
■出雲市指定ごみ袋等販売　委託先（店舗）一覧 H31.4.1時点

地域 地区 委託先（店舗） 住所

出雲 今市 北村酒店 出雲市今市町5-2
出雲 今市 スーパードラッグひまわり今市店 出雲市今市町42番地1
出雲 今市 セブンイレブン出雲今市町店 出雲市今市町237番地4
出雲 今市 とらや饅頭店 出雲市今市町854-14
出雲 今市 ナオラ 出雲市今市町1602
出雲 今市 ファーマシィ薬局くにびき 出雲市今市町2078
出雲 今市 ふたばショップ 出雲市今市町70
出雲 今市 ポプラ出雲駅前店 出雲市今市町971-3
出雲 今市 ラピタ本店 出雲市今市町87
出雲 今市 ローソン出雲今市町本町店 出雲市今市町本町572
出雲 今市 西児玉商店 出雲市今市町1354
出雲 今市 田中種苗 出雲市今市町北本町2丁目9-7
出雲 今市 ドラッグストアウェルネス北本町店 出雲市今市町北本町5丁目2-7
出雲 今市 ファミリーマート出雲北本町店 出雲市今市町北本町1丁目1-1
出雲 今市 三木商店 出雲市今市町北本町2丁目8-2
出雲 今市 ファミリーマート出雲南本町店 出雲市今市町南本町21-1
出雲 今市 セブンイレブンハートインＪＲ出雲市駅店 出雲市駅北町11
出雲 今市 ドラッグストアウェルネス出雲駅北店 出雲市駅北町１
出雲 今市 ローソン出雲駅北店 出雲市駅北町2-1
出雲 今市 ドラッグストアウェルネス出雲駅南店 出雲市駅南町3丁目13-1
出雲 今市 ローソン出雲駅南店 出雲市駅南町2丁目5-1
出雲 大津 グッディー上成店 出雲市大津町1105
出雲 大津 くるみ市 出雲市大津町1574-8
出雲 大津 高野商店 出雲市大津町2547
出雲 大津 ビューティーサロンにんじんの家 出雲市大津町514
出雲 大津 ファミリーマートJAいずも大津店 出雲市大津町1697-27
出雲 大津 フレッシュハウスたけうち 出雲市大津町487-2
出雲 大津 橋本屋食料品店 出雲市大津町1403
出雲 大津 セブンイレブン出雲大津新崎２丁目店 出雲市大津新崎町2丁目28番
出雲 大津 ディスカウントドラッグコスモス大津新崎店 出雲市大津新崎町5丁目9
出雲 大津 ローソン出雲大津新崎店 出雲市大津新崎町7-9-1
出雲 大津 グッディー北部店 出雲市大津朝倉1丁目6-6
出雲 大津 ローソン出雲大津朝倉一丁目店 出雲市大津朝倉1丁目7-10
出雲 大津 ローソン出雲枝大津店 出雲市枝大津町14-4
出雲 塩冶 寿生病院内売店 出雲市上塩冶町2862-1
出雲 塩冶 セブンイレブン出雲上塩冶町店 出雲市上塩冶町4001
出雲 塩冶 竹内商店 出雲市上塩冶町2738-11
出雲 塩冶 ディスカウントドラッグコスモス塩冶東店 出雲市上塩冶町2674
出雲 塩冶 ファミリーマートJAいずも塩冶東店 出雲市上塩冶町2646-1
出雲 塩冶 ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ　出雲店 出雲市塩冶町1408番地2
出雲 塩冶 業務用食品スーパー出雲店 出雲市塩冶町952
出雲 塩冶 グッディー医大通店 出雲市塩冶町2125-1
出雲 塩冶 ジュンテンドー出雲南店 出雲市塩冶町1197-1
出雲 塩冶 ファーマシィ薬局すこやか 出雲市塩冶町1539-60
出雲 塩冶 ファミリーマート島根大学医学部附属病院店 出雲市塩冶町８９－１
