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絵鞆町 １丁目12-15 セイコーマートこんどう店 栄町 ２丁目4-14 セイコーマート室蘭栄町店 東町 ４丁目18-18 ショッピングセンターやまざき 高砂町 １丁目2-15 セイコーマート室蘭高砂店
２丁目13-6 つるや雑貨店 ⾈⾒町 １丁目7-12 松原商店 ４丁目25-12 セイコーマート室蘭東町4丁目店 １丁目25-4 パッケージプラザホズミ
２丁目16-11 ○ ㈲オカノえとも店 ２丁目3-13 船橋商店 ５丁目2-4 ○ セブンイレブン室蘭東町5丁目店 １丁目25-4 ○ セブンイレブン室蘭緑ヶ丘店

祝津町 ２丁目13-5 ㈲オカノ本店 新富町 １丁目3-28 ○ ㈲石原商店 寿町 １丁目23-1 コープさっぽろ東むろらん店 １丁目39-5 サッポロドラッグストアー室蘭高砂店

２丁目13-7 ○ ㈲酒本商店 ⺟恋北町 ２丁目2-1 ㈱アルファマート ３丁目1-3 ○ ローソン室蘭寿町三丁目店 ２丁目28-6 セイコーマート室蘭高砂２丁目店
３丁目1-6 伊勢屋商店 ２丁目7-1 ㈲ニュータナベ ３丁目8-9 セブンイレブン室蘭寿3丁目店 ４丁目32-15 セイコーマート室蘭高砂４丁目店
３丁目14-8 ㈲澤田商店 ⺟恋南町 １丁目6-5 遠藤米穀店 日の出町 １丁目2-4 セイコーマート室蘭日の出町店 ４丁目34-12 ● サンクス室蘭東翔高校前店

港南町 １丁目6-7 セブンイレブン室蘭港南町店 １丁目7-8 セイコーマートわたべ店 ２丁目2-35 イエローグローブ東室蘭店 ５丁目9-10 村本⾦物店
１丁目19-9 セイコーマートみやけ店 ５丁目3-1 ○ ユゲ薬品 ２丁目13-3 ㈲⼩⽥桐⻘果 本輪⻄町 １丁目7-1 ○ 真井商店
２丁目8-25 マルトミストアせきかわ ５丁目3-16 沼倉商店 ３丁目4-14 セブンイレブン室蘭日の出町店 ３丁目10-1 ○ ㈲原田商店

増市町 ２丁目1-7 ● 佐藤商店 御前水町 １丁目13-29 セイコーマート室蘭御前水店 中島町 １丁目2-1 ローソン室蘭中島町一丁目店 ３丁目10-12 ○ ストアホーユー
築地町 89-30 イエローグローブ⽩⿃⼤橋蘭⻄店 御崎町 ２丁目10-35 川村商店 １丁目18-1 ㈱丸⽯⾦物店 港北町 １丁目5-3 セイコーマートあずみ店

89-31 ツルハドラッグ室蘭築地店 大沢町 ２丁目25-7 鳥居商店 １丁目18-7 ○ サンクス室蘭中島店 １丁目8-5 ハンマーハウスツチダ
小橋内町 １丁目9-16 ㈲スーパー福士 輪⻄町 １丁目26-9 ㈱ヤマザキ １丁目19-11 ⻑崎屋室蘭中島店 １丁目10-11 セブンイレブン室蘭本輪⻄店

１丁目11-2 ○ 真田商店 １丁目33 ツルハドラッグ室蘭輪⻄店 １丁目28-9-2 ツルハドラッグ中島北店 ２丁目11-1 ホームストア港北店
緑町 9-10 ○ ㈲ヤマコしらかわ １丁目37-4 ㈲ツチダ ２丁目19-7 セブンイレブン室蘭中島町2丁目東店 ３丁目1-2 ○ 石井時計店
⻄⼩路町 2-6 笹岡燃料店 ２丁目3-4 寺澤商店 ２丁目29-16 ローソン室蘭中島町二丁目店
清水町 ２丁目2-4 佐藤商店 ２丁目5-1 ホームストア輪⻄店 ３丁目14-13 ○ セイコーマート中島店 八丁平 １丁目49-8 アルファマート八丁平店
海岸町 １丁目3-16 サッポロドラッグストアー室蘭駅前店 ２丁目6-7 セブンイレブン室蘭輪⻄店 ３丁目25-2 セイコーマート東室蘭駅前店 ２丁目7-31 セイコーマートいまはし店

