
指定袋販売店登録一覧表 令和4年2月時点

校区 販売店名 販売店所在地 電話番号

セブンイレブン　久留米善導寺店 善導寺町与田14-3 0942-47-5507

杉山金物店 善導寺町飯田440-1 0942-47-1800

ドラッグストアモリ　善導寺店 善導寺町与田108-6 0942-47-6070

田中商店 善導寺町木塚1678番地2 0942-47-1129

グリーンコープぜんどうじ　たるや酒店 善導寺町飯田704番地 0942-47-1026

平城商店有限会社 善導寺町飯田436-5 0942-47-0326

ディスカウントドラッグコスモス　善導寺店 善導寺町飯田513-1 0942-41-5797

サニー　善導寺店 善導寺町飯田393-4 0942-47-3032

小屋松酒店 善導寺町木塚93番地1 0942-47-1104

有限会社荒巻商店 善導寺町島1043-2 0942-47-5281

株式会社大和総業 御井旗崎2丁目24-33号 0942-44-7997

ドラッグ＆フレッシュ　トライアル　久留米店 御井旗崎4丁目1-1 0942-40-8811

丸善久留米大学売店 御井町1635　久留米大学内 0942-41-9713

ローソン　久留米大学前店 御井町1635-11 0942-43-6150

パールライスくるめ 御井町2176-1 0942-41-0881

九州ホームケアサービス株式会社 御井町1684-9 0942-45-3815

ドラッグストアモリ　朝妻店 朝妻町13番38号 0942-44-2288

ドラッグ新生堂　御井店 御井町2176-3 0942-65-5278

セブンイレブン　久留米御井町店 御井町1702-5 0942-44-7122

サニー　みいまち店 御井町2232 0942-44-9332

ホームプラザナフコ　旗崎店 御井旗崎5丁目8-24 0942-44-1166

赤坂商店 御井町394 0942-43-7541

株式会社マルキョウ　久留米インター店 御井旗崎１丁目６番１０号 0942-41-0705

ミスターマックス　久留米インター店 御井旗崎1丁目6-50 0942-45-7300

セブンイレブン　久留米御井旗崎店 御井旗崎2丁目25-42 0942-45-7002

セブンイレブン　久留米矢取西店 御井町2138-2 0942-43-7177

ファミリーマート　久留米御井町店 御井町2524番地2 0942-41-1788

リビングセンターなかの　中野金物店 草野町草野321-2 0942-47-0026

合原商店 草野町草野417-2 0942-47-0015

セブンイレブン　久留米山本町店 山本町耳納129-2 0942-43-7707

ローソン　久留米日野曽根店 山本町豊田26-1 0942-65-8844

東久 山本町耳納301-5 0942-44-2700

耳納石油 山本町豊田2382-11 0942-43-2237

ファミリーマート　久留米山川店 山川神代1丁目10-43 0942-41-8070

原口商店 太郎原町878番地2 0942-43-2251

ＰＨ企画 山川追分1丁目14-10 0942-43-6663

セブンイレブン久留米山川神代1丁目店 山川町神代1丁目10-36 0942-43-0566

岡酒店 山川追分1丁目14-24 0942-43-8021

アデックス株式会社 山川神代1丁目9‐21 0942-44-0333

株式会社平戸屋 山川神代1丁目8番33号 0942-45-5488

セブンイレブン　久留米山川店 山川追分2丁目1-3 0942-43-2227

ドラッグストアモリ　山川店 山川安居野3丁目12-1 0942-27-6614

西田米穀店 大橋町常持261番地 0942-47-0073

古賀焼酎屋 大橋町常持335番地5 0942-47-0101

ローソン　久留米常持店 大橋町常持504番地 0942-47-4886

ドラッグストアモリ　長門石店 長門石3丁目340-5 0942-38-7331

酒の森田屋 長門石2丁目11番28号 0942-38-1443

セブンイレブン　久留米長門石店 長門石4-3-22 0942-34-7477

ローソン　久留米長門石三丁目店 長門石3丁目1-61 0942-34-2818

ファミリーマート　久留米大善寺店 大善寺町大橋1丁目2番8号 0942-51-9100

セブンイレブン　久留米大善寺南店 大善寺南2丁目11-15 0942-26-0533

原田書店 大善寺町夜明1055番地4 0942-27-0131

エスポアール有限会社 大善寺町宮本1002-1 0942-26-8000

セブン-イレブン　久留米大善寺店 大善寺町宮本字女堀342-28 0942-26-8101

サニー　久留米南店 大善寺町宮本456　久留米南ＳＣサザンモール内 0942-27-3032

ショップかどや 大善寺南1丁目4-3 0942-27-3404

セブンイレブン　久留米大善寺藤吉店 大善寺町藤吉947番地3 0942-65-6626

ニシデンオフィス久留米 大善寺南2丁目14番14号 0942-27-3660

池田屋 大善寺町宮本456番地　ショッピングセンターサザンモール内 0942-26-8271

くすりのメイフ 大善寺町宮本1500番地1 0942-26-3374

ちくほう薬局 大善寺町夜明1304-1 0942-26-2656

黒田下自治会 大善寺町黒田278番地 0942-26-4200

マルタ醤油醸造販売 大善寺町宮本1503-2 0942-26-2571

吉永商店株式会社 久留米営業所 大善寺町夜明1144-7 0942-51-3653
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校区 販売店名 販売店所在地 電話番号

