多治見市指定ごみ袋取扱い店舗一覧表
取
扱
店
番
号
142
217
86
213
58
121
260
314
283
90
143
204
3
274
108
212
122
48
77
95
280
297
304
303
225
300
278
199
301
255
148
4
83
64
51
226
46

店舗名
あ行
朝日屋
油屋商店
いわもと商会
梅平ショップふるさわ
越後屋酒店
エリカ化粧品

住

所

多治見市姫町６－１４９
多治見市笠原町683
多治見市下沢町４－１４－８
多治見市笠原町4024-496
多治見市平井町３－１２５－２
多治見市旭ヶ丘８－２９－４９
㈱オークワ スーパーセンターオークワ可児坂戸店 可児市坂戸６５４－１
㈱オークワ ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰｵｰｸﾜ可児御嵩インター店 可児市瀬田871-1
㈱オークワ スーパーセンターオークワテラスゲート土岐店 土岐市土岐ヶ丘4丁目5番1
大米屋酒店
多治見市本町２－４９
大友屋（奥村敏一）
多治見市姫町６－１１８－７１
オオマツフード 笠原店
多治見市笠原町２７４３－１
オオマツフード光ヶ丘店
多治見市光ヶ丘２－３
大松米穀店
多治見市明和町４－５－７０５
大宮酒店
多治見市高田町５－２７
か行
柿野屋家電
多治見市笠原町2110
カトードラッグ
多治見市旭ヶ丘８－２９－１７９
かどや商店
多治見市平井町３－９５
兼松米穀店
多治見市御幸町１－６
ギフト館アンドウ（安藤兄弟商会）
多治見市平和町１－１３
共和ライフ株式会社岐阜ショールーム
多治見市大藪町字八反田432番地
薬マツモトキヨシ アスティ多治見店
多治見市音羽町２－７９－１
ゲンキー 大畑店
多治見市大畑町2－103－3
ゲンキー 小名田1丁目店
多治見市小名田町1-100
ゲンキー 可児御嵩店
可児市柿田字細池809-1
ゲンキー 下沢店
多治見市下沢町3-13-1
ゲンキー滝呂台店
多治見市笠原町字向島2455番地421
ゲンキー多治見西店
多治見市宝町９－７０
ゲンキー 弁天町店
多治見市弁天町2-44-1
一般社団法人県立多治見病院物販
多治見市前畑町5-161
コープぎふ 可児店
可児市下恵土２８１７－１
コープぎふ 多治見店
多治見市京町４－１０９
小林ストアー
多治見市姫町２－２０－４７
米喜吉田米穀店
多治見市神楽町１８
米留商店（柴田留夫）
多治見市滝呂町１０－１９
コメリハード&グリーン笠原店
多治見市笠原町2557-1
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｼｮｯﾌﾟﾘｳﾞｧ
多治見市京町６－３８

2017/3/30
カナ店舗名

ｱｻﾋﾔ
ｱﾌﾞﾗﾔｼｮｳﾃﾝ
ｲﾜﾓﾄｼｮｳｶｲ
ｳﾒﾀﾞｲﾗｼｮｯﾌﾟﾌﾙｻﾜ
ｴﾁｺﾞﾔｻｹﾃﾝ
ｴﾘｶｹｼｮｳﾋﾃﾝ
オークワ スーパーセンターオークワカニサカドテン
オークワ スーパーセンターオークワカニﾐﾀｹｲﾝﾀｰﾃﾝ

