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ごみ・資源物の分け方・出し方

所定のごみ・
資源物集積所

ごみと資源物は正しく分別し、収集指定日当日の朝８時までに
ごみ集積所に出してください。回収ルートや交通事情により回
収時間が前後することがあります。ごみを出す時間には十分ご
注意ください。

飲料缶、ペットボトルは
必ず資源回収ネットに入れてください。

※資源回収ネットは、資源循環推進課（クリーンセンター内）、
環境緑水課（市役所内）、各地区行政センターで配布しています。

蛍光管、電池、ライター、カセット式ガスボンベ、
スプレー缶は危険ですので必ず正しい方法で出してください。
蛍光管
ケースに入れるか、
新聞紙に包む

ライター、乾電池
それぞれ別の透明袋に入れる

カセット式ガスボンベ・
スプレー缶
使い切って火の気のない風通しの
良い屋外で穴をあける

粗大ごみ（有料）や処理困難物はごみ集積所
に出すことはできません。

ごみ集積所に出せるのは家庭からのごみ・資源物
だけです。事業系のごみ・資源物はごみ集積所に
出すことはできません。（収集運搬業許可業者へ
依頼してください。）

※「可燃ごみ」、「紙類」は直接クリーンセンターに搬入すること
もできます。（有料:200円／10kg）

ごみ集積所について
ごみ集積所は、ご利用の皆さんで管理・運営いただいています。 
ご利用の皆さんで協力して、ごみの散乱を防止し、清潔に使用
してください。
※ 防鳥ネットは市で用意しておりません。
　ホームセンター等の販売店でお買い求めください。

お知らせ（注意）シールについて
分別されていないごみ、収集日が違うごみ、ごみ集積所に出せな
いごみが出されていた場合は、お知らせ（注意）シールを貼ります。
出した方は、正しい方法で出し直してください。
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クリーンセンター・・・

スプレー缶等の出し方の誤りが、
収集車、施設の火災原因になります。

収集車の火災が発生！
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可燃（燃える）ごみ

不燃（燃えない）ごみ

◎透明袋、中身が確認できる袋に入れて出してください。

不燃ごみに該当する小型家電製品のうち、一部の「使用済小型家電」については、「小型家電回収ボックス」に投
入する方法があります。
該当する品目や、「小型家電回収ボックス」の設置場所は、P5をご覧ください。

汚物は取り除いてください 金具は「不燃ごみ」に分別してください

主
な
も
の

包丁 なべ、缶詰製品 かさ ※小型家電製品（P5） ガラス、植木鉢・電球

危険のないよう新聞紙等に
包み、内容が分かるよう

表示してください

有害ごみ

◎透明袋に入れて出してください。 「有害ごみ」を混ぜないでください。

◎透明袋に入れて出してください。 「不燃ごみ」を混ぜないでください。

主
な
も
の

厨芥類（生ごみ、貝がら） 木片、小枝、葉 食用油 くつ類

紙おむつ 革製品 カセットテープ・ビデオテープ その他

50㎝未満の木製家具類、
汚損してリサイクルでき
ない衣類等

生ごみは水分をよく切って
出してください

ケースは使用素材に応じて
分別してください

長さ50㎝未満、直径5㎝未満
小枝はヒモで束ねてください

ブーツ等の金具は「不燃ごみ」に
分別してください固めるか紙等に染み込ませてください

スプレー缶 水銀体温計、水銀血圧計、乾電池 蛍光灯

透明袋に入れる
水銀体温計、水銀血圧計
はケースや紙に包む

使い切って火の気のない風通し
の良い屋外で穴をあける 割れないように紙ケースや新聞紙等に包む

汚物は取り除いてください 金具は「不燃ごみ」に分別してください

缶詰は中身を
取り除いてください
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雑 誌・雑がみ 雑がみとは…家庭から出る紙･紙箱で､ 新聞･雑誌･段ボール･紙パック以外のもの。

雑　誌

次の紙類は「可燃ごみ」に出してく
ださい。ビニールコーティング紙・
感圧紙・圧着はがき・写真・紙コッ
プ・紙皿のワックス加工紙・防水加
工紙・カーボン紙・ノーカーボン紙・
汚れた紙・クレヨンで書かれた紙・
においのついた紙（粉石鹸、線香の
箱など）・アルミコーティング紙
（カップ麺のふた等）

紙箱（菓子・ティッシュの箱）、
ノート、コピー用紙、封筒・はがき
（個人情報部分は可燃ごみへ）、包
装紙、紙袋、メモ用紙、カレンダー、
台紙、紙製バインダー、トイレッ
トペーパーの芯。
金具・ビニールが付いている場合
は分別して出してください。

雑がみ として出せない紙（一例）

雑がみ として出せる紙（一例）

雑誌・文庫本・単行本・辞典は、
ひもで十文字にしばって出す。
アルバムやファイルは金具を外して「可
燃ごみ」へ。金具は「不燃ごみ」へ。

雑 が み

アルミコーティン
グ紙（カップ麺の
ふた）

紙袋に入れて出す。雑がみのみ、ひもで
しばって出す。

雑誌と一緒に束ねてひ
もで十文字にしばって
出す。

圧着はがき､ビニ
ール加工されたダ
イレクトメール

ビニール加工
された持ち手
や紙袋は可燃
ごみへ

取り出し口のビ
ニールを外し箱
をつぶす

窓部分のビニー
ルを取る

金具･プラスチッ
ク部分は取り外
して出す

水に塗れた紙、油のついた紙

写真やクレヨンで
書かれた紙新聞･段ボール･紙パックとは別にしてください。

種類ごとに分けて出してください。雨や雪の日は､ なるべく次回の収集日に出してください。

衣類・タオル・カーテン等 新聞紙・新聞の折り込み広告

①中をすすぐ　②開いて乾かす
③ひもで十文字にしばって出す

古　布 新聞・チラシ 段ボール 紙パック

透明袋に入れて出す。ボタンやファス
ナーは外す必要はありません。
汚れたもの、濡れたもの、破れたもの
はリサイクルできません。

ひもで十文字にしばって出す。新聞
とチラシを分ける必要はありません。

留め金を外してたたみ、ひもで十文
字にしばって出す。
留め金は「不燃ごみ」へ。

内側がアルミコーティングされて
いるものは「可燃ごみ」へ。

飲料・食品用等に限る。
その他のびんは「不燃ごみ」へ

清涼飲料用（ジュース・ミネラル
ウォーター等）、酒類用（日本酒･
焼酎・ウイスキー・みりん等）、し
ょうゆ用

ジュースやビール等の飲料缶に
限る。ボトル缶のふた等は「不
燃ごみ」へ

「プラスチック類」
として

出せないもの

プラスチック類 び　ん 飲 料 缶 ペットボトル

◎磁気テープが入っているもの　⇒　「可燃ごみ」　（例）ビデオテープ、カセットテープ等
◎金属、ガラス類等の素材がついているもの　⇒　「不燃ごみ」
　※金属が簡単に取り外せる場合には素材ごとに分別して出してください。
◎プラスチック類だけのもので、長さ、幅など50cm以上のもの　⇒　「粗大ごみ（有料）」　
　（例）レジャーシート、プランター、ホース等
　※金属を取り除き、広げた（伸ばした）状態で50cm四方未満に切ったものは
　　「プラスチック類」としてごみ集積所に出せます。
　　50cm以上のものを巻いたり、折りたたんで小さくしても「粗大ごみ（有料）」となります。

①中をすすぐ
②ごみ集積所の資源回収ネットへ
　入れる

①王冠・キャップを外す
②中をすすぐ
③透明袋に入れて出す

①中身を使い切る　
②中をすすぐ
③透明袋に入れて出す
※中身が付着しているものは、
　必ずすすいでください。

①キャップと
　ラベルを外す
②中をすすぐ
③軽くつぶす
④ごみ集積所の資源
　回収ネットへ入れる

プラスチック容器類
（ペットボトルを除く）

※

資 源 物
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粗大ごみ（有料）
「最大辺の長さが50㎝以上あるもの」、「50㎝未満でも電化製品等の処理に手間がかかるもの」は、粗
大ごみ（有料）の対象となります。
※対象品目はごみ分別表（Ｐ9～22）をご覧ください。
※粗大ごみ（有料）は、ごみ集積所には出せません。以下を参照に処理してください。

①自宅までの回収を依頼する場合

【留意点】
・１回の申し込みにつき３点までとなります。申込件数が１回の収集日につき50件で締切となります。
・収集日当日までに、玄関口や庭先への運び出しをお願いします。
・収集日当日は、粗大ごみの確認や手数料の支払いのため、必ずご在宅ください。

収集日当日、収集委託業者に粗大ごみを引渡し、粗大ごみ処理手数料を支払う

ごみ収集カレンダーで「粗大」の収集日（月２回）を確認する

収集委託業者から、事前に当日の訪問時間について連絡が入る

次のいずれかにより予約する
 　　　　　　　①収集日の1週間前までにクリーンセンターへ電話予約
　　　　　　　②収集日の2週間前までに飯能市ホームページの電子申請から予約

②自己搬入される場合
　受付時間をご確認のうえ、クリーンセンターへ直接お持ち込みください。（事前予約不要、時間厳守）
　自己搬入される場合は、粗大ごみ処理手数料が半額となります。