株式会社かがし屋　久留米支店 荒木町白口1804-3 0942-51-3755

藤原酒店 荒木町荒木1318-28 0942-26-2866

有限会社川原文章堂 荒木町荒木1195番地4 0942-27-3029

池田商店 荒木町白口1888-11 0942-26-2248

株式会社イマムラ・スマイル・コーポレーション 荒木町白口1967-5 0942-27-0057

原口大洋堂 荒木町荒木1313-33 0942-26-4028

Ａコープ　あらき店 荒木町白口2317-3 0942-26-7895

株式会社筑邦石油店 荒木町白口1900-1 0942-26-2076

セブンイレブン　久留米荒木町今店 荒木町今115-1 0942-26-8620

株式会社アタック 荒木町白口1547番地1 0942-21-1934

吉開商店 荒木町白口1878番地3 0942-26-2046

有限会社国土環境美装 荒木町荒木681-1 0942-27-3769

フードセンターこんどう 荒木町白口1882番地 0942-26-2066

ミニストップ　久留米荒木店 荒木町白口1857-3 0942-26-2660

セブンイレブン　久留米荒木町店 荒木町白口2268-4 0942-26-1975

セブンイレブン　久留米荒木鷲塚店 荒木町荒木1397-1 0942-26-5737

株式会社セイブ 荒木町荒木1-6 0942-27-1212

安武団地　末安商店 安武町住吉1017-11 0942-26-3546

安武校区まちづくり振興会 安武町武島808 0942-26-4888

野村商店 安武町武島400番地4 0942-26-2637

川原酒店 安武町住吉1598番地14 0942-27-3589

ローソン　久留米安武武島店 安武町武島461-1 0942-26-8801

勝チ馬ビニール 津福今町498-16 0942-32-4164

セブンイレブン　久留米津福駅店 津福本町1793-1 0942-35-2220

中尾酒店 津福今町533番地4 0942-33-5521

ファミリーマート　久留米津福本町店 津福本町1449-3 0942-46-7245

ノーリツ株式会社 津福本町1644-1 0942-33-1018

ホームプラザナフコ　南久留米店 荒木町白口90番地 0942-51-4341

ディスカウントドラッグコスモス　津福店 津福今町605-9 0942-36-2766

Ｙショップ　津福今町店 津福今町458-6 0942-33-1925

セブンイレブン　久留米津福バイパス店 津福今町590-3 0942-37-1178

常誠通信株式会社 津福本町1690-8 0942-46-7678

ドラッグストアモリ　津福店 津福本町779番地2 0942-38-7126

地域活動支援センター　フロンティア 津福今町361-42 0942-30-7433

中島精米所 津福今町681-10 0942-32-8160

リカーショップおおせんや 津福今町249番地7 0942-35-3350

Ｙショップいしばし 荒木町白口1632番地4 0942-26-3349

スーパーモリナガ　津福店 津福今町416-2 0942-46-5566

有限会社大石クリーニング店 津福本町1658-4 0942-32-6052

ミニストップ　久留米津福今町店 津福今町361-7 0942-38-6220

松尾文具店 津福今町477番地62 0942-34-7667

うま倉庫 津福本町1605番地1 0942-65-3752

和田藤吉商店 梅満町1207-4 0942-35-2814

梅満町食糧販売店 梅満町899番地 0942-32-3934

まるたや酒店 津福本町1565番地1 0942-32-6494

永平商店 梅満町972番地1 0942-35-4821

掛赤食糧販売店 梅満町1291番地5 0942-32-7396

九州ビルサービス株式会社 梅満町1650-11 0942-34-3131

株式会社西部クリーン 梅満町332 0942-48-6464

株式会社九州パール紙工　久留米営業所 梅満町1722 0942-31-4550

児玉酒店 梅満町924番地4 0942-32-7528

セブンイレブン　久留米梅満町店 梅満町311-5 0942-33-0788

久保薬局 津福本町1559番地3 0942-35-3698

ファミリーマート　久留米西田工業団地店 梅満町289番地1 0942-40-5300

産直店　豊な大地 津福本町1844-1 0942-33-3033

ディスカウントドラッグコスモス　平島店 津福本町1005-1 0942-36-9177

株式会社野村商会 梅満町292番地8 0942-35-7900

八条商会 津福本町2112番地5 0942-38-3303

セブンイレブン　久留米津福本町店 津福本町字平島1044-2 0942-32-2278

セブンイレブン　久留米試験場駅前店 津福本町440-3 0942-32-6112

ファミリーマート　久留米梅満店 梅満町440-1 0942-36-8810
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校区 販売店名 販売店所在地 電話番号

