
取扱店名 取扱店名 取扱店名

青柳町 セブンイレブン水戸青柳町店 笠原町 マルトパワードラッグ笠原店 三の丸１～3丁目 セブンイレブン水戸駅北口店

黒沢商店 ジェーソン水戸店 ツルハドラッグ水戸三の丸店

戸田産業㈱　水戸市場営業所 スーパービバホーム水戸県庁前店 塩崎町 直売所つねずみ

赤塚１～２丁目 ㈲シンエー デイリーヤマザキ水戸笠原店 セブンイレブン水戸塩崎町店

コヤマ薬局　赤塚店 茨城県庁生活協同組合　県庁売店 下入野町 小野瀬商店

セブンイレブン水戸赤塚１丁目店 金町１～３丁目 ファミリーマート水戸金町二丁目店 ファミリーマート水戸下入野店

㈲ブンジ ミニストップ水戸金町店 下国井町 上田商店

丸井商店 上水戸１～４丁目 小野食料品店 セブンイレブン水戸下国井町店

大森酒店 ローソン水戸上水戸二丁目店 自由が丘 ㈲大森商会

木葉下町 戸田産業㈱　本社 ツルハドラッグ上水戸店 城東１～５丁目 セブンイレブン水戸城東店

飯富町 那珂川営農資材センター ＭＥＧＡドン・キホーテ上水戸店 クスリのキウチ

ファミリーマート水戸飯富町店 ファミリーマート水戸上水戸三丁目店 ミニストップ水戸日赤病院前店

ファミリーマート水戸北インター ディスカウントドラッグコスモス上水戸店 セイブ城東店

石川１～４丁目 ローソン水戸石川店 萱場町 セブンイレブン水戸萱場町店 酒問屋　モリシマ

ナガノ事務機 河和田１～３丁目 ドラッグストア　マツモトキヨシ　フレスポ赤塚店 ファミリーマート水戸城東店

ファミリーマート水戸石川店 カスミ水戸赤塚店 城南１～３丁目 セブンイレブン水戸城南店

泉町１～３丁目 高橋パン カワチ薬品赤塚店 セブンイレブン水戸駅南口店

(資)柏屋金物店 ファミリーマート水戸河和田店 ローソン水戸城南二丁目店

橋本商店 セブンイレブン水戸河和田店 岩間薬局

水戸京成百貨店 ケーヨーデイツー水戸河和田店 ミニストップ水戸駅南店

コヤマ　京成店 クリーニングせんたく王国　河和田店 白梅１～４丁目 ファミリーマート水戸白梅３丁目店

マルセキ セイコーマート河和田３丁目店 フレンドショップ　ヨコヤマ

㈲金沢源介商店 セブンイレブン水戸河和田３丁目店 みすず薬局 白梅店

岩間東華堂薬局 清水新聞店 セブンイレブン水戸白梅４丁目店

ドラッグ城南 ディスカウントドラッグコスモス河和田店 港屋酒店

やおきん 河和田町 全日食チェーンいずみや 新原１～２丁目 ウエルシア水戸新原店

橋本金物店 ＪＡ水戸河和田地区農産物直売所・つちっこ ヨークベニマル新原店

牛伏町 加藤商店 ㈱三和 石井商店

内原１～２丁目 ＪＡ水戸農家の店しんしん内原店 ドン・キホーテ水戸店 ㈲朝日見和

ＪＡ水戸内原地区農産物直売所　内原のめぐみ ローソン水戸河和田町店 水府町 ミニストップ水戸水府町

㈱柴沼金物 ローソン水戸河和田町報徳店 末広町１～３丁目 セブンイレブン水戸末広町店

イオン水戸内原店 セブンイレブン水戸河和田町中道店 大森商店

内原町 食彩館セイブ内原店 ジェーソン水戸河和田店 戸田産業㈱　末広営業所

セブンイレブン内原町役場前店 ミニストップ水戸河和田町店 シャディ　ナカムラ　水戸本店

ツルハドラッグ水戸内原店 セブンイレブン水戸河和田町南店 ファミリーマート水戸末広町２丁目店

