
あ

 ファミリーマート　岡崎葵町店 ６６－０７８１

 ファミリーマート　岡崎赤渋町店 ７２－５０５３

い

 有限会社　河口商店（本社） ２４－１３７４

 成電社 ２４－６１１１

 ファミリーマート　岡崎伊賀店 ６５－８０７１

 有限会社　河口商店（井田西町工場） ２４－１３７４

 ファミリーマート　岡崎井内町店 ５７－０１３１

 ファミリーマート　岡崎稲熊１丁目店 ６５－５０１５

  ドミー　稲熊店 ２５－８０２０

 ファミリーマート　岡崎真伝町店 ６５－８７２２

 ヤマナカアルテ　岡崎北 ２５－７３７３

  ドミー　岩津店 ６４－４６６５

う

 株式会社　横山商店 ５２－５４１８

 株式会社　オカリョウ　上地店 ５２－２５２２

 生活協同組合　コープあいち　コープ岡崎 ５４－１５２２

 ファミリーマート　岩本宇頭店 ３２－５８７５

え

 ファミリーマート　岡崎江口２丁目店 ５７－８２５０

お

 ファミリーマート　岡崎生平町店 ２７－６１２２

 ファミリーマート　岡崎おい町店 ２７－６１１５

 ヤマサン商店 090ー8547ー5016

生平町

粗大ごみシール販売店一覧表  　　 (令和４年１月19日現在）

 ＊　粗大ごみの処分は、粗大ごみ受付センター（ 電話 ２２－２０００ ）に収集予約後、必要

　 金額分をご購入ください。（ 代金の払い戻しはできませんので、ご注意ください。）

 ＊　一覧表は、行政町順です。ご近所又はいつも買物をされる店舗等でご購入してください。

 ＊　シールは、 ３００円券一種類のみ です。必要枚数分購入してください。

赤渋町

大西町

     ≪ 例 ≫ 受付センターで手数料が６００円と言われた場合 …… ２枚購入

井ノ口新町

岩津町

葵町

上地町

伊賀町

井内町

江口２丁目

井田西町

宇頭町

上地２丁目

小美町

稲熊町



 ファミリーマート　岡崎大西２丁目店 ６５－５５１５

 ファミリーマート　岡崎インター店 ６５－２３１３

 ファミリーマート　大平駒場店 ６５－５２５０

 株式会社中日総合サービス　岡崎営業所 ６４－６４５７

 ファミリーマート　岡崎岡町保母店 ５７－２６０６

 有限会社　ライフ・ルネッサンス ５２－５７４３

 ファミリーマート　岡崎小呂町店 ６５－５０２７

 ミニストップ　岡崎小呂町店 ２２－００３９

か

 有限会社　飯田商店 ２３－３１２９

 フィール　ＫＡＫＥＭＡＣＨＩ店 ６５－２８２８

 株式会社　電波堂 ２２－２２８１

 ファミリーマート　岡崎石工団地口店 ３３－０１２１

 ファミリーマート　岡崎上里２丁目店 ６５－２４６５

 メグリア　上里店（トヨタ生協） ２３－７３１１

 フィール　コムタウン ７１－２１１６

 ピアゴ　上和田店 ５３－６０１１

 ファミリーマート　岡崎北天白店 ５９－２６６０

 株式会社　オカリョウ　かもだ店 ２４－３６７１

 ファミリーマート　岡崎鴨田東店 ６５－５０１０

 ファミリーマート　岡崎鴨田広元店 ６５－５１６６

 ファミリーマート　岡崎鴨田本町店 ６５－８５３１

 EQVo!大樹寺店　（ フィール岡崎大樹寺店 ） ２１－２１１６

 ファミリーマート　岡崎河原町店 ６５－２３４３

き

 ミニストップ　桝塚店 ３４－３１３３

 ローソン　岡崎北野店 ３３－３０６７

 ファミリーマート　北本郷店 ３３－５０５５

く

 ファミリーマート　岡崎久後崎町店 ５７－１６５３

 ファミリーマート　岡崎国正店 ５７－５０７５

 ファミリーマート　岡崎桑谷店 ６６－６００２

こ

上六名町

河原町

上佐々木町

柿田町

鴨田町

上里３丁目

久後崎町

上里２丁目

鴨田本町

欠町

籠田町

小呂町

岡町

大西２丁目

大平町

上和田町

桑谷町

北野町

国正町

北本郷町



 泉屋酒店 ２１－０７６６

 ファミリーマート　岡崎康生通南店 ６６－０２２１

 ファミリーマート　岡崎高隆寺町店 ６５－５２２１

 ファミリーマート　岡崎小針店 ３３－３１０１

さ

 ファミリーマート　岡崎材木町店 ６５－７５３７

し

 ファミリーマート　岡崎島坂店 ３３－５６３３

 デイリーヤマザキ　岡崎市役所店 ２５－３７１６

す

 有限会社　袴田商店 ２４－８４７０

た

 ローソン　岡崎滝団地店 ６６－４０５０

 ファミリーマート　岡崎竜美台２丁目店 ５７－１０３０

 ファミリーマート　岡崎竜美南店 ５７－８１０２

 株式会社　井土商店 ２２－６８９８

  ドミー　大樹寺店 ６５－８１２１

 ファミリーマート　岡崎大門１丁目店 ６５－２２１８

 ファミリーマート　岡崎大門駅前店 ６５－２０１０

 フィール　岡崎大和店 ３２－９７００

