
販　売　店　名 郵 便 番 号 住　　　所

ドラッグユタカ長浜店 526-0033 長浜市平方町375-4

富健金物店 526-0059 長浜市元浜町13-24

㈱アヤハディオ長浜店 526-0031 長浜市八幡東町131

荒川商店 526-0835 長浜市室町193

㈱平和堂フレンドマート長浜駅前店 526-0057 長浜市北船町1-15

合同会社西友長浜楽市店 526-0031 長浜市八幡東町9-1

草野商店 526-0056 長浜市朝日町34-26

ローソン長浜平方店 526-0033 長浜市平方町360-6

DCM株式会社　DCMカーマ長浜店 526-0846 長浜市川崎町字羽織町226-1

フタバヤ長浜店 526-0021 長浜市八幡中山町1141-1

イオンリテール㈱イオン長浜店 526-0847 長浜市山階町271-1

平和堂アル・プラザ長浜 526-0845 長浜市小堀町450

なるみ手芸店 5260037 長浜市高田町5-39

バラエティショップロ－ソクヤ 526-0814 長浜市石田町1248

ローソン長浜インター店 526-0804 長浜市加納町340-1

㊇西沢商店 526-0801 長浜市千草町54-14

㈱いずみや商店 526-0801 長浜市千草町51-12

㈲宮源商店 526-0053 長浜市宮前町16-7

㈱スギ薬局高田店 526-0037 長浜市高田町11-33

ファミリーマート市立長浜病院前店 526-0043 長浜市大戌亥町1150

ファミリーマート長浜三ツ矢元町店 526-0024 長浜市三ツ矢元町27-7

ドラッグユタカ長浜八幡中山店 526-0021 長浜市八幡中山町503

㈱平和堂フレンドマート長浜祇園店 526-0061 長浜市祇園町298-1

セブンイレブン長浜神照町店 526-0015 長浜市神照町725-4

セブンイレブン長浜八幡東町店 526-0031 長浜市八幡東町424-6

㈲押谷商店 526-0203 長浜市野瀬町975

平和堂フレンドマート浅井店 526-0242 長浜市三田町1322

西橋食料品店 526-0244 長浜市内保町1410

㈱コメリ　ハードアンドグリーン浅井店 526-0244 長浜市内保町321

㈱高岸商店 526-0252 長浜市八島町398-1

ドラッグユタカ浅井店 526-0242 長浜市三田町1744-1

フレッシュマート中川 526-0111 長浜市川道町106-2

㈱キリン堂　長浜高田店 526-0032 長浜市南高田町6-17

セブンイレブンびわ町曽根店 526-0103 長浜市曽根町1259-1

タジマヤ 526-0059 長浜市元浜町7-34

セブンイレブン長浜球場前店 526-0831 長浜市宮司町147

セブンイレブン長浜高校前店 526-0033 長浜市平方町100

（株）スギ薬局　長浜大辰巳店 526-0834 長浜市大辰巳町37

セブンイレブン長浜バイオ大学前店 526-0829 長浜市田村町1041-1

梅本安平商店 526-0256 長浜市尊勝寺町298

押谷製菓舗 526-0111 長浜市川道町1785

長浜倶楽部株式会社 526-0054 長浜市大宮町5-19

あん藤 526-0059 長浜市元浜町8-29

辻川酒店 526-0828 長浜市加田町2445

レーク伊吹農業協同組合　長浜東支店 526-0844 長浜市南田附町317-2