出雲 塩冶 フーズマーケットホック塩冶店 出雲市塩冶町1200
出雲 塩冶 ぷちショップナガサワ１ 出雲市塩冶町963-1
出雲 塩冶 ポプラ出雲市民病院店 出雲市塩冶町1536‐1
出雲 塩冶 松文オフテック出雲営業所 出雲市塩冶町1149-4
出雲 塩冶 ラピタみなみ店 出雲市塩冶町990
出雲 塩冶 ローソン出雲塩冶町店 出雲市塩冶町1155
出雲 塩冶 セブンイレブン出雲天神町店 出雲市天神町850
出雲 塩冶 ドラッグストアウェルネス塩冶店 出雲市塩冶有原町5丁目11
出雲 塩冶 ローソン出雲塩冶有原店 出雲市塩冶有原町5丁目39
出雲 塩冶 サンエイ事務機 出雲市塩冶神前2丁目1番20号
出雲 塩冶 しまね薬局医大前 出雲市塩冶神前1丁目7番4号
出雲 塩冶 ファーマシィ薬局神前 出雲市塩冶神前2-1-25
出雲 塩冶 ローソン出雲塩冶神前店 出雲市塩冶神前6丁目1-1
出雲 塩冶 ローソン・ポプラ出雲医大南町店 出雲市医大南町1丁目28-1
出雲 塩冶 ローソン出雲塩冶原店 出雲市塩冶原町1丁目5-13
出雲 古志 コメリハードアンドグリーン古志店 出雲市古志町1051-1
出雲 古志 藤増ストアー古志店 出雲市古志町1052
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出雲 高松 えずみや商店市場店 出雲市高松町570
出雲 高松 森山義雄たばこ店 出雲市高松町1575-1
出雲 高松 出雲協同食品 出雲市高松町570
出雲 高松 伊藤商店 出雲市白枝町695
出雲 高松 スーパーセンタートライアル出雲白枝店 出雲市白枝町420-1
出雲 高松 セブンイレブン出雲白枝町店 出雲市白枝町860‐1
出雲 高松 セブンイレブン出雲浜山通り店 出雲市白枝町1327-3
出雲 高松 ディスカウントドラッグコスモス白枝店 出雲市白枝町989-2
出雲 高松 ドラッグストアウェルネス白枝店 出雲市白枝町551-1
出雲 高松 ファミリーマートJAいずも高松店 出雲市白枝町684-5
出雲 高松 ローソン出雲白枝堀西店 出雲市白枝町222-1
出雲 高松 伊藤石油 出雲市白枝町592-2
出雲 高松 Yショップ高崎屋出雲駐屯地内売店 出雲市松寄下町1142-1
出雲 高松 まるいストア 出雲市松寄下町716-1
出雲 高松 ラピタはまやま店 出雲市松寄下町298-2
出雲 高松 長子商店 出雲市松寄下町735
出雲 高松 ファミリーマート浜山公園入口店 出雲市浜町505-3
出雲 四絡 おだ出雲店 出雲市矢野町864-1
出雲 四絡 株式会社あんり 出雲市矢野町12
出雲 四絡 桃源ドーム店 出雲市矢野町920-1
出雲 四絡 ファミリーマートＪＡいずも小山店 出雲市小山町235-1
出雲 四絡 セブンイレブン出雲大塚町店 出雲市大塚町1133-1
出雲 四絡 ドラッグストアウェルネス大塚店 出雲市大塚町750-1
出雲 四絡 ゆめタウン出雲 出雲市大塚町650-1
出雲 四絡 ローソン出雲大塚店 出雲市大塚町742
出雲 四絡 ファーマシィ薬局出雲中央 出雲市姫原4-10-2
出雲 四絡 スーパードラッグひまわり姫原店 出雲市姫原3丁目8-1
出雲 四絡 ドン・キホーテ出雲店 出雲市姫原2丁目7-5
出雲 四絡 ファミリーマートラピタ中央病院店 出雲市姫原4丁目1-1
出雲 四絡 ローソン出雲姫原二丁目店 出雲市姫原2丁目12-5
出雲 四絡 Ａ-プライス　出雲店 出雲市渡橋町１２０１