つ

 手嶋酒店 ３１－４１２０

 ファミリーマート　岡崎筒針店 ３３－０９５０

と

 西友   岡崎店 ５８－２０００

 ファミリーマート　岡崎富永店 ３３－３０３９

 ドミー　百々店 ２５－８０００

 ローソン　岡崎堂前店 ２３－８０３４

な

 ローソン　中岡崎店 ２８－７４９１

 ファミリーマート　小園前店 ５７－５６７０

島坂町

康生通

百々町

大門５丁目

戸崎町

富永町

竜美南２丁目

大樹寺１丁目

中島町

堂前町

中岡崎町

康生通南１丁目

材木町

小針町３丁目

高隆寺町

十王町

大樹寺３丁目

筒針町

末広町

竜美台２丁目

大門１丁目

滝町

大和町



 ファミリーマート　岡崎中園町店 ３３－３５６６

 ファミリーマート　岡崎中町店 ６５－５２１５

 原田商店（アロー内） ２２－６６８９

 有限会社　ユタカ ８２－３３６３

に

 ファミリーマート　岡崎西大友店 ３３－０２２７

 生活協同組合　コープあいち　コープ岡崎北 ２８－０３１１

ね

 ファミリーマート　岡崎根石町店 ６５－２５１１

は

 ニチモウ商事　株式会社 ３２－１５６４

 ファミリーマート　岡崎橋目店 ３２－８４７７

 ファミリーマート　岡崎三菱自動車前店 ３３－３０２１

 ドミー　岡崎駅東店 ７２－５４４０

 フィール　岡崎柱町店 ７２－２１１６

 ファミリーマート　岡崎柱６丁目店 ７２－６００２

 ファミリーマート　岡崎駅前店 ７２－５４３０

 ファミリーマート　岡崎羽根北町店 ５７－８１２８

 ファミリーマート　岡崎羽根西新町店 ５７－２５５８

 ファミリーマート　岡崎針崎店 ５９－３５３８

ひ

 ミニストップ　東阿知和店 ２５－５８０９

 ファミリーマート　岡崎東大友店 ３３－０１７５

 ファミリーマート　岡崎東蔵前町店 ６６－８１３３

 ドミー　竜美丘店 ８３－７００７

 ファミリーマート　岡崎日名本町店 ６５－３４３１

ふ

 ドミー　福岡店 ６４－１１８１

 EQVo!福岡店　（ フィール福岡店 ） ５５－０２２２

 有限会社　神谷商店　無限エナジー&マテリアル ７２－８３８６

 フィール　ニュース ５５－５４００

東大友町

不吹町

橋目町

東明大寺町

東阿知和町

柱４丁目

中町

柱６丁目

錦 　町

夏山町

羽根北町

柱   町

根石町

中園町

針崎町

西大友町

福岡町

羽根町

藤川町

東蔵前町

日名本町

羽根西新町



へ

 ファミリーマート　岡崎へごし町店 ３３－０３２１

ほ

 ファミリーマート　岡崎細川町店 ６６－８１０１

 ミニストップ　細川町店 ４５－３６４４

 メグリア　北斗店（トヨタ生協） ４５－５６７２

 ファミリーマート　岡崎法性寺店 ５７－９００８

 岡崎資源回収協同組合 ８３－６９３０

 ピアゴ　洞店 ２６－５４１１

 ミニストップ　岡崎洞町店 ２３－５０５５

 ファミリーマート　岡崎本町通店 ６６－０１２４

ま

 株式会社　オカリョウ　むつみ店 ５８－３３１５

 ファミリーマート　岡崎牧御堂店 ７２－６０３３

み

 ファミリーマート　岡崎美合新町店 ５７－２７６１

 合資会社　籠藤商店 ５１－２４０９

 ファミリーマート　岡崎美合店 ５７－１１１３

 ドミー　美合店 ５７－８５５５

 ニューヤマザキデイリーストア　岡崎美合駅前店 ７１－４５５７

 ファミリーマート　岡崎緑丘店 ５７－８１２３

 株式会社　大久保東海 ５５－８３６５

 ファミリーマート　東岡崎駅南口店 ７２－３３５６

 デイリーヤマザキ　東岡崎駅前店 ２１－１８２５

 ファミリーマート 　岡崎明大寺店 ６５－５２０６

む

 ファミリーマート　岡崎向山町店 ５９－０７７０

 ローソン　岡崎六名本町店 ５８－６８６８

 和田薬局 ５３－３７８６

も

細川町

美合町

美合新町

六名本町

緑丘2丁目

向山町

明大寺本町

明大寺町

宮地町

牧御堂町

本町通

法性寺町

舳越町

洞   町



 ファミリーマート　岡崎元欠町店 ６５－７８１７

 ファミリーマート　岡崎本宿店 ６６－３１１０

 ファミリーマート　岡崎上三本松店 ６６－６０１５

や

 有限会社　新實商店 ３１－４９７１

 ファミリーマート　矢作小河原店 ３３－００８８

　

ゆ

 株式会社　伊勢屋都築商店 ２１－１５９２

り

 リカー＆コンビニエンス　アサヒヤ ５２－２１２０

 ファミリーマート　岡崎両町店 ６５－３７０８

れ

 タックメイト　ヤマダイ　センガ ２３－９６７８

わ

 ドミー　若松店 ５８－８５５５

矢作町

祐金町

竜泉寺町

両　町

若松町

連尺通

本宿町

元欠町


