
ごみ袋取扱店名簿

※販売店によって取り扱いを行っていないごみ袋・粗大ごみシールもありますので、販売店にお問い合わせください。

ＮＯ， 地区 屋号 TEL 市町村 住所 ５００円シール販売

1 佐屋 森洋品店 28-5023 愛西市 佐屋町新田8

2 佐屋 伊藤写真店 28-3706 愛西市 佐屋町宅地24

3 佐屋 サシヨシ工業㈱ 28-4436 愛西市 須依町前田面155

4 佐屋 松岡商店 25-2677 愛西市 須依町佐原991-3 〇

5 佐屋 Yストア佐屋店 28-5511 愛西市 須依町前田面95-1 〇

6 佐屋 ㈱美濃屋建築 24-3958 愛西市 内佐屋町西郷47

7 佐屋 セブンイレブン愛西内佐屋町店 25-7929 愛西市 内佐屋町佐屋河原22-1 〇

8 佐屋 ファミリーマート　愛西内佐屋町店 22-2508 愛西市 内佐屋町五反田93-1 〇

9 佐屋 DCM愛西店 22-3511 愛西市 柚木町元屋敷曲輪329-9 〇

10 佐屋 日比野屋 28-3825 愛西市 柚木町東田面815

11 佐屋 オークワ　愛西プラザ店 28-7761 愛西市 柚木町元屋敷曲輪329-10 〇

12 佐屋 みす幸酒店 26-9613 愛西市 北一色町北田面114

13 佐屋 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ愛西北一色店 22-2591 愛西市 北一色町昭和301-2 〇

14 佐屋 スギ薬局佐屋店 28-9666 愛西市 日置町山の池69 〇

15 佐屋 マルエスカバン店 28-7313 愛西市 日置町本郷4

16 佐屋 佐藤配管㈱ 25-2622 愛西市 日置町1149

17 佐屋 ファミリーマート　愛西日置店 22-5561 愛西市 日置町下河田120-5 〇

18 佐屋 米処・菓子処よしかね 28-3815 愛西市 稲葉町米野330-3

19 佐屋 セブンイレブン愛西北一色町店 25-6577 愛西市 北一色町東田面212-5 〇

20 佐屋 ドラッグユタカ　佐屋店 25-4113 愛西市 北一色町東田面20-1 〇
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21 佐屋 よしかわ化粧品 24-5382 愛西市 西保町同所新田33

22 佐屋 お茶のいさき 25-2516 愛西市 西保町北川原181-4

23 佐屋 道楽の郷 33-0090 愛西市 本部田町本西157

24 佐屋 カフェレスト　シエン 31-0114 愛西市 大井町五川東37

25 佐屋 ㈱コメリン 31-1103 愛西市 大井町五川東45-1 〇

26 佐屋 アサヒ薬局 32-0933 愛西市 大井町宮新田32-22 〇

27 佐屋 (資)植木屋 31-2960 愛西市 大井町弥八1 〇

28 佐屋 富士岡 31-0081 愛西市 善太新田町十一上251-2

29 佐屋 （資）加藤商会 31-2587 愛西市 大野町未35

30 佐屋 ピアゴ佐屋店 24-1571 愛西市 北一色町東田面10-1 〇

31 佐屋 アオキスーパー　富吉店 94-3980 海部郡蟹江町 大字蟹江新田字勝田場10-3 〇

32 佐屋 ビックエクストラ弥富店 67-5770 弥富市 五明町蒲原1371-4 〇

33 佐屋 中部薬品津島南店 22-2822 津島市 中地町3-16-1 〇

34 佐屋 ピアゴ蟹江店 96-1011 海部郡蟹江町 源氏三丁目230-1 〇

35 佐屋 セブンイレブン津島鹿伏兎町店 32-1858 津島市 鹿伏兎町下子守54 〇

36 佐屋 バロー　蟹江店 94-7500 海部郡蟹江町 西之森長瀬下65-10

37 佐屋 ファミリーマート津島江西店 22-2103 津島市 江西町2-61

38 佐屋 ファミリーマート愛西大野町店 33-1898 愛西市 大野町郷西200-2 〇

39 佐屋 ファミリーマート佐屋駅西店 22-2290 愛西市 須依町須賀割2108-8

40 佐屋 ｈａｉｒ　ｓｈｏｐ　Ｆｒｅｒｅ 24-1198 愛西市 西保町堤外新田3564-29
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41 佐屋 セブンイレブン弥富インター店 28-0368 愛西市 西保町増右30-1

