芸北広域環境施設組合指定ごみ袋・処理券 取扱店一覧表
(令和3年4月1日現在）
安芸高田市吉田町

（２０店舗）

北広島町芸北地域 （８店舗）

㈱イズミ 吉田店

安芸高田市吉田町吉田５９４－１

広島市農業協同組合 美和店

山県郡北広島町移原１８５

ウォンツ 吉田店

安芸高田市吉田町吉田９６０－１

静馬商店

山県郡北広島町草安１００７４－４

かきもと米穀店

安芸高田市吉田町吉田１２０２－１

近藤商店

山県郡北広島町川小田９３４－４

㈱ジュンテンドー 吉田店

安芸高田市吉田町吉田３８９４－１

Yショップ よあけや

山県郡北広島町川小田１００７６－１２

セブンイレブン 安芸高田吉田高校前店

安芸高田市吉田町吉田８４６－１

広島市農業協同組合 芸北支店

山県郡北広島町川小田字苅蔵１００７６－２１

㈲大半

安芸高田市吉田町吉田１３２８

㈱ジュンテンドー 芸北店

山県郡北広島町荒神原１１７７－１

ディスカウントドラッグコスモス 安芸高田店 安芸高田市吉田町吉田１６９－１

広島市農業協同組合 芸北雄鹿原店 山県郡北広島町中祖５

ファーマシィ 吉田中央薬局

安芸高田市吉田町吉田３７８２－８

広島市農業協同組合 芸北八幡店

㈱万惣 吉田店

安芸高田市吉田町吉田８３０－１

㈱ユアーズ 吉田店

安芸高田市吉田町吉田３９０５

米重商店

安芸高田市吉田町吉田１０５６

Ｙショップ 浜田屋

山県郡北広島町新庄９２２

ローソン 安芸高田吉田店

安芸高田市吉田町吉田６２５－４

㈲食鮮館いとう

山県郡北広島町新庄８８９－１

ローソン 吉田町貴船店

安芸高田市吉田町吉田１８１０－１

セブンイレブン 大朝店

山県郡北広島町新庄２３００－１

青木商店

安芸高田市吉田町常友１５６１－２

㈲かわすみ

山県郡北広島町大朝２５１６－１ わさーる内

広島ガス高田販売㈱

安芸高田市吉田町常友６６９

広島北部農業協同組合 大朝支店

山県郡北広島町大朝４５６８

㈱藤三 吉田店

安芸高田市吉田町常友４６５－１

ホームプラザナフコ 吉田店

安芸高田市吉田町常友６１８－１

ベジパーク安芸高田

安芸高田市吉田町山手１９４４－１

小畑商店

山県郡北広島町川戸４５９１－２

ポプラ 安芸高田吉田店

安芸高田市吉田町川本１２０３－１

㈲たかさごや 本店

山県郡北広島町蔵迫５３

リカーショップかわさき

安芸高田市吉田町多治比５２７－１

ローソン 北広島町蔵迫店

山県郡北広島町蔵迫５０４－１

鉄井商店

山県郡北広島町惣森２０１

かがわストアー

山県郡北広島町壬生２３６

安芸高田市八千代町 （７店舗）

山県郡北広島町西八幡原１４５３－１

北広島町大朝地域 （５店舗）

北広島町千代田地域 （３２店舗）

セブンイレブン広島 八千代勝田店

安芸高田市八千代町勝田１３３６－５

佐伯商店

山県郡北広島町壬生６５６－２

㈱コメリ 八千代佐々井店

安芸高田市八千代町佐々井１６０－８

㈲ニイミ商店

山県郡北広島町壬生２８１

広島北部農業協同組合 八千代支店 安芸高田市八千代町佐々井１３７２－５

ホームライフみやけ

山県郡北広島町壬生４７９－１

八千代産直市場㈱

安芸高田市八千代町佐々井１４０５－５

三田風月堂

山県郡北広島町壬生２２２－１

セブンイレブン広島 八千代南店

安芸高田市八千代町下根２６７

森脇味噌醤油製造元

山県郡北広島町壬生１５３－３

㈱池田商店

安芸高田市八千代町下根１３８０－１

溝畑商店

山県郡北広島町川西４２９

セブンイレブン広島 上根バイパス店

安芸高田市八千代町上根１０７２－２

㈲八反田ストアー

山県郡北広島町石井谷１７２４－２

セブンイレブン 千代田本地店

山県郡北広島町本地２２４３－３

セブンイレブン 千代田春木店

