
藤沢市指定収集袋取扱店一覧

町名 取扱店名 取扱店住所
取扱店

電話番号

朝日町 ローソン藤沢朝日町店 藤沢市朝日町１０－４　 27-7445

朝日町 セブンイレブン藤沢朝日町店 藤沢市朝日町１３－７　 24-1681

朝日町 ローソン藤沢市役所店 藤沢市朝日町１－１　 22-2202

石川 合同会社　西友　藤沢石川店 藤沢市石川２－１４－１６　 86-0468

石川 株式会社サンドラッグ　石川店 藤沢市石川２－４－９　 88-8923

石川 セブンイレブン藤沢石川３丁目店 藤沢市石川３－１－２　 88-6110

石川 有限会社　伊草商事 藤沢市石川１－６－６　 87-5670

石川 セブンイレブン藤沢石川店 藤沢市石川１７６４　 88-7781

石川 スーパー生鮮館ＴＡＩＧＡ藤沢石川店 藤沢市石川２－４－６　 89-0021

石川 クリエイトエス・ディー藤沢石川店 藤沢市石川５－９－２６　 86-9001

石川 ファミリーマート藤沢石川五丁目店 藤沢市石川５－９－１９　 86-8662

石川 ウエルシア藤沢石川店 藤沢市石川６－２１－３　 86-0071

石川 ファミリーマート藤沢石川二丁目店 藤沢市石川２－１８－１　 88-6040

石川 ミニストップ藤沢石川1丁目店 藤沢市石川１－１４－１４　 88-7851

石川 有限会社リーフ 藤沢市石川５－１１－８　 090-3042-3882

石川 ケーヨーデイツー　藤沢石川店 藤沢市石川５－２８－５　 87-4888

石川 株式会社　原田　本社 藤沢市石川６－１８－６　 87-4184

石川 (株) イトーヨーカ堂　湘南台店 藤沢市石川６－２－１　 87-5511

石川 ファミリーマート藤沢石川店 藤沢市石川６３６－９　 86-6408

稲荷 ファミリーマート藤沢稲荷店 藤沢市稲荷１－９－２９　 80-5909

稲荷 株式会社　原田　市場店 藤沢市稲荷５２０　藤沢市地方卸売市場内 82-7122

打戻 ギフト専門店くりばやし 藤沢市打戻１７６８－３　 48-5574

打戻 山﨑文具店 藤沢市打戻１８５７－４　 48-5204

円行 セブンイレブン藤沢円行店 藤沢市円行１－２－１３　 44-9657

円行 セブンイレブン藤沢北警察署前店 藤沢市円行１６８５－３　 44-2777

円行 生活協同組合ユーコープ湘南台店 藤沢市円行２－１０－１　 44-7750

円行 ローソン藤沢円行店 藤沢市円行２－２８－６　 45-8679

円行 ファミリーマート円行２丁目店 藤沢市円行２－１３－１２　 42-5121

円行 ファミリーマート藤沢円行店 藤沢市円行２－１－２　 41-3435

遠藤 株式会社 石川商事 藤沢市遠藤２０１０－２　 90-3315

遠藤 ヤマザキショップ遠藤大辻店 藤沢市遠藤９３９－５　 87-1549

遠藤 セブンイレブン藤沢遠藤滝の沢店 藤沢市遠藤１３２５－３　 86-1283

遠藤 有限会社　石橋商事 藤沢市遠藤２００５－８　 86-6251

遠藤 コミュニティストアなるせ 藤沢市遠藤２４８０　 87-0021

遠藤 ドラッグセイムス藤沢遠藤店 藤沢市遠藤２０１４－２３　 89-4181
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遠藤 デイリーヤマザキ藤沢遠藤店 藤沢市遠藤２０１５－１　 88-2141