ファミリーマート　銘品蔵　久留米駅店 京町87-12-2F 0942-40-3770

ファミリーセンター　ワタナベ 瀬下町207 0942-32-7778

古賀食糧販売店 瀬下町35番地1 0942-32-3036

山下食糧販売店 大石町454番地8 0942-32-3905

西日本セロファン株式会社 梅満町135-4 0942-34-6741

西部プロパン株式会社 京町230-16 0942-32-4664

松本精肉店 大石町150番地7 0942-32-5120

ラ・ムー　久留米西店 白山町558番地1 0942-46-2233

はま屋酒店 瀬下町161番地1 0942-34-1515

姫野酒店 大石町350番地1 0942-32-8501

鹿子島商店 大石町346番地6 0942-32-9665

原口酒店 野中町628番地14 0942-21-5457

ディスカウントドラッグコスモス　国分バイパス店 国分町822-2 0942-51-2004

セブンイレブン　久留米野中町店 野中町297-1 0942-45-0561

業務スーパー国分店 国分町1172-1 0942-51-0101

ローソン　久留米国分バイパス店 国分町936-6 0942-22-3166

ボエコス久留米売店 国分町100番地 0942-45-0385

ローソン久留米国分店 国分町1296-1 0942-21-5661

堤商店 国分町227番地12 0942-21-8589

青木食販ガス住設 国分町717番地8 0942-21-2930

株式会社ハローデイ　国分店 国分町980-1 0942-51-2210

ザ・ビッグ十三部店 野中町389-1 0942-23-7111

読売センター久留米国分 国分町719番地18 0942-21-2117

ファミリーマート　久留米野中町店 野中町328-1 0942-41-8082

ローソン　久留米大学医療センター前店 国分町181-1 0942-21-0050

セブンイレブン　久留米国分町店 国分町772番地5 0942-22-5553

ディスカウントドラッグコスモス　久留米国分店 国分町1179-10 0942-51-0660

ドラッグイレブン　久留米国分店 国分町1014番地3 0942-51-2070

ＮＹＤＳ　４ＹＯＵ久留米 国分町100番地　久留米駐屯地厚生センター内 0942-27-5390

株式会社マルビシ 国分町1330番地1 0942-21-9211

産直や蔵肆 国分町296-1 0942-21-3130

セブンイレブン　久留米花畑店 花畑3丁目7番地2 0942-38-8868

株式会社大賀薬局　花畑店 花畑1丁目23番地2（西鉄花畑駅1F） 0942-31-1888

西鉄ストア　花畑店 花畑1-23-2 0942-46-8228

西日本産業株式会社 花畑3丁目3番地3 0942-33-3211

ドラッグストアモリ　花畑店 花畑2丁目23番地3 0942-37-7660

ローソン　久留米花畑店 花畑3丁目1-5 0942-39-8055

佐々木食糧販売店 西町1173番地2 0942-32-2887

東建工業株式会社 原古賀町25-11 0942-35-4565

前田紙店 小頭町131番地1 0942-32-7780

ローソン　久留米六反畑店 梅満町1100-1 0942-37-1171

園田商店　梅満町東食糧販売店 梅満町1127番地8 0942-32-6639

樋口食糧販売店 小頭町106 0942-32-3279

ダイレックス　久留米店 津福本町495 0942-37-3040

リカーショップ六宝 花畑3丁目10-4 0942-33-5960

Ｙショップ　小頭店（井上酒店） 小頭町135 0942-32-3224

さか井薬局 西町1061-2 0942-32-5661

たなか屋金物店 南2丁目11番2号 0942-21-6458

地域活動支援センタークローバー 国分町1558-3 0942-51-0120

ファミリーマート　久留米国分町店 国分町1848番地4 0942-54-5505

株式会社トラムコーポレーション 江戸屋敷2丁目7番46号 0942-32-7659

ヨネクラ薬店 国分町1940番地8 0942-21-7328

合名会社　中屋食料品店 南1丁目6番12号 0942-32-5148

ファミリーマート　久留米八軒屋店 国分町1942－1 0942-51-8080

ローソン　久留米南三丁目店 南町三丁目21-21 0942-21-3577

ローソン久留米西町店 西町115-8 0942-38-1370

ＤＣＭ株式会社　ＤＣＭダイキ上津店 上津町1171-1 0942-21-0688

田中酒店 国分町1674番地7 0942-21-7455

あんくるふじや　久留米南店 南4丁目12番5号 0942-21-8223

有限会社九州興産 南4丁目30番18号 0942-22-2966

特定非営利活動法人　むげん企画 国分町本行998-6 0942-21-0791

マルキョウ　南久留米店 南3丁目25番17号 0942-22-5960

セブンイレブン　久留米南町店 南1丁目25-12 0942-35-4088

セブンイレブン　久留米十二軒屋店 津福今町283-2 0942-32-2871

グリーンコープ久留米南町店 南4丁目27-31 0942-22-4666

ディスカウントドラッグコスモス久留米南店 久留米市南3丁目25-17 0942-51-8050
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ローソン久留米上津町店 上津町2192-11 0942-22-8485

