小美玉市指定ごみ袋等取扱店一覧
№

店舗の名称

H31.3月末現在
店舗の所在地

業種

電話番号

1

ウエルシア 小美玉美野里店

小美玉市羽鳥2908-3

医療品販売業

0299-28-7710

2

ファミリーショップ おにざわ

小美玉市羽鳥749-4

食品雑貨

0299-46-0632

3

(柳川採種研究会)タネの柳研

小美玉市羽鳥246-2

種苗、農業資材、農薬販売

0299-46-0313

4

にわのストアー

小美玉市栗又四ケ2567-26 小売業

0299-26-3915

5

柴田肉店

小美玉市堅倉950-5

食肉小売販売

0299-48-0038

6

ファンデーション小松

小美玉市江戸89-108

学生衣料

0299-46-0888

7

井坂文具店

小美玉市堅倉1696-35

小売業

0299-48-0237

8

セブン・イレブン 美野里西郷地店

小美玉市西郷地1390-7

コンビニエンスストア 0299-48-2298

9

ドラッグかるべ

小美玉市堅倉998

ドラッグストアー

10

ヨークベニマル 石岡店

石岡市東大橋字中峯1937-1 小売業

0299-28-2051

11

ヤマウチ 石岡店

石岡市茨城1-4-33

スーパーマーケット

0299-24-1122

12

梅屋百貨店

小美玉市羽鳥751

小売業

0299-46-3333

13

Yショップ 羽鳥梅屋店

小美玉市羽鳥792-3

小売業

0299-46-2110

14

農家の店しんしん 美野里店

小美玉市堅倉1580

農業資材小売業

0299-48-1100

15

JA新ひたち野 小川営農経済ｾﾝﾀｰ ｸﾞﾘｰﾝｼｮｯﾌﾟ

小美玉市川戸1397-8

農業協同組合

0299-58-4684

16

カインズホーム 石岡玉里店

小美玉市栗又四ヶ2548-1 小売業

0299-36-3333

17

（有）斉藤商店 かめだや

小美玉市中野谷320

食料品等小売業

0299-47-0022

18

増田商事

小美玉市羽鳥2656-2

日用品雑貨販売

0299-46-0555

19

ファミリーマート 美野里西店

小美玉市羽鳥174-2

コンビニエンスストア 0299-27-8491

20

フーズマート・サポート

小美玉市飯前1376-1

食料品小売業

0299-53-0068

21

さくらい酒店

小美玉市小川1435-1

酒類小売

0299-58-2800

22

こんとく衣料店

小美玉市小川1507

衣料品小売

0299-58-2656

23

山屋商店

小美玉市下吉影567

スーパー

0299-53-0007

24

ツルハドラッグ 羽鳥店

小美玉市羽鳥2738-68

ドラッグストア

0299-28-8228

25

マルゼン

小美玉市小川1527

雑貨、たばこ小売

0299-58-2128

26

本田商店

小美玉市小川1591

食品販売

0299-58-2450

27

松坂屋

小美玉市中延146

農業資材全般

0299-58-3121

28

遠藤商店

小美玉市田木谷594

酒・タバコ・雑貨販売 0299-58-4007

29

ＪＡ新ひたち野 玉里支店

小美玉市上玉里1046

サービス業

0299-58-1125

30

ヨークベニマル 羽鳥東店

小美玉市羽鳥2737

スーパーマーケット

0299-46-3515

31

福田八十吉商店

小美玉市竹原2119-1

小売(酒、ＬＰＧ）

0299-47-0013

32

ミニストップ 美野里希望ヶ丘店

小美玉市花野井671-4

コンビニエンスストア 0299-47-0346

33

フレッシュマート まつだ

小美玉市小川38-6

食料品販売

0299-58-2853

34

鶴井薬局

小美玉市羽鳥2661-9

薬局

0299-46-0129

35

ツルハドラッグ 茨城小川店

小美玉市野田354-1

ドラッグストアー

0299-37-1755

36

藤井食料品店

小美玉市小川1365-1

食料品販売

0299-58-2033

37

十七屋履物店

小美玉市小川1495-3

靴、小物販売

0299-58-2326

38

大丸

小美玉市部室379

食料品、タバコ小売業 0299-48-0938

39

エコス 小川店

小美玉市野田354-1

スーパーマーケット

40

サンクス 小美玉玉里店

小美玉市栗又四ケ2463-16 コンビニエンスストア

41

セブン・イレブン 小美玉下吉影店

小美玉市下吉影1708-5

コンビニエンスストア 0299-52-1676

42

エコス 美野里店

小美玉市羽鳥2908-1

小売業

43

セブン・イレブン 美野里羽刈店

小美玉市羽刈397-22

コンビニエンスストア 0299-46-6030

44

リカーショップ ヤスダ

小美玉市部室290-1

食料品雑貨小売業

0299-48-1671

45

セイミヤアスタ 玉里店

小美玉市川中子872

スーパーマーケット

0299-58-7211

46

ケイマート 美野里店

小美玉市江戸90-1

小売業

0299-46-0260

47

ＪＡ新ひたち野 営農経済センター

小美玉市部室1164-9

農業協同組合

0299-48-1691

48

セブン・イレブン 玉里北店

小美玉市栗又四ケ1768-16 小売業

0299-58-6185

49

コメリハード＆グリーン 美野里店

小美玉市羽鳥2738-70

ホームセンター

0299-28-7230

50

タイヨー 美野里店

小美玉市堅倉871-1

小売業

0299-36-7878

0299-48-0040

0299-37-1313
0299-26-1350
0299-36-9500
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51