遠藤 クリエイトＳ・Ｄ藤沢遠藤店 藤沢市遠藤２００９－１１　 86-9461

遠藤 株式会社　櫻井商店 藤沢市遠藤３２１０　 87-7781

遠藤 ローソン藤沢遠藤矢向店 藤沢市遠藤８７１　 86-8688

遠藤 ローソン藤沢遠藤永山店 藤沢市遠藤２０１８－１４　 86-3819

遠藤 セブンイレブン藤沢慶応大学前店 藤沢市遠藤４２５２－１　 48-7112

遠藤 サンユー 藤沢市遠藤４３７　 88-5658

遠藤 株式会社　やまか　遠藤店 藤沢市遠藤６４２－１　 87-0050

遠藤 株式会社 東急ストア　湘南とうきゅう 藤沢市遠藤６９８－１０　 86-0109

遠藤 ハックドラッグ藤沢遠藤店 藤沢市遠藤７８９－４　 89-0789

遠藤 株式会社サンドラッグ　湘南とうきゅう店 藤沢市遠藤６９８－１０　湘南とうきゅう１階 53-7061

遠藤 ホームセンターコーナン湘南藤沢店 藤沢市遠藤滝の沢　６９８－１０　 89-0645

遠藤 ささら自治会 藤沢市遠藤866-4 ささら集会所内　 86-1066

大庭 株式会社　ＷＩＮ 藤沢市大庭５４３１－９　 89-6790

大庭 ファミリーマート藤沢大庭店 藤沢市大庭５４２５－１５　 86-8283

大庭 クリエイトＳ・Ｄ藤沢大庭店 藤沢市大庭５０５６－４　 87-5032

大庭 株式会社 大島薬局ライフピア店 藤沢市大庭５０６１－２　 88-3226

大庭 イオンリテール株式会社イオン藤沢店 藤沢市大庭５０６１－２　 88-4111

大庭 きばち屋米店ライフピア店 藤沢市大庭５０６１－２　　ライフピアショッピングセンター１F 87-2923

大庭 セブンイレブン藤沢大庭店 藤沢市大庭５１３３－４　 87-2400

大庭 有限会社　マツショウ（文具のマツモト） 藤沢市大庭５２５１－１　 87-3283

大庭 セブンイレブン藤沢羽根沢店 藤沢市大庭５３４９－３　 88-7271

大庭 ファミリーマート湘南ライフタウン店 藤沢市大庭５３４９－９　 88-4822

大庭 株式会社　長谷川商店　大庭店 藤沢市大庭５４２５－４　 87-3077

大庭 細谷商店 藤沢市大庭８３４５　 81-1660

大庭 湘南生活クラブ生活協同組合らいふたうんデポー藤沢市大庭５３４９－４　 88-3420

大庭 株式会社　大石商店 藤沢市大庭５４３３－４　 87-5089

大庭 ハックドラッグ湘南ライフタウン店 藤沢市大庭５５２６－２１　 86-8955

大庭 ローソン藤沢大庭店 藤沢市大庭８２８２－１　 82-0220

大庭 ファミリーマート藤沢舟地蔵店 藤沢市大庭５１３８－３　 89-6250

獺郷 ミニストップ藤沢獺郷店 藤沢市獺郷１２３４－１　 47-1588

片瀬 田中屋 藤沢市片瀬３－１０－１９　 26-1315

片瀬 折仙商店 藤沢市片瀬３－１１－２４　 22-4232

片瀬 有限会社　かねはち米店 藤沢市片瀬３－１６－９　 26-5121

片瀬 セブンイレブン藤沢片瀬５丁目店 藤沢市片瀬５－１１－６　 27-9035
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片瀬 有限会社　八百福 藤沢市片瀬５－６－７　 22-3624

片瀬 伊勢屋本店 藤沢市片瀬４－１６－２１　 22-4263

片瀬 八百文 藤沢市片瀬２－１２－１１　 86-5346

片瀬 角田酒店 藤沢市片瀬２－１５－２０　 22-4742

片瀬 セブンイレブン藤沢片瀬店 藤沢市片瀬３３９－４　 26-7739

片瀬 クリエイトエス・ディー藤沢片瀬店 藤沢市片瀬８３－４　 55-5130

片瀬 ヤオコー藤沢片瀬店 藤沢市片瀬３１０番の２　 55-1611

片瀬海岸 株式会社　和田金物店 藤沢市片瀬海岸１－３－２　 22-4775

片瀬海岸 株式会社　やまか江ノ島店 藤沢市片瀬海岸１－６－５　 27-2450

片瀬海岸 キング電器 藤沢市片瀬海岸１－８－３４　 22-4647

片瀬海岸 ファミリーマート片瀬江ノ島駅前店 藤沢市片瀬海岸２－１６－１０　 29-5977

片瀬海岸 ローソン片瀬海岸店 藤沢市片瀬海岸１－１３－１８　 27-4859

片瀬海岸 ハックドラッグ江の島店 藤沢市片瀬海岸１－７－３０　 29-8689

片瀬海岸 セブンイレブン片瀬海岸１丁目店 藤沢市片瀬海岸１－１１－３２　 28-5117

片瀬海岸 ローソン片瀬海岸二丁目店 藤沢市片瀬海岸２－１６－２１　 52-7800

片瀬海岸 ローソン片瀬海岸１丁目店 藤沢市片瀬海岸１－２－６　 27-3563

片瀬海岸 竜ノ口町内会 藤沢市片瀬海岸１－４－１０　 22-4425

片瀬山 株式会社　やまか片瀬山店 藤沢市片瀬山２－７－１　 25-3313

亀井野 有限会社 桐山商店　 藤沢市亀井野１－１０－１　 81-6644

亀井野 株式会社 ヨーク　ヨークフーズ藤沢六会店 藤沢市亀井野１－３－９　 81-2133

亀井野 ローソン六会店 藤沢市亀井野３－２９－１　 81-1025

亀井野 加藤輪店 藤沢市亀井野１３１３　 81-2206

亀井野 セブンイレブン藤沢亀井野店 藤沢市亀井野２４７０　 83-2724

亀井野 二幸ストア 藤沢市亀井野３２１７　 81-3627

亀井野 ツルハドラッグ六会駅前店 藤沢市亀井野２－２－３　ポロニア１Ｆ 80-1592

亀井野 朝日新聞六会専売所 藤沢市亀井野６３７－１　 81-7210

亀井野 株式会社　ヤマヤス食品 藤沢市亀井野２－３－６　 82-1641

亀井野 セブンイレブン小田急六会日大前店 藤沢市亀井野１－１－１　六会日大前駅通路内 82-5601

亀井野 セブンイレブン藤沢亀井野北店 藤沢市亀井野３８７　 43-5333

亀井野 ファミリーマート六会日大駅前店 藤沢市亀井野２－１－１　 80-5201

亀井野 クリエイトエス・ディー藤沢亀井野店 藤沢市亀井野３－１０－１　 90-0027

亀井野 セブンイレブン藤沢亀井野４丁目店 藤沢市亀井野４－１５－６　 84-0272

亀井野 ウエルシア六会日大前駅東口店 藤沢市亀井野１－９－１１　 90-0070

亀井野 ローソン日大湘南キャンパス店 藤沢市亀井野１８６６　 83-6366

亀井野 クリエイトエス・ディー藤沢六会店 藤沢市亀井野１－３－１２　 80-1130
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亀井野 セブンイレブン藤沢亀井野南店 藤沢市亀井野３２０９－１　 80-3217