【お願い】
・ 粗大ごみ以外の家庭ごみ（可燃、不

燃、プラ類等）は、分別した状態で
お持ち込みください。

　 （混雑の原因となりますので、場内
での分別作業はできません。）

・ ゴールデンウィーク、お盆、年末年
始、祝日は場内が大変混雑します。

　 混雑緩和のため、ごみ集積所に出
せる家庭ごみ（可燃、不燃、プラ類
等）は、なるべくごみ集積所を利用
してください。

家庭ごみ搬入車両【搬入経路】

◀出入口

リサイクル施設

プラットホーム

（旧クリーンセンター）

家庭ごみ受入棟

ごみピット

熱回収施設

Ｎ

▷
玄
関
入
口

【受付時間】
月～金曜日 午前８時30分～11時30分、午後１時～４時
※ 月～金曜日が休・祝日にあたる場合は、午前のみ（午前8時30分～11時30分）受け入れています。
　土・日曜日、12/29～1/3までは休業となります。　

（平成30年４月からクリーンセンターにおける家庭ごみの受け入れを再開します。）

粗大ごみの出し方
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使用済小型家電
平成25年4月に小型家電リサイクル法が施行され、金、銀、銅等の貴金属やレアメタルといった「都
市鉱山」と呼ばれる有用な金属の回収を促進しています。使用済小型家電のリサイクルを促進するこ
とにより、埋立量の減少も図られ、最終処分場の延命化にもつながります。
以下の回収方法を参考に、使用済小型家電の回収が円滑に進みますようご理解、ご協力をお願いしま
す。

「小型家電回収ボックス」による回収を推進しています。
※�小型家電回収ボックスの設置場所は、クリーンセンター、市役所本庁舎別館、各地
区行政センターとなります。
　�（飯能中央、加治東、原市場地区行政センター以外は巡回設置となりますので、事前
に設置場所をお確かめください。）

回収の対象となる主な小型家電製品は、次の品目のうち「小型家電回収ボックス投入口に入る大きさ」
のものです。

●個人情報が含まれているものは、あらかじめデータを削除してください。
●一度回収ボックスに入れたものはお返しできませんので、よく確認してから投入してください。
● 回収ボックスを利用できない場合は、該当する分別区分を確認のうえ、「不燃ごみ」または、「粗

大ごみ（有料）」として処理してください。

回収方法

主な回収対象品目

●カー用品
カーナビ、カーステレオ

（CD/MD/DVD/ラジオ）
カーチューナ、VICSユニ
ット、ETC車載ユニット
　

●付属品類
リモコン、ACアダプ
タケーブル・プラグ、
ジャック、充電器

●デジタルカメラ
●ビデオカメラ

●電子書籍端末
●電子辞書
●電卓

●ゲーム機
（主に携帯型） ※この他に電気カミソリ、ドラ

イヤー、電気バリカン、電動歯
ブラシ、懐中電灯等

●音響機器
デジタルオーディオ
プ レ ー ヤ、CD/MD
プレーヤ、ICレコー
ダ

●ラジオ

●電話機
（親機、子機）

この投入口に入るサイズ
のものが対象です。

注意

25㎝

10㎝



6

適正処理困難物

家庭用パソコンの処理方法　

市で収集処理できないごみは、販売店や取扱店へ相談のうえ処理をお願いします。
なお、収集処理できないごみがごみ集積所に出された時は「お知らせ（注意）シール」を貼付し、
収集しませんのでご注意ください。

※市では収集処理しません。

※市では収集処理しません。

オートバイ、原動機付
自転車、バッテリー、
廃油（廃油処理箱）、ペ
ンキ等の液体類、ガス
ボンベ、消化器、耐火
金庫、ピアノ等

タイヤ、建物の改築、
解体に伴うごみ（廃材、
コンクリートガラ、瓦、
便器、浴槽等）、車の
部品、商店・企業から
出る産業廃棄物等

医薬品、農薬、劇薬、
注射器、農機具、農業
用ビニールシート、フ
ロンガス冷媒式除湿機
や冷風機、モーター、
大型機械、爆発性・揮
発性のあるもの等

家電リサイクル法対象
機器（エアコン・テレ
ビ・冷蔵庫（冷凍庫）・
洗濯機・衣類乾燥機）
パソコン

主なリサイクル対象機器

デスクトップ型
パソコン本体

ノートパソコン CTR（ブラウン管）
ディスプレイ

（一体型を含む）

液晶ディスプレイ
（一体型を含む）

製品に同梱されていた装置
（キーボード、マウス等）

※ 製造業者出荷時に同梱されていた標準添付品（ケーブル・マウス・キーボード・スピーカー等）は付属品として同
時に回収しますが、プリンターやスキャナー等の周辺機器は対象となりません。（ごみ分別表をご覧ください。）

パソコンリサイクルは、平成15年10月1日以前に購入したものはリサイクル料金の負担が必要で、
以降に新品を購入したものはリサイクル料金が既に加算されています。

PCリサイクルの方法は、メーカーによってそれぞれ異なりますので、各メーカーのホームページを
ご覧ください。その他、自作品、個人輸入、現存しない製造業者等のパソコンについては、下記へ
お問い合わせください。

（一社）パソコン３R推進協会　☎03-5282-7685



家電リサイクル法の施行により、テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ）・エアコン・冷蔵庫（冷凍庫）・
洗濯機・衣類乾燥機は、メーカーによるリサイクルが義務付けられています。

テレビ･エアコン･冷蔵庫（冷凍庫）･洗濯機・

衣類乾燥機（家電リサイクル法対象機器）の処理方法
※市では収集処理しません。
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● ㈱葵環境開発 入間エコストック

Fax 04-2932-9760

● ㈱ナガオ リサイクルセンター

Fax 04-2946-8892

● 東上通運㈱ 川越リサイクルセンター

Fax 049-272-7751

● 日本通運㈱ 川越事業所

● ㈲飯能清掃センター （注1）

● 奈良商事 （注2）

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

家電リサイクル料金等に関しては、下記へお問い合わせください。

（一財）家電製品協会家電リサイクル券センター
☎ 0120-319640

・費用については、事前に上記事業所へ直接ご確認ください。
・家電リサイクル料金の納入手続きも依頼できます。
（注1）お問合わせは、午前8時から午後５時までの間にお願いします。
（注2）留守番電話の場合は、伝言をお願いします。

買い替える場合
（新しい家電製品を買って、

古いものを廃棄する）

購入店に依頼
料金は購入店で

ご確認ください。

郵便局でリサイクル料金

を払い、指定引取場所へ

搬入する

以前購入した

店がわかる

自分で指定引取場所へ

持っていく

指定引取場所

下記業者に依頼

処分方法

☎ 04-2932-9980

☎ 04-2946-5716

☎ 049-272-7750

Fax 049-249-0207

☎ 049-249-0201

Fax 03-3903-7551

〒358-0053 入間市仏子763-1

〒359-0016 所沢市新郷200-1

〒350-0857 川越市松郷886-9

〒350-1162 川越市南大塚6-37-3

〒357-0036 飯能市南町13-1

〒357-0047 飯能市落合275-5

Fax 042-974-4888

☎ 042-973-3738

Fax （同上）

☎ 042-974-8808

● 久留米運送㈱ 入間店

Fax 04-2935-2167

☎ 04-2935-2157

〒358-0015 入間市二本木1278-７
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市では消火器の収集や処理は行っていません。
（一社）日本消火器工業会が地域の販売代理店等と協力して行っています。
リサイクル窓口は（一社）日本消火器工業会ホームページでご覧いただけます。
※消火器の処理には、リサイクルシール代・諸費用が必要です。

シェーバー ラジコンカー ノートパソコン 電動工具

携帯電話・PHS 電動アシスト自転車 ハンディクリーナー ポータブルCDプレイヤー

ビデオカメラ 電動歯ブラシ 携帯ゲーム機 ワイヤレスTVモニター

デジタルカメラ

小型充電式電池・
ボタン電池のリサイクル

消火器の処理方法

ご家庭の使用済み「小型充電式電池・ボタン電池」は
リサイクル協力店の「リサイクルBOX」をご利用くだ
さい。

（各マークが付いている小型充電式電池が対象です。） ※ボタン電池回収対象は、記号LR・SR・PRです。
※ボタン電池はセロハンテープで絶縁してください。
※投入口に入らない電池は対象外です。

C

R0
25

（一社）日本消火器工業会（消火器リサイクル推進センター）☎03-3866-6258

※その他、小型シール鉛蓄電池があります。
※ボタン電池に比べて厚みの薄いコイン電池CR・BRは対象外になりますので、「有害ごみ」の日に出してください。

次のような製品に充電式電池が使用されています

ショートの恐れがありますので金属
端子部をテープ等で絶縁してください。

Ni-MH

デジタルカメラ

電動アシスト
自転車

ニッケル
水素電池

Ni-Cd 電動工具
コードレス
テレホン

ニカド電池

.....
.....
.....
.....
....

.....
.....
.....
.....
....

.....
.....
.....
.....
....

.....
.....
.....
.....
....

.....
.....
.....
.....
....

