
【北摂地域】府内市町村等におけるフードドライブ活動の受取窓⼝の⼀覧について（令和４年度予定）

施設・イベント名 受付場所 住所 詳細

豊中駅前店※ 豊中市本町3-1-15

曽根店※ 豊中市曽根東町3-3-1

グルメシティ庄内店※ 豊中市庄内⻄町2-23-23

コープ桜塚※ 豊中市南桜塚2-1-10

コープ東豊中※ 豊中市東豊中町4-3-13

コープ蛍池※ 豊中市蛍池中町3-2-1

KOHYO 阪急曽根店 豊中市曽根東町3-1-1

KOHYO SENRITO店 豊中市新千⾥東町1-1-3

MaxValu 豊中緑丘店 豊中市緑丘4-1-1

MaxValu 千⾥南町プラザ店 豊中市新千⾥南町2-12-15-101

PEACOCK STORE 千⾥中央店 豊中市新千⾥東町1-1-1

市役所等でのフードドライブ 市役所第一庁舎ロビー 豊中市中桜塚3-1-1 ■単発的
10⽉28⽇（⾦）11時30分から13時

市役所等でのフードドライブ 環境事業所 豊中市走井2-5-5 ■単発的
10⽉28⽇（⾦）11時30分から13時

市役所等でのフードドライブ 豊中市社会福祉協議会 豊中市岡上の町2-1-15 すこやかプラザ2階 ■単発的
10⽉28⽇（⾦）11時30分から13時

泉丘小学校運動場 豊中市⻄泉丘1-10-1 ■単発的
5月22日（日）9時から12時

泉丘小学校体育館 豊中市⻄泉丘1-10-1 ■単発的
10月23日（日）10時から14時

桜塚小学校運動場 豊中市北桜塚2-6-1 ■単発的
10月23日（日）10時から12時

第11回みんなでワイワイさんあいイベント 豊中市服部寿町4（ふれあい緑地） ■単発的
11月3日（木・祝）10時30分から15時

新田南小学校体育館 豊中市上新田4-9-1 ■単発的
11月20日（日）10時から14時

上野小学校運動場 豊中市北桜塚2-6-1 ■単発的
令和5年1⽉8⽇（⽇）11時から14時（予定）

池田市 池田市 池⽥市⽴3R推進センター
（エコミュージアム） 大阪府池田市菅原町１１

■常設
施設開館日については常時受付。
また、⽉に1度の公園にて⾏うイベントにおいてフードドライ
ブの呼びかけを⾏う。

・消費・賞味期限が回収日から4ヶ月以上の
未開封の食品
・お米(白米・玄米・アルファ米)
・パスタ、素麺などの乾麺
・缶詰、レトルト食品、インスタント食品
・お菓子
・調味料（醤油、⾷⽤油、味噌など）

【対象外食品】
・消費・賞味期限が回収日が4ヶ月未満の食品
・消費・賞味期限が明記されていない食品
・開封されている物
・生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜）
・アルコール（みりん・料理酒は除く）

http://ikeda-
ecomuseum.org/shoku.
html

生活協同組合コープこうべ ■常設
営業時間内は常時受付

関連URL

・お米（白米・玄米・アルファ米）
・パスタ、素麺などの乾麺
・缶詰、レトルト食品、インスタント食品
・のり、お茶漬け、ふりかけ
・粉ミルク、離乳⾷、お菓⼦
・調味料（醤油、⾷⽤油、味噌など）
・飲料⽔

【対象外食品】
・消費・賞味期限が実施日から1ヵ月未満の食品
・消費・賞味期限が明記されていない食品
・開封されているもの
・生鮮食品（生肉、魚介類、生野菜）
・酒類（ノンアルコール飲料含む。みりん、料理酒
は除く）

https://www.city.toyon
aka.osaka.jp/kurashi/g
omi_risaikuru_bika/gen
ryou_recycle/fu-
dodoraibu/fd.html