出雲 四絡 イオンスタイル出雲 出雲市渡橋町1066
出雲 四絡 しまね薬局渡橋 出雲市渡橋町1104
出雲 四絡 ダイレックス出雲店 出雲市渡橋町１２－３
出雲 四絡 ディスカウントドラッグコスモス渡橋店 出雲市渡橋町472
出雲 四絡 ファミリーマート浜山通り店 出雲市渡橋町772‐1
出雲 四絡 ファミリーマート出雲渡橋店 出雲市渡橋町1206
出雲 四絡 ローソン出雲渡橋店 出雲市渡橋町1171-1
出雲 高浜 いない出雲ドーム東店 出雲市平野町300
出雲 高浜 セブンイレブン出雲平野町店 出雲市平野町549-1
出雲 高浜 ドラッグストアウェルネス出雲ドーム北店 出雲市平野町488-2
出雲 高浜 ナンバ出雲ドーム店 出雲市平野町408
出雲 高浜 ファミリーマートJAいずもドーム北店 出雲市平野町458-1
出雲 高浜 ホームプラザナフコ北出雲店 出雲市江田町47-4
出雲 高浜 ローソン出雲江田店 出雲市江田町87-1
出雲 川跡 ドラッグストアウェルネス出雲中野店 出雲市中野町265番地1
出雲 川跡 川端商店 出雲市中野町486
出雲 川跡 ファーマシィ薬局まごころ 出雲市武志町733-4
出雲 川跡 岡田商店 出雲市武志町535
出雲 川跡 看護大学寮内売店 出雲市武志町697-3
出雲 川跡 水野商事　島根中央営業所 出雲市武志町773-4
出雲 川跡 ウエルシア出雲高岡店 出雲市高岡町１２７９番地１
出雲 川跡 ストアまるほし 出雲市荻杼町229-1
出雲 川跡 ローソン出雲荻杼町店 出雲市荻杼町４７２番地
出雲 川跡 ファミリーマートJAいずも稲岡店 出雲市稲岡町347-2
出雲 川跡 ディスカウントドラッグコスモス高岡店 出雲市高岡町649
出雲 川跡 ファミリーマートＪＡいずも高岡店 出雲市高岡町410-1
出雲 川跡 えずみや商店本店 出雲市中野美保北3丁目4番地2
出雲 川跡 スーパーナカノ 出雲市中野美保北1丁目3-3
出雲 鳶巣 環境保全連合会鳶巣支部 出雲市東林木町890-4
出雲 稗原 タケシタでんき 出雲市稗原町3012-5
出雲 稗原 ヤマザキショップ出雲小島店 出雲市稗原町3031-9
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出雲 朝山 岩根商店 出雲市所原町1893-1
出雲 乙立 環境保全連合会乙立支部 出雲市乙立町3163
出雲 神門 松田商店 出雲市芦渡町847-3
出雲 神門 ドラッグストアウェルネス下古志店 出雲市下古志町701-5
出雲 神門 ファーマシィ薬局花のさと 出雲市下古志町1125-3
出雲 神門 ローソン出雲下古志店 出雲市下古志町686-1
出雲 神門 桃源出雲店 出雲市下古志町656
出雲 神門 藤増ストアー本店 出雲市知井宮町973
出雲 神門 ローソン出雲知井宮店 出雲市知井宮町182
出雲 神門 ジュンテンドー知井宮店 出雲市神門町783
出雲 神門 ディスカウントドラッグコスモス神門店 出雲市神門町1367-4
出雲 神門 ドラッグストアウェルネス神門店 出雲市神門町880
出雲 神門 ファミリーマートいずも神門店 出雲市神門町797
出雲 神門 セブンイレブン出雲西新町店 出雲市西新町1丁目2453-7
出雲 神門 ファミリーマートJAいずも西出雲店 出雲市西新町2丁目2458-3
出雲 神西 いわだや 出雲市東神西町16-1