.....
.....
.....
.....
....

.....
.....
.....
.....
....

Li-ion

パソコン

ビデオカメラ

リチウムイオン
電池

　使用済みの充電式電池は、お近くの電気店等「リサイクル協力店」にお持ちください。
　リサイクル協力店は（一社）JBRCやボタン電池回収推進センターのホームページでご覧いただけます。

（一社）JBRC　☎03-6403-5673　
ボタン電池回収推進センター　☎0120-266-205

※市では収集処理しません。
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音 品名 分別区分 単価
（円） 備考○ △

あ アイスノン 可燃

アイスピック 不燃 先端部分を紙類で包み安全な状態で出してください

アイロン 不燃

アイロン台 粗大 400 50㎝未満のものは使用素材に応じて分別してください

アコーディオン（楽器） 粗大 400 50㎝未満のものは「不燃」

アコーディオンカーテン（1.5m未満） 粗大 400

アコーディオンカーテン（1.5m以上） 粗大 800

アタッシュケース 粗大 400 50㎝未満のものは「不燃」

アダプタ 不燃

油（食用） 可燃 紙類、古布に染み込ませる

油こし 不燃

雨合羽 プラ 金具は取り除く、複合素材の場合は「可燃」

網（防鳥用、ネット、網戸の網） プラ 50㎝四方未満に切る（汚れがひどい場合は「可燃」）

網戸 粗大 400 リフォーム等による場合は「建築廃材」として専門業者へ依頼してください

編み機 粗大 800

編み針（竹製） 可燃 プラ製のものは「プラ」、金具があるものは「不燃」

アルバム 可燃 金具は「不燃」

アルミホイール（自動車タイヤ用） × 専門業者へ依頼してください

アルミ鍋 不燃

アルミ箔（アルミホイル） 不燃

泡立て器（電気式ハンドミキサー） 粗大 400 電池は取り外し「有害」

アンクルウェイト 不燃

安全靴 可燃 不燃

安全ピン 不燃 紙類で包み安全な状態で出してください

アンテナ（地デジ、BS、CS） 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

アンプ（楽器、ステレオ） 粗大 400

い イーゼル 粗大 400 50㎝未満に切ったものは使用素材に応じて分別してください

石（漬物石、庭石、砂利） × 再利用または専門業者へ依頼してください

衣装ケース 粗大 400

いす（1人用） 粗大 400 幼児用のいすで50㎝未満のものは使用素材に応じて分別してください

いす（2人以上用） 粗大 800

板 可燃 厚さ5㎝以上または長さ50㎝以上のものは「粗大（400円）」

一輪車（運搬作業用） 粗大 400

一輪車（こども用、スポーツ用） 粗大 400

井戸用ポンプ × 専門業者へ依頼してください

　使用素材、大きさ等は一般的なものを想定した分別区分となっています。
　各家庭から実際に出されるものによっては分別区分が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
　また、法令の改正により分別区分が変更となる場合もあります。

※「粗大ごみ（有料）」の出し方は、P4をご覧ください。
　�（敷物を 50㎝四方未満に切ったり、棒状のものを 50㎝未満に切ったものは、使用素材に応じた分別で出してくださ
い。50㎝以上のものを折り曲げたり、たたんだ状態は「粗大ごみ（有料）」扱いとなります。）

【凡例】○…主に該当する分別区分、△…使用素材によって該当する主な分別区分（記載された分別区分以外の場合もあります。）
　　　  ×…受け入れできないもの

ごみ分別表

　　「無許可」の回収業者を利用しないでください！
ご家庭から出る廃棄物を回収するには、「一般

4 4

廃棄物収集運搬業の許可」が必要です。
「産業

4 4

廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」ではご家庭の廃棄物を回収できません。
無許可の回収業者は、スピーカー放送等をしながらトラックで巡回したり、家庭のポストにチラシを投函したり、
空き地に「〇〇を引き取ります」等と書いたのぼり旗や看板を立てて営業しています。このような業者によって
回収された廃家電は不法投棄されたり、不適正処理により環境に悪影響を及ぼした事例もあります。また、高額
な処理料金を要求された事例も報告されていますのでご注意ください。
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音 品名 分別区分 単価
（円） 備考○ △

い 一斗缶（18L缶等） 不燃 中身を使い切ってください、事業活動による場合は「産廃」として専門業者へ依頼してください

犬小屋（1ｍ未満） 粗大 400

犬小屋（1ｍ以上） 粗大 800

鋳物製品（ストーブ等） × 専門業者へ依頼してください

衣類 紙・布 汚れがひどいものは「可燃」

衣類乾燥機 × 家電リサイクル法対象品

衣類乾燥機の台 粗大 800

インクカートリッジ × 販売店や郵便局の回収ボックスを利用してください

インターホン 不燃 電池は取り外し「有害」

う ウィッグ（かつら） 可燃

ウィンドサーフィン（一式） 粗大 800

ウィンドファン 粗大 400 家電リサイクル法対象品は受け入れできません

ウィンドブレーカ－ 紙・布 汚れがひどい場合は金具を取り除き「可燃」（金具は「不燃」）

ウエイダー（釣り用スーツ） 粗大 400 50㎝四方未満に切ったものは「可燃」

植木鉢（プラ製） プラ 汚れがひどいものは「可燃」、50㎝以上のものは「粗大（400円 /5個）」

植木鉢（陶磁器） 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

ウエットスーツ 粗大 400 50㎝四方未満に切ったものは「可燃」（酸素ボンベは受け入れできません）

ウォークマン 不燃 電池は取り外し「有害」

ウォーターサーバ（ビール用含む） 粗大 400 購入先への返却を優先してください

ウォーターベッド 粗大 1600 中身が出せない場合は受入れできません（購入店に相談してください）

ウォシュレット（機能付き便座） 粗大 400

浮き輪 プラ 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

臼 × 専門業者へ依頼してください

うちわ 可燃 プラ

ウッドカーペット（6畳未満） 粗大 400

ウッドカーペット（6畳以上） 粗大 800

ウッドデッキ（自分で組立、解体したもの） 粗大 400/2m 専門業者に解体を依頼したものは受け入れできません

腕時計 不燃 電池は取り外し「有害」

え エアーベッド 粗大 800

エアコン × 家電リサイクル法対象品

映写機（プロジェクター） 粗大 400

液晶テレビ × 家電リサイクル法対象品

エキスパンダー 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

絵の具（アルミ製） 不燃 中身を使い切ってください、樹脂製のものは「可燃」

ＡＶセレクター（ステレオ機器） 粗大 400

ＭＤディスク 不燃 プラ製ケースは「プラ」、紙類は「雑紙」

ＭＤプレーヤー（ポータブル） 不燃

ＬＥＤ電球 不燃 ケースや紙類で包み安全な状態で出してください

エレクトーン 粗大 1600

園芸用スチール棒 粗大 400/5本 50㎝未満に切ったものは「不燃」

エンジンオイル × 販売店、ガソリンスタンドへお問い合わせください

縁台（1m未満） 粗大 400

縁台（1m以上） 粗大 800

延長コード（電気コード、非ドラム式） 不燃 軽く結んだ状態で出してください

煙突 粗大 400/2m 専門業者に解体を依頼したものは受け入れできません

鉛筆 可燃

鉛筆削り 不燃

お オアシス (生け花用吸水スポンジ） 可燃 十分に乾かしてください

オイルパック（廃油処理済み） × 販売店、ガソリンスタンドへお問い合わせください

オイルヒーター 粗大 400 本体のオイルを抜く必要はありません

オーディオラック（1m未満） 粗大 400

オーディオラック（1m以上1.5m未満） 粗大 800

オーディオラック（1.5m以上） 粗大 1200

オーブントースター 不燃

オーブンレンジ 粗大 800

置物 不燃 可燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

桶（木製、プラ製） 可燃 プラ 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

押入収納庫 粗大 800

おたま（料理用） 不燃 プラ

帯（着物用） 紙・布 汚れがひどい場合は50㎝未満に切って「可燃」

おぼん 可燃 プラ 金属製は「不燃」

おまる（幼児用） 可燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

【凡例】○…主に該当する分別区分、△…使用素材によって該当する主な分別区分（記載された分別区分以外の場合もあります。）
　　　  ×…受け入れできないもの
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音 品名 分別区分 単価
（円） 備考○ △