亀井野 ファミリーマート藤沢亀井野店 藤沢市亀井野1616-1　 80-3395

亀井野 善行飲食店組合善新会 藤沢市亀井野２２１２　升栄軒方 81-2740

柄沢 セブンイレブン藤沢藤が岡店 藤沢市柄沢１７８－１　有限会社 みかど　 24-5444

柄沢 ウエルシア薬局藤沢柄沢店 藤沢市柄沢５８９－３４　 55-1300

柄沢 クリエイトエス・ディー柄沢店 藤沢市柄沢２１６　 55-2325

柄沢 ヤオコー藤沢柄沢店 藤沢市柄沢６６７－１　 28-7411

柄沢 ファミリーマート藤沢柄沢店 藤沢市柄沢６３９　 29-0310

川名 有限会社　勝浦酒店 藤沢市川名１－１２－１　 22-2923

川名 有限会社　井上書房 藤沢市川名２－１－２　 26-2401

川名 セブンイレブン藤沢川名店 藤沢市川名１８１－１２　 50-8711

川名 セブンイレブン藤沢川名１丁目店 藤沢市川名１－１－２　 24-9863

川名 パークアリーナ管理組合 藤沢市川名１８１－１８　　Ｅ棟管理センター 27-4805

鵠沼石上 (株）大島薬局イトーヨーカドー店 藤沢市鵠沼石上１－１０－１　 26-5089

鵠沼石上 (株) イトーヨーカ堂　藤沢店 藤沢市鵠沼石上１－１０－１　　 26-8311

鵠沼石上 株式会社サンドラッグ　藤沢南口店 藤沢市鵠沼石上１－７－５　メセナビル１階 24-1740

鵠沼石上 セブンイレブン藤沢鵠沼石上1丁目店 藤沢市鵠沼石上１－２－１０　 22-2522

鵠沼石上 ファミリーマート藤沢石上店 藤沢市鵠沼石上２－５－１　 29-5133

鵠沼海岸 有限会社　有田商店 藤沢市鵠沼海岸２－１－１７　 36-7298

鵠沼海岸 海津金物店 藤沢市鵠沼海岸２－５－５　 36-6531

鵠沼海岸 合名会社　大石商店 藤沢市鵠沼海岸２－６－４　 36-5824

鵠沼海岸 そうてつローゼン　鵠沼店 藤沢市鵠沼海岸３－２－１６　 36-6143

鵠沼海岸 富士シティオ (株)　ＦＵＪＩ鵠沼店 藤沢市鵠沼海岸５－２－２２　 37-1011

鵠沼海岸 セブンイレブン藤沢鵠沼海岸５丁目店 藤沢市鵠沼海岸５－７－９　 34-0127

鵠沼海岸 ファミリーマート鵠沼海岸７丁目店 藤沢市鵠沼海岸７－１９－２０　 30-6061

鵠沼海岸 有限会社 湘南デリカ　フライ・ディー 藤沢市鵠沼海岸２－５－７　 33-8980

鵠沼海岸 セブンイレブン鵠沼海岸店 藤沢市鵠沼海岸３－１－１２　 33-5221

鵠沼海岸 АＳА鵠沼西部・ＡＳＡ片瀬 藤沢市鵠沼海岸２－１－１１　 34-6924

鵠沼海岸 クリエイトエス・ディー藤沢鵠沼海岸店 藤沢市鵠沼海岸５－２－１９　 31-5025

鵠沼海岸 パン遊房　亀吉 藤沢市鵠沼海岸７－２０－２１　 34-8550

鵠沼海岸 クリエイトエス・ディー小田急鵠沼海岸駅前店 藤沢市鵠沼海岸２－３－１３　　　１階 31-5055

鵠沼海岸 Odakyu　OX　江ノ島店 藤沢市鵠沼海岸１－３－１６　 34-3456

鵠沼海岸 ローソン鵠沼海岸七丁目店 藤沢市鵠沼海岸７－６－２７　 35-3031

鵠沼海岸 配食のふれ愛　湘南藤沢鎌倉店 藤沢市鵠沼海岸１－１４－１８　　１F-A 52-5156

鵠沼海岸 ファミリーマート鵠沼海岸店 藤沢市鵠沼海岸２－２－１５　 30-6013
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鵠沼桜が岡 グリーンハウス・タカハシ 藤沢市鵠沼桜が岡３－３－１　 22-7826

