
店舗名等 所在地

1 原田商店 都城市南鷹尾町20-34

2 益山紙文具 都城市大王町4-23

3 谷口紙店 都城市一万城町31-5

4 宮崎酒井物産（株） 都城市志比田町5665番地1

5 山崎株式会社　都城営業所 都城市都北町3551-1

6 有限会社　丸中文具店 都城市姫城町19-12

7 株式会社　にしかわ 都城市中原町21-1

8 （株）タイヨー蓑原店 都城市蓑原町2363-1

9 フクシマ薬局 都城市上東町28-10

11 室田商店 都城市高木町4383

12 横市商店 都城市蓑原町3019

13 有限会社　ショップ小山田 都城市高木町4516番地

14 瀬戸山ストアー 都城市野々美谷町901-1

15 有限会社　ホームセンター中村 都城市高野町3078-2

16 日向屋 都城市菖蒲原町13街区2号

17 有限会社　茭口商店 都城市上川東1丁目20-5

18 内村ストアー 都城市上水流町1181－2

20 イオン九州（株）　ジャスコ都城店 都城市早鈴町1990番地

23 丸田商店 都城市吉尾町6220番地

24 ファミリーマート若葉町店 都城市若葉町47-9-1

25 生活協同組合コープみやざき花繰店 都城市花繰町18番地1

27 ファミリーマート都原西店 都城市南横市町3526-1

28 本山精肉店 都城市郡元2丁目17-11

29 ファミリーマート蔵原店 都城市蔵原町10街区8号

30 （有）中村ストアー 都城市一万城町8号7番地

31 谷口青果店 都城市上町16-4

32 高橋金物店 都城市鷹尾2丁目2街区9号

33 セブンイレブン都城大王町 都城市大王町45-1

34 花房商店 都城市豊満町1524番地10

39 ミートショップながやま　志比田店 都城市志比田町4564-1

40 （株）スーパー大浦　庄内店 都城市庄内町12555番地3

41 （株）スーパー大浦　パシオ志和池 都城市上水流町2311番地5

42 （株）スーパー大浦　パシオたかお 都城市鷹尾3丁目4街区6号

43 （株）スーパー大浦　パシオ山之口 都城市山之口町花木2301番地1

44 （株）スーパー大浦　志比田店 都城市志比田町5757番地1

45 （株）スーパー大浦　パシオ早鈴 都城市早鈴町1544番地1

46 （株）スーパー大浦　鮮ど市場たかお店 都城市蓑原町8231-2

48 ミートショップながやま　山田店 都城市山田町中霧島3267-4

登録番号
登録店

都城市指定ごみ袋登録店台帳
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49 肉のながやま　梅北店 都城市梅北町12079-1