お おむつ 可燃 汚物はトイレに流してください

おもちゃ プラ 不燃 電池は取り外し「有害」、50㎝以上のものは「粗大（400円）」

オルガン（電気式、足踏み式） 粗大 1600

オルゴール 不燃

おろし金 不燃

お椀 可燃 プラ 陶製は「不燃」

温冷庫（車用等） × フロン使用につき専門業者へ依頼してください

温水器（屋外設置式） × 専門業者へ依頼してください

温度計 不燃 有害 水銀使用のものは「有害」（ケースに入れて割れないように出してください）

温風器（セントラルヒーティング） × 専門業者へ依頼してください

か カーステレオ 不燃

カーナビ 不燃

カーテン（レース生地含む） 紙・布 汚れがひどいものは50㎝四方未満に切って「可燃」

カーテンレール 粗大 400/5本 50㎝未満に切ったものは「不燃」

カーマット 粗大 400/1台

カーペット（6畳未満） 粗大 400 50㎝四方未満に切ったものは「可燃」

カーペット（6畳以上） 粗大 800 50㎝四方未満に切ったものは「可燃」

貝殻 可燃

懐中電灯 不燃 電池は取り外し「有害」

かいまき 粗大 400

カイロ（使い捨て） 可燃

鏡（手鏡、姿見） 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

額縁 可燃 不燃 ガラスは取り外して「不燃」、50㎝以上のものは「粗大（400円）」

掛け軸 粗大 400 50㎝四方未満に切ったものは「可燃」、金具は取り外して「不燃」

かご（脱衣かご等） プラ 可燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

傘（雨傘） 不燃 分解する必要はありません（たたんだ状態で出してください）

傘立て 不燃 可燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

加湿器 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

菓子箱（厚紙、段ボール） 紙・布 厚紙は「雑紙」、段ボールは「段ボール」

ガス給湯器（湯沸器とは別のもの） 粗大 400

ガスコンロ 粗大 400 電池は取り外し「有害」

ガス台（ガステーブル、ガスレンジ） 粗大 800

ガスライター 有害 中身を使い切ってください

カセットテープ 可燃 ケース（プラ製）は「プラ」、紙は「雑紙」

カセットデッキ 粗大 400

カセットプレーヤー 不燃 電池は取り外し「有害」

カセットボンベ 有害 中身を使い切り風通しの良い屋外で穴をあけてください

ガソリン携行缶 不燃 必ず中身を空にしてください

活性炭 可燃

かつら 可燃 金具は取り外して「不燃」

金網 粗大 400

金槌 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

かばん 可燃 不燃 金具が多いものは「不燃」、50㎝以上のものは「粗大（400円）」

画板 粗大 400

画鋲 不燃 紙類で包み安全な状態で出してください

花びん 不燃 プラ 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

鎌 不燃 刃の部分は紙類で包む、50㎝以上のものは「粗大（400円）」

釜 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

カミソリ 不燃 紙類で包み安全な状態で出してください

神棚 可燃 50㎝以上のものは「粗大（1m未満400円、1m以上800円）」

紙粘土 可燃

ガムテープ 可燃

カメラ（デジカメ、使い捨て） 不燃 電池は取り外し「有害」

蚊帳（かや） 粗大 400

カラオケ機器（家庭用） 粗大 800

カラーボックス（1.5m未満） 粗大 400

カラーボックス（1.5m以上） 粗大 800

ガラス類（食器、ガラス板等） 不燃 紙類で包み安全な状態で出してください、50㎝以上のものは「粗大（400円）」

刈払機（電動式） 粗大 800

刈払機（エンジン式） × 専門業者へ依頼してください

カレンダー 紙・布 不燃 紙部分は「雑紙」、金具は「不燃」

革ジャンパー 紙・布 汚れがひどいものは金具を取り外し「可燃」（金具は「不燃」）

【凡例】○…主に該当する分別区分、△…使用素材によって該当する主な分別区分（記載された分別区分以外の場合もあります。）
　　　  ×…受け入れできないもの
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音 品名 分別区分 単価
（円） 備考○ △

か 革製品 可燃 金具は取り外して「不燃」

皮むき器（ピーラー） 不燃

瓦 × 専門業者へ依頼してください

缶（飲料用） 飲料缶 中身を空けて軽くすすいでください

缶（粉ミルク、食用、塗料、オイル等） 不燃 中身を使い切ってください

缶（スプレー） 有害 中身を使い切り風通しの良い屋外で穴をあけてください

缶（ドラム缶） × 専門業者へ依頼してください

換気扇 粗大 400

換気扇フード 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

換気扇フィルター 可燃

缶切り 不燃

乾燥機（靴用、布団用） 粗大 400

乾燥剤 可燃

乾電池 有害 充電式、ボタン電池は販売店の回収ボックスを優先してください

鉋（かんな） 不燃 可燃 紙類で包み安全な状態で出してください

感熱紙（熱転写用紙） 可燃

き 木（枝木、杭、串）※搬入サイズ2m以内 可燃 太さ5㎝以上または長さ50㎝以上のものは「粗大（400円 /2m）」（太さ20㎝以上は受け入れできません）

キーボード（楽器、玩具、パソコン用） 粗大 400 電池は取り外し「有害」

ギター（木製、エレキ） 粗大 400

ギターケース 粗大 400

キックボード 粗大 400

キッチンスケール（調理用はかり） 不燃 電池は取り外し「有害」

キッチンマット 粗大 400 50㎝未満に切ったものは「可燃」

キッチンワゴン（ワゴンテーブル） 粗大 400

杵（きね） 粗大 400

着物 紙・布 汚れのひどいものは50㎝四方未満に切って「可燃」

脚立（1.5ｍ未満） 粗大 400

脚立（1.5ｍ以上） 粗大 800

キャットタワー（一式） 粗大 400

キャップ類（樹脂製、金属製） プラ 不燃 樹脂製は「プラ」、金属製は「不燃」

キャビネット（1m未満） 粗大 800

キャビネット（1m以上1.5m未満） 粗大 1200

キャビネット（1.5m以上） 粗大 1600

キャリア（車用ルーフキャリア） 粗大 400

キャリアカート（シルバーカー等） 粗大 400

キャンバス（絵画用） 可燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

鏡台 粗大 1200 鏡のみ（400円）、台のみ（800円）、いすは別途（400円）

急須 不燃

牛乳パック 紙・布 洗って切り開き牛乳パックだけで束ねてください

金魚鉢 不燃

金庫（手提げ式） 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」、耐火金庫は専門業者へ依頼してください

く 杭 可燃 不燃 太さ5㎝以上または長さ50㎝以上のものは「粗大400円 /2m」

クーラーボックス 粗大 400 50㎝未満は使用素材に応じて分別してください

空気清浄機 粗大 400

空気入れ 粗大 400 50㎝未満のものは「不燃」

釘 不燃 紙類で包み安全な状態で出してください

草 可燃 土を取り除く、透明又は半透明の袋に入れて出してください

草焼きバーナー 粗大 400 燃料は使い切ってください

串（バーベキュー用） 不燃 紙類で包み安全な状態で出してください

口紅容器 不燃 プラ 中身を使い切ってください

くつ 可燃 不燃 金具が目立つものは「不燃」

靴下 紙・布 可燃 ペアで使用できるものは「紙・布」、汚れがひどいものは「可燃」

クッキングスケール（調理用計量器） 不燃

クッキングヒーター（ＩＨ） 粗大 800

クッション 可燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

グラインダー（サンダー） 粗大 400

クリアファイル（文房具） プラ

クリーナー（電動ブラシ付） 粗大 400 電池は取り外し「有害」

クリスマスツリー 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

車（幼児用玩具）　乗用電動式 粗大 400 電池は取り外し「有害」

車いす 粗大 800 電動式は専門業者へ依頼してください

クレヨン 可燃

【凡例】○…主に該当する分別区分、△…使用素材によって該当する主な分別区分（記載された分別区分以外の場合もあります。）
　　　  ×…受け入れできないもの
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音 品名 分別区分 単価
（円） 備考○ △