鵠沼桜が岡 有限会社 中村屋酒米店 藤沢市鵠沼桜が岡３－５－１　 22-2428

鵠沼神明 クリエイトエス・ディー鵠沼神明店 藤沢市鵠沼神明３－１０－７　 24-8344

鵠沼神明 セブンイレブン鵠沼神明店 藤沢市鵠沼神明３－９－５　 29-3232

鵠沼神明 マツバ商事 株式会社 藤沢市鵠沼神明５－４－１１　 50-1702

鵠沼神明 ローソン藤沢鵠沼神明一丁目店 藤沢市鵠沼神明１－５－８　 90-5855

鵠沼神明 ローソン藤沢鵠沼神明四丁目店 藤沢市鵠沼神明４－８－１３　 52-4433

鵠沼橘 ローソン鵠沼橘一丁目店 藤沢市鵠沼橘１－３－１０　 25-2811

鵠沼花沢町 稲元屋商店 藤沢市鵠沼花沢町１１－１　 23-7272

鵠沼東 ローソン藤沢鵠沼東店 藤沢市鵠沼東１－１　 50-6884

鵠沼東 ローソン藤沢鵠沼店 藤沢市鵠沼東 ９－１　 25-7713

鵠沼藤が谷 富士シティオ (株)　ＦＵＪＩ鵠沼藤が谷店 藤沢市鵠沼藤が谷２－１４－１０　 55-2211

鵠沼藤が谷 株式会社 ながい 藤沢市鵠沼藤が谷２－８－１４　 22-3532

鵠沼藤が谷 ＡＳＡ藤沢南部 藤沢市鵠沼藤が谷２－１－２２　 27-8716

鵠沼藤が谷 セブンイレブン藤沢片瀬山店 藤沢市鵠沼藤が谷１－８－１１　 27-7811

鵠沼松が岡 有限会社　渡辺酒店 藤沢市鵠沼松が岡３－６－７　 22-5826

鵠沼松が岡 ファーマシーワラシナ 藤沢市鵠沼松が岡１－１－１　 22-2463

葛原 セブンイレブン藤沢葛原店 藤沢市葛原２１０４　 48-7011

下土棚 セブンイレブン藤沢下土棚店 藤沢市下土棚２０８１－１　 45-7177

下土棚 リカーショップマルセン 藤沢市下土棚２３２６　 44-3239

下土棚 生活協同組合ユーコープ長後駅前店 藤沢市下土棚４６１－１　 43-4121

下土棚 有限会社 和光薬局 藤沢市下土棚４６８　 44-0109

下土棚 Odakyu　OX　長後店 藤沢市下土棚５０９－１３　 44-5250

下土棚 有限会社　薬泉堂薬局 藤沢市下土棚５４５－８　 44-2792

下土棚 ドラッグセイムス長後西口店 藤沢市下土棚５１０－１　 46-5441

下土棚 ローソンストア１００長後店 藤沢市下土棚４６９　諸節ビル 41-2099

下土棚 ドラッグセイムス藤沢下土棚店 藤沢市下土棚２６１－１　 41-0075

下土棚 ローソンスリーエフ長後駅西口店 藤沢市下土棚５１２－１　 45-0122

下土棚 ファミリーマート藤沢下土棚店 藤沢市下土棚１００４　 42-4216

下土棚 セブンイレブン藤沢長後南店 藤沢市下土棚３１８－１　 43-3367

下土棚 ファミリーマート長後駅東口店 藤沢市下土棚４７２　 42-6401

城南 有限会社　大山新聞店（読売新聞辻堂北部） 藤沢市城南５－１－６　 34-7925

城南 セブンイレブン藤沢城南４丁目店 藤沢市城南４－１－３８　 34-3020

城南 ミニストップ藤沢城南店 藤沢市城南２－２－３　 34-3212

湘南台 株式会社　大島薬局湘南台店 藤沢市湘南台１－１０－１　相鉄ローゼン内 44-8310
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湘南台 株式会社ココカラファイン　くすりセイジョー湘南台店藤沢市湘南台１－２－５　丸栄湘南台東口ビル 41-3598

湘南台 株式会社　ダイエー　湘南台店 藤沢市湘南台１－３－３　 45-3911

湘南台 クリエイトＳ・Ｄ湘南台店 藤沢市湘南台１－６－２　 45-0980

湘南台 株式会社　うつみ薬局 藤沢市湘南台２－１６－１１　 43-0684

湘南台 業務スーパー石黒　湘南台店 藤沢市湘南台２－１７－４　 44-1496

湘南台 ローソン湘南台２丁目店 藤沢市湘南台２－３－４　 44-5985

湘南台 桐山米店　湘南台支店 藤沢市湘南台２－９－８　 44-5148

湘南台 ローソン藤沢湘南台店 藤沢市湘南台４－１０－１１　 44-1275

湘南台 大黒屋　黒川酒店 藤沢市湘南台４－３２－２　 45-8796

湘南台 そうてつローゼン　湘南台店 藤沢市湘南台１－１０－１　 43-1131

湘南台 ファミリーマート湘南台文化センター前店 藤沢市湘南台５－４－５　 41-0230

湘南台 ファミリーマート湘南台二丁目店 藤沢市湘南台２－１２－１　らうらうじ１Ｆ 42-5041

湘南台 マツモトキヨシ湘南台東口店 藤沢市湘南台２－１５　 44-7545

湘南台 ドラッグセイムス湘南台店 藤沢市湘南台４－７－１４　 42-1366

湘南台 朝日新聞湘南台専売所 藤沢市湘南台４－１－１５　 45-7061

湘南台 ファミリーマート相鉄湘南台駅店 藤沢市湘南台２－４１－１７　湘南台駅地下通路内 42-5078

湘南台 株式会社サンドラッグ湘南台一丁目店 藤沢市湘南台１－３１－１１　 41-1080

湘南台 セブンイレブン藤沢湘南台２丁目店 藤沢市湘南台２－１２－６　 45-0747

湘南台 セブンイレブン小田急マルシェ湘南台店 藤沢市湘南台２－１５　湘南台駅地下通路内 45-7940

湘南台 クリエイトＳ・Ｄ藤沢湘南台二丁目店 藤沢市湘南台２－２３－８　 42-6820

湘南台 セブンイレブン藤沢湘南台７丁目店 藤沢市湘南台７－１７－１１　 43-5165

湘南台 ヨークプライス湘南台店 藤沢市湘南台７－３６－１　 43-0111

湘南台 ファミリーマート湘南台４丁目店 藤沢市湘南台４－１６－９　株式会社　花澤 41-0089

湘南台 湘南薬品湘南台ウエストプラザ店 藤沢市湘南台２－６－１０　ウェストプラザ７thビル 52-6800

湘南台 オーケー湘南台店 藤沢市湘南台１－１３－１　 54-7531

湘南台 セブンイレブン藤沢湘南台６丁目店 藤沢市湘南台６－５－１０　 41-3037

湘南台 スギ薬局湘南台店 藤沢市湘南台１－１２－２　湘南台ニューライフ１F 47-2380

湘南台 ミニストップ湘南台三丁目店 藤沢市湘南台３－１５－５　 46-3755

湘南台 ローソン藤沢亀井野店 藤沢市湘南台１－３２－１１　 45-4014

湘南台 ローソン湘南台駅前店 藤沢市湘南台２－４－７　 43-8400

湘南台 ビックパワー湘南台店 藤沢市湘南台２－６－３　 44-5357

湘南台 パッケージプラザ湘南台店 藤沢市湘南台１－１－８　 44-8638

湘南台 セブンイレブン小田急湘南台東口店 藤沢市湘南台１－４－１　マルシェ湘南台1 46-5080

湘南台 今田団地自治会（今田しらさぎクラブ） 藤沢市湘南台６－２２－８　

菖蒲沢 ローソンスリーエフ西菖蒲沢店 藤沢市菖蒲沢１３８－１　 48-3238
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菖蒲沢 セブンイレブン藤沢菖蒲沢店 藤沢市菖蒲沢７３７　 48-6025