50 ミートショップながやま　乙房店 都城市乙房町1715-4

51 コメリハードアンドグリーン上東店 都城市上東町14-1

53 山下酒米店 都城市早水町17-5-1

55 （株）タイヨー　サンキュー広原店 宮崎県北諸県郡三股町宮村2950-3

56 コープみやざき　都城支所 都城市横市町9748番地

57 萩原商店 都城市安久町6080-3

58 原田薬店 都城市宮丸町3001

59 イオン九州（株）　マックスバリュ都北店 都城市都北町5980番地

60 有限会社　井美商会 都城市大王町8街区2号

61 株式会社　田之上薬品 都城市郡元1丁目3番地20

62 セブンイレブン都城上長飯店 都城市上長飯町846番地

63 有限会社　野口屋紙店 都城市上町17-1

64 フレッシュインさとう 都城市千町5208

66 くすり一心堂 都城市北原町34-18

68 HEARTYながやま　若葉店 都城市若葉町88-5

69 HEARTYながやま　鷹尾店 都城市蓑原町3027-1

70 （有）うすいデサキデポ 都城市早鈴町1651-1

71 （株）タイヨー都城店 都城市下長飯町256-1

72 ファミリーマート本城いそいち店 都城市五十町1688-2

74 ショッピング　かわくぼ 都城市庄内町7971-6

77 松原商店 都城市東町13街区11号

78 ライフショップ　とやま 都城市姫城町14街区13号

79 コメリハードアンドグリーン南横市店 都城市南横市町8433

80
株式会社ニシムタ スーパーセンター都城五
十市店

都城市五十市町2375番地5

81 セブンイレブン都城甲斐元町店 都城市甲斐元町20街区7号

83 株式会社　ハピネス 都城市平江町8街区12号

84 コープみやざき　都北店 都城市都北町6400番地1

85 内村商店 都城市南鷹尾町13-18

87 佐野商店 都城市大王町16-1

88 セブンイレブン都城一万城町店 都城市一万城町31-9

89 小坂商店 都城市高崎町江平2340-3

91 原田商店 都城市高崎町大牟田98-8-2

95 西畑商店 都城市高城町石山4095-40

97 そうごう薬局　たかお店 都城市鷹尾3丁目10-10

98 のんちゃん市場 都城市高城町穂満坊829-1

99 大丸商店 都城市高崎町笛水867-2
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登録番号

登録店

都城市指定ごみ袋登録店台帳

101 ないじゅう屋 都城市高城町高城2849

104 株式会社タイヨー　都城郡元店 都城市郡元町4632-4

105 HEARTYながやま　都北店 都城市都北町1089

106 中野商店 都城市蔵原町6-35

107 カコイ酒店 都城市下長飯町463-4

109 株式会社　ジョイランド高城 都城市高城町穂満坊636

111 林米穀店 都城市上川東1丁目7-1

114 スーパードラッグコスモス郡元店 都城市郡元町209

115 スーパードラッグコスモス沖水店 都城市太郎坊町1891-1

116 スーパードラッグコスモス蓑原店 都城市蓑原町8555-1

117 スーパードラッグコスモス大王店 都城市大王町3街区20

118 スーパードラッグコスモス早鈴店 都城市早鈴町1652-1

119 スーパードラッグコスモス志比田店 都城市志比田町5628

120 スーパードラッグコスモス都城栄町店 都城市栄町1622-1

121 セブンイレブン都城梅北町店 都城市梅北町7368番地10

122 有限会社　三幸商事 都城市高城町大井出107番地1

123 ふくしまストア 都城市上長飯町155-8

124 小嶋酒店 都城市山田町山田10599-6

125 原澤商店 都城市太郎坊町1233

126 株式会社　タイヨー鷹尾店 都城市鷹尾1丁目2街区9号

130 山下文具店 都城市高崎町大牟田1178

131 セブンイレブン都城志比田町店 都城市志比田町11092-1

132 アイショップ　岡野 都城市高崎町縄瀬1644

134 坂元商店 都城市高崎町縄瀬4366

135 丸野商店 都城市高崎町笛水943

136 スーパードラッグいりき　谷頭店 都城市山田町中霧島3267-3

137 スーパードラッグいりき　庄内店 都城市庄内町12497番地

138 ニコニコ市場 都城市高崎町縄瀬39-6

139 肥後ストア 都城市八幡町14-13

140 植村ストアー 都城市大岩田町6101-2

143 セブンイレブン藤元総合病院店 都城市早鈴町17街区1号

145 セブンイレブン都城菖蒲原町店 都城市菖蒲原町6-10-2

146 安藤酒店 都城市山田町中霧島3162-1

147 ホームプラザナフコ南都城店 都城市今町7749-1

148 リカー＆コンビニ　KUMAHARA 都城市甲斐元町3-15

150 大山たばこ店 都城市高城町穂満坊4-1

151 セブンイレブン都城高専前店 都城市吉尾町912-4
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152
株式会社スギタ
セブンイレブン都城庄内町店