ｶ)ｵｰｸﾜ ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰｵｰｸﾜﾃﾗｽｹﾞｰﾄﾄｷﾃﾝ

ｵｵｺﾒﾔｻｹﾃﾝ
ｵｵﾄﾓﾔ
ｵｵﾏﾂﾌｰﾄﾞｶｻﾊﾗ
ｵｵﾏﾂﾌｰﾄﾞﾋｶﾘ
ｵｵﾏﾂﾍﾞｲｺｸﾃﾝ
ｵｵﾐﾔｻｹﾃﾝ
ｶｷﾉﾔｶﾃﾞﾝ
ｶﾄｰﾄﾞﾗｯｸﾞ
ｶﾄﾞﾔｼｮｳﾃﾝ
ｶﾈﾏﾂﾍﾞｲｺｸﾃﾝ
ｷﾞﾌﾄｶﾝｱﾝﾄﾞｳ
ｷﾖｳﾜﾗｲﾌｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼﾔｼﾖｰﾙｰﾑ
ｸｽﾘﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ ｱｽﾃｨﾀｼﾞﾐﾃﾝ
ｹﾞﾝｷｰｵｵﾊﾞﾀﾃﾝ
ｹﾞﾝｷｰｵﾅﾀﾞｲｯﾁｮｳﾒ
ｹﾞﾝｷｰｶﾆﾐﾀｹ
ｹﾞﾝｷｰ ｼﾓｻﾞﾜﾃﾝ
ｹﾞﾝｷｰﾀｷﾛﾀﾞｲﾃﾝ
ｹﾞﾝｷｰﾀｼﾞﾐﾆｼﾃﾝ
ｹﾞﾝｷｰ ﾍﾞﾝﾃﾝﾁｮｳﾃﾝ
ｹﾝﾘﾂﾀｼﾞﾐﾋﾞｮｳｲﾝﾌﾞｯﾊﾟﾝ
ｺｰﾌﾟｷﾞﾌｶﾆ
ｺｰﾌﾟｷﾞﾌﾀｼﾞﾐ
ｺﾊﾞﾔｼｽﾄｱ
ｺﾒｷﾖｼﾀﾞﾍﾞｲｺｸﾃﾝ
ｺﾒﾄﾒｼｮｳﾃﾝ
ｺﾒﾘﾊｰﾄﾞｱﾝﾄﾞｸﾞﾘｰﾝｶｻﾊﾗ
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱﾘﾊﾞ

多治見市指定ごみ袋取扱い店舗一覧表
取
扱
店
番
号

店舗名

さ行
サークルＫ 多治見笠原町店
サークルＫ 可児下切店
サークルK 多治見十九田町店
サークルK 多治見宝町店
サークルK 多治見宝町七丁目店
サークルK 多治見音羽町店
サークルK 多治見小泉町店
サークルK 多治見豊岡店
サークルＫ 多治見平和店
サークルK 多治見松坂町店
サークルK 多治見明和店
サークルK 土岐下石店
齋藤米穀店（斉藤 茂）
雑貨のミズノ（松坂薬局内）
柴田商店
スギ薬局 多治見店
スギ薬局 多治見南店
西友 桜ヶ丘店
西友 滝呂店
西友 多治見店
（有）関谷商店
セブンイレブン可児大森新田店
セブンイレブン多治見旭ヶ丘10丁目店
セブンイレブン 多治見大畑町7丁目店
セブン－イレブン 多治見池田町店
セブンイレブン多治見駅北店
セブンイレブン多治見笠原町神戸店
セブンイレブン多治見栄町店
セブンイレブン 多治見白山町店
セブンイレブン 光ヶ丘2丁目店
セブンイレブン 多治見美坂町店
セブン-イレブン土岐下石西店
そうざいスーパーﾏﾙｼｮｳﾌｰﾄﾞ
贈答品店岐阜ニシバ
た行
305 株式会社玉野屋
179 中部薬品 多治見旭ヶ丘店
167 中部薬品 多治見インター店
267
252
244
268
266
251
288
177
162
264
180
284
69
1
218
182
207
149
12
169
101
281
279
230
316
259
234
241
202
249
223
275
109
53

住

所

2017/3/30
カナ店舗名

多治見市笠原町1456－3
可児市下切３２９４番地１
多治見市十九田町1-65-1
多治見市宝町９－２４
多治見市宝町7－2－1
多治見市音羽町5丁目60番地の１
多治見市小泉町8－129－1
多治見市豊岡町２－２９
多治見市平和町５－５７－１
多治見市松坂町2-11-44
多治見市明和町5-68-1
土岐市下石町字西山304-136
多治見市本町７－７０
多治見市旭ヶ丘８－２９－４５
多治見市笠原町1647-461
多治見市住吉町1－1－1
多治見市三笠町１－８－１
可児市桜ヶ丘６－７４－３
多治見市滝呂町１２－１８５－１
多治見市上山町1-175
多治見市大日町４７－２
可児市大森字笹洞1697-1
多治見市旭ヶ丘10-6-10
多治見市大畑町7-101
多治見市池田町５－２７１
多治見市音羽町1-77
多治見市笠原町2802-4
多治見市栄町１丁目35番地の１
多治見市白山町３－９３
多治見市光ヶ丘２丁目53番地１
多治見市美坂町5-33-1
土岐市下石町304-27
多治見市池田町３－２８
多治見市大針町６７４－１４