ローソン水戸内原町店 栗崎町 大高商店 ㈱橘屋商店　タチバナヤ

㈱谷津正商店 けやき台１～３丁目 ウエルシア水戸けやき台店 平山酒店

ミニストップ水戸内原店 金田新聞販売 住吉町 ファミリーマート水戸住吉店

大町１～３丁目 ファミリーマート水戸大町三丁目店 食彩館セイブけやき台店 セブンイレブン水戸住吉町店

大串町 東部営農資材センター　常澄センター 業務スーパーけやき台店 セイコーマート水戸住吉店

大足町 大高呉服店 カワチ薬品水戸けやき台店 セブンイレブン水戸西けやき台店

Ｋマート内原東店 ローソン水戸けやき台三丁目店 千波町 セブンイレブン水戸千波小学校通り店

澤田屋 小泉町 ＪＡ茨城エネルギー　常澄ＳＳ ツルハドラッグ千波西店

大塚町 西部営農資材センター　上中妻センター 鯉淵町 セブンイレブン内原鯉渕店 ツルハドラッグ水戸千波店

鯉渕商店 鶴屋薬局 食彩館セイブ千波店

セブンイレブン水戸大塚町店 深谷酒店 ウエルシア水戸千波店

セブンイレブン水戸大塚町東店 鯉渕学園農業栄養専門学校農産物直売所農の詩 セブンイレブン水戸緑岡店

ホームセンター山新赤塚店 五軒町１～３丁目 セブンイレブン水戸五軒町２丁目店 セイコーマート水戸千波西店

スガノ商店 海野酒店 ファミリーマート水戸千波町西店

大場町 セイコーマート水戸大場店 サンユーストアーまちなか大工町店 サンユーストアー千波店

加倉井町 ローソン水戸加倉井町店 小松屋商店 ㈲澤田屋商店

セブンイレブン水戸加倉井町店 小林町 細谷商店 小坂ストアー

セブンイレブン水戸インター店 小吹町 コープデリ水戸センター ドラッグストアマツモトキヨシ水戸千波町店

ファミリーマート水戸加倉井店 サンドラッグ水戸笠原店 魚三

笠原町 ファミリーマート水戸笠原北店 ファミリーマート水戸小吹店 ウエルシア水戸御茶園通り店

カワチ薬品水戸千波店 ヨークベニマル水戸笠原店 みどり薬局

セブンイレブン水戸笠原町店 栄町１～２丁目 宮本酒店 石井酒店

セブンイレブン茨城県庁西店 酒門町 ファミリーマート水戸酒門店 ホームセンター山新　水戸駅南店

ミニストップ水戸笠原店 ＪＡ水戸酒門地区農産物直売所・フレッシュさかど セブンイレブン水戸千波中央店

セブンイレブン水戸メディカルセンター前店 東部営農資材センター　酒門センター カスミ　フードマーケット千波店

クリーニングのシルキー本店 セブンイレブン水戸酒門町店 クスリのアオキ千波店

ファミリーマート水戸笠原 セブンイレブン水戸酒門町北店 ディスカウントドラッグコスモス千波店

セブンイレブン水戸笠原卸売センター店 セブンイレブン水戸百合が丘ニュータウン店 大工町１～３丁目 セブンイレブン　トモス水戸大工町一丁目店

ローソン水戸笠原町店 山新グランステージ水戸 はかまつかでんき

㈱昭栄電機 ファミリーマート水戸南インター店 石塚商店

㈱大久保 柵町１～３丁目 茨城県庁生活協同組合　水戸支所 ローソン水戸大工町店

マルトショッピングセンター笠原店 桜川１～２丁目 ローソン水戸桜川１丁目店 めうがや成井薬局

　（令和４年12月28日現在）水 戸 市 ご み 収 集 袋 等 取 扱 店
水戸市指定のごみ収集袋・ごみ処理券を販売しているお店です。入口等に「水戸市ごみ収集袋等取扱店」のステッカーが貼ってありますので，ご確認ください。