窓口の設置場所 対象食品
(詳細は関連URL等でご確認ください。）

備考
（注意事項など）

各店舗内

■常設
営業時間内は常時受付

■期間限定
毎月第３月曜日から次の日曜日まで
9時から18時まで
（※KOHYO SENRITO店は10時から19時まで）

市町村名

地域イベントでのフードドライブ

株式会社光洋

豊中市

豊中市

株式会社ダイエー

窓口の実施主体

https://www.city.toyon


環境政策室 同左 吹田市泉町1-3-40
■期間限定
令和4年9⽉2⽇（⾦）から令和4年9⽉16⽇（⾦）
9時から17時30分（平日のみ）

のびのび子育てプラザ 同左 入口 吹⽥市⼭⽥⻄4-2-43 夢つながり未来館「ゆい
ぴあ」1階

■期間限定
令和4年9⽉2⽇（⾦）から令和4年9⽉16⽇（⾦）
10時から17時

市⺠公益活動センター ラコルタ 同左 吹⽥市津雲台1-2-1 千⾥ニュータウンプラザ6階

■期間限定
令和4年9⽉2⽇（⾦）から令和4年9⽉16⽇（⾦）
(⽕)〜(⼟) 9時30分から21時30分
(日)・(祝) 9時30分から17時30分

SDSsスマイルマッチ パナソニックスタジアム吹田 吹⽥市千⾥万博公園3-3 ■単発的
令和4年9⽉10⽇（⼟）15時から19時

茨木市 茨木市 環境フェア等のイベント 茨⽊市市⺠総合センター（クリエイトセ
ンター）2階 生活実習室 茨木市駅前四丁目6番16号

■単発的
令和４年11⽉19⽇・20⽇（予定）
10時から16時

⾷料品全般

・未開封のもの
・常温保存とされているもの
・【賞味期限があるの場合】期限が１ヶ月以上残っ
ているもの
・【賞味期限がない場合】常識の範囲内で古くない
もの
・アルコールを含まない飲み物

https://www.city.ibara
ki.osaka.jp/kikou/sang
yo/shigenjunkan/menu
/kateikeigomi/39425.ht
ml

摂津市役所1階ロビー 摂津市三島1-1-1

社会福祉協議会1階 摂津市三島2-5-4

摂津市商工会 摂津市南千⾥丘4-35

コミュニティプラザ1階ロビー 摂津市南千⾥丘5-35

別府コミュニティセンター1階ロビー 摂津市別府2-10-21

千⾥丘公⺠館 摂津市千⾥丘3-9-47

味⽣公⺠館 摂津市一津屋1-16-13

新⿃飼公⺠館 摂津市鳥飼本町1-9-45

⿃飼東公⺠館 摂津市鳥飼上2-3-55

安威川公⺠館 摂津市正雀4-9-28

※おおさか食品ロス削減パートナーシッ
プ事業者分と重複

https://www.city.suita.
osaka.jp/home/soshiki/
div-
kankyo/kankyoseisaku/
recycle/_84304/_1007
67.html

お⽶や乾麺、調味料、⽸詰、レトルト⾷品、
粉ミルクなど（ただし、①生鮮食品（生肉、
魚介類、生野菜など）、②賞味期限が明記
されていない食品、③アルコール類（みりん、
料理酒は提供可能）、④開封されている⾷
品、⑤各回で指定される賞味期限以前の食
品を除く。）

■単発的
令和4年6⽉18⽇(⼟)から令和4年6⽉20⽇（⽉）
令和4年10⽉29⽇(⼟)から令和4年10⽉31⽇（⽉）
(予定)10時から17時

■単発的
令和4年6⽉20⽇（⽉）
令和4年10⽉31⽇（⽉）(予定)
10時から17時

穀類(お米、麺類など)／缶詰等／乾物／調
味料各種／レトルト⾷品／インスタント⾷品
／お菓⼦／粉ミルク／離乳⾷(⾚ちゃんのお
むつもOK)／⽣理⽤品

※包装や外装が破損していない未開封のもので、
1か月以上の賞味期限のあるもの。常温保存のも
の。瓶詰め食品でないものをお願いします。アルコー
ル類はご遠慮ください。
※令和4年10⽉29⽇(⼟)〜 令和4年10⽉31
日（月）の開催予定分は受付場所についても予
定です。