都城市庄内町8162番地1

154 ファミリーマート志比田店 都城市志比田町5325-10

155 イオン九州(株)　マックスバリュ　都城店 都城市千町4351-2

156 イオン九州（株）　ホームワイドプラス都城店 都城市千町4351-2

157 斉藤青果 都城市蓑原町3111-40

158 有限会社　満行商店 都城市蔵原町2街区4号

160 ローソン都城インター店 都城市高城町桜木755-1

161 新納商店 都城市高城町有水1940-15

165 赤池商店 都城市菓子野町11124

166 ファミリーマート神之山店 都城市都北町5911-1

168 有限会社　宇都 都城市高崎町大牟田1247-16

169 真方薬局 都城市高崎町大牟田1162

170 山元精肉店 都城市庄内町8026

171 くすりのえざき 都城市高城町穂満坊2895-3

172 合名会社　渡辺ワン屋百貨店 都城市高城町有水145番地

174 モールひろせ　鷹尾店 都城市鷹尾5丁目1-11

175 モールひろせ　中央店 都城市東町3369

176 モールひろせ　高城店 都城市高城町穂満坊327-4

177 ショッピングふじさき 都城市高崎町江平719-1

178 有限会社　河野ストアー 都城市梅北町6013-5

180 衣料のわたなべ 都城市高城町高城2832

182 はなまる 都城市平江町10-10

183 セブンイレブン都城都原店 都城市都原町7540-9

184 古田商店 都城市志比田町4724

187 田辺菓子舗 都城市高城町穂満坊336-1

188 たかさき屋高崎店 都城市高崎町大牟田1956-5

189 株式会社　ハンズマン 都城市吉尾町772

190 塩満酒店 都城市高城町有水3394-3

192 松元商店 都城市高城町穂満坊3088

193 ローソン都城鷹尾3丁目店 都城市鷹尾3丁目4522-1

194 ファミリーマート高城穂満坊店 都城市高城町穂満坊529

195 合名会社　児玉実次商店 都城市高崎町大牟田1247

196 山下ふすま店 都城市下川東4丁目13-7

198 Ｆａｍｉｌｙ　Ｍａｒｔ　神之山西店 都城市神之山町1830-7

199 コメリハードアンドグリーン高城店 都城市高城町桜木856-4

200 株式会社エーコープみやざき Aコープ山田店 都城市山田町山田3869-3

201 ローソン都城太郎坊店 都城市太郎坊町2001-2
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203 イオン九州　イオン都城駅前店 都城市栄町4672番5