セブン・イレブン 美野里堅倉店

小美玉市堅倉1458-4

コンビニエンスストア 0299-48-0213

52

セブン・イレブン 小美玉中野谷店

小美玉市中野谷434-21

コンビニエンスストア 0299-47-1212

53

和泉屋百貨店

小美玉市堅倉838

荒物、雑貨

0299-48-0031

54

菅谷商店

小美玉市三箇1203-3

たばこ、食料品雑貨

0299-48-0090

55

セブン・イレブン 小美玉野田店

小美玉市野田334-18

小売業

0299-58-7877

56

ジョイフル山新 石岡店

石岡市八軒台5-46

小売業(ホームセンター） 0299-24-3431

57

肉のハセガワ

小美玉市羽鳥2738-83

精肉店

0299-46-2103

58

フジタフォトス

小美玉市小川1627

小売業

0299-58-2234

59

小沼商店

小美玉市小川676-5

食品、ﾀﾊﾞｺ

0299-58-2975

60

浅野商店

小美玉市柴高521

商

0299-48-1811

61

真家商店

小美玉市野田1475-73

食料品、雑貨、ﾀﾊﾞｺ

0299-58-1726

62

藤田屋

小美玉市下吉影591

食品小売

0299-53-0011

63

コメリハード＆グリーン 玉里店

小美玉市田木谷431-1

小売業

0299-37-1133

64

セブン・イレブン 茨城小川与沢店

小美玉市与沢980-1

小売業

0299-54-0677

65

大和田竹材店

小美玉市江戸432

小売業

0299-48-2361

66

大枝商店

小美玉市竹原2122-1

衣料品、学生衣料、たばこ

0299-47-0023

67

はっとり商店

小美玉市高崎947

食料品等販売

0299-26-4316

68

ファミリーマート 美野里羽鳥店

小美玉市羽鳥2487-1

コンビニエンスストア 0299-28-8601

69

矢口商店

小美玉市川戸1352-10

タバコ・食品小売業

0299-58-1247

70

カワチ薬品 石岡店

石岡市東光台3-1-1

小売業

0299-26-9393

71

カワチ薬品 石岡北店

石岡市東大橋1977-1

小売業

0299-26-0321

72

ヒーロー 石岡店

石岡市八軒台21-1

食料品等販売

0299-22-4884

73

コメリハード＆グリーン 上吉影店

小美玉市上吉影740-59

小売業

0299-37-3252

74

セブン・イレブン 美野里張星店

小美玉市張星170-11

コンビニエンスストア 0299-48-1165

75

イオン石岡店

石岡市石岡2752-2

小売業

0299-23-3331

76

ウエルシア 小美玉羽鳥店

小美玉市羽鳥2738-59

小売業

0299-46-0578

77

ますだ履物店

小美玉市堅倉1007

履物小売業

0299-48-0218

78

フードスクエアカスミ 小川店

小美玉市中延2284

スーパーマーケット

0299-37-1233

79

小川屋酒店

小美玉市羽鳥1707-137

酒類販売小売業

0299-46-3017

80

田村時計テレビ

小美玉市小川1343-11

小売業(時計・眼鏡・宝飾・家電製品販売修理）

0299-58-2316

81

小橋商店

小美玉市竹原中郷522

食品雑貨店

0299-49-1811

82

フードオフストッカー 石岡東店

石岡市東石岡4-8-36

スーパーマーケット

0299-26-1295

83

藤井商店

小美玉市羽鳥2698-2

小売業

0299-46-0628

84

大貫商店

小美玉市羽刈248-42

タバコ・酒・その他販売 0299-46-6050

85

ウエルシア 石岡東光台店

石岡市東光台4-11-22

小売業

0299-26-8500

86

内田屋種苗店

小美玉市堅倉１-3

小売業

0299-48-0347

87

ファミリーマート 小川上吉影店

小美玉市上吉影740-164 コンビニ業

0299-37-3431

88

髙野商店

小美玉市西郷地1550-1

食品店

0299-48-0227

89

セブン・イレブン 小川中延店

小美玉市中延128-6

コンビニエンスストア 0299-58-7738

90

モンペリ

小美玉市西郷地1462

病院内売店

0299-48-0899

91

JA新ひたち野 産地直売所みのり

小美玉市部室1151-7

農業協同組合

0299-48-1307

92

お菓子処ながい 永井製菓

小美玉市田木谷91-1

製菓

0299-58-2131

93

水野商店

小美玉市川中子1331

日用品雑貨販売、タバコ 0299-58-4108

94

近藤商店

小美玉市倉数88-1

食品雑貨小売業

0299-54-0222

95

永木金物センター

小美玉市羽鳥2848-51

小売業

0299-46-0727

96

いろは百里店

小美玉市百里170

小売業

0299-53-0022

97

羽生商店

小美玉市飯前102

たばこ、食品、雑貨小売 0299-53-0623

98

セブン・イレブン石岡行里川店

石岡市行里川15933-2

コンビニエンスストア 0299-24-4350

99

セブン・イレブン石岡高浜店

石岡市大字高浜字宮下1100－1

コンビニエンスストア 0299-26-6225

100

セブン・イレブン石岡東成井店

石岡市東成井坂才1866-2 コンビニエンスストア 0299-46-7799
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101

