
販　売　所 住　所 電　話 販　売　所 住　所 電　話 販　売　所 住　所 電　話

井原食糧企業組合　井原店 井原町182-2 62-0636 酒のとりごえ 高屋町842 67-0247 晴れの国岡山農業協同組合　井原芳井支店明治店舗 芳井町種848-7 73-0302

院内ショップとまと 井原町1186 63-2332 ＴＳＵＴＡＹＡ　井原店 高屋町三丁目24-2 67-3110 明治蔬菜園芸組合 芳井町種548-2 73-0453

㈲大竹屋 井原町638-1 62-8111 畑本食料品店 高屋町783 67-0353 見川屋 芳井町上鴫357 74-0013

大津寄教材社 井原町1315 63-0477 ㈲ ヤマリ 高屋町二丁目8-4 67-0407 宮島商店 芳井町上鴫379-4 74-0020

晴れの国岡山農業協同組合　井原支店 井原町512-2 62-8370 ㈲ 梶平商店 大江町3962 67-0135 田辺商店 芳井町西三原2359 74-0652

かわかみ化粧品店 井原町1137-5 65-0110 サカエ薬品 大江町3468-5 67-1418 ㈱ Ａコープﾟ西日本　美星店 美星町三山1014-1 87-2534

カンノストアー 井原町703-8 62-0979 ローソン　井原大江町店 大江町2981-3 67-1933 晴れの国岡山農業協同組合　美星支店 美星町三山1038 87-2531

㈱ 斎藤商店 井原町3178-5 62-0327 谷本商店 下稲木町647-1 62-2797 菊池酒店 美星町三山3977-1 87-2020

ザパック　鈴木産業 ㈱ 井原町1155 62-0370 児玉商店 岩倉町311 62-1069 三村電器 美星町三山595 87-2139

㈲ 昭電社 井原町1142-1 65-0123 セブンイレブン井原岩倉町店 岩倉町342-2 62-0755 長楽にこにこ市 美星町西水砂2247-14 87-2936

尚美堂 井原町199-2 62-8888 晴れの国岡山農業協同組合　井原東支店 木之子町400-3 62-4105 妹尾酒店　(中店） 美星町星田7886-1 87-3066

住まいるネット　井原南店 井原町48-4 62-4163 木之子輪業 木之子町2945 62-3664 吉屋商店 美星町星田2991-3 87-4063

ギャラリー和楽 井原町3273 62-0635 笹井商店 木之子町93-2 62-7060 ＥＮＥＯＳ美星３１３ＳＳ 美星町黒忠4807-2 87-3378

ダイレックス　井原店 井原町108-1 84-0036 高田商店 木之子町551 62-4127 ㈲ 三宅電機 美星町黒忠1011 87-2396

㈱ 天満屋金物店 井原町1031 62-0051 フレッシュ　イシダ 木之子町180-6 63-0645 美星明治簡易郵便局 美星町明治3572-5 87-3662

㈱ なかやま牧場　ハート井原店 井原町42-1 62-2700 藤井酒店 門田町651-7 62-0325

七日市屋宇治園 井原町1390-4 62-0602 晴れの国岡山農業協同組合　井原アグリセンター 東江原町1705-3 62-1433

畑中紙店 井原町1503 62-0617 セブンイレブン　井原東江原店 東江原町283-1 63-3629

ハローズ　井原店 井原町256 63-2286 晴れの国岡山農業協同組合　井原北支店青野店舗 青野町2576-1 62-0134

有限会社　ふしもと 井原町1285 62-0010 ㈲ 池田モータース 西江原町957-1 62-0192

安井食料品店 井原町918-2 62-1616 ㈲ 居酒屋　（セブンイレブン西江原店） 西江原町1811-1 62-8461

〔合資〕柳本商店 井原町1087 62-2422 晴れの国岡山農業協同組合　井原北支店 西江原町1514-1 62-1381

ローソン　井原駅前通店 井原町95-3 62-0037 川田金物 ㈲　（ホームセンター サンショップ） 西江原町983 62-0519

㈱ 渡辺金物店 井原町855 62-2171 コメリハードアンドグリーン　井原店 西江原町966-1 65-0016

小さなお店　TheBOX 七日市町943-3 65-0505 住まいるネット　西江原店 西江原町19-1 62-5682

久安薬局 七日市町543 62-2143 津熊商店 西江原町2903 62-0709

㈲ スパー井原中央店 上出部町456 62-7803 ディオ　井原東店 西江原町763 090-6013-2989

セブンイレブン　井原上出部町店 上出部町511 63-2813 ディスカウントドラッグコスモス　西江原店 西江原町1205-1 65-5252

㈱ イズミゆめタウン　井原店 下出部町二丁目11-2 67-3300 ㈲ 西江原石油 西江原町675-1 62-1050 （令和５年３月２９日現在登録店）　

晴れの国岡山農業協同組合　井原西支店 下出部町二丁目16-7 67-3515 ハピーズ　井原店 西江原町1134 62-3911

スーパードラッグひまわり　井原店 下出部町一丁目32-2 67-9728 ローソン　井原警察署前店 西江原町953-1 62-8870

ディスカウントドラッグコスモス　井原店 下出部町二丁目19-2 67-9677 コメリハードアンドグリーン　岡山芳井店 芳井町簗瀬38-1 72-9811

ザグザグ　井原笹賀店 笹賀町29-1 65-0086 セブンイレブン　井原芳井町店 芳井町簗瀬267-2 72-0940

セブンイレブン　井原笹賀町店 笹賀町454-1 63-2535 晴れの国岡山農業協同組合　井原芳井支店 芳井町吉井97 72-1414

ディオ　井原店 笹賀町65 65-1500 晴れの国岡山農業協同組合　井原芳井マーケット 芳井町吉井241-2 72-0096

ホームプラザナフコ　井原店 笹賀町756-1 65-5601 ファミリーショップ　フジタ 芳井町吉井4042 72-0880

㈱ ユーホー　井原店 笹賀町427-1 63-2345 マルゲン商店 芳井町吉井62-3 72-0105

㈲ いかりストアー 高屋町500 67-0236 芳井町特産品直売所 芳井町吉井4110-1 72-1645

大西石油 ㈲ 高屋町四丁目2-2 67-0550 ㈲ 八杉　川相店 芳井町川相314-2 72-1014

井原市指定ごみ袋販売所一覧

《青色ステッ 《指定ごみ袋の種類と価格》


