事業系指定ごみ袋取扱店一覧表
平成30年8月現在

【和 泉 市】
あ 青葉台2-16-7

宮地薬局

0725-56-0492

芦部町1-8

エバグリーン和泉芦部店

0752-41-1401

芦部町96-1

ファミリーマート和泉芦部町店

0725-40-5091

あゆみ野1-6-4

セブンイレブン和泉あゆみ野1丁目店

0725-54-0177

セブン-イレブン和泉池上町店

0725-45-2711

池田下町170-1

キリン堂和泉中央店

0725-50-2781

池田下町216-1

ローソン和泉池田下町店

0725-55-7285

池田下町386-1

株式会社エヌ

0725-55-0923

一条院町39-4

デイリーヤマザキ和泉一条院町店

0725-43-3153

一条院町92-1

セブン-イレブン和泉一条院町店

0725-41-7811

いぶき野2-9-3

いぶき野薬局

0725-50-5689

いぶき野3-15-26

ショッピングセンター池忠和泉中央店

0725-57-8808

いぶき野4-5

和泉中央薬局

0725-57-0330

いぶき野5-1-1

アンスリー和泉中央店

0725-57-3332

いぶき野5-1-2 PIVO和泉中央2F

サエラ薬局和泉中央店

0725-57-6761

いぶき野5-1-11

イズミヤ株式会社和泉中央店

0725-57-3255

いぶき野5-1-11

ココカラファイン薬局イズミヤ和泉中央店

0725-50-5072

いぶき野5-6-17

ダイキ和泉中央店

0725-56-6411

いぶき野4-5-19

コープ和泉中央

0725-51-7720

今福町1-3-6

ヨシダ薬局

0725-40-3789

オークワ和泉中央店

0725-54-0102

内田町4-13-1

ファミリーマート和泉内田町店

0725-51-1008

浦田町16-10

株式会社ナチュラル・ピュア

0725-57-6300

浦田町224-1

株式会社泉一

0725-55-0544

ファミリーマート和泉王子町一丁目店

0725-40-1411

王子町2-11-39 1Ｆ

オガワ薬局

0725-45-8218

王子町2-13-18

ローソン和泉王子町店

0725-46-2309

小田町1-1-1

有限会社 府中

0725-41-0741

小田町2-13-22

小倉教材

0725-41-1538

小田町2-16-56

スギ薬局 和泉小田店

0725-90-5186

小田町2-16-59

ローソン和泉小田町店

0725-45-6664

小田町3-10-1

オークワ和泉小田店

0725-46-7171

小田町479-1

セブン-イレブン和泉小田町店

0725-41-4955

尾井町2-2-5

セブン-イレブン和泉尾井町２丁目店

0725-46-7107

い 池上町109-1

う 内田町1-4-8

お 王子町1-2-24

尾井町2-9-15

ショッピングセンター池忠鶴山台店

0725-43-2727

尾井町2-390-1

ウエモリ保健薬局

0725-44-8197

尾井町17

有限会社三坂精米

0725-41-2127

株式会社丸岡

0725-45-2300

上町200-2

有限会社ダイキ

0725-43-0043

上町721

ローソン和泉上町店

0725-46-3455

上町743-1

サンドラッグ和泉上町店

0725-40-0601

上町436-4

プライスカット和泉鶴山台店

0725-46-1951

上町30-14

花菜薬局

0725-40-0164

唐国町1-10-9

ローソン和泉唐国店

0725-53-2462

唐国町1-13-57

スター薬局

0725-53-3338

唐国町2-7-86

のぞみ薬局和泉中央店

0725-51-2306

唐国町2-15-45

株式会社金楽商事

0725-54-1111

唐国町3-17-56

スーパービバホーム和泉中央店

0725-51-0811

観音寺町220-1

サンドラッグ和泉観音寺店

0725-40-3045

観音寺町842-1

キモト薬局

0725-46-5036

き 北田中町393

葛城薬局

0725-92-0162

く 葛の葉町305

関西薬局

0725-43-9107

黒鳥町4-3-4

本山薬局

0725-45-2380

