高萩 セブンイレブン高萩秋山店 318-0024 高萩市秋山279 なし 有り

33 高萩 菓子工房　たつご 318-0004 高萩市上手綱66 有り 有り

34 高萩 ファミリーマート高萩インター店 318-0004 高萩市上手綱3270-1 なし なし

35 高萩 セブンイレブン高萩インター店 318-0004 高萩市上手綱2344-1 なし 有り

36 高萩 (株)ベイシア　高萩モール店　 318-0003 高萩市下手綱1058 なし 有り

37 高萩 (株)カインズ　高萩店 318-0003 高萩市下手綱1091-1 なし 有り

38 高萩 ツルハドラッグ高萩手綱店 318-0003 高萩市下手綱1459-1 なし なし

39 高萩 サンユーストアー新手綱店 318-0003 高萩市下手綱1487 なし 有り

40 高萩 (有)久保田住宅機器 318-0003 高萩市下手綱2014 なし なし

41 高萩 株式会社カワチ薬品　高萩店 318-0003 高萩市下手綱1082-1 検討中 検討中

42 中郷 ウエルシア薬局北茨城中郷店 319-1559 北茨城市中郷町上桜井1586 なし 有り

43 中郷 ミニストップ北茨城上桜井店 319-1559 北茨城市中郷町上桜井2183-2 なし 有り

44 中郷 株式会社カワチ薬品　北茨城店 319-1559 北茨城市中郷町上桜井2189 検討中 検討中

45 中郷 セブンイレブン北茨城上桜井店 319-1559 北茨城市中郷町上桜井2230-1 有り 有り
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46 中郷 ツルハドラッグ北茨城店 319-1559 北茨城市中郷町上桜井字細谷2830 なし なし