ローソン　久留米上津バイパス店 本山2-8-3 0942-51-2816

米政 上津1丁目22番7号 0942-21-5676

ディスカウントドラッグコスモス上津バイパス店 藤光１丁目6‐10 0942-51-8070

エフコープ生活協同組合　久留米店 上津1丁目15-3 0942-21-0288

ローソン　久留米湯納楚店 上津町2228-17 0942-21-2200

野口商店 上津1丁目28番15号 0942-21-8819

ドラッグストアモリ　上津店 本山1丁目3-15 0942-22-0700

セブン-イレブン　久留米上津町店 上津町2399-11 0942-21-2060

久留米工業大学購買部（Ｙショップ久留米工大店） 上津町2228-66 0942-22-2123

ゆめマート北九州　ゆめマート上津 本山2丁目8番12号 0942-21-2501

セブンイレブン　久留米藤光町店 藤光町925-524 0942-27-1163

セブンイレブン　久留米二軒茶屋店 上津町1932番地2 0942-21-4820

スーパーセンタートライアル　久留米上津店 上津町1654-1 0942-51-2200

セブンイレブン　久留米藤山町店 藤山町523-9 0942-21-7999

ルミエール　上津バイパス店 藤光1丁目4-1 0942-51-8282

もりや　 上津町2384番地2 0942-22-4462

ゆのそ酒店 上津町2561-2 0942-21-2156

ヤマザキ　すわの店 諏訪野町2378-9 0942-32-7930

ドラック新生堂　サンリブ久留米店 野中町1411-1 0942-36-3210

グッデイ久留米野中店 野中町380番地5 0942-45-5628

株式会社柳屋 西町861番地2 0942-32-4147

ザ・ビッグ久留米すわの店 諏訪野町1903-1 0942-50-0700

ローソン　久留米市場通店 野中町1265-2 0942-38-7300

久留米センター青果株式会社 野中町1294番地 0942-33-8305

有限会社ポスヤマダ 西町1041-11 0942-33-8324

丸井商店 野中町519番地4 0942-43-7215

マルキョウ　野中店 野中町1253番地 0942-30-0261

ドラッグストアモリ　高良内店 高良内町２８１８－１ 0942-27-5755

下園ストアー 高良内町635番地1 0942-43-8426

有限会社八興環境 高良内町3168-4 0942-44-5665

中司タバコ店 高良内町4344番地4 0942-45-8561

有限会社古賀商店　やりみず給油所 高良内町2913-2 0942-43-4709

平川商店 高良内町2698番地37 0942-43-2214

一瀬商店 高良内町4494番地1 0942-21-9847

有限会社馬場事務機 高良内町1194ー7 0942-44-7188

セブンイレブン　久留米高良内店 高良内町3741番1 0942-43-0733

リカーショップせいほう 青峰3丁目6番15号 0942-44-7153

株式会社成田美装センター 青峰1丁目8番17号 0942-44-1030

クリーニング宝屋 青峰2丁目26番23号 0942-43-9744

エレックス　まつでん 青峰2丁目6-5 0942-43-1176

通外町食料販売店 通外町112番地1 0942-32-4967

セブンイレブン　久留米百年パーク店 百年公園2-11 0942-32-5034

ながまつ 東櫛原町1401ー7 0942-32-0848

ハシマ商店 櫛原町124-19 0942-32-0248

パッケージプラザパックミスミ　久留米店 大手町5-3　マルセイビル1F 0942-32-8633

渡辺青果店 寺町1-5 0942-35-1877

森光食糧販売店 南薫西町1963番地1 0942-32-5759

ドン・キホーテ西鉄久留米店 大手町1-1 0942-46-3511

大石食糧販売店 野中町968番地2 0942-32-5402

ローソン　久留米文化センター通店 野中町917-12 0942-32-3008

中津留本店 通東町6-13 0942-34-1338

こめの立石 東櫛原町1235番地6 0942-32-6648