204 川畑食料品店 都城市蔵原町11-16

206 ファミリーマート梅北店 都城市梅北町2358番2

207 （株）アレス　スーパーキッド蓑原店 都城市蓑原町8188

208 ホームプラザナフコ北都城店 都城市都北町1104-5

209 ドラッグストアモリ　都城郡元店 都城市郡元2丁目20-11

210 ドラッグストアモリ　都城早水店 都城市早水町4号4番地

211 ドラッグストアモリ　都城上東店 都城市上東町6-2

212 有限会社　今城農機 都城市山田町中霧島3091番地1

213 有限会社　森下金物店 都城市高城町高城2836

214 ローソン都城安久店 都城市安久町386の2

217 ダイレックス都原店 都城市南横市町4284-1

218 株式会社エーコープみやざきＡコープ高崎店 都城市高崎町大牟田1928番地6

219 リック都城　都城駅前店 都城市栄町18-5

220 ショップうちむら 都城市丸谷町3133番地1

221 森茂酒店 都城市山田町山田966-1

222 坂元商店 都城市下川東2丁目4-12

224 （有）末吉紙店 都城市高城町穂満坊332-3

225 宮元商店 都城市高崎町前田3523

227 株式会社　山崎文科堂 都城市蔵原町1街区16号

228 セブンイレブン都城たからニュータウン入口店 都城市平塚町3132-１

229 （株）アレス　スーパーキッド若葉店 都城市若葉町74-4-1

230 若松酒店 都城市高崎町江平3224

231 華華きしら 都城市上水流町1548-4

233 新地石油店 都城市山之口町富吉3581-1

234 高浜商店 都城市山之口町花木2567-1

235 大橋薬品 都城市山之口町花木2063-8

236 リカー＆フーズなかにし 都城市山之口町富吉3622-1

237 髙山酒店 都城市山之口町山之口2948

238 有限会社　みなみ電機 都城市山之口町富吉2919-3

239 有限会社　山下石油 都城市山之口町山之口3108

240 有限会社　蔵屋酒店 都城市山之口町花木2012-3

241 中村酒店 都城市山之口町富吉1658

242 堀内商店 都城市山之口町富吉6350-25

244 原口酒店 都城市山之口町花木2073-3

245 河野石油 都城市山之口町花木2279

246 アイショップ高野 都城市山之口町山之口711-557

247 徳丸農機 都城市山之口町富吉2750-1
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248 東郷商店 都城市山之口町富吉6350-9

250 前田商店 都城市山之口町花木2061-13

255 中西商店 都城市山之口町富吉3532-4

256 清松酒店 都城市山之口町山之口1673-15

258 木上ストアー 都城市山之口町花木2300-3

259 有限会社　南屋金物店 都城市山之口町花木2013

260 山下タバコ店 都城市山之口町富吉728

262 小川商店 都城市山之口町山之口3019

263 小川たばこ店 都城市山之口町山之口3878-4

264 コメリハードアンドグリーン山田店 都城市山田町中霧島2937-5

265 リカー・なかお 都城市菓子野町10677

266 山崎商店 都城市下水流町3209-1

268 高橋ストアー 都城市乙房町2659

269 池田酒店 都城市千町5002-2

270 ローソン都城立野町店 都城市立野町3652-1

271 ドラッグストアマツモトキヨシ鷹尾店 都城市南鷹尾町47街区9号

272 内村商店 都城市下長飯町573

273 フレッシュかわばた 都城市高野町3012-3

277 梶田商店 都城市高城町有水3424-1

279 ローソン高城町有水店 都城市高城町有水3753-3

280 セブンイレブン都城インター店 都城市太郎坊町6671-3

281 小野商店 都城市梅北町9769-1

284 永峰青果 都城市高城町四家625

285 亀田菓子店 都城市高木町4818

286 有限会社　植山書店 都城市高崎町大牟田1247

289 有限会社　とやま 都城市山田町中霧島3111-7

290 （有）ショッピングかわばた 都城市山田町山田9548

291 セブンイレブン高城香禅寺店 都城市高城町石山3236-20

292 有限会社　高野建材センター 都城市高城町高城2850番地

293 （株）タイヨー高城店 都城市高城町穂満坊851

294 スーパーいわもと 都城市高崎町大牟田1162

299 （有）松元金物店 都城市山田町中霧島3120番地

301 ファミリーマート祝吉店 都城市祝吉1丁目30番5

303 セブンイレブン西都城駅前店 都城市松元町71

304 酒匂商店 都城市今町7339－2

305 ローソン都城鷹尾２丁目店 都城市鷹尾2丁目4139-1

306 有限会社　金正堂 都城市北原町1139番地

308 ローソン高崎江平店 都城市高崎町大牟田2047-4
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309 枝ストアー 都城市高崎町江平1376-1