出雲 神西 サンアイ出雲西店 出雲市神西沖町1443-2
出雲 神西 チェーンストアマルジン神西店 出雲市神西沖町2483-68
出雲 神西 高橋酒店 出雲市神西沖町2044-2
出雲 神西 ゆめマート神西店 出雲市大島町24-1
出雲 神西 ローソン出雲インター店 出雲市荒大島町－１
出雲 長浜 ローソン出雲荒茅店 出雲市荒茅町3３３３－１
出雲 長浜 岸煙草店 出雲市荒茅町390-4
出雲 長浜 セブンイレブン出雲朝山町店 出雲市朝山町273-4
出雲 長浜 セブンイレブン出雲長浜店 出雲市西園町271番地１
出雲 長浜 ファミリーマートJAいずも長浜店 出雲市西園町267-1
出雲 長浜 藤江酒店 出雲市西園町3717
平田 平田 石原商店 出雲市平田町2236-6
平田 平田 伊藤本店 出雲市平田町892-15
平田 平田 遠藤燃料工業 出雲市平田町1891
平田 平田 お菓子工房　フィリア 出雲市平田町2278-7
平田 平田 金山商店 出雲市平田町1274-6
平田 平田 かわしま新田店 出雲市平田町5408-1
平田 平田 かわしま南町店 出雲市平田町2236-5
平田 平田 ぎま文具 出雲市平田町2245-5
平田 平田 グッディー平田店 出雲市平田町2390
平田 平田 島田精米製粉所 出雲市平田町892-3
平田 平田 ジュンテンドー平田店 出雲市平田町5472-1
平田 平田 たのう米穀株式会社 出雲市平田町652-11
平田 平田 ディスカウントドラッグコスモス出雲平田店 出雲市平田町1647-2
平田 平田 ドラッグストアウェルネス平田中ノ島店 出雲市平田町7201
平田 平田 ドラッグストアウェルネス平田西店 出雲市平田町1615
平田 平田 平田にぎわい市場ツチエ 出雲市平田町5346-11
平田 平田 平野米酒店 出雲市平田町7023
平田 平田 ファミリーマートJAいずも平田店 出雲市平田町7698
平田 平田 ファミリーマート平田西店 出雲市平田町1863-1
平田 平田 フーズマーケットホック平田店 出雲市平田町1708-1
平田 平田 フードショップまつのや 出雲市平田町1319-9
平田 平田 ホームプラザナフコ平田店 出雲市平田町1610
平田 平田 三島青果 出雲市平田町951-15
平田 平田 山口商店 出雲市平田町7515
平田 平田 ラピタひらた店 出雲市平田町2893-2
平田 平田 リックひらの 出雲市平田町1730-3
平田 平田 ローソン出雲平田町店 出雲市平田町5482番地3
平田 平田 ローソン平田駅前店 出雲市平田町2226-9
平田 平田 ローソン平田中ノ島店 出雲市平田町7550
平田 平田 丸合平田店 出雲市平田町1598
平田 平田 出雲市役所平田支所売店 出雲市平田町951-1
平田 平田 大島屋 出雲市平田町983
平田 平田 飯塚豊市商店 出雲市平田町1136
平田 平田 飯塚豊市商店営業所 出雲市平田町2316-1
平田 平田 浅野種苗園 出雲市西平田町47-1
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平田 平田 坂榮酒店 出雲市西平田町40
平田 平田 北脇酒店 出雲市西平田町78
平田 灘分 三和平田 出雲市灘分町180-4
平田 灘分 フィリア 出雲市灘分町532-1
平田 灘分 福間商店 出雲市灘分町1930
平田 国富 ファーマシィ薬局きりん 出雲市国富町833-12