摂津市 食品ロスを削減を
推進する会

吹田市 吹田市

https://www.city.ibara
https://www.city.suita


住所

ダイエー曽根店※ 豊中市曽根東町3-3-1 https://www.daiei.co.jp/stores/d0227/

イオンフードスタイル摂津富田店 高槻市大畑町13-1 https://www.daiei.co.jp/stores/d0338/

ダイエー池田駅前店 池田市満寿美町2-2 https://www.daiei.co.jp/stores/d0383/

グルメシティ庄内店※ 豊中市庄内⻄町2-23-23 https://www.daiei.co.jp/stores/d0758/

グルメシティ水無瀬店 三島郡島本町江川2-3-1 https://www.daiei.co.jp/stores/d0759/

ダイエー豊中駅前店※ 豊中市本町3-1-15 https://www.daiei.co.jp/stores/d0763/

ダイエー江坂駅前店 吹田市豊津町10-7 https://www.daiei.co.jp/stores/d0805/

ダイエー桜井駅前店 箕面市桜井2-9-33 https://www.daiei.co.jp/stores/d0806/

ダイエー江坂公園前店 吹田市江坂町1-18-10 https://www.daiei.co.jp/stores/d0811/

ダイエー上穂積店・イオンフードスタイル 茨木市上穂積1-2-14-1 https://www.daiei.co.jp/stores/d0814/

イオンフードスタイル茨木太田店 茨木市城の前町2-1 https://www.daiei.co.jp/stores/d0884/

コープ東豊中※ 豊中市東豊中町4-3-13

コープ蛍池※ 豊中市蛍池中町3-2-1

コープ桜塚※ 豊中市南桜塚2-1-10 https://shop.coop-kobe.net/shop/index.php

コープ箕面中央 箕面市坊島1-1-15
【フードドライブ】

コープ箕面（入り口付近） 箕面市桜ケ丘5-6-6

コープミニルミナス箕面 箕面市如意谷4-6-19

コープ吹田 吹⽥市五⽉が丘⻄1-1
【環境の取り組み】

コープ新光風台 豊能郡豊能町新光風台2-18-5

コープ島本 三島郡島本町⻘葉1-2-10

コープ茨木白川 茨木市白川2-2-10

雁飯店 - 雁飯店 茨木市竹橋町２－５ 店舗営業日 常温食品（※未開封・賞味期限１か月以上） http://www.e-gyouza.com/ganhanten

※府内市町村等と重複

【北摂地域】おおさか⾷品ロス削減パートナーシップ事業者におけるフードドライブ活動の受取窓⼝の⼀覧について（令和4年度予定）

【店舗営業時間】

https://eco.coop-kobe.net/

⼤阪北地区エリアの店舗
全店（ミニ店舗業態を除
く）の
サービスコーナーまたは所定
の場所で受付

※コープミニルミナス箕面は
実施

常時

通年
※収集時間は店舗によって異なりま
す。

①未開封のもの（ 外装が破損してないもの）
② 賞味期限が1ヵ月以上残っているもの
③ 常温保存のもの（冷凍・冷蔵⾷品以外）
④製造者または販売者が表示されているもの
⑤成分またはアレルギー表示のあるもの

1カ月以上賞味期限があり常温保存ができるもの

対象食品
（詳細は関連ＵＲＬ等でご確認ください。）

備考
（注意事項など）

関連URL
施設名（及び受付場所）

パートナーシップ
事業者名

株式会社
ダイエー

コープミニ・協同購入センターの集中取り組み
コープミニ︓9/7（⽔）〜9/9（⾦）
協同購⼊センター︓9/6（⽕）〜9/17（⼟）

アルコール類（みりん・料理酒は除く）や
手作りの品は対象外

https://faq.coop-
kobe.net/faq_detail.html?id=748&category=29&page=1

窓口の設置場所（大阪府内） 受付日時

生活協同組合
コープこうべ

-

https://www.daiei.co.jp/stores/d0227/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0338/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0383/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0758/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0759/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0763/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0805/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0806/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0811/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0814/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0884/
https://shop.coop-kobe.net/shop/index.php
http://www.e-gyouza.com/ganhanten
https://eco.coop-kobe.net/
https://faq.coop