く グローブ（野球） 可燃

鍬（くわ） 粗大 400

け 蛍光管（家庭用）　直管、丸管 有害 ケースや紙類で包み安全な状態で出してください

珪藻土バスマット 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

携帯電話 不燃 販売店への返却を優先してください

毛糸 可燃 毛糸の服は着用できれば「紙・布」

ゲーム機（携帯型） 不燃

ゲーム機（据置型） 粗大 400

毛皮 可燃 50㎝四方未満に切ったものは「可燃」、毛皮の服は着用できれば「紙・布」

化粧品容器 不燃 プラ 中身を使い切ってください

下駄箱（1ｍ未満） 粗大 800

下駄箱（1ｍ以上） 粗大 1200

血圧計（水銀を含むもの） 有害 家庭で使用していたものに限ります、ケースに入れて破損しないように出してください

血圧計（電気式） 不燃 電池は取り外し「有害」

鍵盤ハーモニカ 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

健康器具（電動式）乗馬運動機具 粗大 1600

健康器具（電動式）エアロバイク 粗大 1200

健康器具（電動式）ジョギングマシーン 粗大 800

健康器具（電動式）腹筋マシーン 粗大 400

健康器具（電動式以外） 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

剣道具（一式） 粗大 800

玄関マット 粗大 400 50㎝四方未満に切ったものは「可燃」

こ 鯉のぼり 粗大 400

碁石 不燃 プラ製のものは「プラ」

高圧洗浄機 粗大 800

コート 紙・布 汚れがひどいものは50㎝四方未満に切って「可燃」

コードリール（コード含む） 粗大 400

コーヒーメーカー 不燃 電池は取り外し「有害」、50㎝以上のものは「粗大（400円）」

黒板 粗大 400

ござ（6畳未満） 粗大 400 50㎝四方未満に切ったものは「可燃」

ござ（6畳以上） 粗大 800 50㎝四方未満に切ったものは「可燃」

こたつ（1ｍ未満） 粗大 400 天板のみ「粗大（400円）」、ヒーター含むやぐらのみ「粗大（400円）」（ヒーターのみも同様）

こたつ（1ｍ以上） 粗大 800 天板のみ「粗大（400円）」、ヒーター含むやぐらのみ「粗大（400円）」（ヒーターのみも同様）

こたつ布団 粗大 400

コップ 不燃 プラ

琴 粗大 800

碁盤 可燃 厚さ5㎝以上のものは「粗大（400円）」

コピー機（プリンター複合機） 粗大 800 事業用は専門業者に依頼してください

ごみ箱 プラ 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

ゴムボート 粗大 400 50㎝未満に切ったものは「プラ」

米びつ 不燃 可燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

コルセット 不燃 可燃

ゴルフクラブ 粗大 400/7本 ゴルフボールは「可燃」

ゴルフバック 粗大 400

コンクリートブロック × 専門業者へ依頼してください

コンセントボックス プラ 不燃

コンテナボックス プラ 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

コントローラ（ゲーム機用） 不燃

コンパクト（化粧用） 不燃

梱包材 紙・布 プラ 事業活動による「プラ製梱包材」は「産廃」として専門業者へ依頼してください

コンポスター（電気式） 粗大 800 電池は取り外し「有害」

コンポスター（生ごみ処理容器） 粗大 400

さ サーキュレーター（循環送風機） 粗大 400

サークル（ペット用の囲い） 粗大 400

サーフボード 粗大 800

座いす（1人用） 粗大 400

座いす（2人以上用） 粗大 800

サイドボード（1.5ｍ未満） 粗大 1200

サイドボード（1.5ｍ以上） 粗大 1600

裁縫箱 不燃 可燃

サインペン 可燃 プラ

サウナ（家庭用ポータブルサウナ） 粗大 1600

【凡例】○…主に該当する分別区分、△…使用素材によって該当する主な分別区分（記載された分別区分以外の場合もあります。）
　　　  ×…受け入れできないもの
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音 品名 分別区分 単価
（円） 備考○ △

さ 魚焼き器（ロースターグリル） 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

座卓（1ｍ未満） 粗大 400

座卓（1ｍ以上） 粗大 800

雑誌・雑紙 紙・布

座布団 可燃

座布団（長座布団） 粗大 400

サマーベッド 粗大 400

サンダル プラ 可燃

サンドバッグ 粗大 800 カバーのみ（400円）中身が砂等の処理できないものは専門業者へ依頼してください

三輪車（幼児用） 粗大 400

三角表示板（車両用） プラ 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

三脚（カメラ、ビデオ、望遠鏡） 不燃 保管寸法が50㎝以上のものは「粗大（400円）」

三面鏡 粗大 1200 鏡のみ（400円）、台のみ（800円）、いすは「いす（１人用）」を参照

し ＣＤ（ケースも含む） プラ ＣＤ、ケースは「プラ」、ジャケットの紙は「雑紙」

ＣＤプレーヤー 粗大 400

ＣＤラック（ＣＤタワー） 粗大 400

シーツ 紙・布 汚れがひどいものは50㎝四方未満に切って「可燃」

シート（ブルーシート、レジャーシート） 粗大 400 50㎝四方未満に切ったものは「プラ」（汚れがひどいものは「可燃」）、金具は「不燃」

敷きパッド（薄手） 紙・布 汚れがひどいものは50㎝四方未満に切って「可燃」

磁気マットレス 粗大 400 スプリングが入ったものは専門業者へ依頼してください

磁石 不燃

下着（肌着） 紙・布 汚れがひどいものは「可燃」

七輪 不燃

室内物干しスタンド 粗大 400

自転車（24インチ未満）電動式含む 粗大 400 防犯登録を抹消してください、電動式のバッテリーは購入先へ依頼してください

自転車（24インチ以上）電動式含む 粗大 800 防犯登録を抹消してください、電動式のバッテリーは購入先へ依頼してください

自転車カバーシート 粗大 400 汚れがひどいものは50㎝四方未満に切って「可燃」

自転車タイヤ（ホイルを含む） 粗大 400

自転車子供用シート 不燃 プラ 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

自動車座席カバーシート 粗大 400/1台 汚れがひどいものは50㎝四方未満に切って「可燃」

自動車カバーシート（車体用） 粗大 400 汚れがひどいものは50㎝四方未満に切って「可燃」

自動車フロアマット 粗大 400/1台

竹刀 粗大 400/5本 50㎝未満に切ったものは「可燃」

芝刈り機（手動式・電気式） 粗大 1200 エンジン式は専門業者へ依頼してください

写真 可燃

写真立て 不燃 プラ 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

写真立て（デジタルフォトフレーム） 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」、電池は取り外してください

蛇口 不燃

ジャッキ（自動車用手動式） 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

ジャッキ（油圧式） × 専門業者へ依頼してください

しゃもじ プラ 可燃 プラ製のものは「プラ」、木製のものは「可燃」

ジューサー（ミキサー） 粗大 400

絨毯（6畳未満） 粗大 400 50㎝四方未満に切ったものは「可燃」

絨毯（6畳以上） 粗大 800 50㎝四方未満に切ったものは「可燃」

充電器（家庭用電化製品用） 不燃 販売店への返却を優先してください

重箱 プラ 可燃

ジュニアシート プラ 可燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

シュレッダー（家庭用） 粗大 400

シュレッダー裁断紙 可燃 リサイクルできません

背負子（アウトドア用） 不燃 可燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

浄水器カートリッジ 可燃

除草剤の容器 可燃 不燃 中身を使い切り使用素材に応じて分別してください

書棚（1ｍ未満） 粗大 800

書棚（1ｍ以上1.5ｍ未満） 粗大 1200

書棚（1.5ｍ以上） 粗大 1600

食器戸棚（1.5ｍ未満） 粗大 1200

食器戸棚（1.5ｍ以上） 粗大 1600

ショッピングカート 粗大 400

書籍（文庫本・単行本・辞典） 紙・布

除湿器 粗大 400 フロンガスを含むものは専門業者へ依頼してください

除湿剤 可燃

将棋の駒 プラ 可燃

【凡例】○…主に該当する分別区分、△…使用素材によって該当する主な分別区分（記載された分別区分以外の場合もあります。）
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音 品名 分別区分 単価
（円） 備考○ △

し 将棋盤 可燃 不燃 厚さ5㎝以上または長さ50㎝以上のものは「粗大（400円）」

消火器 × 専門業者へ依頼してください

照明器具 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」、蛍光管は取り外し「有害」

照明器具の笠 可燃 プラ 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

障子 粗大 400

障子紙（未使用） 紙・布

浄水器（蛇口取付型・シンク収納設置型） 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」、カートリッジは「可燃」

食器 不燃 プラ 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

食器乾燥機 粗大 400

食器洗浄機 粗大 800

食用油 可燃 固めるか紙類に染み込ませてください

シンク（流し台） 粗大 400 リフォーム業者が交換した場合は業者に処分を依頼してください

シンセサイザー（卓上型） 粗大 400 据置型のものは専門業者へ依頼してください

新聞紙 紙・布

人工芝（6畳未満） 粗大 400 50㎝四方未満に切ったものは「可燃」

人工芝（6畳以上） 粗大 800 50㎝四方未満に切ったものは「可燃」

す 水槽 不燃 プラ 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

水筒 不燃

炊飯器 不燃

水中ポンプ（家庭用） 粗大 400

スーツケース 粗大 400

スカーフ 紙・布 汚れがひどいものは「可燃」

スキー（板） 粗大 800/1組

スキー（ストック） 粗大 400/1組 50㎝未満に切ったものは「不燃」

スキー（ブーツ） 不燃

スキーウェア 紙・布 汚れがひどいものは「可燃」

スキーバッグ（キャリア） 粗大 400

すきま家具 粗大 400

スキャナー 粗大 400

スケートシューズ 不燃

スケートボード 粗大 400

スコップ 粗大 400

硯（すずり） 不燃

すだれ 粗大 400 50㎝四方未満に切ったものは「可燃」

スチームクリーナー 粗大 800

スチール棚（1.5m未満） 粗大 400

スチール棚（1.5m以上） 粗大 800

スチール棒（園芸用） 粗大 400/5本 50㎝未満に切ったものは「不燃」

ステレオ（一式） 粗大 1200

ストーブ 粗大 400 灯油は使い切ってください、電池は取り外し「有害」、電池式で50㎝未満のものは「不燃」

ストーブガード 粗大 400

ストッキング 可燃

砂（砂利） × 再利用または専門業者へ依頼してください

スノーボード 粗大 400

すのこ 可燃 金具は「不燃」、50㎝以上のものは「粗大（400円）」

スピーカー 粗大 400

スプレー缶 有害 中身を使い切り風通しの良い屋外で穴をあけてください

すべり台（幼児用） 粗大 400

スポンジ（清掃用、食器用、風呂用など） プラ 汚れがひどいものは「可燃」

ズボンプレッサー 粗大 400

スリッパ 可燃

スロットマシーン × 専門業者へ依頼してください（子ども用の玩具は取り扱います）

せ せいろ 可燃 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

セーター 紙・布 汚れがひどいものは「可燃」

赤外線治療器（家庭用） 粗大 800

扇風機 粗大 400 電池式で小型のものは「不燃」（電池は取外し「有害」）

洗面器 プラ 可燃

精米機（家庭用） 粗大 800

製めん機（家庭用） 不燃

石こうボード × 専門業者へ依頼してください

石油タンク 不燃 プラ 中身を使い切り使用素材に応じて分別してください、50㎝以上のものは「粗大（400円）」

セラミックヒーター 粗大 400

【凡例】○…主に該当する分別区分、△…使用素材によって該当する主な分別区分（記載された分別区分以外の場合もあります。）
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せ セロハンテープ 可燃