ｻｰｸﾙｹｲｶｻﾊﾗ
ｻｰｸﾙｹｲｶﾆｼﾓｷﾞﾘ
ｻｰｸﾙｹｲｼﾞｭｸﾀﾁｮｳﾃﾝ
ｻｰｸﾙｹｲﾀｶﾗ
ｻｰｸﾙｹｲﾀｶﾗﾏﾁﾅﾅﾁﾖｳﾒ
ｻｰｸﾙｹｲﾀｼﾞﾐｵﾄﾜﾁｮｳﾃﾝ
ｻｰｸﾙｹｲﾀｼﾞﾐｺｲｽﾞﾐﾁﾖｳ
ｻｰｸﾙｹｲﾄﾖｵｶ
ｻｰｸﾙｹｲﾍｲﾜ
ｻｰｸﾙｹｲﾏﾂｻｶﾁｮｳ
ｻｰｸﾙｹｲﾒｲﾜ
ｻｰｸﾙｹｲﾄｷｵﾛｼﾃﾝ
ｻｲﾄｳﾍﾞｲｺｸﾃﾝ
ｻﾞｯｶﾉﾐｽﾞﾉ
ｼﾊﾞﾀｼｮｳﾃﾝ
ｽｷﾞﾔｸﾋﾝﾀｼﾞﾐ
ｽｷﾞﾔｸﾋﾝﾀｼﾞﾐﾐﾅﾐ
ｾｲﾕｳｻｸﾗｶﾞｵｶ
ｾｲﾕｳﾀｷﾛ
ｾｲﾕｳﾀｼﾞﾐ
ｾｷﾔｼｮｳﾃﾝ
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｶﾆｵｵﾓﾘｼﾝﾃﾞﾝ
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ﾀｼﾞﾐｱｻﾋｶﾞｵｶ10ﾁﾖｳﾒﾃﾝ
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝｵｵﾊﾀ7
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾀｼﾞﾐｲｹﾀﾞﾁｮｳﾃﾝ
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾀｼﾞﾐｴｷｷﾀﾃﾝ
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾀｼﾞﾐｶｻﾊﾗｺﾞｳﾄﾞ
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾀｼﾞﾐｻｶｴﾏﾁ
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾊｸｻﾝ
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾋｶﾘｶﾞｵｶ
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾐｻｶ
ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ ﾄｷｵﾛｼﾆｼ
ｿｳｻﾞｲｽｰﾊﾟｰﾏﾙｼｮｳﾌｰﾄﾞ
ｿﾞｳﾄｳﾋﾝﾃﾝｷﾞﾌﾆｼﾊﾞ

多治見市笠原町２４６９－２
多治見市小名田町西ヶ洞１－３２５
多治見市若松町2-48

ﾀﾏﾉﾔ
ﾁｭｳﾌﾞﾔｸﾋﾝｱｻﾋｶﾞｵｶ
ﾁｭｳﾌﾞﾔｸﾋﾝﾀｼﾞﾐｲﾝﾀｰ

多治見市指定ごみ袋取扱い店舗一覧表
取
扱
店
番
号
127
247
239
238
282
89
272
155
270
271
189
68
87
73
196
294
291
293
295
292
289
315
214
236
194
317
306
256
257
262
250
296
287
302
197
164
160

店舗名
中部薬品 根本店
中部薬品 広見店
デイリーヤマザキ多治見宝町店
デイリーヤマザキ多治見根本店
DCMカーマ21多治見店
（株）トーヨーケン
ドラッグスギヤマ下石店
ドラッグスギヤマ滝呂店
ドラッグスギヤマ多治見北店
ドラッグスギヤマ土岐店
ドラッグユタカ 旭ヶ丘店
な行
ナカイ米穀店
西川商店
西田商店
は行
パワーズ多治見駅前店
バロー笠原下石店
バロー多治見店
バロー多治見南店
バロー広見店
バロー根本店
㈱ホームセンターバロー多治見南店
ピアゴ 多治見店
久野屋
ヒバリヤ多治見店
平井酒店
ファミリーマート 可児羽崎八幡前店
ファミリーマート 多治見池田町店
ファミリーマート 多治見駅前店
ファミリーマート 多治見駅北店
ファミリーマート多治見笠原町店
ファミリーマート
多治見小泉町店
ファミリーマート 可児下切店
ファミリーマート 多治見坂上町店
ファミリーマート 多治見太平町五丁目店
ファミリーマート 多治見明和町店
ファミリーマート 多治見小名田店
ファミリーマート 多治見根本店