42 佐屋 ローソン愛西西保町店 25-7755 愛西市 西保町北川原23-16 〇

43 佐屋 ㈱大井石油　佐屋ＳＳ 55-8775 愛西市 稲葉町米野255-2

44 佐屋 ㈱大井石油　大井ＳＳ 31-1727 愛西市 大井町弥八193

45 佐屋 ㈱クリエイトエス・ディー蟹江富吉店 94-0811 海部郡蟹江町 富吉4-58 〇

46 佐屋 セブンイレブン愛西大野町店 32-0790 愛西市 大野町茶木43-2 〇

47 佐屋 ㈱一号舘 0594-88-5600 三重県桑名市 多度町戸津４５１－１

48 立田 多湖商店 25-4218 愛西市 早尾町川並4455-2

49 立田 渡辺商店 24-8055 愛西市 葛木町長池43-2

50 立田 冨士屋 28-4657 愛西市 四会町堤外1481

51 立田 立田ふれあいの里 23-1011 愛西市 森川町井桁西27 〇

52 立田 加藤洋服 28-1449 愛西市 宮地町西浦14-2

53 立田 鵜戸川屋 25-7701 愛西市 石田町宮前1

54 立田 大橋ランドリー 24-2070 愛西市 立田町富安59-2

55 立田 飯谷商店 28-5979 愛西市 立田町郷前67-3

56 立田 イシハラポートリー 31-0220 愛西市 北一色町東田面263

57 立田 岩間管設備 28-0836 愛西市 小茂井町大畑11

58 立田 平野鉄工所 24-7989 愛西市 山路町東荒山28-2
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59 立田 城鈑金塗装工業所 24-7260 愛西市 立田町富安140

60 立田 ㈱野田工事 28-5838 愛西市 下一色町宮内１１０

61 八開 ミニストップ東海大橋店 37-1574 愛西市 藤ヶ瀬町西沼1－7 〇

62 八開 (有)スーパーおかめや 37-1313 愛西市 赤目町東流作９３－１ 〇

63 八開 (有)米彦商店 37-0545 愛西市 二子町小判山４９５

64 八開 山田屋 37-0638 愛西市 立石町宮西１２

65 八開 喫茶　角長 37-1361 愛西市 鵜多須町中道２３７

66 八開 ポニーうたす 37-0894 愛西市 鵜多須町松原８－２

67 八開 ㈱あいさいか 37-3631 愛西市 鵜多須町寺浦８１－１

68 佐織 ㈲ゴトウ電子工業 28-3250 愛西市 諸桑町東浦６９

69 佐織 和光企画 28-3653 愛西市 南河田町高台７３

70 佐織 きららカフェ 25-2051 愛西市 南河田町高台３－１

71 佐織 今井サイクル店 28-2494 愛西市 北河田町郷西257-1

72 佐織 (有)ニーズ   （さおり調剤薬局） 25-6101 愛西市 小津町観音堂４－２

73 佐織 山内商会 28-5372 愛西市 小津町観音堂416

74 佐織 喫茶　コマツ 28-4817 愛西市 諏訪町池埋２７

75 佐織 三建毛織㈱ 28-2762 愛西市 諏訪町橋本３０５ー１

76 佐織 ファミリーマート佐織諏訪店 23-6150 愛西市 諏訪町中杁２８６ー１ 〇

77 佐織 片岡庄吾 28-4647 愛西市 諏訪町中杁２５０－４

78 佐織 (有)丸石商会 24-7011 愛西市 根高町古堤己新田１０７
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79 佐織 伊藤たばこ店 28-2337 愛西市 根高町古堤己新田１０４－１

80 佐織 (有)渡辺　　（中日新聞藤浪専売店） 24-2835 愛西市 持中町流レ５００－２７

81 佐織 セブンイレブン　愛西持中町店 24-7566 愛西市 持中町八町９７－１

82 佐織 山田サイクル 26-5037 愛西市 見越町川田４０５－１

83 佐織 川松商店 28-2985 愛西市 町方町北堤外１３

84 佐織 ㈱げき団 28-3670 愛西市 勝幡町東町２６４

85 佐織 中日新聞勝幡販売所 25-4651 愛西市 勝幡町塩幡２５０３－９

86 佐織 伊藤米穀店 28-3835 愛西市 勝幡町下市場２４３６－３

87 佐織 ファミリーマート佐織勝幡店 22-3318 愛西市 勝幡町駅東２２－２ 〇

88 佐織 ㈱ﾊﾞﾛｰ　ﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾊﾞﾛｰ勝幡店 22-2770 愛西市 勝幡町小玉出１９８０ 〇

89 佐織 佐藤たばこ店 25-3392 愛西市 勝幡町五俵入２２０８

90 佐織 村田屋 28-3985 愛西市 勝幡町塩畑口2604-3

91 佐織 （名)近江屋生菓本舗 28-3423 愛西市 勝幡町塩畑２６２７

92 佐織 Yストア　勝幡店 28-1211 愛西市 勝幡町駒捨場１３００ 〇

93 佐織 ファミリーマート愛西勝幡店 22-4366 愛西市 勝幡町河畔51 〇

94 佐織 大幸㈱　　　　(前野酒店) 28-2388 愛西市 勝幡町溝合２０番地

95 佐織 (有)マツイサービス 24-7877 愛西市 古瀬町村前105番地

96 佐織 ㈱山田印刷 26-2912 愛西市 古瀬町村前６７-１

97 佐織 佐織ドラッグ 25-6120 愛西市 町方町五軒家東１０－１５

98 佐織 ヤオキスーパー　町方店 23-2323 愛西市 町方町五軒家東８ 〇
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99 佐織 ハッピーさおり㈿ 24-6675 愛西市 町方町北堤外１３０－１ 〇