取扱店名 取扱店名 取扱店名

大工町１～３丁目 松枝商店 堀町 ファミリーマート水戸堀町店 見和１～３丁目 ㈲工藤新聞店

㈱ネモト まるく商事㈱ アトラス　フィットネス＆ホットスプリング

みすず薬局　緑町店 セイコーマート水戸堀町店 酒や　こまき

あづま薬局 セブンイレブン水戸堀十文字店 セブンイレブン水戸見和２丁目店

セブンイレブン水戸大工町店 セブンイレブン水戸堀町南店 クスリのアオキ水戸見和店

高田町 セイコーマートねもと ディスカウントドラッグコスモス堀町店 ファミリーマート水戸見和三丁目店

中央１～２丁目 Sローソン水戸市役所店 ホビーハウスサニー 鮮魚　小磯

ローソン水戸文化センター入口店 ウエルシア水戸堀町店 ローソン水戸見和三丁目店

東野町 シバヌマ薬局 ツルハドラッグ水戸堀町店 河野酒店

セブンイレブン水戸東野町店 ローソン水戸堀町店 ウエルシア水戸姫子店

東前１～３丁目 ツルハドラッグ水戸東前店 ローソン水戸堀町南店 元石川町 セブンイレブン元石川町店

東前町 セブンイレブン水戸東前町店 本町１～３丁目 布施薬局 元台町 沼田　茶舗

ファミリーマート水戸東前店 加藤支店 大川商店

ふれあいハウスＪＡ 日渡洋品店 元山町１～２丁目 エスポアとびた

カスミ　ＦＯＯＤ ＯＦＦ ストッカー常澄店 ＡＳＡ水戸東部 ㈱田徳

常磐町１～２丁目 ミニストップ水戸常磐町店 コヤマ　下市店 イセヤ産業㈱

中河内町 ローソン水戸中河内町店 港屋酒店 元吉田町 ファミリーマート水戸駅南中央通り店

中原町 セイコーマート水戸中原 ㈱坂場商店 ヨークベニマル水戸元吉田店

中丸町 セブンイレブン水戸中丸町店 ㈲エンドウ コープ水戸店

クリエイトＳ・Ｄ水戸中丸店 和久井商店 カスミ　フードオフストッカー元吉田店

ディスカウントスーパー　ヒーロー　水戸双葉台店 リサイクルショップ和泉屋 カインズ水戸店

ドラッグストア　マツモトキヨシ　水戸双葉台店 エコス　フレッシュパワー　浜田店 ツルハドラッグ水戸元吉田南店

西原１～３丁目 カスミ水戸西原店 カワチ薬品浜田店 パワーマート住吉店

ウエルシア水戸西原店 ふたば化粧品店 ヨネザワ

常陽朝日物産 丸井支店 Ｃａｍｐｕｓ

茨城食肉㈱ 松本町 多田商店 食彩館セイブ元吉田店

セブンイレブン水戸西原２丁目店 セブンイレブン水戸松本町店 ウエルシア水戸元吉田店

セブンイレブン水戸西原店 見川１～５丁目 ミニストップ水戸見川２丁目店 セブンイレブン水戸元吉田町店

梅香１～２丁目 デイリーヤマザキ水戸梅香店 カスミ　フードスクエア水戸見川店 ファミリーマート水戸元吉田町店

みすず薬局 梅香店 ツルハドラッグ水戸見川店 イチハラ商会

袴塚１～３丁目 佐野屋商店 Ｋマート桜山店 セブンイレブン水戸養護学校前店

遠藤米穀店 petit madoca　水戸見川店 ローソン水戸四中入口店

ミニストップ茨城大学前店 ローソン水戸見川３丁目店 ファミリーマート水戸元吉田西店

金澤留造酒店 カシムラ洋服店 ミニストップ新水戸駅前通り店

浜田１～２丁目 ヨークベニマル水戸浜田店 ミニストップ水戸見川３丁目店 ツルハドラッグ水戸元吉田店

浜田町 ミニストップ水戸浜田町店 パワーマート見川店 ㈲オフィスマルヤマ

東赤塚 セブンイレブン水戸東赤塚店 業務スーパー見川店 ㈲沼尻酒店