レーク伊吹農業協同組合　長浜南支店 526-0042 長浜市勝町527

湖北広域行政事務センター　ごみ指定袋販売登録店　一覧表



レーク伊吹農業協同組合　長浜北支店 526-0021 長浜市八幡中山町1182-5

 レーク伊吹農業協同組合　経済センター 526-0828 長浜市加田町3143

㈱スギ薬局　長浜インター店 526-0014 長浜市口分田町466

セブンイレブン長浜祇園町店 526－0061 長浜市祇園町138-11

北川百貨店 526-0244 長浜市内保町1067-3

常政米穀店 526-0823 長浜市常喜町510

米新商店 526-0113 長浜市南浜町474

富士模型店 526-0017 長浜市相撲町243-2

ひかり園 526-0822 長浜市鳥羽上町68－１

押谷呉服店 526-0816 長浜市今川町237-7

ローソン長浜曽根店 526-0103 長浜市曽根町字亥ノ子1185-1

有限会社いそのや 526-0817 長浜市七条町61

ダイヤリックス株式会社 526-0051 長浜市一の宮町1番6号

ローソン浅井町湯次 526-0245 長浜市湯次町１６４

三角屋 526-0131 長浜市富田町274

株式会社バイオ・コーポ 526-0829 長浜市田村町1266

株式会社バロー　長浜店 526-0015 長浜市神照町37

ローソン長浜加田町店 526-0828 長浜市加田町468-1

セブンイレブン馬車道通り店 526-0021 長浜市八幡中山町461-3

セブンイレブン長浜公園町店 526-0065 長浜市公園町1414

ローソン長浜山階町店 526-0847 長浜市山階町494-1

セブンイレブン長浜本庄店 526-0821 長浜市本庄町701-3

MEGA　ドン・キホーテ長浜店 526-0845 長浜市小堀町407-1

セブンイレブン長浜駅前店 526-0059 長浜市元浜町1番3号

有限会社 丸イ西堀商店 526-0843 長浜市南小足町373-3

スギドラッグ長浜店 526-0025 長浜市分木町4番29号

株式会社浅井三姉妹の郷 526-0244 長浜市内保町212

ローソン長浜西上坂店 526-0803 長浜市西上坂町395

セブンイレブン長浜北中学校前店 526-0021 長浜市八幡中山町1154-1

ローソン長浜神照店 526-0015 長浜市神照町469-1

ローソン長浜東上坂店 526-0802 長浜市東上坂町126

移動コンビニすいげんのさとカエル号 529-0521 長浜市余呉町下余呉1938

ローソン長浜八幡東店 526-0031 長浜市八幡東100-1

クスリのアオキ宮司店 526-0831 長浜市宮司町677

福祉コンビニ 526-8501 長浜市八幡東町６３２番地 長浜市役所１F

ローソン長浜下坂中町店 526-0044 長浜市下坂中町字樋ノ内290-3

フレンドマート長浜平方店 526-0033 長浜市平方町331

ファミリーマート長浜八島店 526-0252 長浜市八島町字宮ノ東497-1

業務スーパー長浜店 526-0031 長浜市八幡東町438

ディスカウントドラッグコスモス八幡中山店 526-0021 長浜市八幡中山町305-4

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ長浜柳町店 526-0021 長浜市八幡中山町284-4