ローソン　久留米大手町店 大手町5-1-2 0942-30-6222

玄武堂薬局　久留米東店 東町1-18 0942-46-3755

有限会社福屋 東櫛原町1353番地 0942-39-2929

平成スタンダード石油有限会社 東櫛原町字内牟田46 0942-30-0003

セブンイレブン　久留米櫛原店 東櫛原町2301-4 0942-31-0288

ドラッグストアモリ　櫛原店 櫛原町126-3 0942-32-2888

セブンイレブン　久留米諏訪野町店 諏訪野町2714番地2 0942-35-7037

マックスバリュ　櫛原店 東櫛原町1122-1 0942-35-1210

有限会社星野産業 螢川町7-9　ロマネスク通町101号 0942-37-8480

ＲＩＣくろいわ 通外町92番地1 0942-35-6604

柴山酒店 櫛原町124番地12 0942-32-2623

三英ビル管理株式会社 野中町434-3 0942-45-2818

風月堂 通外町119 0942-34-5846

東判商事株式会社 天神町1-1 0942-39-0255

ローソン久留米櫛原店 久留米市櫛原町１２６番7 0942-37-1172

西日本管財株式会社 東櫛原町2608番地7 0942-32-5630

フードウェイ西鉄久留米駅前店 久留米市天神町1-6 0942-27-5633

高良内

青峰

南薫

上津

西国分



指定袋販売店登録一覧表 令和4年2月時点

校区 販売店名 販売店所在地 電話番号

ショッパーズ　スカイヒロ 小森野1丁目1013番6 0942-33-3374

あんくるふじや　久留米店 小森野4丁目7-33 0942-30-2020

カフェファディ　久留米店 小森野2-17-12 0942-37-9036

あんくる夢市場　久留米店 小森野4-7-11 0942-46-7300

笠商店 小森野3丁目10番35号 0942-34-7081

ファミリーマート　久留米小森野店 小森野3丁目17-12 0942-40-3900

ディスカウントドラッグコスモス　小森野店 小森野5丁目2-10 0942-46-1414

セブンイレブン　久留米小森野2丁目店 小森野2丁目16-26 0942-37-9147

奥村酒店 城南町13番地46 0942-33-5656

ローソン　久留米大学病院前店 旭町65番地1 0942-35-8636

篠山東食糧販売店 城南町19-6 0942-32-6527

おがた酒店 篠山町158番地5 0942-33-2774

吉田食糧販売店 篠山町260番地2 0942-32-5535

セブンイレブン　久留米二千年橋店 東櫛原町681番地1 0942-37-3734

ファミリーマート　ＪＲ久留米駅店 城南町2番34号 0942-36-9030

石橋食糧品店 篠山町250-24 0942-32-3333

ドラッグイレブンＪＲ久留米駅店 城南町2-21 0942-46-1188

北島食糧販売店 城南町12番地37 0942-32-7130

溝上薬局　久留米医大前店 旭町55番地2 0942-37-8850

森山食販 篠山町169 0942-32-2900

ファミリーマート　東櫛原店 東櫛原町496-1 0942-38-3120

売店アザレア 城南町15-3（市役所庁舎2F） 0942-37-5657

セブンイレブン　久留米市役所前店 中央町32番34 0942-30-5502

かど七商店 中央町35番地12 0942-32-2115

笠食料品店 旭町2383-1 0942-32-7238

有限会社浅川商店 旭町44 0942-32-5173

セブンイレブン　久留米日の出店 日ノ出町108-4 0942-38-7492

ローソン　久留米けやき通店 旭町2531-1 0942-31-0252

ボトルワールドＯＫ久留米東櫛原店 東櫛原町686番地1 0942-46-0330

渡辺食糧販売店 本町10番地13 0942-32-2049

内野薬局 本町5-7 0942-33-1361

ローソン　久留米中央町店 中央町28-1 0942-32-2078

相良薬品 本町13-36 0942-37-3193

有限会社田中文具店 本町3-1 0942-35-8788

ミニストップ　久留米荘島町店 荘島町12-5 0942-31-8036