こ 光明台3-2-6

株式会社スーパーサンエー光明台店

0725-58-1900

さ 幸1-4-11

株式会社小栗

0725-46-5637

有限会社オカダ

0725-41-7454

島田薬局

0725-41-0440

太町61-38

セブン-イレブン北信太東口店

0725-41-0701

太町154-39

ミカミ薬局

0725-45-2414

太町158-18

すみれ薬局

0725-43-8780

太町557

ウエルシア薬局和泉鶴山台店

0725-46-1726

太町559-1

ローソン鶴山台店

0725-44-1703

セブン-イレブン和泉尾井町店

0725-44-1550

鶴山台2-1-4-105

辻中薬局

0725-43-6172

鶴山台2-1-5

デイリーカナート鶴山台店

0725-43-5335

鶴山台2-4-6

ゆう薬局

0725-92-6218

藤田紡績株式会社

0725-41-4550

寺門町1-10-16

藤田文具店

0725-41-5575

寺田町1-3-44

タイコー堂薬局和泉店

0725-40-2466

と 富秋町2-7-16

株式会社ドン・キホーテ和泉店

0725-40-5304

の 納花町313

スーパーセンターオークワ和泉納花店

0725-55-4018

のぞみ野2-1162-3

ツバキ薬局中央店

0725-55-8122

のぞみ野2-1162-5

ひまわり薬局

0725-50-5607

のぞみ野2-1379-7

業務スーパー和泉のぞみ野店

0725-50-5326

のぞみ野3-778-98

松安堂薬局

0725-53-3573

か 上町95

幸2-1-19
た 太町37

つ 鶴山台1-21-3

て 寺門町1-8-7

のぞみ野3-829-3

ローソンＬＰ和泉のぞみ野三丁目店

0725-56-4100

のぞみ野3-1172-4

セブン-イレブン和泉のぞみ野店

0725-55-6201

くるみ薬局

0725-47-3233

伯太町4-15-38

株式会社クリーンプラン

0725-43-0404

伯太町4-7-28

ローソン和泉伯太町四丁目店

0725-40-0206

伯太町6-2-27

有限会社アポロクリーン

0725-46-6188

伯太町6-9-9

オレンジ薬局信太店

0725-41-0409

伯太町6-10-5

サンパール

0725-41-0725

伯太町430-1

ファミリーマート和泉伯太町店

0725-40-0053

はつが野1-44-7

あお空薬局はつが野店

0725-92-5320

はつが野2-8-4

ローソン和泉はつが野二丁目店

0725-92-7127

はつが野3-13-2

セブン-イレブン和泉はつが野3丁目店

0725-53-4112

はつが野3-1-7

はつが野薬局

0725-92-7389

春木町617-3

ローソン和泉春木南店

0725-53-2825

春木町1025-1

ローソン和泉春木町店

0725-53-5521

繁和町2-8

奥野米穀酒店はんわ店

0725-46-2258

繁和町10-14

リカーブティック ヨシムラ

0725-41-0978

みどり薬局

0725-43-1012

肥子町2-2-1

イオンリテール株式会社イオン和泉府中店

0725-41-1430

肥子町2-2-1

イオン薬局和泉府中店

0725-27-4213

肥子町2-2-68

スギ薬局和泉府中店

0725-40-3177

肥子町2-5-1

株式会社タナカクリーン商事 和泉支店

072-271-3662

ローソン和泉福瀬町店

0725-92-3636

伏屋町2-13-25

ローソン和泉伏屋町店

0725-56-0258

伏屋町3-2-50

コーヨー光明池店

0725-57-8000

伏屋町3-3-8

シルク光明池店

0725-55-3997

伏屋町3-7-26

ファミリーマート伏屋町三丁目店

0725-50-6126

伏屋町3-7-31

コアラ薬局光明池店

0725-57-7000

伏屋町3-7-34

ハロースマイル薬局

0725-57-6188

府中町1-3-18

和泉府中駅前商店街協同組合

0725-41-4871

府中町1-6-7

コシモ薬局本店

0725-41-4850

府中町1-9-5

ファミリーマート和泉府中町一丁目店

0725-40-3577

