
令和4年4月現在

店舗名 所在地 店舗名 所在地

青木酒店 水口町城内７－２３ ふくとめ（株） 水口町貴生川４０３

アヤハディオ水口店 水口町水口５５５５ ベイシア甲賀店 水口町泉１４０５

イケモト洋品店 水口町本町２－４－６ 平和堂（株）アル・プラザ水口 水口町本綾野５６６－１

いしべ衣料店 水口町伴中山２３６２ バロー水口店 水口町水口５９７５―１

井上包装（株） 水口町高塚３－１９ ひまわり薬局水口店 水口町西林口４４０

今元商店　 水口町宇川６８１ （有）ひまわり薬局 水口町虫生野中央８０－２

上島商店 水口町本町１－８－８ ひまわり薬局城南店 水口町水口５９６２

魚市 水口町春日１８１５－１ （株）松田安太郎商店 水口町東名坂３０５

近江肉山村 水口町鹿深２－４ 松村商店 水口町新城２８９－１

おくむら薬品 水口町京町６－３ まつや豆腐店 水口町元町８－２４

（株）大津屋 水口町城内７－１６ ママの店 水口町暁１－３

ウエルシア甲賀水口貴生川店 水口町貴生川２－６２ みんなの薬局 水口町新城６８９

クスリのアオキ　水口店 水口町水口６０２０－１ MEGAドン・キホーテ水口店 水口町北泉１－３０

カインズホーム甲賀店 水口町泉１４０５ やま万 水口町山３０１８

業務スーパー水口店 水口町宮の前１－２６ リカーショップやまなか 水口町新町一丁目３－４

こぶけ薬品 水口町虫生野中央９０ リビングイマムラ 水口町水口３２１２

米新 水口町北脇１１６４ ローソン貴生川駅前店 水口町虫生野中央２０

コメリパワー水口店 水口町水口５９１４ ローソン水口今郷店 水口町今郷１５２４－１

かすがの郷 水口町春日２７５３ ローソン水口名坂店 水口町名坂西縄手８１８－３

（株）キリン堂水口店 水口町水口５５５５ ローソン水口南林口店 水口町南林口３５

サカイ薬局 水口町虫生野１０３１ 若村酒店 水口町梅が丘５－１２

滋賀酒造（株） 水口町三大寺３９ ローソン水口松尾店 水口町松尾字野澤８３１－２

清水金物 水口町水口１６３９－４ ローソン水口伴中山店 水口町伴中山３７８１－１

スギ薬局水口西店 水口町北泉２－１０ ローソン水口城南店 水口町水口６００７－１

合名会社西友　水口店 水口町水口６０８４－１ ローソン水口西名坂店 水口町名坂２６８８

セブンイレブン水口町松尾店 水口町水口６９２－７ ローソン水口北泉一丁目店 水口町北泉１－１

セブンイレブン水口テクノパーク店 水口町山２８０６－１ ファミリーマート水口牛飼店 水口町牛飼２４８１－１

セブンイレブン水口綾野店 水口町綾野２０８０－４ 読売センター湖南 水口町虫生野中央２５

セブンイレブン甲賀市役所前店 水口町水口６０３５－７

セブンイレブン水口泉店 水口町泉１４１５－４

スギ薬局　水口松尾店 水口町松尾字沢８２９－１

セブンイレブン水口庚申口店 水口町牛飼字流２２１６－１

（株）ダイマル 水口町本町１－４－１４

（株）辻牧場 水口町梅ヶ丘６－５

堤真月堂 水口町城内８－１６

ドラッグユタカ水口暁店 水口町暁５１３３

ドラッグユタカ水口店 水口町本綾野２－２

ドラッグきぶかわ 水口町貴生川３０２－１

コスモス名坂店 水口町東名坂２８３－１

ドラッグユタカ水口的場店 水口町的場１０６

コスモス甲賀市役所前店 水口町水口６１９５

中西伝兵衛商店 水口町本町１－４－２３

中村屋荒物店 水口町城内７－５

西田酒店 水口町松栄１－２９

樋口金物（株） 水口町八光２－４４

ファミリーショップ　スズラン 水口町下山６９３－３０６

ファミリーマート甲賀水口台店 水口町山３３５０－２

ファミリーマート水口本綾野店 水口町本綾野２－２

ファミリーマート水口北山店 水口町伴中山３９０７－３

ファミリーマート水口貴生川駅前店 水口町貴生川２－１

水口町
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甲賀市指定ごみ袋取扱店一覧

店舗名 所在地 店舗名 所在地

朝日屋 土山町大河原１０６２ あけぼの酒店 甲南町耕心三丁目１０３５－１９

市井洋品店 土山町大野２１５５ （株）岡根 甲南町深川市場２６

市川青果店 土山町南土山３６３-１ ウイング甲南店 甲南町竜法師３３８－３