肉のナラハラ 白山町440-1 0942-32-9694

セブンイレブン　久留米荘島町店 荘島町16番地9 0942-38-7457

荘島町食糧販売店 中央町18番地9 0942-32-3348

ディスカウントドラッグコスモス荘島店 荘島町315-29 0942-36-5905

むらかみ薬局 荘島町8番地10 0942-36-0490

マックスバリュ　久留米西店 梅満町490番地11号 0942-37-8823

サンドラッグ　久留米西店 梅満町490-2 0942-36-3356

平田酒店 中央町25番地10 0942-33-4361

原口酒店 白山町75番地1 0942-32-6667

株式会社シブタ 中央町20-21 0942-35-3403

平島商店 本町13番地38 0942-33-5405

コガ食販自然食品部 東町508番地14 0942-35-4100

ショップ櫛原 櫛原町18番地7 0942-32-3197

セブンイレブン　久留米六ッ門店 六ッ門町19-18 0942-35-9827

宝屋酒店 櫛原町82番地6 0942-38-9914

セブンイレブン 久留米日吉中央店 日吉町19-2 0942-38-1867

今村文具店 日吉町12番地31 0942-34-1825

サンナチュレ 東町25-30　MYM 1st STAGE１階 0942-65-4377

ジョイント　久留米中央店 東町27-15 0942-35-3839

セブンイレブン　久留米天神町店 天神町154番地1 0942-39-5711

ココカラファイン　西鉄久留米駅店 東町上天神田316-2　エマックス・クルメ２階 0942-34-5005

ことぶきや酒店 六ツ門町11番地10 0942-34-0326

株式会社タイヨードー薬局 東町25番地の64 0942-32-6523

セブン-イレブン久留米日吉町店 日吉町26番49 0942-34-1700

ファミリーマート　久留米文化街店 日吉町15-65 0942-46-6022

サカエヤ食料品店 東町31-8 0942-35-6835

ＴＡＮＡＫＡ 日吉町5番地20 0942-32-3621

藤井酒店 日吉町114番地4 0942-32-5478

にしてつストア　久留米タミー店 東町316-2 0942-34-3421

神戸屋本店 日吉町24番地16 0942-39-2439

ローソン　ミズ久留米シティプラザ店 六ツ門町8番1-101 0942-35-0833

セブンイレブン　久留米広又通り店 東町29-2 0942-39-1070

セブンイレブン　西鉄久留米駅西口店 東町38番21 0942-32-0067

セブンイレブン　久留米通町店 通町1番地1 0942-38-5110

サンドラッグ　くるめりあ六ツ門店 六ツ門町3-11 0942-36-5600

マミーズ　六ツ門店 六ツ門町3-11 0942-38-8032

株式会社木下楽器店 天神町131-2 0942-38-1111

株式会社丸田屋 通町3-7 0942-33-5555

有限会社　青木悦蔵酒店 久留米市日吉町15-15 0942-33-3131

日吉

小森野

篠山

荘島



指定袋販売店登録一覧表 令和4年2月時点

校区 販売店名 販売店所在地 電話番号

えびすや酒店 合川町2135番地4 0942-39-5191

セブンイレブン　久留米合川大橋店 東合川7丁目1-5 0942-45-8177

ドン・キホーテ　楽市楽座久留米店 東合川2-2-1 0942-41-1911

ヤマシタ　メディカル 東合川2丁目11番15号 0942-44-7672

ファミリーマート東合川2丁目店 東合川2丁目6番20号 0942-41-8058

Ａ－プライス　久留米店 東合川8丁目7-25 0942-45-1015

シエントス 百年公園1番1号 0942-37-6166

株式会社ヤマシタ 東合川3丁目9-9 0942-40-8210

原賀商店 合川町2058番地1 0942-34-1907

有限会社大津紙源 東合川3丁目7-7 0942-44-9013

三洋包装株式会社 東合川1丁目4-22 0942-44-0897

ホームセンターサカモト 東合川2丁目1-5 0942-45-2222

セブンイレブン　久留米朝妻店 朝妻町13-45 0942-44-0233