310 株式会社スイショー 都城市高崎町大牟田855番地2

311 中井上商店 都城市南鷹尾町41-1

312 有限会社　木佐貫商会 都城市志比田町4616-1

313 コメリハードアンドグリーン　たかざき店 都城市高崎町大牟田2501-1

314 ファミリーマート妻ヶ丘店 都城市妻ヶ丘町4-10

315 東郷屋 都城市上町7-4

316 セブンイレブン都城下長飯店 都城市下長飯町674-6

317 株式会社マルショク　エル都北店 都城市都北町3543番地

318 ひめぎ包装 都城市姫城町31-17

320 都城農業協同組合　姫城支所 都城市姫城町28街区6号

321 都城農業協同組合　五十市支所 都城市鷹尾3丁目3街区3号

324 都城農業協同組合　志和池支所 都城市上水流町1660-1

325 都城農業協同組合　梅北支所 都城市梅北町4384-4

326 都城農業協同組合　安久支所 都城市安久町421-7

327 都城農業協同組合　庄内支所 都城市庄内町12668-1

328 都城農業協同組合　西岳支所 都城市高野町3075-1

329 都城農業協同組合　山之口支所 都城市山之口町花木2033-2

330 都城農業協同組合　高城支所 都城市高城町大井出510

331 都城農業協同組合　有水出張所 都城市高城町有水2913-2

332 都城農業協同組合　山田支所 都城市山田町山田3869-3

333 都城農業協同組合　高崎支所 都城市高崎町大牟田1928-6

336 土田商店 都城市西町3673

337 一久屋 都城市立野町4151-4

338 野口ストア 都城市年見町8-4

339 ローソン都城上川東店 都城市上川東1-1-1-1

340 セブンイレブン都城北原町店 都城市北原町3-16

342 （株）タイヨー川東店 都城市下川東1丁目13番10号

343 大牟田農産加工センター 都城市高崎町大牟田856-8

344 くらしの店たかの 都城市郡元町3260－41

345 竹田商店 都城市高城町大井手2366-1

346 藤崎商店 都城市高崎町大牟田100-5

348 竹崎百貨店 都城市高崎町前田642

350 松田酒店 都城市金田町1959-21

351 そのだ商店 都城市山田町山田2390-1

353 総合メディカル株式会社　そうごう薬局都原店 都城市都原町20-16

354 がもう商店 都城市中町3‐10

356 中間商店 都城市高木町4541



店舗名等 所在地
登録番号

登録店

都城市指定ごみ袋登録店台帳

358 （株）エーコープみやざき　Ａコープ三股店 北諸県郡三股町大字樺山字沖水原4963-1

361 ファミリーマート三股宮村店 北諸県郡三股町大字宮村2913番地１

362 市役所内売店 都城市姫城町6街区21号

363 東タイヤ商会 都城市山之口町花木2039

364 ローソン都城　都北店 都城市都北町5666番地2

365 ローソン都城　広原店
都城市広原町32号1番1、32号2番1、32号3番1、
32号16番、32号17番

366 セブンイレブン都城　早水店 都城市早水町26号2番地

367 セブンイレブン　山田前坂店 都城市山田町中霧島3320-15

368 株式会社　希望の店 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓625番地15

369 株式会社　希望の店　野尻店 小林市野尻町東麓1066番地

370 セブンイレブン　都城山之口店 都城市山之口町山之口3447番地1

371 ローソン　山之口町花木店 都城市山之口町花木2338-1

372 ウィリー　高崎店 都城市高崎町大牟田字新田1178-39

373 ファミリーマート広原店 都城市広原町20号9番地1

374 スーパーセンタートライアル三股店 北諸県郡三股町樺山4834-1

375 ローソン都城早水西店 都城市早水町6-8

376 ローソン都城年見町店 都城市年見町4-12

377 コメリハードアンドグリーン山之口店 都城市山之口町花木1970番地

378 ファミリーマート都城市役所前店 都城市姫城町9街区27号

379 西商店 都城市牟田町14-5