山県郡北広島町春木２５３－１

安芸高田市美土里町 （７店舗）
㈲中迫商店

安芸高田市美土里町横田２６４５－２

アルゾ 千代田店

山県郡北広島町古保利３１８－１

広島北部農業協同組合営農総合センター

安芸高田市美土里町横田４２２７－９

ディスカウントドラッグコスモス 千代田店

山県郡北広島町有田１０３３－１

ローソン 高田インター店

安芸高田市美土里町横田３３１

㈱コメリ 千代田有田店

山県郡北広島町有田１８４３

Ａコープ みどり店

安芸高田市美土里町本郷１６１２－１

ザグザグ 千代田店

山県郡北広島町有田１７５６

山田尚商店

安芸高田市美土里町北２７５２－２

サンクス

山県郡北広島町有田１５３２－１

㈲桑田の庄

安芸高田市美土里町桑田７６０－１

㈱ジュンテンドー 千代田店

山県郡北広島町有田１５１３－１

㈱ふれあい市

安芸高田市美土里町生田２２７２－１

セブンイレブン広島 千代田インター店 山県郡北広島町有田６６２

安芸高田市高宮町 （６店舗）

谷口時計店

山県郡北広島町有田４１

㈲千代田電機サービスセンター

山県郡北広島町有田７８５

よろずや

安芸高田市高宮町川根２１６０－３

ウォンツ 千代田店

山県郡北広島町有田６０９

㈱Ａコープ広島 たかみや店

安芸高田市高宮町佐々部９６４－２

広島北部農業協同組合 千代田地域

山県郡北広島町有田５３２－１

石井商店

安芸高田市高宮町佐々部６１０－４

ファミリーマート 千代田有田店

山県郡北広島町有田字中頼信１７６５－３

すずらん薬局 高宮店

安芸高田市高宮町佐々部９８３－１８

ローソン 千代田インター店

山県郡北広島町有田１０２１－１

秋野酒店

安芸高田市高宮町原田３６４－１

㈲大倉商会

山県郡北広島町後有田１３００

小田衣料品店

安芸高田市高宮町来女木１８１１－２

比奈田商店

山県郡北広島町後有田１３０２

広森電機

山県郡北広島町後有田１７２３－８

頼政中央堂

山県郡北広島町後有田１３２７－６

マートピアきもと

山県郡北広島町今田３９２５－１

安芸高田市甲田町 （８店舗）
㈱サンパティオすみよし 安芸高田

安芸高田市甲田町高田原１３６７－２

セブンイレブン 甲田町高田原店

安芸高田市甲田町高田原宮藩１０４５－１

㈲はしもとクリーニング

安芸高田市甲田町高田原１０５２－３

広島北部農業協同組合 甲田支店

安芸高田市甲田町高田原１２３９－１

加藤商店

山県郡北広島町今吉田１５４２－１

ホームプラザナフコ 甲田店

安芸高田市甲田町高田原１２００

藤川商店

山県郡北広島町今吉田落合

ファミリーマート Aコープおばら店

安芸高田市甲田町下小原２２６－２

広島市農協 久保角支店

山県郡北広島町阿坂４４５２－３

下井商店

安芸高田市甲田町下甲立１０８３－６

香川商店

山県郡北広島町志路原１７６５－２

㈱ハマイ物産

安芸高田市甲田町下甲立４１５

鉄増商店

山県郡北広島町戸谷１７７３

林鮮魚店

山県郡北広島町戸谷１６５－１

広島市農協 豊平支店

山県郡北広島町戸谷１０７７－１

安芸高田市向原町 （１０店舗）
Ａコープ 向原店

安芸高田市向原町坂１２３

市川商店

安芸高田市向原町坂１４９－３

㈲ひだに

安芸高田市向原町坂６８９

フードショップたけだ

安芸高田市向原町坂２４８－１２

ふじもとストア

安芸高田市向原町坂２１５６－５

ローソン 安芸高田向原店

安芸高田市向原町坂１０２－２

神岡商店

安芸高田市向原町戸島１０３１

㈱コメリ 向原店

安芸高田市向原町戸島字八崎２７８８

セブンイレブン 安芸高田向原店

安芸高田市向原町戸島２９９３－４

井上商店

安芸高田市向原町保垣８６７－１

北広島町豊平地域 （７店舗）