住

所

2017/3/30
カナ店舗名

多治見市根本町３－８７－１
可児市広見１９９９－１
多治見市宝町６丁目51番地
多治見市根本町３丁目86番地１
多治見市上山町1-77
多治見市青木町４２
土岐市下石町１８９１
多治見市滝呂町６－１２７
多治見市小田町６－１－４
土岐市土岐口中町４－７８－１
多治見市旭ヶ丘１０－６－２３

ﾁｭｳﾌﾞﾔｸﾋﾝﾈﾓﾄ
ﾁｭｳﾌﾞﾔｸﾋﾝﾋﾛﾐ
ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷﾀｶﾗ
ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷﾈﾓﾄ
ﾃﾞｨｰｼｰｴﾑｶｰﾏﾂ-ﾜﾝﾀｼﾞﾐﾃﾝ
ﾄｰﾖｰｹﾝ
ﾄﾞﾗｯｸﾞｽｷﾞﾔﾏｵﾛｼ
ﾄﾞﾗｯｸﾞｽｷﾞﾔﾏﾀｷﾛ
ﾄﾞﾗｯｸﾞｽｷﾞﾔﾏﾀｼﾞﾐｷﾀ
ﾄﾞﾗｯｸﾞｽｷﾞﾔﾏﾄｷﾃﾝ
ﾄﾞﾗｯｸﾞﾕﾀｶｱｻﾋｶﾞｵｶ

多治見市高田町６－８
多治見市平野町４－８１－９５
多治見市坂上町５－４０

ﾅｶｲﾍﾞｲｺｸﾃﾝ
ﾆｼｶﾜｼｮｳﾃﾝ
ﾆｼﾀﾞｼｮｳﾃﾝ

多治見市本町１－２
土岐市下石町304-91
多治見市若松町1-34
多治見市大畑町赤松98-10
可児市広見2024-3
多治見市根本町3-101
多治見市大畑町赤松96番地1
多治見市住吉町３－１９－１
多治見市笠原町2156-2
多治見市光ヶ丘３丁目52番地
多治見市大正町２－５６
可児市羽崎八幡前1188番地
多治見市池田町９－３７－１
多治見市本町2-70-8
多治見市音羽町1-64-1
多治見市笠原町字梅平３９８６－２４
多治見市小泉町８丁目100番地
可児市下切字青木２０７０
多治見市坂上町7-48
多治見市太平町5-21-1
多治見市明和町２－７７
多治見市小名田町１－７－１
多治見市根本町5-39-7

ﾊﾟﾜｰｽﾞﾀｼﾞﾐｴｷﾏｴﾃﾝ
ﾊﾞﾛｰｶｻﾊﾗｵﾛｼﾃﾝ
ﾊﾞﾛｰﾀｼﾞﾐﾃﾝ
ﾊﾞﾛｰﾀｼﾞﾐﾐﾅﾐﾃﾝ
ﾊﾞﾛｰﾋﾛﾐﾃﾝ
ﾊﾞﾛｰﾈﾓﾄﾃﾝ
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾊﾞﾛｰﾀｼﾞﾐﾐﾅﾐﾃﾝ
ﾋﾟｱｺﾞﾀｼﾞﾐ
ﾋｻﾉﾔ
ﾋﾊﾞﾘﾔﾀｼﾞﾐ
ﾋﾗｲｻｹﾃﾝ
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ ｶﾆﾊｻﾞｷﾊﾁﾏﾝﾏｴﾃﾝ
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ ﾀｼﾞﾐｲｹﾀﾞﾁｮｳﾃﾝ
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾀｼﾞﾐｴｷﾏｴﾃﾝ
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾀｼﾞﾐｴｷｷﾀﾃﾝ
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾀｼﾞﾐｶｻﾊﾗﾁｮｳﾃﾝ
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｺｲｽﾞﾐ
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｼﾓｷﾞﾘ
ｻｰｸﾙｹｲﾀｼﾞﾐｻｶｳｴﾁｮｳﾃﾝ
ｻｰｸﾙｹｲﾀｲﾍｲﾁｮｳ5ﾁｮｳﾒﾃﾝ
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾒｲﾜ
ﾌｧﾐﾘﾏｰﾄｵﾅﾀﾞ
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ ﾀｼﾞﾐﾈﾓﾄﾃﾝ

多治見市指定ごみ袋取扱い店舗一覧表
取
扱
店
番
号
307
254
298
263
19
158
61
106
79
219
60
131
242
216
192
206
203
198
107
139
200
237
52
128
47
56
100
45
313
228
258
232
91

