粗大ごみ収集処理券取扱店一覧 《令和4年4月1日現在》
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店舗名
セブンイレブン加古川駅前店
セブンイレブン加古川溝之口店
セブンイレブン加古川篠原町店
セブンイレブン加古川駅東店
セブンイレブン加古川備後蔵西店
セブンイレブン加古川平野店
セブンイレブン加古川市役所南店
セブンイレブン加古川本町店
セブンイレブン加古川美乃利店
セブンイレブン加古川備後店
セブンイレブンベルデモール加古川店
ローソン加古川町河原店
ローソンＪＲ加古川駅北口店
ローソンS加古川市役所店
ローソン加古川町木村店
マルアイ木村店
マルアイ加古川駅前店
マルアイ南備後店
マルアイ中津店
コープミニ中津店
郵便局 加古川日岡
郵便局 加古川駅前
郵便局 加古川木村
郵便局 加古川備後
郵便局 加古川西本町
郵便局 加古川
コオノ
マツモトキヨシ加古川駅前店
ウエルシア加古川粟津店
加古川市民センター
セブンイレブン加古川神野町店
セブンイレブン加古川福留店
フーディーズ神野店
マルアイ神野店
郵便局 加古川神野
郵便局 加古川西条山手
郵便局 加古川新神野
加古川北市民センター
セブンイレブン加古川野口町店
セブンイレブン加古川長砂店
セブンイレブン加古川山ノ越店
ローソン野口町野口店
ローソン加古川野口町坂元店
ローソン加古川野口町北野店
ローソン加古川長砂西店
ファミリーマート野口町坂元店
ファミリーマート加古川野口町店
マルアイ野口店
郵便局 加古川野口
郵便局 加古川野口南

所在地
加古川市加古川町溝之口510-51
加古川市加古川町溝之口254-2
加古川市加古川町篠原町178-1
加古川市加古川町溝之口101-2
加古川市加古川町備後388-1
加古川市加古川町平野468
加古川市加古川町北在家2033
加古川市加古川町本町172-1
加古川市加古川町美乃利460-2
加古川市加古川町備後9
加古川市加古川町寺家町141-1
加古川市加古川町河原357-3
加古川市加古川町溝之口254-1
加古川市加古川町北在家2000
加古川市加古川町木村497-2
加古川市加古川町木村310-1
加古川市加古川町溝之口558-1
加古川市加古川町南備後356-1
加古川市加古川町中津560-10
加古川市加古川町中津560-1
加古川市加古川町中津601-5
加古川市加古川町溝之口778
加古川市加古川町木村20-14
加古川市加古川町備後374-5
加古川市加古川町本町28-8
加古川市加古川町北在家2578
加古川市加古川町寺家町358
加古川市加古川町篠原町25-1
加古川市加古川町粟津100-1
加古川市加古川町寺家町173-1
加古川市神野町神野821-2
加古川市神野町福留777
加古川市新神野５丁目8-6
加古川市神野町神野225-1
加古川市神野町石守1041-1
加古川市西条山手１丁目4-15
加古川市新神野5丁目5-2
加古川市神野町西条1519-2
加古川市野口町長砂138-1
加古川市野口町長砂704-1
加古川市野口町野口1003
加古川市野口町野口179-1
加古川市野口町坂元50-1
加古川市野口町北野477
加古川市野口町長砂1007-1
加古川市野口町坂元1017
加古川市野口町野口119-3
加古川市野口町良野974
加古川市野口町水足807-3
加古川市野口町野口50-3

平岡町

尾上町

別府町
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介護相談室あえる
デイサービスセンターあえる
デイサービスセンターあえるサテライト
野口市民センター
環境美化センター
セブンイレブン加古川平岡新在家店
セブンイレブン加古川平岡町店
セブンイレブン東加古川駅北口店
セブンイレブン加古川平岡辻ケ内店
セブンイレブン加古川平岡山之上店
ローソン加古川平岡町中野店
ローソン東加古川平岡町店
ローソン加古川平岡町店
ローソン加古川平岡町新在家店
ファミリーマート平岡町西谷店
ファミリーマート加古川平岡店
ファミリーマート加古川東ランプ店
ファミリーマート土山西店
ファミリーマート平岡町二俣店
マルアイ東加古川店
マルアイ一色店
コープ東加古川店
マルナカ加古川店
平岡やまと店
郵便局 平岡
郵便局 加古川北野
郵便局 加古川北芳苑
郵便局 加古川北畑
郵便局 加古川二俣
郵便局 加古川東
株式会社みなと住建
東加古川市民総合サービスプラザ
平岡市民センター
セブンイレブン加古川尾上長田店
セブンイレブン加古川尾上養田店
セブンイレブン加古川尾上口里店
セブンイレブン加古川尾上町店
ファミリーマート加古川長田店
ファミリーマート浜の宮駅前店
ファミリーマート加古川あいおい橋店
ファミリーマート加古川尾上町店
デイリーヤマザキジョイパーク加古川店
マルアイ今福店
マルアイ浜の宮店
郵便局 加古川浜ノ宮
郵便局 加古川尾上
大西ジム
尾上市民センター
セブンイレブン加古川別府石町店
セブンイレブン加古川別府新野辺北町店
セブンイレブン加古川別府新野辺店
ファミリーマート山陽別府駅前店
ファミリーマート別府北店
ファミリーマート新野辺北町店