菖蒲沢 ツルハドラッグ菖蒲沢店 藤沢市菖蒲沢７９２－１　 49-5755

菖蒲沢 セブンイレブン藤沢菖蒲沢南店 藤沢市菖蒲沢１０９５－１　 48-7776

菖蒲沢 ミニストップ藤沢大平店 藤沢市菖蒲沢８９４－２　 47-5050

白旗 有限会社　いとう薬局 藤沢市白旗４－１０－９　 82-1469

白旗 ローソン藤沢白旗四丁目店 藤沢市白旗４－８－５　 90-0600

善行 クリエイトＳ・Ｄ藤沢善行店 藤沢市善行１－１４－１　 80-5841

善行 そうてつローゼン　善行店 藤沢市善行１－４－１　 81-3441

善行 江戸屋酒店 藤沢市善行５－１－１８　 81-7285

善行 セブンイレブン藤沢渋沢店 藤沢市善行７－１０－４　 81-5450

善行 ファミリーマート善行駅東口店 藤沢市善行７－４－１　 80-5155

善行 セブンイレブン藤沢善行２丁目店 藤沢市善行２－１８－３　 84-5270

善行 ウエルシア薬局藤沢善行店 藤沢市善行３－１３－３　 90-0800

善行 朝日新聞善行専売所 藤沢市善行２－１－７　 81-7311

善行 ミニストップ善行駅前店 藤沢市善行１－２８－２　小田急マルシェ善行内 83-5383

善行 ツルハドラッグ善行駅前店 藤沢市善行１－２５－１　 80-6268

善行 ファミリーマート藤沢善行店 藤沢市善行２－１－１　 81-8512

善行坂 富士シティオ (株)　ＦＵＪＩ善行店 藤沢市善行坂１－３－１７　 84-1311

善行坂 ローソン藤沢善行坂店 藤沢市善行坂１－２－６　 84-0996

善行団地 株式会社　永代薬局 藤沢市善行団地３－１４－１　 81-7978

善行団地 エーコープ　善行店 藤沢市善行団地３－１５－１　 81-7888

善行団地 善行団地自治会 藤沢市善行団地３－１８　 83-3536

大鋸 大津酒店 藤沢市大鋸９６７　 23-6372

大鋸 株式会社 共栄青写真 藤沢市大鋸２－８－１９　 23-0871

大鋸 セブンイレブン藤沢大鋸店 藤沢市大鋸９６１－１　 27-0501

高倉 有限会社　新里電器 藤沢市高倉２２００　 43-0717

高倉 岡本電気 藤沢市高倉４８０　 44-4996

高倉 吉野金物本店 藤沢市高倉８７０　 44-0007

高倉 池田屋商店 藤沢市高倉８８７　 44-0250

高倉 ローソン・スリーエフ長後駅東口店 藤沢市高倉６０７　 45-0221

高倉 川井酒店 藤沢市高倉２４８３　 44-4156

高倉 (株) 羽根澤屋本店 藤沢市高倉８７２　 43-7115

高倉 セブンイレブン藤沢高倉店 藤沢市高倉２１１２－１　 46-7177

高倉 ローソン藤沢高倉店 藤沢市高倉１１７７－４　 41-4666

高倉 セブンイレブン藤沢中高倉店 藤沢市高倉８３７　 45-3093
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高倉 ファミリーマート藤沢湘南台病院店 藤沢市高倉２３４５　 42-5048

立石 有限会社　板垣商店 藤沢市立石２－１－１０　 81-7966

立石 マルキホームズ株式会社 藤沢市立石２－７－３　 81-2911

長後 セブンイレブン藤沢長後北店 藤沢市長後１２２３　 44-0328

長後 Ｒ・サイクルわかやま 藤沢市長後１３１８－２　 44-3007

長後 有限会社　長後ストアー 藤沢市長後７０７　 44-6101

長後 小野商店 藤沢市長後７３０　 44-0445

長後 株式会社　富士中商会 藤沢市長後５９１　 44-0758

長後 合名会社　山村勉強堂薬局 藤沢市長後７２７　 44-0168

長後 セブンイレブン藤沢長後東店 藤沢市長後１０６４－１　 45-3813

長後 ドラッグセイムス長後店 藤沢市長後７８９　 45-1931

長後 薬局マツモトキヨシ藤沢長後店 藤沢市長後７５３　 46-0881

長後 ファミリーマート藤沢長後店 藤沢市長後９５４－３　 41-0027

辻堂 いわおか薬局 藤沢市辻堂１－９－７　 36-6486

辻堂 花房薬局 藤沢市辻堂２－１１－９　 33-4766

辻堂 喜又商店 藤沢市辻堂４－１１－１４　 36-8966

辻堂 カギサン酒店 藤沢市辻堂４－１２－５　 36-8604

辻堂 ＬＴＦ辻堂海岸通り店 藤沢市辻堂１－１４－２８　 33-8853

辻堂 文具ミカモ 藤沢市辻堂６－１３－９　 34-0626

辻堂 トモズ辻堂南口店 藤沢市辻堂１－２－２４　 86-5021

辻堂 ローソン藤沢辻堂六丁目店 藤沢市辻堂６－１７－２　 53-8064

辻堂 ローソン辻堂駅西口店 藤沢市辻堂２－２－１４　 33-2335

辻堂 スギ薬局辻堂駅南口店 藤沢市辻堂２－７－１　湘南パールビル１F 52-7652

辻堂 セブンイレブン藤沢辻堂高砂店 藤沢市辻堂６－４－１２　 33-4371

辻堂 ローソン藤沢 辻堂店 藤沢市辻堂　2-9-16　 35-4345

辻堂神台 ファミリーマート辻堂神台店 藤沢市辻堂神台２－８－１７　 31-0405

辻堂神台 ハックドラッグLuz湘南辻堂店 藤沢市辻堂神台１－２－１２　Luz湘南辻堂１F 30-1789

辻堂神台 セブンイレブン藤沢テラスモール湘南店 藤沢市辻堂神台１－３－１　テラスモール湘南１Ｆ 38-1887

辻堂神台 トモズテラスモール湘南店 藤沢市辻堂神台１－３－１　テラスモール湘南１Ｆ 86-7118

辻堂神台 サミット株式会社テラスモール湘南店 藤沢市辻堂神台１－３－１　テラスモール湘南 38-2100

辻堂神台 生活協同組合ユーコープ湘南辻堂駅前店 藤沢市辻堂神台１－３－３２　 38-1270

辻堂神台 セブンイレブン藤沢辻堂北口大通り店 藤沢市辻堂神台２－２－１　 35-9711

辻堂新町 ロイヤルホームセンター株式会社 藤沢店 藤沢市辻堂新町４－１－１　湘南モールＦＩＬＬ内 31-6311

辻堂新町 株式会社　三和　湘南モールフィル店 藤沢市辻堂新町４－１－１　 37-1951

辻堂新町 株式会社　三和　フードワン藤沢店 藤沢市辻堂新町４－３－５　 34-3222
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辻堂新町 ミスターマックス湘南藤沢店 藤沢市辻堂新町４－３－５　 35-7777