ローソン　久留米東合川六丁目店 東合川6丁目1-30 0942-44-6510

飯田や 合川町1243-2 0942-43-7600

セブンイレブン　久留米中央公園前店 合川町2225 0942-32-1822

株式会社明治屋食品久留米店 東合川5-1-3 0942-45-8009

ゆめタウン　久留米 新合川1丁目2番1号 0942-45-7100

リラックスＤＡＩＭＡＲＵ　千本杉店 合川町20番地2 0942-44-1230

セブン-イレブン久留米東合川１丁目店 東合川１丁目１０－３７ 0942-44-5511

セブンイレブン　久留米東合川５丁目店 東合川5丁目6-13 0942-43-0801

ジョイント　久留米店 東合川2丁目6番8号 0942-41-8300

ドラッグストアモリ　東合川店 東合川5丁目6-50 0942-44-3360

セブンイレブン　久留米新合川店 新合川2丁目8番24号 0942-44-0524

ファミリーマート　久留米東合川４丁目店 東合川4丁目9-31 0942-40－8771

ディスカウントドラッグコスモス　合川店 合川町1672-1 0942-46-1271

ＡＴＥ株式会社 東合川8丁目1番24号 0942-27-5080

カフェ・アルカディア 宮ノ陣4丁目29-11　久留米ビジネスプラザ1階 0942-34-9010

ファミリーマート　久留米宮ノ陣店 宮ノ陣4丁目3番9号 0942-46-6288

新生ビルメンテナンス株式会社 宮ノ陣4丁目30番1号 0942-35-5552

ドラッグストアモリ　宮ノ陣店 宮ノ陣4丁目26-6 0942-32-0151

篠原商店 宮ノ陣町大杜427番地3 0942-33-6310

鐘ヶ江酒店 宮ノ陣5丁目7-8 0942-33-5839

セブンイレブン　久留米宮ノ陣店 宮ノ陣4丁目2-8 0942-34-5808

にしてつストア　宮の陣店 宮ノ陣5-1-3 0942-37-5666

生活彩家　古賀病院２１店 宮ノ陣3-3-8　古賀病院21内 0942-38-3630

竹内商店 田主丸町鷹取697番地3 0943-72-2689

ダイレックス　田主丸店 田主丸町鷹取466番地 0943-74-1108

田籠商店 田主丸町船越533番地2 0943-73-2748

ミニストップ　久留米田主丸店 田主丸町秋成851番地1 0943-73-4550

スワ肥料店 田主丸町殖木448番地1 0943-72-3624

竹上商店 田主丸町野田36番地2 0943-73-0551

水分校区環境衛生連合会 田主丸町常盤988-5 0943-73-3203

後藤商店 田主丸町恵利1149番地 0943-73-1333

髙尾商店 田主丸町菅原2301番地2 0943-72-3241

セブンイレブン　福岡田主丸西店 田主丸町牧1061番地3 0943-72-3841

川会校区環境衛生連合会 田主丸町以真恵267番地11 0943-73-0722

牛嶋商店 田主丸町中尾1843番地1 0943-73-3105

あんくるふじや　久留米東店 田主丸町中尾873番地31 0943-73-3620

刈茅商店 田主丸町森部394番地2 0943-72-3009

国武商店 田主丸町益生田1444番地6 0943-72-3540

水縄校区環境衛生連合会 田主丸町石垣913-15 0943-72-2414

Ａコープ　田主丸店 田主丸町豊城75番地1 0943-73-1410

マックスバリュ　田主丸店 田主丸町豊城1895番地 0943-74-1530

セブンイレブン　久留米田主丸店 田主丸町田主丸459番地2 0943-76-9026

イオン九州株式会社　ホームワイド　田主丸店 田主丸町豊城1895番地 0943-74-1240

ローソン　久留米田主丸店 田主丸町殖木字延命241-4 0943-72-2065

ドラッグストアモリ豊城店 田主丸町豊城1835-2 0943-72-5531

上野米穀販売店 田主丸町田主丸704番地 0943-72-2350

竹上フルーツ 田主丸町田主丸249番地 0943-72-2238

みづまや商店 田主丸町田主丸286 0943-72-2267

ヤマト食品センター 田主丸町田主丸8番地9 0943-72-2842