平田 国富 ローソン出雲国富店 出雲市国富町806
平田 西田 郷原商店 出雲市西郷町439-2
平田 鰐淵 もみじや 出雲市河下町599-1
平田 久多美 大塚製菓 出雲市東郷町331-6
平田 桧山 坂本商店 出雲市多久谷町18
平田 東 ローソン・ポプラ平田一畑店 出雲市小境町412-2
平田 佐香 泉屋商店 出雲市三津町133
平田 佐香 今出屋商店 出雲市三津町386-1
平田 佐香 竹野屋商店 出雲市小伊津町1485
平田 佐香 中村商店 出雲市小伊津町1494-1
平田 佐香 金森商店 出雲市坂浦町1891-1
平田 佐香 大畑商店 出雲市坂浦町1933
平田 伊野 光丸商店 出雲市野郷町457-3
佐田 須佐 目田森林公園 出雲市佐田町反辺1141-4
佐田 須佐 ヤマザキショップあわや 出雲市佐田町原田735-5
佐田 須佐 スーパーあおぞら 出雲市佐田町反辺1437-3
佐田 須佐 吉田商店 出雲市佐田町反辺2016-5
佐田 須佐 ラピタ佐田店 出雲市佐田町反辺1586-12
佐田 窪田 ファミリーショップやまもと 出雲市佐田町一窪田2148-1
佐田 窪田 吉川酒店 出雲市佐田町一窪田1237
佐田 窪田 ふれあい産直ショップ山のさと 出雲市佐田町八幡原238-4
佐田 窪田 鎌田商店 出雲市佐田町八幡原1043-5
多伎 多伎 佐々木薬店 出雲市多伎町口田儀637
多伎 多伎 田儀マーケット 出雲市多伎町口田儀666
多伎 多伎 ラピタ多伎店 出雲市多伎町多岐853-1
多伎 多伎 ローソン出雲多伎店 出雲市多伎町多岐877-6
多伎 多伎 エディオン多伎店 出雲市多伎町久村490-1
湖陵 湖陵 古志屋商店 出雲市湖陵町三部594-1
湖陵 湖陵 渡部酒店 出雲市湖陵町三部564-16
湖陵 湖陵 森山商店 出雲市湖陵町二部819-3
湖陵 湖陵 青木商店 出雲市湖陵町二部1542
湖陵 湖陵 大工屋商店 出雲市湖陵町大池972
湖陵 湖陵 飯島商店 出雲市湖陵町大池1932-2
湖陵 湖陵 平野商店 出雲市湖陵町大池870-1
湖陵 湖陵 はまおか屋商店 出雲市湖陵町板津148-5
湖陵 湖陵 ファミリーマートJAいずも湖陵店 出雲市湖陵町差海710-1
湖陵 湖陵 ホームプラザナフコ湖陵店 出雲市湖陵町差海409-1
湖陵 湖陵 ラピタ湖陵店 出雲市湖陵町差海708-5
湖陵 湖陵 ローソン湖陵店 出雲市出雲湖陵町差海３８５－１
大社 遙堪 蝶野商店 出雲市大社町遙堪1585
大社 遙堪 伊藤商店 出雲市大社町菱根319
大社 遙堪 マルマン大社店 出雲市大社町入南608-1
大社 荒木 ジュンテンドー大社店 出雲市大社町北荒木601-2
大社 荒木 ショッピングタウンエル 出雲市大社町北荒木625-2
大社 荒木 ドラッグストアウェルネス出雲大社店 出雲市大社町北荒木1212－2
大社 荒木 ファミリーマートJAいずも大社店 出雲市大社町北荒木940-1
大社 荒木 フーズマーケットホック大社店 出雲市大社町北荒木625-2
大社 荒木 ローソン浜山店 出雲市大社町北荒木1057-5
大社 荒木 大社正宗醸造 出雲市大社町修理免803-1
大社 荒木 ローソン出雲大社町店 出雲市大社町修理免818-1
大社 大社 ファミリーマートＪＡいずも大社東店 出雲市大社町杵築東40
大社 大社 江角米穀食品店 出雲市大社町杵築南1146
大社 大社 小田川酒店 出雲市大社町杵築南909-6