クスリのアオキ神照店 526-0015 長浜市神照町931番地

クスリのアオキ平方店 526-0033 長浜市平方町328番地

ドラッグユタカ長浜祇園店 526-0061 長浜市祇園町21番地

セブンイレブン国道八幡東店 526-0031 長浜市八幡東町58-1

 生活協同組合コープしがコープながはま 526-0831 長浜市宮司町1200番地

ドラッグユタカ長浜宮司店 526-0831 長浜市宮司町1200番地

ファミリーマート長浜大戌亥町店 526-0043 長浜市大戌亥町1144番地



スギドラッグ 長浜中央店 526-0031 長浜市八幡東町450番地

ディスカウントドラッグコスモス 長浜祇園店 526-0061 長浜市祇園町304-1

クスリのアオキ 長浜加納店 526-0804 長浜市加納町655番地7

㈱コメリハードアンドグリーン虎姫店 529-0122 長浜市酢23-4

西村商店 529-0141 長浜市五村235

北川商店 529-0143 長浜市大寺町1024

森光商店 529-0143 長浜市大寺町1005-3

ローソン長浜虎姫店 529-0141 長浜市五村229

ローソン長浜唐国町店 529-0101 長浜市唐国町232-2

クスリのアオキ虎姫店 529-0141 長浜市五村２０９番地１

フレンドマート湖北店 529-0331 長浜市湖北町八日市1011

㈱コメリ　ハードアンドグリーン湖北店 529-0331 長浜市湖北町八日市988

坂井食料品店 529-0367 長浜市湖北町海老江212

米源商店 529-0354 長浜市湖北町山本3459

㈱キリン堂　湖北店 529-0331 長浜市湖北町八日市1011

西嶋製菓舗 529-0354 長浜市湖北町山本952

㈱ショッパー山本 529-0354 長浜市湖北町山本3344

株式会社まちづくり湖北 529-0341 長浜市湖北町速水2914

ドラッグユタカ高月店 529-0241 長浜市高月町高月910-1

スギ薬局滋賀高月店 529-0261 長浜市高月町東物部124-1

イオンビッグ㈱ザ・ビッグ高月店 529-0261 長浜市高月町東物部45-1

セブンイレブン滋賀高月店 529-0241 長浜市高月町高月917

セブンイレブン北近江高月店 529-0212 長浜市高月町井口1392-1

株式会社三河屋　パワーズ高月店 529-0261 長浜市高月町東物部124-1

よさ店 529-0223 長浜市高月町馬上1335

木田商店 529-0222 長浜市高月町雨森1744

ローソン長浜高月店 529-0241 長浜市高月町高月1342-1

ホームプラザナフコ高月店 529-0234 長浜市高月町柏原503-1

ディスカウントドラッグコスモス高月店 529-0205 長浜市高月町唐川13-1

コメリホームセンター木之本店 529-0426 長浜市木之本町黒田855

スギ薬局木之本店 529-0425 長浜市木之本町木之本1586-4

セブンイレブン木之本インター口店 529-0426 長浜市木之本町黒田1085-2

長井商店 529-0424 長浜市木之本町廣瀬327-1

株式会社平和堂木之本店 529-0425 長浜市木之本町木之本字五位1570-4

株式会社　カネイ岡 529-0423 長浜市木之本町千田236

㈱横田工房 529-0425 長浜市木之本町木之本750

千田肥料店 529-0425 長浜市木之本町木之本905

前川新聞舗 529-0425 長浜市木之本町木之本1059-1

ドラッグユタカ木之本店 529-0426 長浜市木之本町黒田1075-1

有限会社　つるや 529-0425 長浜市木之本町木之本1105

ファミリーマート木之本千田店 529-0423 長浜市木之本町千田258-1

ゲンキー 木之本店 529-0425 長浜市木之本町木之本字四反田1517番

山崎食料品店 529-0515 長浜市余呉町中之郷539

水上商店 529-0515 長浜市余呉町中之郷109

魚政 529-0521 長浜市余呉町下余呉945

ローソン西浅井塩津浜店 529-0701 長浜市西浅井町塩津浜1783

セブンイレブン西浅井塩津店 529-0702 長浜市西浅井町祝山646

杉林商店 529-0723 長浜市西浅井町中400



川﨑屋 529-0722 長浜市西浅井町庄466