フードスクエアカスミ ピアシティ石岡中央店

石岡市石岡2222-2

スーパーマーケット

0299-35-5081

102

佐藤金物店

小美玉市堅倉1011

家庭金物、建築資材販売 0299-48-0018

103

大形屋総本店

小美玉市下玉里１０７－１

水産加工、食品、たばこ販売

0299-58-4586

104

魚裕

小美玉市竹原1719-14

鮮魚

0299-47-0923

105

羽鳥酒店

小美玉市高崎808-2

小売業

0299-26-4037

106

さかきや

茨城町小幡１３３３

衣料品

029-292-0251

107

永井精米所

小美玉市羽鳥２６６１

米穀販売

0299-46-0011

108

樫村商店

小美玉市竹原2121

衣料品販売

0299-47-0014

109

有限会社プールス

小美玉市小川１６８７－４ サービス業

0299-58-6340

110

デイリーヤマザキ百里基地サクソン店

小美玉市百里170百里基地厚生館１F

小売業

0299-53-0704

111

今井履物店

小美玉市小川１６３１

履物小売業

0299-58-2366

112

鶴田商店

小美玉市小岩戸196

小売業

0299-48-1090

113

ドラッグストアトライウェル石岡東光台店

石岡市東光台4丁目10番１号 小売業

0299-28-2050

114

ローソン小美玉堅倉店

小美玉市堅倉1595-14

115

羽鳥駅前ハイヤー有限会社

小美玉市羽鳥２６８９－４ 運輸業

116

セブン・イレブン石岡運動公園前店

石岡市東田中八幡1322-8 コンビニエンスストア 0299-27-1101

117

ファミリーマート 小美玉中延店

小美玉市中延635

小売業

118

セイコーマート茨城空港前店

小美玉市外之内269-1

コンビニエンスストア 0299-54-0004

119

(株）木名瀬金重商店

小美玉市堅倉１０４０－１ 小売業

0299-48-0017

120

ポプラ石岡 ともえ店

小美玉市栗又四ヶ２５３９－２ コンビニエンスストア

0299-28-2012

121

小川印刷所

小美玉市中延４７３

小売業

0299-58-2516

122

小林商店

小美玉市世楽360

タバコ・食品小売業

0299-53-0232

123

ローソン小美玉羽鳥店

小美玉市羽鳥字花館2908‐12 コンビニエンスストア

0299-28-8023

124

（株）広瀬誠商会

つくば市上岩崎1675

清掃用品販売等

029-876-0660

125

肉の久保田

小美玉市堅倉1-6

精肉業

0299-48-0072

126

JA新ひたち野 大地のめぐみ

石岡市南台3丁目２１－１４ 農産物直売所

0299-56-5800

127

松屋商店

小美玉市竹原５７３－７

0299-47-0055

128

コメリホームセンター 小美玉店

小美玉市堅倉１５９８－８ 小売業

0299-35-7511

129

(株)セイミヤ 小美玉店

小美玉市堅倉１５９７-１

スーパーマーケット

0299-56-5511

130

セブン・イレブン 小美玉寺崎店

小美玉市寺崎４８２－２

コンビニエンスストア 0299-46-3277

131

コープデリ 笠間センター