洗顔器 不燃

センサーライト 不燃 蛍光管は取り外し「有害」

洗濯ばさみ プラ 不燃 金具を取り外せば「プラ」、金具が取れなければ「不燃」

洗濯機 × 家電リサイクル法対象品

剪定ばさみ 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

セントラルヒーティング × 専門業者へ依頼してください

そ 双眼鏡 不燃

造花 不燃 可燃

掃除機（コードレスタイプ含む） 粗大 400

掃除ロボット（ロボットクリーナー） 不燃 電池は取り外し「有害」

ソーラーパネル（太陽光） × 専門業者へ依頼してください

ソファー（1人用） 粗大 800

ソファー（2人以上用） 粗大 1200

ソファーベッド 粗大 1200

そり 粗大 400

そろばん 可燃

た 体温計（水銀） 有害 ケースに入れて割れないように出してください

体温計（電子） 不燃 電池は取り外し「有害」

台車（家庭用） 粗大 400

大正琴 粗大 400

タイプライター 不燃

タイヤ（自転車、一輪車などのゴム部分） 粗大 400/2本

タイヤ（自動車、バイクなど） × 専門業者へ依頼してください

タイル × 専門業者へ依頼してください

ダウンジャケット 紙・布 汚れがひどいものは「可燃」

タオル 紙・布 汚れがひどいものは「可燃」

タオルケット 紙・布 汚れがひどいものは50㎝未満に切って「可燃」

高枝ばさみ 粗大 400

竹ぼうき 粗大 400/5本 50㎝未満に切ったものは「可燃」

畳（本畳） × 専門業者へ依頼してください

畳のラグカーペット 粗大 400 中身がウレタンなどの薄いもの（約2㎝程度）

卓球台（家庭用） 粗大 800 競技用は専門業者へ依頼してください

脱水機 粗大 1200

楯（表彰用） 不燃 プラ

たらい 不燃 可燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

樽（たる） 粗大 400

たわし 不燃

タンス（1.5ｍ未満） 粗大 1200

タンス（1.5ｍ以上） 粗大 1600

丹前（はんてん、ちゃんちゃんこ） 紙・布 汚れのひどいものは50㎝四方未満に切って「可燃」

段ボール 紙・布 折りたたみヒモで十字にしばってください

反物 紙・布 芯があるものは抜いてください、汚れがひどいものは50㎝四方未満に切って「可燃」

体重計（ヘルスメーター） 不燃 電池は取り外し「有害」

ち チェーン（鎖） 不燃 プラ 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

チェーン（自動車用） 粗大 400/2本

チェーンソー（電気式） 粗大 1600 エンジン式は専門業者へ依頼してください

チェーンロック（自転車、バイク用） 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

チェスト（衣類収納） 粗大 800

地下足袋 可燃 金具は取り外して「不燃」

地球儀 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

チャイルドシート 粗大 400

茶箱 粗大 400

注射器・注射針 × 医療機関へ返却してください

チューナー（BC・CSなど） 粗大 400

チューブ（自転車など） 可燃 50㎝未満に切ってください、金具は取り除き「不燃」

ちりとり プラ 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

つ 衝立（ついたて） 粗大 400

杖（つえ） 不燃 可燃 保管寸法が50㎝以上のものは「粗大（400/5本）」

机（1ｍ未満） 粗大 800

机（1ｍ以上） 粗大 1200 学習机（棚と一体式）は「粗大（1200円）」、学習机の棚のみは「粗大（400円）」

漬け物石 × 再利用または専門業者へ依頼してください

【凡例】○…主に該当する分別区分、△…使用素材によって該当する主な分別区分（記載された分別区分以外の場合もあります。）
　　　  ×…受け入れできないもの
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音 品名 分別区分 単価
（円） 備考○ △

つ 土 × 再利用または専門業者へ依頼してください

突っ張り棚、突っ張り棒 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

釣竿 粗大 400/5本

壺（つぼ） 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

て ＤＶＤ -ＲＯＭドライブ 粗大 400 ＣＤ、ブルーレイも同様

ＤＶＤプレーヤー 粗大 400

低周波治療器 不燃 電池は取り外し「有害」、50㎝以上のものは「粗大（400円）」

ティッシュペーパー 可燃

ティッシュペーパーの空箱 紙・布 フィルムは取り外して「プラ」

テーブル（1ｍ未満） 粗大 400

テーブル（1ｍ以上） 粗大 800

テーブルクロス プラ 可燃 50㎝四方未満に切り使用素材に応じて分別してください

テーブルセット（アウトドア用） 粗大 400

テープレコーダー 粗大 400

鉄アレイ（1.5kg以上15kg未満） 粗大 400 1.5kg未満は「不燃」

鉄アレイ（15kg以上） 粗大 800

デッキブラシ 粗大 400

鉄板（アウトドア用） 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

鉄棒（子ども用遊具） 粗大 400

手袋 プラ 可燃

テレビ（ブラウン管、液晶、プラズマ） × 家電リサイクル法対象品

テレビ台（1ｍ未満） 粗大 400

テレビ台（1ｍ以上1.5ｍ未満） 粗大 800

テレビ台（1.5ｍ以上） 粗大 1200

電気アンカ 不燃

電気カーペット（6畳未満） 粗大 400 50㎝四方未満に切ったものは「可燃」、コントローラーやコードは「不燃」

電気カーペット（6畳以上） 粗大 800 50㎝四方未満に切ったものは「可燃」、コントローラーやコードは「不燃」

電気カミソリ 不燃 電池は取り外して「有害」、充電池は店頭リサイクルを優先してください

電気コード 不燃 軽く結んで出してください

電気座布団 粗大 400 50㎝四方未満に切ったものは「可燃」、コントローラーやコードは「不燃」

電気スタンド（卓上用、インテリア用） 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」、蛍光管や電池は取り外して「有害」

電気ポット 不燃

電気毛布 粗大 400 50㎝四方未満に切ったものは「可燃」、コントローラーやコードは「不燃」

電球 有害 ケースや紙類に包み安全な状態で出してください

電撃殺虫器（家庭用） 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

電子ピアノ 粗大 1600

電子レンジ 粗大 800

電卓 不燃 電池は取り外し「有害」

テント（アウトドア用） 粗大 800

電動泡立て器（ハンドミキサー） 粗大 400

電動工具（ドリル、ノコギリ等） 粗大 400 電池は取り外し「有害」

電動歯ブラシ 不燃 電池は取り外し「有害」

電話機 不燃 ＦＡＸ機能を含むものは「粗大（400円）」

電話台 粗大 400

と 投網（とあみ） 粗大 400

砥石（といし） 不燃

トイレットペーパーの芯 紙・布

トイレブラシ 可燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

トイレ用通水カップ（ラバーカップ） 可燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

銅壺（どうこ） 不燃

謄写版 可燃 金具は取り外して「不燃」、50㎝以上のものは「粗大（400円）」

動物死骸（ペット） 持込限定 動物死体処理申請書（500円 /1体）に記入いただき処分します

とうみ（木製農業器具） 粗大 800 電動式は専門業者へ依頼してください

灯油ポンプ（家庭用） 可燃 不燃 手動式は「可燃」、電動式は「不燃」（電池は取り外し「有害」）

トースター 不燃

時計（壁掛け時計、腕時計、置き時計） 不燃 電池は取り外し「有害」、50㎝以上のものは粗大（400円）

トタン板 粗大 400

ドライバー（ねじ回し） 不燃

ドライヤー 不燃

ドラム（楽器） 粗大 400

ドラム缶（家庭用焼却炉等の加工したもの） 粗大 400 事業活動によるものは専門業者へ依頼してください

トランクケース（スーツケース） 粗大 400

【凡例】○…主に該当する分別区分、△…使用素材によって該当する主な分別区分（記載された分別区分以外の場合もあります。）
　　　  ×…受け入れできないもの
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音 品名 分別区分 単価
（円） 備考○ △

と トランシーバー 不燃 電池は取り外し「有害」

トランポリン（子ども用玩具） 粗大 800

鳥かご 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

塗料缶 不燃 中身を使い切ってください、事業活動に伴う場合は専門業者へ依頼してください

トロフィー（表彰用） 不燃 プラ 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

な ナイトテーブル 粗大 400

苗木ポット（ビニールポット） プラ 容器の泥を落として出してください

長靴（釣り用も含む） 可燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」、50㎝未満に切れば「可燃」