大社 大社 中林酒店 出雲市大社町杵築南1047-2
大社 大社 福代商店 出雲市大社町杵築南762
大社 大社 山崎酒店 出雲市大社町杵築南987-2
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大社 大社 ラピタ大社店 出雲市大社町杵築南996
大社 大社 藤井酒店 出雲市大社町杵築西1756
大社 大社 安田酒店 出雲市大社町杵築北2844-47
大社 大社 安食米穀店 出雲市大社町杵築北2460
大社 日御碕 蒲生商店 出雲市大社町日御碕462
大社 鵜鷺 ＪＡ鵜鷺店 出雲市大社町鷺浦153
斐川 荘原 コメリハードアンドグリーン斐川店 出雲市斐川町学頭1817-3
斐川 荘原 吉原商店 出雲市斐川町学頭369-2
斐川 荘原 ローソン斐川荘原店 出雲市斐川町学頭228-1
斐川 荘原 ＳＵＰＥＲ　ＣＥＮＴＥＲ　ＰＬＡＮＴ　斐川店 出雲市斐川町荘原1249
斐川 荘原 木村支店 出雲市斐川町荘原1074
斐川 荘原 セブンイレブン出雲斐川荘原店 出雲市斐川町荘原2218-5
斐川 荘原 大国屋 出雲市斐川町荘原340
斐川 荘原 ファミリーマート斐川荘原町店 出雲市斐川町荘原2885-1
斐川 荘原 みしま 出雲市斐川町荘原3844
斐川 荘原 ローソン斐川中央店 出雲市斐川町荘原2204-1
斐川 荘原 出雲市役所斐川支所売店 出雲市斐川町荘原2172
斐川 荘原 いない斐川店 出雲市斐川町上庄原1370-1
斐川 荘原 ディスカウントドラッグコスモス斐川店 出雲市斐川町上庄原1486
斐川 荘原 ファミリーマート斐川インター店 出雲市斐川町上庄原1610-4
斐川 出西 丸木屋商店 出雲市斐川町出西1884-2
斐川 出西 青木自転車店 出雲市斐川町出西3998
斐川 出西 グッディー斐川店 出雲市斐川町神氷2837
斐川 出西 矢野酒店 出雲市斐川町求院1069
斐川 出西 ローソン斐川出西店 出雲市斐川町求院1469-1
斐川 伊波野 スーパーマートサンアイ斐川店 出雲市斐川町富村765-2
斐川 伊波野 ファミリーマート斐川富村店 出雲市斐川町富村681-1
斐川 伊波野 内部たばこ店 出雲市斐川町上直江1601
斐川 伊波野 大津屋 出雲市斐川町上直江982-6
斐川 伊波野 ドラッグストアウェルネス斐川店 出雲市斐川町上直江1303-1
斐川 伊波野 ゆめタウン斐川 出雲市斐川町上直江1301-1
斐川 伊波野 ローソン斐川上直江店 出雲市斐川町上直江2529
斐川 直江 北脇文具店 出雲市斐川町直江1230
斐川 直江 スーパーセンタートライアル出雲斐川店 出雲市斐川町直江5135-1
斐川 直江 斐川文教堂 出雲市斐川町直江4929-1
斐川 直江 ファーマシィ薬局新川 出雲市斐川町直江3965-2
斐川 直江 ファーマシィ薬局ひかわ 出雲市斐川町直江4897-3
斐川 直江 ファミリーマート斐川直江店 出雲市斐川町直江4911
斐川 直江 ローソン斐川荒神谷入口店 出雲市斐川町直江5092-3
斐川 直江 ローソン斐川夢咲タウン店 出雲市斐川町直江1240-1
斐川 久木 ＪＡ斐川グリーンセンター 出雲市斐川町美南1329
斐川 出東 生鮮食品おだ斐川店 出雲市斐川町黒目535
斐川 出東 ファミリーマート斐川黒目店 出雲市斐川町黒目1220
斐川 出東 面代鏡正堂 出雲市斐川町黒目100


