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市で処理できるもの

指
定
ご
み
袋
・
料
金
シ
ー
ル
取
扱
店

　 町名 会社名・屋号 電話番号

川
東
エ
リ
ア

旭町
旭町自治会 22-5533
川勝商店 24-5440

馬路町

馬路町自治会 22-0661
かどや百貨店 23-5266
中川商店 22-0686
中沢商店 23-6246
ファミリーマート亀岡馬路町店 29-6031
有限会社橋本電機 22-1135

千歳町 千歳町自治会 22-0682
河原林町 河原林町自治会 22-0120

保津町

魚政商店 22-0143
かさや木村商店 22-0323
タケモ商店 22-0278

ファミリーマート
亀岡保津町店 21-1057

保津町自治会 22-0810
吉田商店 24-2021

中
央
エ
リ
ア

千代川町

浅田電気商会 23-1150
クスリキリン堂亀岡千代川店 21-1060
サンフェステ千代川店 22-8176

セブン-イレブン
亀岡今津２丁目店 25-0696

ドラッグユタカ千代川店 24-5088
永梅商店 22-5308

ファミリーマート
亀岡千代川店 21-2350

マツモト千代川店 24-8128
美馬たばこ店 24-0720
有限会社さわだ書店 22-3123
ローソン亀岡千代川店 21-2203
BOOKOFF京都亀岡店 29-４８６２

大井町

大井町自治会 22-0157
株式会社おくむら 24-4387
セブン-イレブン亀岡大井店 23-0704
セブン-イレブン亀岡並河店 22-7100
ダックス大井店 29-2624
谷村たばこ店 24-0003
農業の店亀岡 25-8020

ファミリーマート
亀岡大井町店 29-5979

ふくしま 23-9477

フレッシュバザール
亀岡大井店 25-3310

ホームセンターコーナン
亀岡大井店 22-7571

マツモト大井店 24-5858
ミニストップ亀岡大井町土田店 24-7234

ディスカウントドラッグ
コスモス大井店 ２１-１０３０

ドラッグユタカ亀岡並河店 ２９-１３６５

余部町

セブン-イレブン亀岡余部店 22-7665
太陽共同作業所 25-5399
中井商店 22-0012
本間煙草店 22-2839
ローソンガレリアかめおか前店 22-2505

荒塚町 亀岡メンテナンス株式会社 24-6777

　 町名 会社名・屋号 電話番号

中
央
エ
リ
ア

荒塚町
南丹清掃株式会社 22-4488
服部タバコ店 22-2199
マツモト荒塚店 22-8588

内丸町 畑荒物店 22-0351

追分町

加瀬たばこ店 22-1403

亀岡商業協同組合
ふれ愛エコステーション 22-6161

西友亀岡店 24-0111
セブン-イレブン亀岡駅前店 22-2525
ソニーショップムカイデ 23-8356

ファミリーマート
亀岡追分町店 21-1226

マルセン亀岡駅前店 22-0230

セブン－イレブンハートイン
JR亀岡駅改札口店 ２９-２７３２

河原町

株式会社ウエダ本社 22-1890
株式会社栄広堂 22-0146

ファミリーマート
亀岡河原町店 29-5036

山口電機株式会社本店 22-0837

古世町

イオン亀岡店 22-3113

亀岡ショッピングセンター
アミティ 24-1414

ドラッグユタカ亀岡中央店 22-5009

セブン－イレブン
亀岡中矢田店 ２５-１１８５

塩屋町 桂商店本店 22-0233

下矢田町

アヤハディオ亀岡店 25-4646
業務スーパー亀岡店 21-1780

ファミリーマート
亀岡下矢田店 21-0500

矢田の里 21-0154
中矢田町 桂商店中矢田店 22-3044
西竪町 マツモト中央店 24-3811

旅籠町
成田米穀 22-0518
ミゾツラ電器 22-5856

三宅町 大道建具店 22-4792

安町

加地商店 22-0210
株式会社くらしの店丹和 22-4147
フレスコ亀岡安町店 29-6801

母子会売店（亀岡市役所内）22-3131㈹

マンマル産業株式会社 22-0572

篠町

アル・プラザ亀岡 25-4111
井内商店 22-0754
株式会社石野商店 22-0746
株式会社酒井商店広田店 23-8467
株式会社酒井商店見晴店 23-8022
くすり光琳 22-5586
ジャパン亀岡店 24-4232
隅田酒店 22-0116
スマイリングかめおか 24-5065

セブン-イレブン
亀岡篠町馬堀店 24-2405

セブン-イレブン
亀岡篠町王子店 23-1202

　 町名 会社名・屋号 電話番号

中
央
エ
リ
ア

篠町

竹茂商店 23-4863
ダックス亀岡店 29-2625
フレスコ亀岡店 29-6661

ホームセンターコーナン
亀岡篠店 29-6703

マツモトうまほり店 23-2266
ローソン亀岡馬堀店 29-2005
ローソン亀岡つつじヶ丘店 21-1870
ローソン亀岡頼政塚店 20-8621
ファミリーマート亀岡篠町店 ２１-３９６０

東つつじ
ヶ丘

業務スーパー篠店 29-5686

山口電機株式会社
つつじヶ丘支店 24-8130

西つつじ
ヶ丘

桂商店西つつじヶ丘店 24-6800
株式会社黒川西つつじヶ丘店 22-0077
西つつじヶ丘自治会 23-2444

南つつじ
ヶ丘

マツモトピアタウン店 25-2358
有限会社ハートピアサノ 23-9996
リカーショップ寿屋 24-8639

西
南
エ
リ
ア

本梅町

奥村商店 26-3019
かね新商店 26-3012
中村商店 26-3088

ファミリーマート
亀岡本梅町店 26-6000

本梅町自治会 26-3001
東本梅町 東本梅町自治会 26-2504

宮前町

第二かめおか作業所 26-5434
西田食料品店 26-2028

ファミリーマート
亀岡宮前町店 26-6055

森政商店 26-2199
畑野町 畑野町自治会 28-2752

吉川町
吉川簡易郵便局 25-2361
吉川町自治会 22-0196

薭田野町

魚繁石野商店 22-0654
かめおか作業所 24-2596
栗山商店 23-2076
薭田野町自治会 22-3840
ローソン亀岡ひえだの町店 24-3223

曽我部町

岩本商店 23-4130
上田食料品店 22-5429
オクノ電化 23-6945
木内商店 22-0753

セブン-イレブン
亀岡運動公園前店 22-7721

原田商店 22-2208

ファミリーマート
亀岡曽我部町店 24-2302

ミニストップ
亀岡運動公園前店 25-4628

ローソン
京都先端科学大学前店 22-7008

東別院町
東別院町自治会 27-2001
ライス＆リカー亀岡店 27-3838

西別院町
きく屋 27-2253
中村商店 27-2521

指定ごみ袋および料金シール　　　　　　　　　取扱店

取扱店舗の追加・廃止等により随時変更があります。

粗 大 ご み 処 理
手数料納入済証