割烹佐𠮷 529-0726 長浜市西浅井町菅浦234

曽根町自治会 526-0103 長浜市曽根町996

鳥羽上南町自治会（やまびこ会館） 526-0022 長浜市鳥羽上町436-2

月ヶ瀬区 529-0102 長浜市月ヶ瀬町186

小倉公会堂 529-0343 長浜市湖北町小倉３９２

高月自治会 529-0241 長浜市高月町高月288－1

三越町財管委員会 526-0024 長浜市三ツ矢元町13-28

柿ノ木自治会 529-0131 長浜市柿ノ木121

相撲町自治会 526-0017 長浜市相撲町715

小山区 529-0413 長浜市木之本町小山319

東横町町内会 529-0425 長浜市木之本町木之本746-1

広瀬婦人会 529-0424 長浜市木之本町広瀬251-8

川合区 529-0414 長浜市木之本町川合

音羽区 529-0403 長浜市木之本町音羽287

大音自治会大音婦人会 529-0431 長浜市木之本町大音908

古橋区 529-0411 長浜市木之本町古橋551

杉本区 529-0404 長浜市木之本町杉本381

金居原自治会　ふれあい会館 529-0401 長浜市木之本町金居原1340

余呉町坂口 529-0522 長浜市余呉町坂口746

川並自治会 529-0523 長浜市余呉町川並1335

上丹生 529-0512 長浜市余呉町上丹生2951

池原区 529-0536 長浜市余呉町池原1317-1

中河内自治会 529-0531 長浜市余呉町中河内38

野坂区 529-0703 長浜市西浅井町野坂

余区 529-0706 長浜市西浅井町余238

岩熊区 529-0711 長浜市西浅井町岩熊784

大浦区 529-0721 長浜市西浅井町大浦869

月出区 529-0712 長浜市西浅井町月出232

川村百貨店 521-0202 米原市柏原956

ローソン山東柏原店 521-0202 米原市柏原121

沢耕商店 521-0242 米原市長岡1597

ドラッグユタカ３６５店 521-0236 米原市間田506-2

フレンドマート山東店 521-0236 米原市間田413

㈱コメリハードアンドグリーン山東店 521-0236 米原市間田420

久保薬局 521-0314 米原市春照1121-2

総合百貨　丸真商店 521-0322 米原市杉沢12

㈱又サ　的場商店 521-0314 米原市春照1111

文適堂 521-0314 米原市春照668-3

ファミリーマートまつい伊吹店 521-0312 米原市上野802-1

ファミリーマート米原杉澤店 521-0322 米原市杉沢618-1

ローソン近江宇賀野店 521-0062 米原市宇賀野207-3

西野商事 521-0074 米原市高溝213-58

ローソン米原インター店 521-0093 米原市寺倉248-6

フタバヤ近江店 521-0072 米原市顔戸1063-1

ドラッグユタカ近江店 521-0073 米原市箕浦366-3

上林商店 521-0081 米原市多和田1562-2

井上商店 521-0062 米原市宇賀野496



フレンドリーまえがわ 521-0073 米原市箕浦430

キリン堂米原店 521-0016 米原市下多良3-22

セブンイレブン近江宇賀野店 521-0062 米原市宇賀野239-5

西川金物店 521-0035 米原市醒井302

（株）ショッピングセンター信沢 521-0035 米原市醒井304

（株）ショッピングセンター信沢（柏原店） 521-0202 米原市柏原2210

株式会社酒重商店 521-0231 米原市村居田156

森口商店 521-0035 米原市醒井614-1

西　西出商店 521-0033 米原市上丹生575

（有）萬喜屋 521-0314 米原市春照999

立木与三郎商店 521-0035 米原市醒井33

億谷商店 521-0072 米原市顔戸1243-1

瀧方肥料店 521-0224 米原市夫馬724

（株）大和屋製菓舗 521-0314 米原市春照1119

レーク伊吹農業協同組合　伊吹支店 521-0314 米原市春照465-1

レーク伊吹農業協同組合　柏原支店 521-0202 米原市柏原2217-1

レーク伊吹農業協同組合　山東支店 521-0225 米原市市場435

 レーク伊吹農業協同組合　伊吹資材センター 521-0322 米原市杉沢726