長座布団 粗大 400

波板（プラスチック製・金属製） 粗大 400 50㎝四方未満に切ったものは使用素材に応じて分別してください

生ごみ 可燃 軽く絞り水気を切ってください

生ごみ処理容器（コンポスター） 粗大 400

生ごみ処理機（電気式） 粗大 800 電池は取り外し「有害」

鍋 不燃

に 人形 可燃 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

人形ケース 不燃 プラ 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

ぬ ぬいぐるみ 可燃 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

ね ネガフィルム（写真用） 可燃

ネクタイ 紙・布 汚れがひどいものは「可燃」

ネット（ゴルフ、園芸用等） 粗大 400

寝袋（アウトドア用） 粗大 400

粘土（図工用） 可燃

の 農業用シート（家庭菜園） 可燃 50㎝四方未満に切ってください

農薬（除草剤）容器 プラ 可燃 中身を使い切り使用素材に応じて分別してください

ノート 紙・布 金具は取り外して「不燃」

のこぎり 不燃 紙類で包み安全な状態で出してください、50㎝以上のものは「粗大（400円）」

農機具（耕運機、茶刈機） × 販売店や専門業者に依頼してください

は パーテーション（間仕切り） 粗大 800

バーベキューセット 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

バーベル（1.5kg以上15kg未満） 粗大 400 1.5㎏未満は「不燃」

バーベル（15kg以上） 粗大 800

ハーモニカ 不燃

バール（工具） 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

灰（家庭用） 持込限定 飛散しないように持ち込んでください

バイク用リアボックス（収納ボックス） 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

パイプハンガー 粗大 400

廃油（自動車オイル） × 販売店、ガソリンスタンドへお問い合わせください

廃油（食用油） 可燃 固めるか紙類に染み込ませてください

バインダー 可燃 金具は取り外して「不燃」

はがき 紙・布 可燃 光沢のある写真プリントは「可燃」

剥離紙（ラベルシール） 可燃

はく製（動物） 可燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

バケツ 不燃 プラ 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

羽子板 可燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

はしご（1.5ｍ未満） 粗大 400

はしご（1.5ｍ以上） 粗大 800

バスケットゴール（家庭用遊具） 粗大 800

パソコン × 資源有効利用促進法指定品目（メーカーや販売店へ依頼してください）

パソコンラック 粗大 400

パソコン周辺機器（マウス、キーボード等） 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

パチンコ台 × 専門業者へ依頼してください（子ども用玩具は取り扱います）

パチンコ玉 不燃

発煙筒（未使用のもの） 持込限定 ディーラー、カー用品店等で回収しています、使い切ったものは「可燃」

バッグ 可燃 不燃 金具が多いものは「不燃」、50㎝以上のものは「粗大（400円）」

バッテリー（自動車、バイク類） × 購入店などへ依頼してください

バット（野球） 粗大 400/5本 50㎝未満に切ったものは使用素材に応じて分別してください

発泡スチロール（家庭） プラ 事業活動によるものは「産廃」として専門業者へ依頼してください

花台（植木鉢台・フラワースタンド） 粗大 400

花火（使用済み） 可燃 火薬部分を十分水で濡らしてください（未使用のものは直接搬入してください）

歯ブラシ プラ 汚れがひどいものは「可燃」

歯ブラシ（電動式） 不燃 電池は取り外し「有害」

破魔矢（はまや） 可燃 50㎝以上のものは「粗大（400円 /5本）」

【凡例】○…主に該当する分別区分、△…使用素材によって該当する主な分別区分（記載された分別区分以外の場合もあります。）
　　　  ×…受け入れできないもの
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音 品名 分別区分 単価
（円） 備考○ △

は 歯みがき粉の容器 プラ

針 不燃 紙類に包み安全な状態で出してください（「針」と表示）

針金 不燃 紙類に包み安全な状態で出してください（「針金」と表示）

バリカン（電気式、手動式） 不燃 電池は取り外し「有害」

パレット（画材） プラ 可燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

ハロゲンヒーター 粗大 400

ハンガー プラ 不燃

ハンガーラック 粗大 400

ハンカチ 紙・布

飯ごう 不燃

はんてん 紙・布 汚れがひどいものは50㎝未満に切って「可燃」

ハンドクリーナー 粗大 400 電池式は「不燃」

ハンドミキサー（電動泡立て機） 粗大 400

パンフレット 紙・布

パン焼き機（ホームベーカリー） 粗大 400

ひ ピアノ（グランドピアノ） × 専門業者へ依頼してください

ビーチパラソル 粗大 400

ビーチボール プラ

ビールケース プラ 酒屋への返却を優先してください

ビールサーバ 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」、ボンベは販売店へ依頼してください

美顔器（フェイススチーマー） 粗大 400

魚籠（びく） 不燃 可燃

ひげそり（電気式、手動式） 不燃 電池は取り外し「有害」、紙類に包み安全な状態で出してください

ビデオカメラ 不燃 電池は取り外し「有害」

ビデオテープ 可燃 ケース（プラ製）は「プラ」、紙は「雑紙」

ビデオデッキ 粗大 400

ひな壇（5段未満） 粗大 400 付属品や人形は素材に応じて分別してください

ひな壇（5段以上） 粗大 800 付属品や人形は素材に応じて分別してください

ビニールシート 粗大 400 50㎝四方未満に切ったものは「プラ」

ビニールひも プラ 50㎝未満に切ってください、芯は使用素材に応じて分別してください

ビニールホース 粗大 400 50㎝未満に切ったものは使用素材に応じて分別してください

火鉢（ひばち） 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」、灰は取り除いてください

美容器具（手動マッサージ器具） 不燃

屏風 粗大 400

ビリヤードのキュー 粗大 400/5本

肥料の袋 プラ 可燃

びん（飲料、食用、薬用） びん 中身を使い切り軽くすすいでください

びん（飲料、食用、薬用以外） 不燃 中身を使い切り軽くすすいでください

ふ ファイル プラ 紙・布 金具は取り外して「不燃」

ファックス 粗大 400

ファックス用インクリボン 可燃 店頭リサイクルを優先してください

ファンシーケース 粗大 800

ファンヒーター 粗大 400 灯油は使い切ってください。電池は取り外し「有害」

フィルム（写真用） 可燃

ブースターケーブル 不燃 軽く結んで出してください

封筒 紙・布 ビニール、シールは取り除いてください

フードプロセッサー 粗大 400

プール（幼児用ビニール製） 粗大 400 50㎝四方未満に切ったものは「プラ」（汚れがひどいものは「可燃」）

フェンス 粗大 400 外構工事による場合は専門業者へ依頼してください

襖（ふすま） 粗大 400

仏壇 持込限定 1m未満「粗大（400円）」、1m以上「粗大（800円）」

フットバス（足湯） 粗大 400

布団 粗大 400

布団カバー 紙・布 汚れがひどいものは50㎝四方未満に切って「可燃」

布団ケース（収納用） 粗大 400 50㎝四方未満に切ったものは使用素材に応じて分別してください

布団たたき 粗大 400 50㎝四方未満に切ったものは使用素材に応じて分別してください

フライパン 不燃

ブラインド 粗大 400

ブランコ（幼児用） 粗大 800

プランター（園芸用） プラ 可燃 50㎝未満で汚れていれば「可燃」、50㎝以上のものは「粗大（400円 /5個）」

プリンター（インク式） 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」、レーザー式は「粗大（800円）」

プリンター（多機能式） 粗大 800 コピー、スキャナー機能を兼ね備えたもの

【凡例】○…主に該当する分別区分、△…使用素材によって該当する主な分別区分（記載された分別区分以外の場合もあります。）
　　　  ×…受け入れできないもの
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音 品名 分別区分 単価
（円） 備考○ △