店舗名
Vdrug 大畑店
V.drug 笠原
Vdrug 多治見光ヶ丘店
V.drug 中部薬品 前畑店
ホームショップつげ
ま行
マスヤ
丸香商店
まる正アオヤマ酒店
まるて春田商店
マルナカストアー㈲
丸服坂崎商店
総合食品マルヨ斎藤商店
マルワ薬局 山本和弘
みずけん商店（水野せつ）
㈱美津山
ミニストップ 多治見旭ヶ丘店
ミニストップ 笠原向島店
や行
安木 一雄
ヤマキ商事（株）
ヤマキ高木商店
(有)山宗商店
(株）ヤマナカ 多治見フランテ
山音商店
ヤマモト商店
ヤマワ商事
よしの屋（よしの屋酒店）
ら行
（有）ライスカネフル
リカーショップさかくら
ローソン多治見池田町店
ローソン 多治見大畑店
ローソン多治見笠原町店
ローソン 多治見白山町店
わ行
若尾酒店

住

2017/3/30

所

カナ店舗名

多治見市大畑町７－107
多治見市笠原町向島2455番地の54
多治見市光ヶ丘2-20-1
多治見市前畑町４－１１１－２
多治見市白山町４－４３－１

ﾌﾞｲﾄﾞﾗｯｸﾞｵｵﾊﾞﾀﾃﾝ
ﾌﾞｲﾄﾞﾗｯｸﾞｶｻﾊﾗ
ﾌﾞｲﾄﾞﾗｯｸﾞﾀｼﾞﾐﾋｶﾘｶﾞｵｶﾃﾝ
ﾌﾞｲﾄﾞﾗｯｸﾞﾁｭｳﾌﾞﾔｸﾋﾝﾏｴﾊﾞﾀﾃﾝ
ﾎｰﾑｼｮｯﾌﾟﾂｹﾞ

多治見市笠原町２１２５－２
多治見市新町２－３３
多治見市金岡町３－９４－２
多治見市市之倉町８－２８１
多治見市笠原町2114-1
多治見市宮前町１－３４
多治見市滝呂町８－１７３
多治見市脇之島町６－３０－２
多治見市笠原町4396
多治見市錦町２－６
多治見市旭ヶ丘１０－６－２３
多治見市笠原町２４５５－１００

ﾏｽﾔ
ﾏﾙｺｳｼｮｳﾃﾝ
ﾏﾙｼｮｳｱｵﾔﾏｻｹﾃﾝ
ﾏﾙﾃﾊﾙﾀｼｮｳﾃﾝ
ﾏﾙﾅｶｽﾄｱｰ
ﾏﾙﾌｸｻｶｻﾞｷｼｮｳﾃﾝ
ﾏﾙﾖｻｲﾄｳｼｮｳﾃﾝ
ﾏﾙﾜﾔｯｷｮｸ
ﾐｽﾞｹﾝｼｮｳﾃﾝ
ﾐﾂﾔﾏ
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟｱｻﾋｶﾞｵｶ
ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟｶｻﾊﾗﾑｶｲｼﾞﾏ

多治見市市之倉町13－83-77
多治見市池田町９－２５
多治見市市之倉町１２－６９
多治見市本町４－４５
多治見市本町３丁目101番地
クリスタルプラザ多治見１階
多治見市市之倉町４－５２
多治見市滝呂町２－８９
多治見市本町４－６０
多治見市脇之島町６－３０－２

ﾔｽｷｶｽﾞｵ
ﾔﾏｷｼｮｳｼﾞ
ﾔﾏｷﾀｶｷﾞｼｮｳﾃﾝ
ﾔﾏｿｳｼｮｳﾃﾝ

多治見市宮前町１－３６
多治見市希望ヶ丘３－１８
多治見市池田町５－１９
多治見市大畑町大洞２－６
多治見市笠原町2546－2
多治見市白山町3-41-1

ﾗｲｽｶﾈﾌﾙ
ﾘｰｶｼｮｯﾌﾟｻｶｸﾗ
ﾛｰｿﾝﾀｼﾞﾐｹﾀﾞﾁｮｳ
ﾛｰｿﾝｵｵﾊﾀ
ﾛｰｿﾝﾀｼﾞﾐｶｻﾊﾗﾁｮｳﾃﾝ
ﾛｰｿﾝﾊｸｻﾝ

多治見市広小路１－２７

ﾜｶｵｻｹﾃﾝ

ﾔﾏﾅｶﾌﾗﾝﾃ
ﾔﾏﾈｼｮｳﾃﾝ
ﾔﾏﾓﾄｼｮｳﾃﾝ
ﾔﾏﾜｼｮｳｼﾞ
ﾖｼﾉﾔ