辻堂新町 トモズミスターマックス藤沢ＳＣ店 藤沢市辻堂新町４－３－５　ミスターマックス湘南藤沢ショッピングセンター1F31-0581

辻堂新町 湘南新聞販売辻堂北部支店 藤沢市辻堂新町３－８－２２　 34-7077

辻堂新町 マツモトキヨシ湘南モールフィル店 藤沢市辻堂新町４－１－１　 30-6009

辻堂新町 ファミリーマート辻堂新町三丁目店 藤沢市辻堂新町３－２－３６　 31-3585

辻堂新町 ハックドラッグ辻堂新町店 藤沢市辻堂新町１－６－３５　 30-2389

辻堂新町 セブンイレブン藤沢辻堂駅東店 藤沢市辻堂新町１－２－２２　 36-8777

辻堂新町 セブンイレブンミスターマックス湘南藤沢店 藤沢市辻堂新町4丁目３－５　 33-6266

辻堂新町 辻堂新町町内会 藤沢市辻堂新町１－３－１０　辻堂新町町内会館 33-1739

辻堂太平台 セブンイレブン藤沢辻堂太平台２丁目店 藤沢市辻堂太平台２－９－８　 33-2261

辻堂太平台 ヨークマート辻堂太平台店 藤沢市辻堂太平台２－１０－３　 36-5777

辻堂西海岸 合同会社　西友　辻堂店 藤沢市辻堂西海岸３－１－４８　 36-2578

辻堂西海岸 オーケー辻堂店 藤沢市辻堂西海岸２－１　 34-2335

辻堂西海岸 マルエツなぎさモール辻堂店 藤沢市辻堂西海岸２－１１－１　 33-0124

辻堂西海岸 クリエイトエス・ディーなぎさモール辻堂店 藤沢市辻堂西海岸２－１１－２　 31-0202

辻堂東海岸 東光電気 藤沢市辻堂東海岸２－１３－３９　 36-3513

辻堂東海岸 株式会社　神原米店 藤沢市辻堂東海岸２－２－２　 36-5772

辻堂東海岸 有限会社　桝屋酒店 藤沢市辻堂東海岸３－４－１６　 34-1066

辻堂東海岸 クリエイトＳ・Ｄ辻堂東海岸店 藤沢市辻堂東海岸３－３－１２　 31-0583

辻堂東海岸 セブンイレブン藤沢辻堂東海岸４丁目店 藤沢市辻堂東海岸４－１－２４　 35-3212

辻堂東海岸 ローソン辻堂東海岸店 藤沢市辻堂東海岸１－３－２　 35-0292

辻堂東海岸 ファミリーマート湘南東海岸店 藤沢市辻堂東海岸１－１－１　 31-0368

辻堂元町 合資会社　みねお米店 藤沢市辻堂元町１－１２－１７　 33-3769

辻堂元町 セブンイレブン辻堂熊の森店 藤沢市辻堂元町１－３－２３　 34-2123

辻堂元町 有限会社 峯尾商店 藤沢市辻堂元町１－５－１２　 36-8538

辻堂元町 読売センター辻堂東部 藤沢市辻堂元町３－１２－１０　 34-0230

辻堂元町 株式会社　大澤商店 藤沢市辻堂元町３－５－１７　 36-8731

辻堂元町 合資会社　白木屋米店 藤沢市辻堂元町３－７－３１　 33-5155

辻堂元町 株式会社　ナガセ 藤沢市辻堂元町４－１－１９　 34-3133

辻堂元町 株式会社サンドラッグ　辻堂元町店 藤沢市辻堂元町５－１３－１９　 31-0806

辻堂元町 シビリアン商会 藤沢市辻堂元町３－９－３　 36-9741

辻堂元町 ローソンストア１００辻堂元町５丁目店 藤沢市辻堂元町５－１２－２１　 36-3655

辻堂元町 ローソン辻堂元町店 藤沢市辻堂元町１－１－１　 37-4683

天神町 ナガシマストアー（Ｚ－ＯＮＥ湘南店）　 藤沢市天神町２－７－１　 82-1121

並木台 ロイヤルプロ藤沢並木台 藤沢市並木台２－１０－１０　 23-5700



藤沢市指定収集袋取扱店一覧

町名 取扱店名 取扱店住所
取扱店
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西富 ローソン藤沢遊行寺坂店 藤沢市西富５２８　 28-4156