株式会社たけふじ文泉堂 田主丸町田主丸395番地26 0943-72-2355

行徳酒店 田主丸町田主丸1100番地2 0943-72-2448

ドラッグストアモリ　上原店 田主丸町上原61番地2 0943-73-3788

ドラッグストアモリ　田主丸店 田主丸町殖木254番地1 0943-72-3220

ファミリーマート　田主丸豊城店 田主丸町豊城81-4 0943-72-7033

ファミリーマート　久留米田主丸店 田主丸町田主丸995-3 0943-72-7111

川会

竹野

水縄

田主丸

合川

宮ノ陣

船越

水分

柴刈



指定袋販売店登録一覧表 令和4年2月時点

校区 販売店名 販売店所在地 電話番号

ファミリーマート久留米城島店 城島町城島２９４－１ 0942-54-8866

坂井酒店 城島町大依202-3 0942-62-3533

アスタラビスタ　城島店 城島町楢津1381-7 0942-51-5170

セブンイレブン　久留米城島楢津店 城島町大字楢津1307-1 0942-62-1386

宮原米店 城島町城島394-1 0942-62-3044

舩津電化サービス 城島町楢津1352-4 0942-62-2927

城島校区まちづくり創造会議 城島町楢津743-2 0942-55-3205

アズ　城島店 城島町内野319-29 0942-62-3579

今村たばこ店 城島町楢津641-12 0942-62-2214

角庄呉服店 城島町城島288-1 0942-62-2019

デイリーショップ河野 城島町城島247-2 0942-62-2347

セブンイレブン　久留米城島江上本店 城島町江上本1357 0942-62-2808

江上校区まちづくり委員会 城島町江上312-3 0942-55-8746

辻電器 城島町江上本621-6 0942-62-2465

ホームプラザナフコ　城島店 城島町江上本1474-1 0942-51-5301

青木校区コミュニティセンター 城島町上青木750番地 0942-55-3089

食肉販売　拾八 城島町下青木1233-3 0942-62-1354

浮島 浮島校区コミュニティ振興会 城島町浮島388 0942-62-5784

津乗屋酒店 城島町芦塚495 0942-62-5611

下田校区まちづくり振興会 城島町下田293-3 0942-55-2415

マルキョウ　三潴店 三潴町玉満4054 0942-65-0261

ディスカウントドラッグコスモス　みづま店 三潴町福光470-1 0942-54-9202

セブンイレブン　三潴壱町原店 三潴町壱町原157－1 0942-64-4775

あんくる夢市場　三潴店 三潴町玉満969-1 0942-51-6500

三潴町農業協同組合　犬塚購買店 三潴町玉満2396 0942-64－4373

ダイレックス　三潴店 三潴町玉満2381-1 0942-54-9051

ローソン　久留米新茶屋店 三潴町玉満2913-4 0942-64-2040

セブンイレブン　久留米三潴玉満店 三潴町玉満2 0942-65-0014

西山鮮魚 三潴町田川1313-1 0942-65-0423

にしてつストア　三潴店 三潴町早津崎811-1 0942-65-0528

富松文具店 三潴町高三潴1185-2 0942-64-5106

セブンイレブン　三潴田川店 三潴町田川41-1 0942-65-1677

ドラッグストアモリ　三潴店 三潴町田川34-1 0942-65-1514

グッデイ　三潴店 三潴町早津崎866 0942-65-1095

シャディハラ　三潴店 三潴町早津崎1016-4 0942-65-1234

西田石油 三潴町田川254-1 0942-64-2983

松本商店 三潴町西牟田6336-6 0942-64-2468

デイリーヤマザキ　三潴本町店 三潴町西牟田4489-1 0942-64-3367

コメリハード＆グリーン　うきは店 うきは市吉井町鷹取1629 0943-75-8101

Ｙショップえしま 三瀦郡大木町笹渕783-1 0944-32-1451

マミーズ　西牟田店 筑後市大字西牟田4330-1 0942-52-5445

ホームプラザナフコ　筑後店 筑後市蔵数207 0942-54-0211

犬塚

三潴

西牟田

その他

城島

江上

青木

下田