47 中郷 ヨークベニマル中郷店 319-1559 北茨城市中郷町上桜井字細谷2834 なし なし

48 中郷 サンユーストアー中郷店 319-1559 北茨城市中郷町上桜井2885-3 なし 有り

49 中郷 セブンイレブン北茨城下桜井店 319-1551 北茨城市中郷町下桜井1048-29 なし なし

50 中郷 セブンイレブン北茨城中郷ニュータウン店 319-1552 北茨城市中郷町足洗970 有り 有り

51 中郷 セブンイレブン北茨城中郷店 319-1555 北茨城市中郷町小野矢指68-2 なし なし

52 中郷 薬のたなか 319-1553 北茨城市中郷町汐見ケ丘6-1258-79 有り 有り

53 中郷 石井酒店 319-1553 北茨城市中郷町汐見ケ丘7-1258-108 有り 有り

54 中郷 セブンイレブン北茨城粟野店 319-1554 北茨城市中郷町粟野35-2 有り 有り

55 中郷 モンペリ石岡やましろや 319-1558 北茨城市中郷町石岡1020-3 なし なし

56 磯原 品田商店 319-1546 北茨城市磯原町大塚1505-1 なし なし

57 磯原 モンペリ木皿　かながわ 319-1545 北茨城市磯原町木皿922 有り 有り

58 磯原 Aコープいそはら 319-1545 北茨城市磯原町木皿994 なし 有り

59 磯原 DCMニコット磯原店 319-1545 北茨城市磯原町木皿1001 なし 有り

60 磯原 BONDS株式会社 319-1543 北茨城市磯原町豊田1077 有り 有り

61 磯原 セブンイレブン北茨城インター店 319-1543 北茨城市磯原町豊田1235-1 なし なし

62 磯原 芳賀商店 319-1543 北茨城市磯原町豊田1-123 なし なし

63 磯原 蛭田商店 319-1541 北茨城市磯原町磯原1919-48 なし 有り

64 磯原 有限会社　下山田電機商会 319-1541 北茨城市磯原町磯原1-88 なし 有り

65 磯原 セブンイレブン北茨城磯原1丁目店 319-1541 北茨城市磯原町磯原1-97 なし なし

66 磯原 有限会社　アサヒ電機 319-1541 北茨城市磯原町磯原1-121 なし なし

67 磯原 サンユーストアー磯原中央店 319-1541 北茨城市磯原町磯原1-127 なし 有り

68 磯原 ザ・酒屋さん 319-1541 北茨城市磯原町磯原2-16 なし 有り

69 磯原 マルトSC磯原店 319-1541 北茨城市磯原町磯原2-43 なし 有り

70 磯原 株式会社くすりのマルト　健康の森磯原店 319-1541 北茨城市磯原町磯原2-55 なし なし

71 磯原 小川屋 319-1541 北茨城市磯原町磯原2-73 なし なし

72 磯原 なかのや 319-1541 北茨城市磯原町磯原2-155 なし 有り

73 磯原 ローソン北茨城磯原町店 319-1541 北茨城市磯原町磯原2-320 なし なし

74 磯原 ウエルシア薬局北茨城磯原店 319-1541 北茨城市磯原町磯原3-30 なし 有り

75 磯原 有限会社　磯原事務機 319-1541 北茨城市磯原町磯原4-40 なし なし

76 磯原 タカシマタイヤサービス 319-1541 北茨城市磯原町磯原5-158 有り 有り

77 磯原 澤井建材店 319-1542 北茨城市磯原町本町1-5-1 なし なし

78 磯原 (有)オータニ家具店 319-1542 北茨城市磯原町本町1-5-10 有り なし

79 磯原 芳賀商店 319-1542 北茨城市磯原町本町2-3-7 なし 有り

80 磯原 タウンショップ　月の友 319-1542 北茨城市磯原町本町2-3-30 なし 有り

81 磯原 酒のコマツ 319-1542 北茨城市磯原町本町3-4-19 なし なし

82 華川 ミニストップ北茨城インター店 319-1535 北茨城市華川町臼場174-5 有り なし

83 華川 DCMニコット華川店 319-1536 北茨城市華川町中妻10-1 なし 有り

84 華川 ローソン北茨城華川町車店 319-1534 北茨城市華川町車字下駒木1081-1 なし なし

85 華川 ヤマザキショップ　ハナカワ　うさみ 319-1532 北茨城市華川町上小津田82-1 有り 有り

86 華川 梅沢商店 319-1538 北茨城市華川町小豆畑1012 なし なし

87 華川 酒井商店 319-1538 北茨城市華川町小豆畑1092 なし なし

88 関南 ファミリーマート北茨城関南店 319-1714 北茨城市関南町神岡上16-1 有り なし

89 関南 モンペリ白浜きくち 319-1715 北茨城市関南町神岡下219-32 有り 有り

90 関南 カインズ北茨城店 319-1715 北茨城市関南町神岡下字南浜田273 なし 有り
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91 関南 セブンイレブン北茨城関南町店 319-1715 北茨城市関南町神岡下321-2 なし なし

92 関南 大津港酒センター 319-1715 北茨城市関南町神岡下332-1 有り 有り

93 関南 小野呉服店 319-1713 北茨城市関南町仁井田58 有り 有り

94 関南 かねと商店 319-1713 北茨城市関南町仁井田461 なし 有り

95 関南 株式会社　丹種苗園 319-1712 北茨城市関南町里根川13-13 なし 有り

96 関南 三立建材 319-1712 北茨城市関南町里根川15-14 なし なし

97 大津 有限会社　田辺商店 319-1702 北茨城市大津町13 なし なし

98 大津 株式会社　オケイワ 319-1702 北茨城市大津町1243 なし 有り

99 大津 総合衣料　丸作 319-1702 北茨城市大津町1350 なし なし

100 大津 スーパーセンタートライアル北茨城店 319-1702 北茨城市大津町2568 有り なし

101 大津 有限会社　ヤマサン 319-1702 北茨城市大津町2613-1 なし 有り

102 大津 株式会社カワチ薬品北茨城大津店 319-1702 北茨城市大津町2698-1 検討中 検討中

103 大津 株式会社　ヨークベニマル大津店 319-1702 北茨城市大津町3241-1 なし なし

104 大津 ローソン北茨城大津町店 319-1704 北茨城市大津町北町1026-1 なし 有り

105 大津 サンユーストアー大津店 319-1704 北茨城市大津町北町2471 なし 有り

106 大津 セブンイレブン北茨城大津港駅前店 319-1704 北茨城市大津町北町2-2-3 有り 有り

107 大津 ツルハドラッグ北茨城大津店 319-1704 北茨城市大津町北町4-5-15-1 なし なし

108 平潟 有限会社　大塚むせん商会 319-1701 北茨城市平潟町303 なし なし

109 平潟 丸川商店 319-1701 北茨城市平潟町551 なし なし

110 関本 モンペリ叶屋 319-1725 北茨城市関本町富士ケ丘640 なし 有り

111 関本 東屋商店 319-1725 北茨城市関本町富士ケ丘743-1 なし なし

112 関本 太一　あかつ鮮魚店 319-1725 北茨城市関本町富士ケ丘1098-3 なし なし

113 関本 Yショップ　ふじや 319-1724 北茨城市関本町八反315-1 有り 有り

114 関本 セブンイレブン北茨城関本町福田店 319-1722 北茨城市関本町福田2737-2 有り 有り
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