西俣野 渋谷商店 藤沢市西俣野２０６７　 81-2391

西俣野 有限会社　ユザワ文具 藤沢市西俣野２６５７　 81-0088

羽鳥 ファミリーマート藤沢羽鳥店 藤沢市羽鳥１－３－５０　 30-1666

羽鳥 三川屋商店 藤沢市羽鳥１－６－５　 36-7617

羽鳥 カギサン羽鳥店 藤沢市羽鳥５－５－４４　 36-0164

羽鳥 セブンイレブン藤沢羽鳥店 藤沢市羽鳥３－１－３９　 35-0007

羽鳥 有限会社 田中薬局 藤沢市羽鳥３－３－１８　 36-1003

羽鳥 ハックドラッグ辻堂羽鳥店 藤沢市羽鳥３－１－３８　 30-1189

羽鳥 スーパーセンタートライアル藤沢羽鳥店 藤沢市羽鳥５－１３－１２　 31-2288

羽鳥 ローソンスリーエフ藤沢羽鳥中学校前店 藤沢市羽鳥４－１３－１７　 36-6030

羽鳥 クリエイトエス・ディー藤沢羽鳥店 藤沢市羽鳥１－２－４５　ＴＥＲＲＡＣＥ　ＷＥＬＬＮＥＳＳ　１階 30-0351

羽鳥 ファミリーマート羽鳥五丁目店 藤沢市羽鳥５－８－３４　 38-6201

羽鳥 有限会社　ユマニテ薬局 藤沢市羽鳥３－１－８　 37-0002

羽鳥 オーケー羽鳥店 藤沢市羽鳥１－１－４５　 52-5275

藤が岡 オーヌキ商店 藤沢市藤が岡２－２－３　 22-7896

藤が岡 生活協同組合ユーコープ藤が岡店 藤沢市藤が岡２－８－１０　 25-3538

藤が岡 ファミリーマート藤沢藤が岡店 藤沢市藤が岡１－１１－４　 55-1680

藤が岡 コンフォール藤沢自治会 藤沢市藤が岡２－２－３　 24-6520

藤沢 田島 株式会社 藤沢市藤沢１－１－１４　 26-3591

藤沢 株式会社 やまか 本町店 藤沢市藤沢３－１－１５　 26-4771

藤沢 ファミリーマート藤沢駅北口店 藤沢市藤沢４８４－１　MY藤沢ビル１F 29-2070

藤沢 株式会社 大島薬局 藤沢市藤沢５２０　 23-5471

藤沢 株式会社 ダイエー 藤沢店 藤沢市藤沢５２０　 28-2221

藤沢 有限会社 釜七金物店 藤沢市藤沢５５９　 23-4567

藤沢 有限会社 木鉢屋米店 藤沢市藤沢５８７　 22-1081

藤沢 有限会社 ヒロタ 藤沢市藤沢９７６　 22-3301

藤沢 有限会社 丸大酒店 藤沢市藤沢１０４９　 22-2671

藤沢 ピーコックストア　藤沢トレアージュ白旗店 藤沢市藤沢２－３－１５　 55-1151

藤沢 セブンイレブン藤沢駅前店 藤沢市藤沢１０８　 50-4550

藤沢 ハックドラッグ藤沢白旗店 藤沢市藤沢２－３－１５　トレアージュ白旗内 55-3989

藤沢 朝日新聞藤沢中央専売所 藤沢市藤沢５７５－１０　 26-3431

藤沢 ビックカメラ藤沢店 藤沢市藤沢５５９　 29-1111

藤沢 クリエイトエス・ディー藤沢駅北口店 藤沢市藤沢４６０－１　 55-2361

藤沢 湘南薬品ホンマチ薬局 藤沢市藤沢３－１－１７　近藤ビル 55-2685
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取扱店
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藤沢 ローソン藤沢三丁目店 藤沢市藤沢３－２－１　 28-2212

藤沢 サミット藤沢駅北口店 藤沢市藤沢６１０－１　 54-3313

藤沢 ローソン藤沢駅北口店 藤沢市藤沢６０６－４　 54-5003

藤沢 クイーンズアイ藤沢店 藤沢市藤沢４３８－１　ルミネ藤沢３Ｆ 29-5311

藤沢 セブンイレブン藤沢遊行通り店 藤沢市藤沢６８－１　 50-5108

藤沢 ウエルシアダイエー藤沢店 藤沢市藤沢５２０　 55-6370

藤沢 ウエルシア藤沢市民病院前店 藤沢市藤沢２－２－２８　 29-2556

藤沢 セブンイレブン藤沢四丁目店 藤沢市藤沢４－５－３　 28-8777

藤沢 ローソン藤沢一本松店 藤沢市藤沢１０３６－６　 24-5001

藤沢 ローソンストア１００藤沢橋店 藤沢市藤沢１－１－４　 29-2199

藤沢 ローソン藤沢柳通り店 藤沢市藤沢５６８－１　スリービーク湘南 23-8001

藤沢 セブンイレブン藤沢駅北口店 藤沢市藤沢462 MEFULL藤沢1F　 50-5002

藤沢 ファミリーマート藤沢遊行通り店 藤沢市藤沢225-2　 23-1821

藤沢 藤沢商工会議所 藤沢市藤沢６０７－１　商工会館２階　藤沢商工会議所　環境対策室 55-1221

本鵠沼 Yショップふじみや店 藤沢市本鵠沼１－２－２９　 22-3690

本鵠沼 有限会社　だるまや酒店 藤沢市本鵠沼２－１－２４　 22-9708

本鵠沼 株式会社　やまか　本鵠沼店 藤沢市本鵠沼２－１４－８　 23-1254

本鵠沼 株式会社 スズキヤ　鵠沼店 藤沢市本鵠沼４－１３－１１　 33-2200

本鵠沼 読売センター藤沢鵠沼 藤沢市本鵠沼４－３－１１　 34-4000

本鵠沼 小坂酒店 藤沢市本鵠沼４－７－１７　 34-3521

本鵠沼 ハックドラッグ鵠沼店 藤沢市本鵠沼３－１２－３７　 30-0089

本鵠沼 クリエイトエス・ディー藤沢本鵠沼店 藤沢市本鵠沼５－１－１０　 55-3261

本鵠沼 セブンイレブン藤沢本鵠沼２丁目店 藤沢市本鵠沼２－１１－１５　 50-1777

本鵠沼 クリエイトエス・ディー小田急本鵠沼駅前店 藤沢市本鵠沼２－１４－６　 55-5371

本鵠沼 ローソン藤沢本鵠沼店 藤沢市本鵠沼２－１４－１０　 20-5156

本鵠沼 セブンイレブン藤沢本鵠沼５丁目店 藤沢市本鵠沼５－１１－１７　 29-2711

本鵠沼 鵠沼原町内会 藤沢市本鵠沼３－１－１２　 34-7903

本藤沢 セブンイレブン本藤沢２丁目店 藤沢市本藤沢２－１２－５　 82-6233

本藤沢 ウエルシア本藤沢店 藤沢市本藤沢２－１４－９　 81-3850

本藤沢 ファミリーマート本藤沢6丁目店 藤沢市本藤沢 6-13-11　　 80-6331

本藤沢 清水谷戸町内会 藤沢市本藤沢１－９－１１　

本町 セブンイレブン藤沢本町２丁目店 藤沢市本町２－１－２１　 25-6977

本町 読売センター藤沢中央 藤沢市本町１－３－４２　 23-8157

本町 株式会社　長谷川商店 藤沢市本町３－８－１６　 23-6026

本町 株式会社　泉川電機商会 藤沢市本町１－３－３５　 23-2894
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本町 辻堂屋　石井商店 藤沢市本町３－１５－２８　 22-5240