レーク伊吹農業協同組合　米原支店 521-0016 米原市下多良3丁目1

レーク伊吹農業協同組合　米原資材センター 521-0016 米原市下多良171

レーク伊吹農業協同組合　近江支店 521-0062 米原市宇賀野280-1

マルタニ 521-0004 米原市磯2055

ショップあかし 521-0016 米原市下多良2-91

清水商店 521-0033 米原市上丹生637

梅商店 521-0023 米原市三吉24-１

セブンイレブン米原一色店 521-0031 米原市一色字諏訪129-1

セブンイレブン米原中多良店 521-0011 米原市中多良638-2

立澤商店 521-0304 米原市吉槻1373

セブンイレブン米原梅ケ原店 521-0013 米原市梅ケ原326

スギドラッグ近江店 521-0073 米原市箕浦361-3

株式会社バロー近江店 521-0063 米原市飯15-1

セブンイレブン米原顔戸南店 521-0072 米原市顔戸622-1

荒木新聞店 521-0221 米原市池下867

ファミリーマート米原駅西店 521-0016 米原市下多良1丁目43

池下お茶の間創造事業「ほっこり」 521-0221 米原市池下428

ローソン米原河南店 521-0021 米原市河南字一本木365-1

ナフコ米原店 521-0236 米原市間田634

ローソン米原梅ヶ原店 521-0013 米原市梅ヶ原2407

セブンイレブン伊吹春照店 521-0314 米原市春照2147

セブンイレブン米原野一色店 521-0233 米原市野一色471-2

道の駅　伊吹の里 521-0311 米原市伊吹1732-1

セブンイレブン米原インター店 521-0022 米原市樋口224

コメリパワー米原店 521-0063 米原市飯1022-1

クスリのアオキ近江店 521-0062 米原市宇賀野255-1

ドラッグユタカ米原下多良店 521-0016 米原市下多良二丁目56番地

㈱平和堂 フレンドマート米原駅前店 521-0016 米原市下多良二丁目45番地

ファミリーマート米原山東店 521-0281 米原市志賀谷915-1

ゲンキー米原駅西店 521-0016 米原市下多良一丁目38番



天満集会所 521-0222 米原市天満813

販　売　店　名 郵 便 番 号 住　　　所

㈱平和堂フレンドマート長浜駅前店 526-0057 長浜市北船町1-15

平和堂アル・プラザ長浜店 526-0845 長浜市小堀町450

平和堂フレンドマート長浜祇園店 526-0061 長浜市祇園町298-1

平和堂フレンドマート浅井店 526-0242 長浜市三田町1322

フレンドマート湖北店 529-0331 長浜市湖北町八日市1011

フレンドマート長浜平方店 526-0033 長浜市平方町331

株式会社平和堂木之本店 529-0425 長浜市木之本町木之本1570-4

フレンドマート山東店 521-0236 米原市間田413

㈱平和堂 フレンドマート米原駅前店 521-0016 米原市下多良二丁目45番地

イオン長浜店 526-0847 長浜市山階町271-1

福祉コンビニ 526-8501 長浜市八幡東町632番地 長浜市役所１F

販　売　店　名 郵 便 番 号 住　　　所

長浜市役所　環境保全課 526-8501 長浜市八幡東町632

浅井支所 526-0292 長浜市内保町2490-1

びわ支所 526-0108 長浜市難波町505

虎姫支所 529-0112 長浜市宮部町3445

湖北支所 529-0341 長浜市湖北町速水2745

高月支所 529-0233 長浜市高月町渡岸寺160

北部振興局　くらし窓口課 529-0492 長浜市木之本町木之本1757-2

余呉支所 529-0515 長浜市余呉町中之郷2434

西浅井支所 529-0792 長浜市西浅井町大浦2590

販　売　店　名 郵 便 番 号 住　　　所

本庁　自治環境課 521-8501 米原市米原1016番地

山東支所　市民部　地域振興課
※家庭用可燃ごみ指定袋、粗大ごみ戸別収集処理手数
料納付券を除く

521-0292 米原市長岡1206番地

湖北広域行政事務センター　粗大ごみ戸別収集処理手数料納付券販売登録店　一覧表

長浜市役所　　一覧

米原市役所　一覧