笠間市石井278-1

小売業

0296-71-1761

132

ベイシアSM石岡東光台店

石岡市東光台4-12-34

小売業

0299-26-5055

133

㈱ベイシア玉造店

行方市玉造甲642-1

小売業

0299-55-4477

134

コメリパワー石岡店

石岡市東大橋1936-8

小売業

0299-28-2531

135

いばらきコープ鉾田センター

行方市芹沢920-86

小売業

0299-55-4748

136

山田屋商店

小美玉市羽刈240-5

小売業

0299-46-1200

137

高千穂薬局

石岡市東石岡4-11-27

薬局

0299-26-1141

138

ウエルシア 小美玉玉里店

小美玉市田木谷212-1

小売業

0299-37-1106

139

小川ニュースセンター

小美玉市小川1520

新聞販売業

0299-58-2526

140

セブンイレブン百里基地店

小美玉市百里170

コンビニエンスストア 0299-37-3023

141

セブンイレブン石岡小美玉スマートインター店

石岡市正上内4-35

コンビニエンスストア 029-923-7717

142

ファミリーマート小美玉下馬場店

小美玉市下馬場832-5

コンビニエンスストア 0299-37-1178

143

（株）カワチ薬品 アスタ玉里店

小美玉市川中子872

小売業

144

ファミリーマート石岡高浜店

石岡市高浜667-1

コンビニエンスストア 0299-28-5021

145

直売所ワイワイ

小美玉市柴高1014-1

直売所

146

ファミリーマート小美玉田木谷店

小美玉市田木谷111-1

コンビニエンスストア 0299-37-0221

147

サンドラッグ石岡店

石岡市石岡12886 A-2区画 小売業

148

㈱ヨークベニマル石岡西店

石岡市石岡12886

スーパーマーケット

0299-35-815

149

ウエルシア鉾田舟木店

鉾田市舟木171-51

小売業

0291-36-3128

150

セブンイレブン鉾田上冨田店

鉾田市上冨田575-35

コンビニエンスストア 0291-36-5860

コンビニエンスストア 0299-36-7023

牛乳販売

0299-46-1511
0299-37-0012

0299-58-6890
0299-56-6662

小美玉市指定ごみ袋等取扱店一覧
№

店舗の名称

H31.3月末現在
店舗の所在地

業種

電話番号

151

有限会社 嶋田建材店

小美玉市羽鳥2738-113

建材店

0299-46-0728

152

待乳屋

小美玉市堅倉285

小売業

0299-48-0023

153

㈱ヨークベニマル八郷店

石岡市下林282

スーパーマーケット

0299-36-4555

154

ファミリーマート美野里堅倉店

小美玉市堅倉1595-14

小売業

0299-36-7870

155

㈱カワチ薬品 石岡ばらき台店

石岡市茨城１丁目4-33

小売業

0299-23-1830

156

セブンイレブン 石岡東石岡４丁目店

石岡市東石岡4丁目3966-1 コンビニエンスストア

157

株式会社 植田電器

小美玉市小川1536

0299-26-5765

家電販売・電気工事 0299-58-2139