100 佐織 高橋整経 26-5941 愛西市 町方町地官８６

101 佐織 田島屋商店 28-7778 愛西市 町方町西馬２０

102 佐織 ファミリーマート　愛西町方店 22-2130 愛西市 町方町新西馬１１－１ 〇

103 佐織 ミニストップ　町方新田店 23-2152 愛西市 町方町松川１７９－２ 〇

104 佐織 マルケー商会 24-1438 愛西市 町方町足立川３－３７

105 佐織 プロショップ　ヒラノ 28-8008 愛西市 町方町二ッ橋162

106 佐織 八木商店 25-1321 愛西市 草平町草場２１

107 佐織 酒のわたなべ 26-6381 愛西市 草平町道下８２

108 佐織 ㈱ＢＲＩＬＬＩＡＮＴ 26-8783 愛西市 草平町草場９５

109 佐織 いちごの実 26-7794 愛西市 草平町六上５１

110 佐織 佐織技工所（渡辺縫製） 25-8072 愛西市 草平町開田名５１

111 佐織 喫茶　軽食ばるーん 26-6568 愛西市 草平町中屋30

112 佐織 日笠毛織 28-3691 愛西市 町方町西大山田６２－１

113 佐織 水谷酒店 37-2280 愛西市 鷹場町久田山12番地

114 佐織 カットランド　クリアー 37-3886 愛西市 渕高町蔭島13-1

115 佐織 カネヨシ酒店 37-1887 愛西市 渕高町二ノ割３７ 〇

116 佐織 明治牛乳佐織西販売所　沖牛乳 37-1687 愛西市 渕高町八畝割３９－１

117 佐織 細川商店 37-2530 愛西市 渕高町四ノ割３１

118 佐織 (有)サオリ石販 37-2336 愛西市 渕高町五ノ割７８番地

119 佐織 ㈲伊東塗装 37-1425 愛西市 渕高町河原2番地11
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120 佐織 安新建工 37-3077 愛西市 渕高町一ノ割２８－１

121 佐織 萬茂堂 37-2409 愛西市 西川端町中須原１５１－２

122 佐織 マート　アサクサ 37-2270 愛西市 西川端町兼久２０－２ 〇

123 佐織 横井美容室 37-2543 愛西市 西川端町久保目４８

124 佐織 鐘検㈲ 37-2301 愛西市 西川端町広口１６１

125 佐織 Yストア　津島本店 23-7110 津島市 北新開３５１番地 〇

126 佐織 ドラックスギヤマ　津島北店 23-5911 津島市 松原町28-3 〇

127 佐織 フィール 津島店 28-5515 津島市 藤浪町２－８ 〇

128 佐織 Yストア　平和店 46-3711 稲沢市 平和町須ヶ脇３６７ 〇

129 佐織 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾊﾞﾛｰ　稲沢平和店 47-1200 稲沢市 平和町上三宅上屋敷1-3 〇

130 佐織 ファミリーマート　六輪店 47-1127 稲沢市 平和町嫁振278-4

131 佐織 セブンイレブン　津島昭和町店 23-0711 津島市 昭和町2-23

132 佐織 ココカラファインヨシヅヤ勝幡店 22-3566 愛西市 勝幡町駒捨場1300

133 佐織 ファミリーマート愛西佐織庁舎前店 22-2215 愛西市 諏訪町郷西484-1 〇

134 佐織 マックスバリュ津島江西店 23-1700 津島市 江西町4-137-1 〇

135 佐織
ファミリーマート佐織古瀬
店

22-5635 愛西市 古瀬町村前72-2 〇

136 佐織 スギドラッグ愛西藤浪店 55-7351 愛西市 見越町前田159番地3 〇

137 佐織 ロイヤルホームセンター津島店 22-3171 津島市 柳原町３丁目1-1 〇

138 佐織 ㈲香取屋 26-2184 津島市 江東町２丁目53

139 佐織 ゲンキー一本木店 97-3670 津島市 一本木町18

140 佐織 ゲンキー藤浪店 愛西市 諏訪町中島376
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141 佐織 MEGA ドン・キホーテUNY勝幡店 24-7251 愛西市 勝幡町弁才天2283-60

142 佐織 セブンイレブン稲沢平和町下起南店 46-0733 稲沢市 平和町下起南224-2 〇

143 佐織 ドラッグコスモス愛宕店 22-3002 津島市 愛宕町7-29 〇
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