（株）ウエノ 土山町北土山１５２３ キリン堂甲南町店 甲南町竜法師３３８－３

株式会社　あいが 土山町鮎河９８８ （株）ケーヨーデイツー甲賀店 甲南町竜法師３３８－３

エイワユニフォーム土山店 土山町北土山１４７３－１ コメリ　ハード＆グリーン　甲南店 甲南町野尻８４０

河南履物店 土山町北土山２０９０－１ ジョイ甲南店 甲南町深川１７１８

（株）江州白川苑 土山町南土山甲８２７－４ セブンイレブン甲南病院前店 甲南町葛木１０１６

ｺﾒﾘﾊｰﾄﾞ＆ｸﾞﾘｰﾝ土山店 土山町大野４９５９－１ セブンイレブン甲南新治店 甲南町新治２０３７－１

紺定 土山町黒川７８８ サラダ館甲南店 甲南町新治１５５０

クスリのアオキ　土山店 土山町大野５００５－１ 宝本商店 甲南町深川２１０５

杉本屋 土山町南土山甲３２８－２ ドラッグユタカ　甲南店 甲南町新治２０２７

瀬古勝製菓舗 土山町頓宮２２３－１ コスモス甲南野田店 甲南町野田５０５－１

セブンイレブン土山町市場店 土山町大野４９４９ （株）平和堂フレンドマート甲南店 甲南町竜法師３３８－３

セブンイレブン土山中学校前店 土山町北土山５４８－４ 八里商店 甲南町深川市場１０７

ぢひら 土山町南土山４８９ マスヤ 甲南町深川２０７１

健康相談処たつおか 土山町大野４９５８－１ ザ･ビッグ エクスプレス甲南店 甲南町野尻５５８

ドラッグユタカ土山店 土山町大野４９４６－１ マルフク 甲南町深川２２００

中島電機商会 土山町北土山１５５４ 三木商店 甲南町希望ヶ丘３－１７－１

フーズアイランド土山店 土山町大野５００５－１ やくさ薬局 甲南町希望ヶ丘本町６－８５７－７８

平岡化粧品店 土山町南土山甲１５８ 吉田薬局 甲南町寺庄９０２

フーズ＆シェルショップ油屋 土山町黒川３１３１ ローソン甲南市原店 甲南町市原１１

ホームプラザナフコ土山店 土山町頓宮１８１－１ ローソン甲南野尻店 甲南町野尻１０６ー１

（株）平和堂フレンドマート土山店 土山町頓宮１７５ ローソン甲南竜法師店 甲南町竜法師沢ノ尻４３３－２

ますや 土山町大野２１６４ ローソン甲南病院店 甲南町葛城９５７－３

みよし赤甫亭 土山町大野２１７５

八百武商店北芝店 土山町北土山９５０－２７

ローソン北土山店 土山町北土山２０９２－２

ローソン土山垂水頓宮店 土山町頓宮字上出１５１－２

店舗名 所在地

小間仙 甲賀町上野１４６５

ココカラファイン甲賀店 甲賀町大原市場８０６

クスリのアオキ　甲賀店 甲賀町大原市場７９９

サラダ館甲賀店 甲賀町大原市場８１８

島田商店 甲賀町大久保１０４０

ジョイ甲賀店 甲賀町大原市場９－１

セブンイレブン甲賀大原市場店 甲賀町大原市場８９３－２

佐山学区自治振興会 甲賀町小佐治２９６７

西川広盛堂 甲賀町岩室１３７２

日の出屋 甲賀町上野１７０１

ファミリーマート甲賀駅前店 甲賀町大原市場７４６

山星商会 甲賀町上野１５００

(有)カムラストア 甲賀町神２３８５

甲賀町

甲南町土山町



甲賀市指定ごみ袋取扱店一覧

店舗名 所在地

(株)きくおか電気商会 信楽町長野１３８４-１００

葛原たたみや 信楽町長野８３１

(株)小泉商店 信楽町江田７３６

コメリハード＆グリーン信楽店 信楽町長野５６９－１

近藤商事(株) 信楽町江田６０７－４０

信楽高原鐵道　信楽駅売店 信楽町長野１９２

セブンイレブン信楽中野店 信楽町中野５９１－１

セブンイレブン信楽長野店 信楽町長野１１７９－１

セブンイレブン信楽牧店 信楽町牧１３７０－１

(株)スギ薬局ジャパン　信楽店 信楽町長野１２９６－１

谷兼酒店 信楽町神山２３９８

田村酒店 信楽町牧５５２

寺田酒店 信楽町神山１５７３

ドラッグユタカ信楽店 信楽町長野１２８０－３

中野商店 信楽町多羅尾１９１９

(株)平和堂信楽店 信楽町長野６２３－３

ファミリーマート信楽牧東店 信楽町牧９７７－１

みよし 信楽町長野４６８-３

山軒商店 信楽町長野９３４

(有)かねみ 信楽町長野８５５－１

(有)川瀬商店 信楽町長野８７５－１

(有)木田商店 信楽町長野９０６

ローソン信楽町勅旨 信楽町勅旨１９６６－１

米源商店 信楽町長野８８１

信楽商店協同組合 信楽町長野４６０－２

信楽町


