
那須町指定ごみ袋取扱店一覧(町内５０音順) 令和4年3月31日現在

No. 店舗名 店舗所在地 電話番号

1 有限会社 阿久津薬局 湯本291 (旭町) 0287-76-2050

2 油屋魚店 芦野2742 (仲町中) 0287-74-0013

3 イオンビッグ株式会社 ザ・ビッグ那須店 高久甲484-1 (本郷2) 0287-62-7818

4 イチマツ 湯本203 (占勝園) 0287-76-2374

5 有限会社 いづみやストアー 伊王野1416 (上町) 0287-75-0317

6 有限会社 イナバ 寺子丙1 (幸町3) 0287-72-0147

7 薄葉金物 寺子丙3-71 (音羽町3) 0287-72-0153

8 薄葉輪業商會 寺子乙3967 (本町3) 0287-72-1223

9 有限会社 大島寝装 寺子丙3-6 (幸町3) 0287-72-0251

10 有限会社　釜徳商店 湯本24（湯本本町） 0287-76-2120

11 楽校deマルシェ 豊原丙1340（逃室1） 0287-72-0888

12 株式会社 カワチ薬品黒田原店 寺子丙1-81(幸町3） 0287-72-6610

13 株式会社 カワチ薬品那須高原店 高久丙411-18 (一ツ樅) 0287-76-6603

14 銀杏屋 室越酒店 高久甲951 (本郷1) 0287-64-0101

15 グリーンハウス那須店 寺子丙4-20 (音羽町1) 0287-72-1790

16 黒田原駅前　みんなの店 寺子丙4-56 (幸町2) 0287-74-3631

17 甲州屋商店 芦野2758 (仲町下) 0287-74-0239

18 ココストア那須りんどう湖店 高久丙2-39 (一ツ樅) 0287-78-1525

19 コメリハードアンドグリーン伊王野店 伊王野1767-1 (下町) 0287-75-7601

20 コメリハードアンドグリーン那須店 寺子乙3933-58 (本町3) 0287-71-1005

21 コメリハードアンドグリーン那須高原店 高久甲5245-3 (広谷地) 0287-78-7033

22 コメリホームセンター那須店 高久甲484-1 (本郷2) 0287-73-1960

23 佐藤商店 高久甲1738-1 (高久) 0287-63-1261

24 有限会社 島村商店 寺子丙3-142 (相生町1) 0287-72-0133

25 スーパーせきマート 寺子丙2 (音羽町2) 0287-62-3133

26 有限会社 鈴木食品 蓑沢1288 (大畑) 0287-75-3558

27 有限会社 須藤醸造 伊王野1626 (下町) 0287-75-0626

28 セーブオン那須田代店 高久乙1-3 (田代) 0287-60-0276

29 セブンイレブン那須伊王野店 伊王野1765-5 (下町) 0287-75-2755

30 セブンイレブン那須池田店 高久丙1313-1 (池田) 0287-76-1128

31 セブンイレブン那須一軒茶屋店 湯本370-4 (東町) 0287-76-2780

32 セブンイレブン那須インター店 高久甲4328-1 (松子1) 0287-63-6606

33 セブンイレブン那須黒田原店 寺子乙4036-4 (立岩) 0287-72-5900

34 セブンイレブン那須高原スマートインター入口店 豊原丙1562－1(逃室3) 0287-72-7711

35 セブンイレブン那須田代店 高久乙75-8（田代） 0287-63-7011

36 総合食品 まるすず商店 高久甲454-8 (橋本町) 0287-62-1575

37 相鉄不動産株式会社 相鉄の那須サービスセンター 高久丙3242-153 (大沢) 0287-77-1111

38 相馬薬局 寺子乙3967 (本町2) 0287-72-0034

39 ダイユー黒田原店 寺子丙3-113 (相生町1) 0287-72-1025

40 ダイユー那須高原店 高久乙2865-1 (広谷地) 0287-78-1271

41 田中商店 湯本88 (旭町) 0287-76-2101

42 千振開拓農業協同組合 豊原丙3987 (千振) 0287-77-0929
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43 有限会社 月井商店 湯本200-28 (湯本仲町) 0287-76-2825

44 東豊開発株式会社 本社 高久乙2725-109 (守子) 0287-76-3150

45 藤和那須リゾート株式会社 管理事務所 高久乙3376 (遅山町) 0287-78-1111

46 戸上商店 寄居1085 (寄居本郷) 0287-74-0131

47 那須食販株式会社 湯本4-5 (旭町) 0287-76-2820

48 株式会社 那須別荘警備保障 本社 高久丙1147-370 (池田) 0287-76-3000

49 株式会社 那須別荘警備保障 バケイション管理事務所 高久丙2846-84 (大沢) 0287-77-2420

50 合同会社 那須屋商店 芦野2725-5 (仲町上) 0287-74-0005

51 肉のあづまや 寺子乙3967-98 (相生町2) 0287-72-0379

52 ビーズマート 高久丙1147-631 (池田) 0287-76-2099

53 ファミリーマート那須漆塚南店 漆塚411-5 (漆塚上) 0287-71-1021

54 ファミリーマート那須街道店 高久乙2725 (守子) 0287-76-3211

55 ファミリーマート那須黒田原店 寺子丙1-121 (幸町3) 0287-71-1552

56 ヘアーサロンカブラギ 寺子丙3 (幸町1) 0287-72-0029

57 松山商店 大島724-13 (大島1) 0287-72-5115

58 丸一ストアー 寄居1096 (寄居本郷) 0287-74-0920

59 道の駅　東山道伊王野　物産センター 伊王野459 (下町) 0287-75-0577

60 森商店 寺子丙59 (新黒田) 0287-72-0215

61 ゆいま～る那須 豊原乙627-115（新夕狩） 0287-77-7223

62 横松商店 芦野1905 (横町上) 0287-74-0028

63 ローソン那須インター店 高久甲6807 (松子1) 0287-72-0350