府中町1-20-1

株式会社コノミヤ和泉府中店

0725-46-0561

府中町1-20-1

中央薬局

0725-92-9400

府中町2-3-13

セブン-イレブン和泉府中町２丁目店

0725-44-7411

府中町2-3-25

飯坂食糧

0725-41-0552

府中町2-3-25

南大阪環境開発株式会社

0725-45-2100

府中町3-1-2

株式会社桃田

0725-41-0322

府中町4-4-19

あおば薬局

0725-40-3883

府中町4-12-21

セブン-イレブン和泉桑原町店

0725-46-1709

府中町4-16-10

ひかり薬局

0725-30-2032

は 伯太町2-24-4

ひ 肥子町1-10-37

ふ 福瀬町385-1

府中町4-16-12

ツバキ薬局府中店

0725-45-9895

府中町4-16-13

すいせん薬局

0725-46-6881

府中町6-14-46

トラッグセイムス和泉府中店

0725-58-6888

府中町7-1-3

大谷薬局

0725-41-4830

府中町7-2-5

すずらん薬局

0725-45-2147

府中町7-3-21 103

トーク薬局

0725-40-4414

府中町7-3-43

府中薬店

0725-41-3826

府中町7-3-46

田中宇株式会社

0725-41-0301

府中町7-5-30

ローソン和泉府中町店

0725-45-3066

府中町7-5-58

阪和薬局

0725-41-8053

府中町7-8-12

ファミリーマート和泉府中七丁目店

0725-40-6170

府中町7-68-1

セブン-イレブン和泉府中町7丁目店

0725-44-7811

府中町8-3-13

株式会社グリーンライフ

0725-44-8431

府中町8-4-22

株式会社和泉衛生

0725-41-0453

府中町482-1

セブン-イレブン和泉伯太町店

0725-43-7688

仏並町232-3

ファミリーマート和泉槇尾中学校南店

0725-90-3570

仏並町707

株式会社池田ストア

0725-92-0051

仏並町1113

株式会社ピース興業

0725-92-1313

ファミリーマート和泉箕形町2丁目店

0725-40-1027

箕形町5-6-21

コスモファーマ薬局和泉中央店

0725-51-3766

箕形町6-2-30

有限会社エンプレス

0725-53-1328

箕形町4-6-58

ローソン和泉箕形町店

0725-54-3505

三林町819-6

ファミリーマート和泉光明台店

0725-50-4021

ファミリーマート和泉室堂北店

0725-50-4151

室堂町110

ホームセンターコーナン和泉中央店

0725-50-2557

室堂町484-1

ファミリーマート和泉室堂町店

0725-50-6665

室堂町608-26

ファミリーマート光明池南店

0725-50-6675

室堂町674-58

和泉市リサイクルプラザ彩生館

0725-55-5060

室堂町824-36 COMBOX2F

ウエルシアCOMBOX光明池店

0725-57-7815

室堂町824-36

株式会社松源コムボックス光明池店

0725-50-5107

室堂町841-1

株式会社ダイエー光明池店

0725-56-0821

み 箕形町2-1-15

む 室堂町1-1

室堂町841-9 光明池駅前ビル3F 日本調剤 光明池薬局

0725-50-5081

室堂町841-1

ダイエー光明池店薬局

0725-56-6900

室堂町1723

ウエルシア薬局和泉光明池駅前店

0725-55-3891

や 弥生町2-14-14 １号

メロディー薬局やよい店

0725-46-7340

わ 和気町1-1-23

奥野米穀酒店

0725-43-5488

和気町1-2-38

セブン-イレブン和泉和気町店

0725-46-7311

和気町1-30-41

ジャパン 和泉店

0725-41-4242

和気町2-10-1

ポパイ薬局

0725-40-3132

和気町4-5-1

ココカラファイン薬局和泉市立総合医療センター

0725-41-2008

和田町256

株式会社松源光明池店

0725-55-6111

和田町276-1

スギドラッグ和泉和田店

0725-50-5026