ふ ブルーレイレコーダー 粗大 400

ブルーワーカー（健康器具） 粗大 400

フローリングマット プラ 可燃 50㎝以上のものは粗大（6畳未満「粗大（400円）」、6畳以上「粗大（800円）」）

風呂釜 × 専門業者に依頼してください

プロジェクションテレビ（1m未満） 粗大 800 家電リサイクル法対象外に限ります

プロジェクションテレビ（1m以上1.5未満） 粗大 1200 家電リサイクル法対象外に限ります

プロジェクションテレビ（1.5m以上） 粗大 1600 家電リサイクル法対象外に限ります

プロジェクター 粗大 400

ブロック × 専門業者へ依頼してください

フロッピーディスク 不燃 保存データは事前に消去してください、ケース（プラ製）は「プラ」、紙は「雑紙」

風呂の椅子（バスチェア） プラ 可燃

風呂の蓋 粗大 400 50㎝四方未満に切ったものは使用素材に応じて分別してください。（分割でも一式扱い）

風呂マット 粗大 400 50㎝四方未満に切れば「可燃」

ブロワ（ハンディブロワ） 粗大 800 電池は取り外し「有害」

ブロワポンプ（家庭浄化槽用） 粗大 400 家庭用の小型のものに限ります

糞（ペット） 可燃 紙等に包んで出してください

文鎮（ぶんちん） 不燃

噴霧器（家庭用蓄圧式） 粗大 400

噴霧器（家庭用電池式、電動式） 粗大 800 電池は取り外し「有害」、エンジン式は専門業者へ依頼してください

へ ヘアーカーラー 可燃 不燃

ヘアードライヤー 不燃

ヘアーブラシ 不燃 可燃

ヘッジトリマー（電気式刈込機） 粗大 1600 エンジン式は専門業者へ依頼してください

ベッド（医療用・介護用） × 専門業者へ依頼してください

ベッド（シングル、ダブル） 粗大 1600 マットレスは別途「粗大（400円）」扱い（スプリング入りのマットレスは専門業者へ依頼してください）

ベッドカバー 紙・布 汚れがひどいものは50㎝四方未満に切って「可燃」

ペットキャリー（ペット運搬用ゲージ） 不燃 可燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

ペットゲージ（ペットサークル） 粗大 400

ペットシート（トイレ用シート） 可燃

ベッﾄﾞパット（厚手） 粗大 400 汚れがひどいものは50㎝四方未満に切って「可燃」

ぺットボトル ペット キャップ、ラベルは取り外して「プラ」、中身をすすいでください

ペット用トイレの砂 可燃 少量ずつ出してください

ベニヤ板 粗大 400 50㎝四方未満に切ったものは「可燃」

ベビーカー 粗大 400

ベビーバス 粗大 400

ベビーベッド 粗大 800

ベビーラック 粗大 400

ヘルスメーター（体重計） 不燃 電池は取り外し「有害」、50㎝以上のものは「粗大（400円）」

ベルト 可燃 不燃 ベルト部分は「可燃」、金具部分は「不燃」

ヘルメット（バイク、自転車、スポーツ用） 不燃 金具がなければ「可燃」、事業用は産廃処理業者へ依頼してください

変圧器（旅行用） 不燃

ベンチ（縁台）1m未満 粗大 400

ベンチ（縁台）1m以上 粗大 800

ペンチ（工具） 不燃

便器（陶器製） × 専門業者へ依頼してください

便器（ポータブルなどの簡易トイレ） 可燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」、未使用でプラ製のものは「プラ」

便座 プラ 50㎝以上のものは「粗大（400円）」、汚れがひどいものは「可燃」

便座（機能付） 粗大 400

ほ ボアシーツ 紙・布

望遠鏡 粗大 400

ほうき（竹ぼうき等） 粗大 400/5本 50㎝未満に切ったものは「可燃」

防災頭巾 可燃

帽子 可燃 金具は取り外して「不燃」

帽子スタンド 粗大 400

防虫剤 可燃

包丁 不燃 ケースや紙袋に包み安全な状態で出してください（「包丁」と表示）

防犯カメラ（ダミーカメラ等） 不燃 電池は取り外し「有害」

防犯ブザー 不燃 電池は取り外し「有害」

ホーイルキャップ（自動車） プラ 50㎝以上のものは「粗大（400円）」、金具は取り外し「不燃」

ホース 粗大 400 50㎝未満に切ったものは使用素材に応じて分別してください

ホースリール（ホース除く） 不燃 ホースを含むものは「粗大（400円）」

ホームベーカリー（パン焼き器） 粗大 400

【凡例】○…主に該当する分別区分、△…使用素材によって該当する主な分別区分（記載された分別区分以外の場合もあります。）
　　　  ×…受け入れできないもの
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ほ ボール（野球、ゴルフ、サッカー等） 可燃 ボウリングのボールは購入店へ依頼してください

ボールペン 不燃 プラ

歩行器（乳幼児用） 粗大 400

ホッチキス（ホッチキスの芯も含む） 不燃

ポット 不燃

ホットプレート 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

ホッピング（遊具） 粗大 400

ボディーボード 粗大 400

ボトル（食用油） プラ 中身を使い切り軽くすすいでください

ポリタンク（灯油、水用） プラ 汚れがひどいものは「可燃」、中身は使い切ってください

ポリッシャー（車用電動ワックスかけ） 粗大 400

ボトル（酒類） びん キャップは「不燃」

保冷剤 可燃

ホワイトボード 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

ポンプ（家庭用電動式） 不燃 風呂用、水槽用ポンプなど小型のものに限ります

ボンベ（プロパンガス用） × 購入先へ依頼してください

ま 麻雀台 粗大 400 電気式は専門業者へ依頼してください

麻雀パイ 可燃

麻雀マット 粗大 400

マイク 不燃 電池は取り外し「有害」

マウス（パソコン用） 不燃

まきストーブ 粗大 800

マグネットシート 可燃 50㎝四方未満に切ってください

まくら 可燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

間仕切り（パーテーション） 粗大 800

マッサージ機（いす型） 粗大 1600

マッサージ機（小型） 粗大 400

マッチ（未使用のもの） 持込限定 使い切ったものは「可燃」(十分水で濡らしてから出してください )

マットレス 粗大 400 スプリング入りのマットレスは専門業者へ依頼してください

松葉杖 粗大 400/2本

まな板 可燃 プラ 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

マニキュアの容器（びん） 不燃 中身は使い切ってください

マネキン（人台） 粗大 400 服飾の練習用として家庭で使用していたものに限る

マネキン（頭部） 粗大 400 理容、美容練習用として家庭で使用していたものに限る

魔法瓶（ポット） 不燃

み ミキサー（調理器具） 粗大 400

ミシン（足踏み式） 粗大 1200

ミシン（卓上式） 粗大 400

水着 可燃

水枕 可燃 金具部分は「不燃」

ミニコンポ 粗大 800

む 虫かご プラ

虫取り網 粗大 400/5本 50㎝未満に切ったものは使用素材に応じて分別してください

虫眼鏡 不燃

無線機（アマチュア無線用） 粗大 400 ハンディタイプは「不燃」（電池は取り外し「有害」）

め メガネ 不燃 プラ

メトロノーム 不燃

面（野球、剣道等の防具） 不燃

も モーター 不燃 玩具用で小型のものに限る

モップ 粗大 400/5本 50㎝未満に切ったものは使用素材に応じて分別してください

物干し竿 粗大 400/2本 50㎝未満に切ったものは使用素材に応じて分別してください

物干しハンガー 粗大 400

物干し台（コンクリートの土台） × 専門業者へ依頼してください

物干し台（支柱部分） 粗大 400/2本

物置（スチール製組立式） 持込限定 1600 2m以上は専門業者へ依頼してください

毛布 紙・布 汚れがひどいものは50㎝四方未満に切って「可燃」

木炭（脱臭用、キャンプ用） 可燃 十分水で濡らしてから出してください

餅つき器 粗大 400

門扉 × 専門業者へ依頼してください

や やかん 不燃

ゆ 湯たんぽ プラ 不燃

湯沸器 粗大 400

【凡例】○…主に該当する分別区分、△…使用素材によって該当する主な分別区分（記載された分別区分以外の場合もあります。）
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よ 浴槽（バスタブ） × 専門業者へ依頼してください

よしず 粗大 800 50㎝未満に切ったものは「可燃」

ら ライター（使い捨て） 有害 可能な限り使い切り個別に透明袋に入れて出してください

ライティングデスク（1m未満） 粗大 800

ライティングデスク（1m以上） 粗大 1200

ラケット（テニス、バドミントン、卓球） 不燃 可燃

ラジオ 不燃 電池は取り外し「有害」

ラジカセ 粗大 400 電池は取り外し「有害」

ラジコンカー 不燃 電池は取り外し「有害」、50㎝以上のものは「粗大（400円）」

ラック（1m未満） 粗大 400

ラック（1m以上） 粗大 800

ラップ（調理用） プラ 汚れがひどいものは「可燃」

ラップの空き箱（芯も含む） 紙・布 金具（刃）は取り外し「不燃」

ラティス（園芸用フェンス） 粗大 400 50㎝未満に切ったものは「可燃」

ラミネーター 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

ランチジャー（保温弁当箱） 不燃

ランドセル 不燃

り リール（釣具） 不燃 釣り糸は事前にリールから外し「可燃」

リモコン（テレビ、エアコンなど） 不燃 電池は取り外し「有害」

リュックサック（デイパック） 可燃 金具は取り外し「不燃」

れ 冷温庫（車用等） × フロン使用につき専門業者へ依頼してください

冷蔵庫、冷凍庫 × 家電リサイクル法対象品

冷風機、冷風扇 粗大 400 フロンを含むものは専門業者へ依頼してください

レーザーディスク 可燃 ケース、ジャケットは使用素材に応じて分別してください

レーザーディスクプレイヤー 粗大 400

レコードプレーヤー 粗大 400

レコード盤 プラ ジャケットが紙（雑紙）のものは分別してください

レシート 可燃

レンガ（レンガブロック） × 専門業者へ依頼してください

レンジ台（米びつ付） 粗大 800

練炭 可燃

ろ ロースターグリル（調理器具） 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

ロープ（麻製、ビニール製） 粗大 400 50㎝未満に切ったものは使用素材に応じて分別してください

ローラースケート（ローラーブレード） 不燃

ロールスクリーン（ロールカーテン） 粗大 400 取付幅1.5m以上は「粗大（800円）」

ロッキングチェアー 粗大 400

ロボット掃除機 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

わ ワードプロセッサー（ワープロ） 粗大 400

ワイヤーロープ × 専門業者へ依頼してください

ワゴンテーブル（キッチンワゴン） 粗大 400

綿 可燃

ワッフルメーカー（調理器具） 不燃 50㎝以上のものは「粗大（400円）」

【凡例】○…主に該当する分別区分、△…使用素材によって該当する主な分別区分（記載された分別区分以外の場合もあります。）
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