
粗大ごみ処理券取扱店一覧表

店名 所在地 電話

セブンイレブン柏大室店 大室1192-3 7132-7383

セブンイレブン柏大室３丁目店 大室3－1－5 7132-0711

セブンイレブン柏花野井店 花野井712-85 7131-1444

ファミリーマート柏大室店 花野井750-1 7137-1152

ファミリーマート柏花野井店 花野井1810-1 7137-6112

カブラキスタンド 十余二156 7131-3961

平川（八百屋） 十余二276-91 7132-5715

ニューヤマザキデイリーストア柏十余二店 十余二348 7135-0666

セブンイレブン柏の葉キャンパス店 十余二363-15 7133-7122

山本産業 十余二380-383 7132-1878

セブンイレブン柏サイエンスパーク店 十余二572-117 7135-1755

プチカル柏の葉 柏の葉2-3-27 7100-8439

ローソン柏の葉キャンパス駅西店 若柴264番地1ﾎﾃﾙﾄﾘﾌｨｰﾄ柏の葉1階 7132-3635

ファミリーマート柏インター西店 大青田744-21 7135-6261

セブンイレブン柏船戸店 船戸2072-1 7131-5855

デイリーヤマザキ柏たなか駅前店 小青田１－２－２ 7132-3311

スピードクリーニングルック 西柏台2-1-1 7154-3738

ハヤカワ寝具 西柏台2-2-34 7152-3816

三笠商店 みどり台1-14-11 7131-2673

ファミリーマート西原三丁目店 西原3-1-1 7178-3211

ケイホクロイヤル 西原6-2-43 7154-7238

塩谷商店（コインランドリーさわやかピュア柏西原店） 西原6-9-17 7152-1344

ファミリーマート柏富勢店 根戸467-2 7131-8533

小柳金物店 根戸475-2 7131-2736

鳥正商店 根戸483-100 7131-6768

染谷酒店 根戸1827 7132-6870

ファミリーマート北柏駅北口店 根戸1864-4 7137-2153

中城本店 布施1269-2 7131-8634

セブンイレブン柏布施弁天入口店 布施1334-2 7132-6001

京北スーパー布施店 布施新町1-4-4 7132-2261

セブンイレブン北柏３丁目店 北柏3-14-1 7163-4800

デイリーヤマザキ市立柏病院前店 宿連寺365-1 7135-1537

マルエツ北柏店 松葉町4-5 7133-1001

セブンイレブン柏松葉町店 松葉町2-14-1 7133-4174

セブンイレブン柏松葉町１丁目店 松葉町1-2-12 7132-0857

セブンイレブン柏高田店 高田1353 7148-7011

デイリーヤマザキ柏高田店 高田838-3 7145-8071

ファミリーマート柏松ヶ崎店 松ヶ崎616-6 7137-3150

セブンイレブン柏明原店 明原3-3-15 7141-7310

ミニストップ柏明原２丁目店 明原2-9-38 7142-8686

ミニストップ柏しこだ店 篠籠田1374-1 7147-2170

セブンイレブン柏豊四季台団地前店 豊四季台1-1-31 7141-0711

ミートショップコヤマ 豊四季台4-1-3-21-102 7143-5499

ローソン柏向原町店 向原町1-1 7170-0798

ファミリーマートマツマル柏店 末広町11-15 7143-8869

セブンイレブン柏旭町８丁目店 旭町8-5-65 7147-2607

セブンイレブン柏あけぼの１丁目店 あけぼの１－５－１９ 04-7144-2075
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※営業日や営業時間については各店舗へ確認をお願いいたします。



粗大ごみ処理券取扱店一覧表

店名 所在地 電話地域

デイリーヤマザキ柏駅東口店 柏1-1-8 7162-3719

ビックカメラ柏店 柏1-1-20スカイプラザ柏内 7165-1111

ミニストップ柏マルイ店 柏1-1-11柏マルイ1階 7162-5412

京北スーパー柏店 柏1-4-3 7166-1191

セブンイレブンDayOneタワー柏店 柏1-7-1-107 7168-2711

イトーヨーカ堂柏店（Ｂ１サービスカウンター） 柏2-15 7164-3111

福田金物店 柏3-4-19 7167-3574

セブンイレブン柏三丁目店 柏3-7-24 7168-6855

ローソン柏駅東口店 柏4-8-14 7163-7768

セブンイレブン柏四丁目店 柏４－３－５　パークアクシス１F 7166-7011

ファミリーマート柏４丁目店 柏４－１１－１０ 7167-1972

佐久間商店 東1-8-18 7164-1616

セブンイレブン柏東上町店 東上町2-28 7166-6710

関川商店 豊四季150 7143-2705

セブンイレブン柏豊四季南店 豊四季372-4 7144-7700

鍵のセキガワ 南柏1-13-9 7143-7359

セブンイレブン南柏２丁目店 南柏2-10-16 7147-3665

アプリスケイホク（京北スーパー南柏店） 南柏2-12-2 7145-1000

ローソン南柏駅東口店 柏市南柏中央１－１ 7171-3963

セブンイレブン柏吉野沢店 吉野沢1-8 7145-7107

新屋商店 あかね町1-33 7167-3061

旭屋 大塚町10-1 7167-5273

セブンイレブン柏千代田２丁目店 千代田2-7-20 7164-8511

寝具のオオツカ 中央1-5-6 7167-2057

インテリアカーサ柏店 中央2-1-4 7167-0166

セブンイレブン南柏豊四季店 豊四季972-18 7175-3983

ファミリーマート柏富里店 富里2-5-5 7172-3095

セブンイレブン柏豊四季向中原店 豊四季678-229 7160-7202

一文字金物店 加賀3-4-9 7172-2043

かまだ屋酒店 加賀3-17-11 7172-1268

セブンイレブン加賀３丁目店 加賀3-27-6 7171-7011

グッドライフ 増尾4-15-11 7172-4501

笠松商店 増尾4-15-15 7172-4402

セブンイレブン柏中原２丁目店 中原２－２１－１１ 7175-2051

やましん米店 増尾台2-29-1 7172-5440

セブンイレブン新柏４丁目店 新柏4丁目12-4 7167-6070

セブンイレブン新柏２丁目店 名戸ヶ谷１３１７ 7166-7487

セブンイレブン柏豊住３丁目店 豊住３－３－２ 7173－1006

セブンイレブン柏中新宿店 中新宿2-4-1 7172-3194

セブンイレブン柏光ケ丘店 東中新宿4-7-3 7174-4481

米一番浅善 つくしが丘4-1-1 7173-7474

タウンカフェひかり 光ヶ丘団地4-200-1 A-5 7199-7740

セブンイレブン麗澤大学前店 光ケ丘団地1-5 7173-1006

ミニストップ柏逆井店 逆井1300-3 7176-6428

バラエティショップ惣兵衛 逆井545-1 7172-4553

セブンイレブン沼南しいの木台店 しいの木台3-26-1 047-383-0065

セブンイレブン五香駅東口店 松戸市金ヶ作４０８－７５ 047-394-5560

ローソン+スリーエフ逆井駅前店 逆井1-1-27 7175-7819

セブンイレブン柏逆井店 逆井1-6-12 7173-8441

ひぐち酒店 藤心4-24-9 7172-0604

ミニストップ柏酒井根店 酒井根2-37-7 7176-7161

ローソン柏酒井根店 酒井根630-2-21 7171-0800

セブンイレブン柏青葉台１丁目店 青葉台1-11-27 7171-5250
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※営業日や営業時間については各店舗へ確認をお願いいたします。