１丁目20-35 ローソン室蘭海岸町店 ２丁目9-3 セラーズ＆⽴喰⼤吉 ３丁目27-5 ツルハドラッグ室蘭中島店 ２丁目50-15 ローソン室蘭高平町店
２丁目4-8 ローソン室蘭海岸町二丁目店 ２丁目18-4 ローソン室蘭輪⻄町ニ丁⽬店 ３丁目35-11 ○ 北條商店 陣屋町 ２丁目8-13 寺山商店
３丁目3-4 ○ 若林⾦物店 ２丁目23-9 ㈱四国屋中川商店 ４丁目11-2 ますくら中島店 白鳥台 １丁目33-9 ㈲正源商店
３丁目10-5 増岡商店 ２丁目24-5 ● ㈲ファミリーショップ二丁目高橋商店

３丁目11-1 津田商店 東町 １丁目2-12 セイコーマート室蘭東町１丁目店 中島本町 １丁目4-4 スーパーアークス中島店 ４丁目19-41 セイコーマート白鳥台店
入江町 1-18 ○ セブンイレブン室蘭入江店 １丁目8-1 ホーマック弥生店 １丁目4-4 サンドラッグ室蘭MORUE中島店 ４丁目20-1 セブンイレブン室蘭白鳥台店
幕⻄町 9-21 ○ まくにしストアー １丁目11-18 ツルハドラッグ東町店 １丁目12-37 セイコーマート室蘭中島本町店 ５丁目1-4 ○ リビングヤマモト
中央町 １丁目2-20 ○ 中央市場フレッシュショップ １丁目12-17 マックスバリュ室蘭東店 １丁目18-14 ○ 北野商店 ５丁目1-4 スーパーくまがいハック店

２丁目2-10 ○ ローソン室蘭中央町二丁目店 １丁目18-21 サッポロドラッグストアー室蘭東町店 宮の森町 ４丁目11-6 セブンイレブン室蘭宮の森店 ５丁目1-9 ● サンクス室蘭白鳥台5丁目店
２丁目3-5 香川商店 １丁目19-17 やまよ商店 知利別町 １丁目1-11 セイコーマート室蘭知利別店
２丁目5-17 ㈱オオヤ １丁目29-4 サンクス室蘭東町店 ２丁目7-6 セブンイレブン室蘭知利別町店
３丁目1-8 スーパーアークス室蘭中央店 ２丁目4-32 イオン室蘭店 ３丁目5-1 ○ ローソン室蘭知利別町三丁⽬店
３丁目1-8 エスエードラッグ室蘭中央店 ２丁目5-2 ローソン室蘭東町二丁目店 ４丁目4-1 ホームストア新たかさご店 セブンイレブン登別鷲別町１丁目店
３丁目2-1 ○ セブンイレブン室蘭中央町店 ２丁目23-11 総合事務機㈱ 水元町 22-1 ○ 森岡商店 コープさっぽろしがイースト店
４丁目1-1 コープさっぽろしが驛前店 28-2 ○ セブンイレブン室蘭工大前店

36-8 ● 室蘭工業大学生活協同組合

指定ごみ袋等取扱店一覧表
（平成28年12月6日現在）

☆燃やせるごみ⽤袋・燃やせないごみ⽤袋・プラスチック製容器包装⽤袋　　　　☆ごみ処理券 … １枚 160円
　10ℓ用 … １枚 20円　10枚入り１袋 200円
　20ℓ用 … １枚 40円　10枚入り１袋 400円
　30ℓ用 … １枚 60円　10枚入り１袋 600円
　40ℓ用 … １枚 80円　10枚入り１袋 800円

お問い合わせは

室蘭市環境課
電話 ２２－１４８１○は、バラ売り（1枚単位での販売）対応店

●は、バラ売り一部（種類限定）対応店

所在地 取扱店名 所在地 取扱店名 所在地 取扱店名

（右 上 に 続 く ↗）

所在地 取扱店名

 登別市美園町１丁目８番１号
 登別市鷲別町１丁目4番7号

登 別 市


