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い【井ノ岡町】
水戸屋 井ノ岡町 ２０２３

山岡商店 井ノ岡町 ２０６０

う【牛久町】
いいじま薬局 牛久町 ２３１
ウエルシア牛久刈谷店 牛久町 ３３１８－１
コクミンドラッグ　牛久駅店 牛久町 ２８２　牛久アステア内
四国屋米穀店 牛久町 １１
須沢書店 牛久町 ３２９８－５
セブンイレブン牛久刈谷団地入口店 牛久町 ３１５７－４９
セブンイレブン牛久南店 牛久町 ８８７－６
タマノ酒店 牛久町 ３１９３
塚本産業(株) 牛久町 ３３００
テラダ薬品 牛久町 ３２９２
ハートラインイリエ 牛久町 １３２
宮崎利兵衛商店 牛久町 １３８
宮本新聞店 牛久町 ２４４－２
ミシェル薬局 牛久町 ２８０
ヤマザキショップ山田 牛久町 ８３
(有)中島商事 牛久町 ５３１
TAIRAYA エスカード牛久店 牛久町２８０

お【岡見町】
岡見トップストアー 岡見町 ２７３１－２９
熊沢金物店 岡見町 ２７２８－６８
さかえや文具店 岡見町 ２０２９－９
セブンイレブン牛久岡見店 岡見町 １０７６－６
セブンイレブン牛久岡見中央店 岡見町 ２８９０－１
モリ・アーネスト 岡見町 ８５
八紘石油(株) 岡見町 ２８２４－４

お【奥原町】
石田商店 奥原町 ２２２１

お【小坂町】
コンビニエンスモンペリさいた 小坂町 ２２３０
Ｚカンダ小坂店 小坂町 １９１２－６４
ヨシナガ 小坂町 １９５９－１４
龍ヶ崎市農協牛久営農経済センター 小坂町 ２７４７

ローソン小坂町店 小坂町 ３３９８－２０８

指定ごみ袋取扱店一覧



お【女化町】
アイシービルメン(株） 女化町 ３３９－２
味の老舗いしじま 女化町 ６４３－４
牛久市シルバー人材センター(売店) 女化町 ８５９－３
佐々木商店 女化町 ７６７
セブンイレブン牛久女化北店 女化町 ９７６－２
タケヤギフトセンター 女化町 １８５
山賀商店 女化町 ２０９
(有)ヒーロー 女化町 ７１８

ローソン牛久女化町店 女化町 １１１４－4

か【柏田町】
竜ヶ崎市農協牛久支店 柏田町 １５２７

か【桂町】
喜久屋商店 桂町 ７２９

か【上柏田町】
井筒・阿尾商店 上柏田 １－４７－１１
ウェルシア牛久上柏田店 上柏田 ３－２９－１２
スーパーやまうち牛久店 上柏田 ４－２２－５
セブンイレブン牛久上柏田３丁目店 上柏田 ３－２９－１８
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ牛久上柏田四丁目店 上柏田 ４－５２－４

か【神谷】
ウェルシア牛久神谷店 神谷 ５－１－１
おしゃれの店おおはし 神谷 ５－３６－５
オアシス 神谷 ６－５０－２３
(株)カスミ　フードスクエアーカスミ牛久店 神谷 ６－１－３
杉本金物店 神谷 １－１２－３
ストアーナカノ 神谷 １－４７－３
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ牛久神谷2丁目店 神谷 ２－４３－１
ヤックスドラッグ牛久神谷店 神谷 ６－４７－２

か【刈谷町】
デイリーマートはりがえ 刈谷町 ３－９９
(有)祐精堂 刈谷町 ２－１３４
(有)佐藤新聞舗 刈谷町 ２－１７２－１３

く【久野町】
ファミリーマート牛久久野町店 久野町 ７５５－１

松本商店 久野町 ３２８７

さ【栄町】
石井商店 栄町 １－２２
シャディサラダ館栄町店 栄町 ６－５９－５
セイワ 栄町 ６－３３１
セブンイレブン牛久栄町２丁目店 栄町 ２－３
平出商事牛久店 栄町 ５－５７－１
宮田商店 栄町 ４－５０
(有)県南ロックセンター 栄町 ３－１８８

ローソン牛久栄町一丁目店 栄町 １－１－１



さ【さくら台】
セブンイレブン牛久さくら台店 さくら台 ２－１－１
(有)栗原酒店 さくら台 １－２－５
ローソン牛久さくら台店 さくら台 ４－４６－１

ジョイフーズ牛久さくら台店 さくら台 １－１－８

し【猪子町】
いーすとぐれーしゃー 猪子町 ８８６－６
ウェルシア牛久猪子店 猪子町 ９９５－１８
牛久電気商会 猪子町 ７８５－２
(株)カスミ　FOODOFＦストッカー牛久ししこ店 猪子町 ９９５－１８
セブンイレブン牛久愛和総合病院入口店 猪子町 ８６７－１
(有)染谷家具店 猪子町 ９９５－１２１

(有)丸喜 猪子町 ９９５－１０７

し【島田町】
セブンイレブン牛久島田町店 島田町 ２１８－３

坪井食料品店 島田町 ２７１２－２

し【下根町】
(株)カスミ　ひたち野牛久店 下根町 １５０１－１
ＪＡ竜ヶ崎市下根農産物直売所 下根町 ７８７
ファミリーマート牛久警察署前店 下根町 ４８９－３