381 ディスカウントドラッグコスモス高城店 都城市高城町穂満坊865

382 ドラッグストアモリ　都城太郎坊店 都城市太郎坊町1905番地1

383 ドラッグストアモリ　西都城駅前店 都城市上町1街区10号

384 鵜島商店 都城市庄内町8678-2

385 セブンイレブン東甲斐元町店 都城市甲斐元町12街区11号

386 直売所ＡＴＯＭ 都城市高木町6316番地

387 鮮ど市場　花繰店 都城市花繰町11街区1号

388 ミドリ薬品　平江店 都城市平江町139-2

389 ミドリ薬品　一万城店 三股町大字宮村一万城2855-14

390 元明酒店 高城町大井手2620番地2

391 セブンイレブン都城志和池店 都城市上水流町2916-3

392 ローソン都城早水町店 都城市早水町4503番地16

393 株式会社にしかわ本店小売部 都城市中原町21-1

394 株式会社にしかわ上町店 都城市上町7-3

395 ローソン都城金田町店 都城市金田町3107-1

396 (有)丸中文具店 都城市姫城町19街区14号

397 ディスカウントドラッグコスモス三股店 宮崎県北諸県郡三股町樺山4838-1
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398 ディスカウントドラッグコスモス樺山店 宮崎県北諸県郡三股町樺山4672-67

399 有限会社児玉ストアー 宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池578

400 福助包装店 都城市前田町9-13

401 久保田薬店 都城市下長飯町331

403 セブンイレブン都城上川東2丁目店 都城市上川東2丁目1号17番地

404 HEARTYながやま三股店 北諸県郡三股町稗田55-7

405 ＭＥＧＡドン.キホーテ都城店 宮崎県都城市上川東4丁目5948-1

406 ドラッグストアモリ　都城蓑原店 宮崎県都城市蓑原町8521番地

407 ラスパたかざき 宮崎県都城市高崎町大牟田1332番地8

408 ローソン都城下川東三丁目 宮崎県都城市下川東三丁目3233番地

409 ローソン都城陸上自衛隊前 宮崎県都城市鷹尾4丁目2-5

410 セブンイレブン都城高崎縄瀬店 宮崎県都城市高崎町縄瀬字山崎269番1

411 JR九州ドラッグイレブン㈱都原店 都城市南横市町3511-11

412 ディスカウントドラッグコスモス五十市店 都城市五十町2278-1

413 セブンイレブン都城金田町店 都城市金田町1951-1

414 ローソン高崎町大牟田店 都城市高崎町大牟田字平木1348-8

415 ダイレックス三股店 北諸県郡三股町大字樺山4963-1

416 セブンイレブン都城志比田町店 都城市志比田町11092-1

417 直売所ＡＴＯＭ　南部店 都城市早鈴町2111

418 ダイレックス都北店 都城市都北町3543

419 みやこ文具 都城市祝吉1丁目1番地2

420 セブンイレブン都城早鈴町店 都城市早鈴町3223

421 そうごう薬局山田店 都城市山田町山田4307番地5

422 アタックス三股店 北諸県郡三股町大字蓼池4639番地

423 兒玉商店 都城市高崎町前田595番地

424 ドラックストアマツモトキヨシ　広原店 北諸県郡三股町宮村2950-3（サンキュー広原店）

425 ダイレックス　大王店 都城市大王町41-7

426 Ａコープ山田店 都城市山田町山田3869番地3

427 サラダ館高城店 都城市高城町大井手107-1

428 金田農産物販売所 都城市金田町1461-1

429 なかん号 都城市早鈴町5031メゾンジュネスB-103

430 ダイレックス蓑原店 宮崎県都城市蓑原町3254番地7

431 セブンイレブン都城平江町 都城市平江町14号２番

432 株式会社スーパー大浦パシオ高城 都城市高城町穂満坊327-4

433 アタックス　一万城店 宮崎県北諸県郡三股町大字宮村2855-14

434 ダイレックス早鈴店 都城市早鈴町1612番地１

435 エーコープ末吉店 鹿児島県曽於市末吉町本町１丁目6-1

436 ローソン都城鷹尾3丁目店 都城市鷹尾3丁目4522-1