南藤沢 ローソン南藤沢店 藤沢市南藤沢２２－１７　 24-8370

南藤沢 セブンイレブン小田急藤沢店 藤沢市南藤沢１－１　小田急藤沢駅 27-8255

南藤沢 ファミリーマートかしわや南藤沢店 藤沢市南藤沢２０－２０　 55-3491

南藤沢 株式会社　やまか　藤沢店 藤沢市南藤沢２－１－３　ダイヤモンドビルＢ１Ｆ 22-7053

南藤沢 読売センター藤沢東部 藤沢市南藤沢９－３　 23-0777

南藤沢 湘南薬品　ダイヤモンド薬局 藤沢市南藤沢２－１－３　ダイヤモンドビル１F 22-4676

南藤沢 ヒノミドラッグ藤沢店 藤沢市南藤沢７－２　 24-7050

南藤沢 オーケー藤沢店 藤沢市南藤沢６－２３　 25-5111

南藤沢 ココカラファイン藤沢駅前店 藤沢市南藤沢３－１２　クリオ藤沢駅前 29-5061

南藤沢 フードウェイ藤沢オーパ店 藤沢市南藤沢２２－３　藤沢オーパ地下１階 54-9571

南藤沢 ドン・キホーテ藤沢駅南口店 藤沢市南藤沢１９－１７　 29-1711

南藤沢 ローソン藤沢駅南口店 藤沢市南藤沢２２－８　西湘鉱産ビル１F 55-5088

南藤沢 トモズ藤沢オーパ店 藤沢市南藤沢２２－３　 52-6617

南藤沢 ファミリーマート藤沢駅南口店 藤沢市南藤沢２３－９　 55-3033

南藤沢 セブンイレブン南藤沢店 藤沢市南藤沢１９－１２　 22-3888

宮原 (有)鈴野商店 藤沢市宮原１３１９　 48-1031

宮原 有限会社　御畜食肉センター　 藤沢市宮原１５１４　 48-2929

宮原 セブンイレブン藤沢宮原店 藤沢市宮原３２１６－５　 48-0711

宮原 ローソンスリーエフ藤沢宮原店 藤沢市宮原 １４０１－５　 48-5581

宮前 ミニストップ藤沢宮前店 藤沢市宮前３７５－１４　 23-4750

弥勒寺 そうてつローゼン　みろく寺店 藤沢市弥勒寺２－６－１０　 27-8282

弥勒寺 有限会社　デスクサイド・コイズミ 藤沢市弥勒寺３－１－５　 25-2956

弥勒寺 有限会社　ふとんの山上 藤沢市弥勒寺３－２３－８　 22-3334

弥勒寺 株式会社　関商店 藤沢市弥勒寺３－４－２　 25-7611

弥勒寺 朝日新聞藤沢東部専売所 藤沢市弥勒寺３－１２－１１　 22-7409

弥勒寺 セブンイレブン藤沢弥勒寺２丁目店 藤沢市弥勒寺２－１－２　 27-6617

村岡東 クリエイトＳ・Ｄ藤沢村岡東店 藤沢市村岡東１－２－１　 27-2040

村岡東 セブンイレブン藤沢村岡東店 藤沢市村岡東１－２－３　 26-3558

用田 株式会社コメリ　藤沢用田店 藤沢市用田１０２０－１２　 49-1433

用田 (株）米米ニシヤマ 藤沢市用田５９２　 48-1011

用田 クリエイトＳ・Ｄ藤沢用田店 藤沢市用田６０８　 48-8008

用田 (有) 小菅商店 藤沢市用田５８８　 48-1085

用田 ローソンスリーエフ藤沢用田店 藤沢市用田６５０－２　 48-0090

用田 ウエルシア藤沢用田店 藤沢市用田５９９－１　 48-6041



藤沢市指定収集袋取扱店一覧

町名 取扱店名 取扱店住所
取扱店

電話番号

渡内 株式会社オリンピック　藤沢店 藤沢市渡内１－３－１２　 50-7511

渡内 ファミリーマート藤沢渡内店 藤沢市渡内２－１５－２　 55-5150

綾瀬市上土棚中 クリエイトＳ・Ｄ綾瀬上土棚店 綾瀬市上土棚中１－１１－２２　 0467-79-6460

綾瀬市上土棚南 株式会社マルエツ　綾瀬店 綾瀬市上土棚南１－８－２５　 0467-79-0901

綾瀬市上土棚南 (株）いなげや綾瀬上土棚南店 綾瀬市上土棚南５－９－５　 0467-70-8211

鎌倉市玉縄 クリエイトＳ・Ｄ鎌倉玉縄店 鎌倉市玉縄１－１６－１　 0467-43-4700

鎌倉市手広 クリエイトＳ・Ｄ新鎌倉手広店 鎌倉市手広１ー５－２７　 0467-38-1740

鎌倉市津西 クリエイトＳ・Ｄ鎌倉津西店 鎌倉市津西１－８－１４　 0467-38-1820

鎌倉市西鎌倉 生活協同組合ユーコープ西鎌倉店 鎌倉市西鎌倉１－２１－１８　 0467-32-5422

高座郡寒川町岡田 クリエイトＳ・Ｄ寒川店 高座郡寒川町岡田３－１５－１５　 0467-74-7074

茅ケ崎市常盤町 クリエイトＳ・Ｄ茅ケ崎常盤町店 茅ケ崎市常盤町１－３５　 0467-57-4554

大和市上和田 クリエイトＳ・Ｄ大和上和田店 大和市上和田１８０５－４　 046-269-2887

大和市渋谷 イオンリテール株式会社　イオン大和店 大和市渋谷６－６－１　イオンリテール(株）イオン大和店　 046-269-6179