東桜川 セブンイレブン水戸東桜川店 セブンイレブン水戸見川店 ㈱オケイワ

東台１～２丁目 東條商店 エバタコーポレーション ツルハドラッグ水戸元吉田東店

東原１～３丁目 ファミリーマート水戸東原２丁目店 見川町 ローソン水戸見川町丹下店 ウエルシア　ヨークタウン水戸店

セブンイレブン水戸水高スクエア店 茶舗　三晃 谷田町 大平商店

姫子１～２丁目 ヨークベニマル赤塚店 セブンイレブン水戸見川町丹下店 柳町１～２丁目 笹島商店

ツルハドラッグ水戸赤塚店 セブンイレブン水戸見川５０号バイパス店 イオンスタイル水戸下市店

開江町 Ｙショップながたや 山川薬心堂 百合が丘町 ヨークベニマル百合が丘店

小林鮮魚店 ㈲梅屋酒店 ウエルシア水戸百合が丘店

戸井田商店 緑町１～３丁目 ＡＳＡ水戸中央　君羅新聞店 吉沢町 クスリのアオキ吉沢店

平須町 ヒーロー水戸店 南町１～３丁目 セブンイレブン水戸三の丸店 セブンイレブン水戸さくら通り店

セブンイレブン水戸平須町店 南町二丁目商店街振興組合　会館 カワチ薬品吉沢町店

㈲たか乃 ローソン水戸南町２丁目店 セイコーマート吉沢

ウエルシア水戸平須店 カスミ南町店 リカーズこむろ

吉田精肉店 ㈱一司堂 ひかり商店

小松屋肉店 石川酒店 ㈱ウライ文具

ホームセンター山新 平須店 セブンイレブン水戸南町３丁目店 ファミリーマート水戸吉沢町店

綜合衣料　さかきや平須店 三浦商店 吉沼町 ファミリーマート水戸吉沼町店

カスミ平須店 宮町１～３丁目 Ｂｅマート水戸店 米沢町 ファミリーマート水戸米沢町店

酒バッカス コクミンドラッグ水戸エクセルみなみ店 ローソン水戸米沢町店

ファミリーマート平須店 ローソン水戸駅北口店 若宮１～２丁目 ファミリーマート水戸若宮店

藤井町 セブンイレブン水戸藤井町店 ファミリーマート茨城水戸駅前店 渡里町 ㈲イデサワ

双葉台１～５丁目 鹿志村青果 カワチ薬品水戸オーパ店 カワチ薬品渡里店

双葉台朝日新聞店 ファミリーマート水戸駅南口店 ニチリキクリーニング取次　八木岡店

ファミリーマート水戸双葉台店 ローソン水戸宮町二丁目店 フレッシュストアーサンユー渡里店

ヨークベニマル　双葉台店 宮内町 マルト元吉田店 ＪＡ水戸渡里地区農産物直売所

文京１～２丁目 茨城大学生活協同組合　水戸購買部 見和１～３丁目 ウエルシア水戸見和店 セブンイレブン水戸渡里町西店

堀町 カスミ　フードスクエア水戸堀町店 相田商店 八木岡酒店

水 戸 市 ご み 収 集 袋 等 取 扱 店



取扱店名 取扱店名

渡里町 ホームセンター山新水戸渡里店 茨城町 ビッグハウス桜の郷店

ひたちなか市 カスミ那珂湊店 コメリホームセンター茨城町店

カワチ薬品那珂湊店 茨城地区農産物直売所さくら

ヨークベニマル那珂湊店 セブンイレブン茨城町前田店

お酒の遊園地イシカワ本店 カスミ　フードスクエアイオンタウン水戸南店

セブンイレブンひたちなか枝川店 ツルハドラッグ水戸南店

カスミ津田店 ヨークベニマル茨城町店

コヤマ津田店 カワチ薬品茨城町店

那珂市 セブンイレブン茨城那珂飯田店 トライアルbox水戸南店

セブンイレブン那珂豊喰店 ケーヨーデイツー茨城町店

茨城町 カワチ薬品桜の郷店 城里町 カワチ薬品城里店

ツルハドラッグ　茨城桜の郷店 エコス城里店

水 戸 市 ご み 収 集 袋 等 取 扱 店