加古川市野口町北野1289-2
加古川市野口町坂元1123-2
加古川市野口町水足241-2
加古川市野口町野口107-2
加古川市野口町水足1452-1
加古川市平岡町新在家910-4
加古川市平岡町二俣769-8
加古川市平岡町新在家1137-1
加古川市平岡町高畑331-1
加古川市平岡町山之上684-32
加古川市平岡町中野472-3
加古川市平岡町高畑209-4
加古川市平岡町新在家2丁目269-9
加古川市平岡町新在家90-1
加古川市平岡町西谷185-1
加古川市平岡町新在家462-1
加古川市平岡町新在家929-2
加古川市平岡町土山1206-1
加古川市平岡町二俣10-6
加古川市平岡町新在家1588-19
加古川市平岡町一色３３８
加古川市平岡町西谷77-1
加古川市平岡町一色649-1
加古川市平岡町二俣1005
加古川市平岡町新在家386-1
加古川市平岡町新在家902-112
加古川市平岡町新在家1715-1
加古川市平岡町土山390-1
加古川市平岡町二俣907-6
加古川市平岡町一色797-310
加古川市平岡町中野800-8
加古川市平岡町新在家615-1
加古川市平岡町西谷124-1
加古川市尾上町長田517-11
加古川市尾上町養田687-1
加古川市尾上町口里557-1
加古川市尾上町長田152-1
加古川市尾上町長田525-2
加古川市尾上町口里814-32
加古川市尾上町養田2丁目78
加古川市尾上町今福419-1
加古川市尾上町今福71
加古川市尾上町今福221-1
加古川市尾上町口里732
加古川市尾上町口里770-2
加古川市尾上町長田518-16
加古川市尾上町今福405-2
加古川市尾上町長田419-1
加古川市別府町石町59
加古川市別府町新野辺北町８丁目145
加古川市別府町新野辺3011
加古川市別府町朝日町11-5
加古川市別府町別府946
加古川市別府町新野辺北町1丁目14
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東神吉町

西神吉町

米田町

志方町

市外

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

ファミリーマート加古川別府西脇店
ファミリーマート加古川別府店
ファミリーマート加古川新野辺店
イセダ屋加古川店
郵便局 加古川別府
別府市民センター
セブンイレブン加古川宗佐店
マルアイ八幡店
郵便局 国包
農村環境改善センター
セブンイレブン加古川平荘町店
郵便局 平荘
両荘市民センター
セブンイレブン加古川上荘町都染店
デイサービスセンターあえる加古川北
セブンイレブン加古川東神吉店
セブンイレブン加古川東神吉ウェルネス店
ファミリーマート東神吉町店
コープ神吉店
郵便局 加古川東神吉
セブンイレブン加古川西神吉店
セブンイレブンＪＲ宝殿駅前店
ファミリーマート米田町船頭店
郵便局 加古川船頭
郵便局 加古川米田
とうじ薬店宝殿店
加古川西市民センター
セブンイレブン加古川志方町高畑店
郵便局 加古川東志方
郵便局 志方
石原商店
しろやま農業研修センター
地域産業振興センター
志方市民センター
ローソン加古川志方町店
ローソン稲美六分一西店
マルアイ城の宮店
介護相談室あえる高砂
セブンイレブン播磨町本荘4丁目店

加古川市別府町西脇181-1
加古川市別府町本町1丁目62
加古川市別府町新野辺3030
加古川市別府町別府543-1
加古川市別府町石町23-2
加古川市別府町宮田町3-3
加古川市八幡町宗佐678-1
加古川市八幡町上西条1089
加古川市上荘町国包779-1（八幡地区）
加古川市八幡町船町9-1
加古川市平荘町里561-2
加古川市平荘町山角455-3
加古川市平荘町山角718-1
加古川市上荘町都染573
加古川市上荘町都台2丁目18-3
加古川市東神吉町神吉795-1
加古川市東神吉町神吉17-6
加古川市東神吉町神吉1024-1
加古川市東神吉町神吉881-1
加古川市東神吉町神吉1027-2
加古川市西神吉町大国981-2
加古川市米田町平津476-1
加古川市米田町船頭477-1
加古川市米田町船頭153-2
加古川市米田町平津349-7
加古川市米田町平津456
加古川市米田町平津384-2
加古川市志方町高畑804-1
加古川市志方町細工所585-2
加古川市志方町志方町1628-3
加古川市志方町横大路861
加古川市志方町東中200-5
加古川市志方町原685-1
加古川市志方町志方町1758-3
加古川市志方町志方町1758-3
加古郡稲美町六分一1178-24
加古郡播磨町野添城3丁目1-8
高砂市米田町米田100-3
加古郡播磨町本荘4丁目1325-4