し【正直町】
セブンイレブン牛久正直店 正直町 １２６８－３

た【田宮】
セブンイレブン牛久駅西店 田宮 ３－１０－１３

た【田宮町】
池田商店 田宮町 ２５０
池辺石油ガス（株）【ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ】 田宮町 ２－５１－３７
池辺石油ガス(株）【ＬＰｶﾞｽ販売】 田宮町 ３－１－２１
魚　覚 田宮町 ３２
(株)カスミフードスクエア牛久刈谷店 田宮町 ６５３－１
(株)イケノベ 田宮町 ３６－２
小林鮮魚店 田宮町 １３７－４８
阪田金物店 田宮町 １０７８－３
鈴木薬局 田宮町 １４２
セブンイレブン牛久田宮町店 田宮町 １０５５
大黒屋豆腐店 田宮町 １４０－５
ナカネデンキ 田宮町 ５３１－５８
(有)伏見電機 田宮町 １６５－３
(有)石玄分店 田宮町 ６７
横瀬商店（ファミリーマートよこせ） 田宮町 １０８２



ち【中央】
(株)サポート 中央 １－１３－１
(株)マツモトキヨシ牛久中央店 中央 ２－１６－１２
(株)カスミ　FOODOFＦストッカー牛久柏田店 中央 ３－１８－３
クリエイトＳ・Ｄ牛久中央店 中央 ３－３－１
阪田ストアー 中央 ３－３３－１０
セブンイレブン牛久中央２丁目店 中央 ２－２６－７
ファミリーマート牛久駅前店 中央 ５－２３－１
ファミリーマート牛久中央２丁目店 中央 ２－１６－１２
ヘルシーフーズ内田 中央 ３－３５－１
ミートデリカなかじま 中央 ５－１３－１１
諸岡酒店・(有)モロオカ 中央 ５－１２－１４
(有)ヒーロー牛久中央店 中央 ２－１７－３
ロイヤルホームセンター牛久 中央 ３－２

な【中根町】
セブンイレブン牛久中根店 中根町番外 ５－７５

ひ【ひたち野西】
セイムスひたち野西店 ひたち野西 ３－２７－７
ミニストップ牛久ひたち野西店 ひたち野西 ２－２３－１１
ヨークベニマル　ひたち野うしく店 ひたち野西 ３－２９－１６
ローソン牛久中根店 ひたち野西 ７５－１

ひ【ひたち野東】
(株)西友ひたち野牛久店 ひたち野東 ２２－１
カワチ薬局ひたち野牛久店 ひたち野東 ５－２１－２
セブンイレブンひたち野牛久店 ひたち野東 ５－８－２
ツルハドラッグ　ひたち野うしく店 ひたち野東 ３０７－２
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄひたち野うしく東店 ひたち野東 ３４１－１
ホーマックひたち野うしく店 ひたち野東 ３０２－２
ミニストップ牛久ひたち野東店 ひたち野東 １－２５－１０

み【南】
安西文具店 南 ６－２－１
株式会社　サンドラック　牛久店 南 ２－１２－１６
株式会社　ヨークベニマル　牛久南店 南 ２－１２－１４
コープ牛久店 南 １－１８－３３
サンメイト伊藤ストア 南 １－３１－１６
自然食品店かねこ 南 ５－２－８
スポット 南 １－３４－１
セブンイレブン牛久南２丁目店 南 ２－２２－２
高城園 南 ３－３－１４
天満屋酒店 南 １－２０－３
ﾄﾗｲｱﾙ牛久店 南 １－１８－２７

ローソン牛久南店 南 ４－４５－２



市外取扱店
【阿見町】
カスミフードスクエア阿見店 阿見町阿見 ３９８０
(株)カスミ荒川本郷店 阿見町荒川本郷 ２０１６－１
(株)タイヨー阿見店 阿見町大字阿見 ２９５８－２

セブンイレブン阿見実穀店 阿見町実穀 ２－１１

【つくば市】
イオンリテール(株)イオンつくば店 つくば市稲岡 ６６－１
カワチ薬局谷田部店 つくば市上横場 ２３８４－１
(株)マスダ茎崎店 つくば市高見原 １－１－１６
ドラックストアマツモトキヨシ　つくば高見原店 つくば市高見原１－１－１２

【土浦市】
イオンリテール(株)ジャスコ土浦店 土浦市上高津 ３６５
㈱ジョイフル本田荒川沖店 土浦市北荒川沖町 １－３０

【龍ヶ崎市】
イトーヨーカ堂龍ヶ崎店 龍ヶ崎市小柴 ５－１－２
ウェルシア龍ヶ崎長山店 龍ヶ崎市長山 ３－２－１
(株)カンセキ龍ヶ崎店 龍ヶ崎市光順田 １７５０
(株)タイヨー龍ヶ崎店 龍ヶ崎市川原代町字文間通り ５５８８－４

株式会社　山新　龍ヶ崎店 龍ヶ崎市中里 ２－１
ケーヨーデイツー龍ヶ崎店 龍ヶ崎市小柴 １－１
フードマーケットカスミ 龍ヶ崎市藤ケ丘 ４－１－２
ホームズスクエア龍ヶ崎店 龍ヶ崎市小通幸谷町 ２２８
MEGAドンキ・ホーテ龍ヶ崎店 龍ヶ崎市小通幸谷町 ２８８番地
ランドロームフードマーケット　キッチン＆テーブル店 龍ヶ崎市中根台３－６－１
ランドロームフードマーケット龍ヶ岡店 龍ヶ崎市松ヶ丘 １－１
ローソン龍ヶ崎若柴町店 龍ヶ崎市若柴町字長山前 2240-1112


