
 

 

            ※粗大ごみ・廃品・不要品回収時には、一律 3,000円（税別）の基本料金がかかります。 

可燃ごみ 

不燃ごみ 

混合ごみ 

（混ざり） 

ごみ袋 45 リットル 1袋分 ¥500 ※生ごみ・医療系ごみ除く 

ごみ袋 90 リットル 1袋分 ¥1,000 ※生ごみ・医療系ごみ除く 

あ アイロン ¥0  

網戸（アルミ） ¥0 ガラス付は¥500 

編み機 ¥0  

アルミホイル  ¥0 タイヤ付も含む 

い 椅子（一人がけ） ¥800  

椅子（座椅子） ¥800  

椅子（折りたたみ） ¥800  

え エアコン ※ウインドエアコン含む ¥2,000 取外しは別途¥6,000 

エアロバイク ¥0  

エレクトーン ¥8,000  

FRP船  ※1 メートル当たり ¥10,000 ※6 メートル以上は別途料金 

お 温風機・オイルヒーター ¥0  

か カーペット(6畳） ¥2,000 4.5畳¥1,500 

ガステーブル(コンロ) ¥0  

飾り棚(中) ¥2,500 小¥1,500 大¥4,500 

神棚 ※ 処分料金はお問い合わせくださ

い 

カラオケセット ¥2,000  

カラーボックス（プラ） ¥300 木製¥500 

乾燥機 ¥3,000 取り外しは別途¥3,000～ 

き キーボード＆マウス ¥0  

ギター ¥300  

脚立（金属製） ¥0  

鏡台 ¥2,500～  

金庫(耐火) ¥3,000～  

く 空気清浄機 ¥0  

クッション ¥300～  

車いす ¥0  

け 蛍光管 ¥300  

下駄箱 ¥1,000～  

こ こたつ ¥1,000  

米びつ（金属製） ¥0  

ゴルフクラブ（金属製） ¥0  

ゴルフバッグ ¥800  

さ サーフボード（ロング） ¥2,500  



 

 

            ※粗大ごみ・廃品・不要品回収時には、一律 3,000円（税別）の基本料金がかかります。 

座椅子 ¥800  

サイドボード ¥1,000～  

サッシ(窓枠ガラス付)  ¥500 1枚当たり 

座布団 ¥200 1枚当たり 

自動車用シート  ¥1,500  

三段ボックス（木製） ¥500  

し シーリングライト（蛍光灯無し） ¥0 蛍光灯付いている場合¥300 

自転車 ¥0  

シャンデリア ¥800  

ジューサー（ガラス付） ¥300  

食器洗い機 ¥0  

食器棚 ¥2,000～  

消火器  1本当たり 

す 炊飯器 ¥0  

姿見（スタンド鏡） ¥500  

スーツケース（中） ¥800 小￥５００ 大￥1,000 

スキー・スノーボード板 ¥2,000  

スキー・スノボブーツ ¥800  

ステップトレーナー ¥0  

ステレオ ¥0  

ステレオスピーカー 2個セット ¥1,000～  

ストーブ ¥0  

せ 洗濯機 ¥3,000 ドラム式含む 

扇風機 ¥0  

洗面台 ¥2,500  

そ 掃除機 ¥0  

ソファー（一人掛け） ¥1,500  

ソファー(二人掛け） ¥2,500  

ソファー（三人掛け） ¥3,500 ソファーベット含む 

た ダイニングチェアー ¥1,000  

ダイニングテーブル ¥2,500  

タイヤ（ホイール無し）※普通車サイ

ズ 

¥250 ホイール付は￥０ 

畳 （一畳分） ¥2,500 半畳¥1,500 

ＤＶＤレコーダー ¥0  

タンス（小） ¥3,500  

タンス（中） ¥4,000  

タンス（大） ¥4,500～  



 

 

            ※粗大ごみ・廃品・不要品回収時には、一律 3,000円（税別）の基本料金がかかります。 

ダンベル ¥0  

ち チャイルドシート ¥800  

つ 机（木製） ¥1,000～  

て 鉄くず ￥0  

ディスプレイ（パソコン用） ¥800  

電話機 ¥0  

テレビ ¥2,000 15型以下 

¥3,000 16型以上 

テレビデオ ¥2,000 15型以下 

¥3,000 16型以上 

テレビボード ¥1,000～  

電気スタンド ¥0  

電気ストーブ ¥0  

電子レンジ ¥0  

電動自転車 ¥0  

テーブル（木製ローテーブル） ¥1,500～  

テーブル（ガラスローテーブル） ¥1,500～  

と 

 

トースター ¥0  

ドア（木製） ¥1,000 1枚当たり 

な 流し台 ¥3,000  

の 農機具  ¥0  

は パイプベット ¥2,000 電動の場合は¥3,000 

パソコン（ノート） ¥0  

パソコン（デスクトップ） ¥0  

パソコンデスク ¥1,000  

バイク ¥0  

バッテリー（自動車・農機・バイク） ¥0  

バンパー(車用樹脂製) ¥500 鉄製の場合は¥0 

ハンガースタンド（木製） ¥500 鉄製の場合は¥0 

 

ひ ピアノ ¥13,500～  

ビデオカメラ ¥0  

ビデオデッキ ¥0  

ふ ファンヒーター ¥0  

仏壇・仏具 ※ 処分料金はお問い合わせくださ

い 

ふすま ¥500 1枚当たり 

布団・毛布（1枚あたり） ¥500 敷き布団・掛布団セットで

￥1,000 

ふとん乾燥機 ¥0  



 

 

            ※粗大ごみ・廃品・不要品回収時には、一律 3,000円（税別）の基本料金がかかります。 

ぶら下がり健康器 ¥0  

プリンター複合機 ¥3,000 120cm程度 

プリンター（インクジェット） ¥0 60cm程度 

風呂の浴槽 ¥2,000～  

へ ベッド（シングル） ¥3,000  

ベッド（セミダブル） ¥4,000  

ベッド（ダブル） ¥5,000  

ベビーカー ¥500  

ベビーベット ¥2,000  

ほ ポット ¥0  

本棚 ¥1,000  

ボウリングの玉 ¥500  

ま マットレス（シングル） ¥3,000 足つきマットレスの場合 

¥1,000追加 

マットレス（セミダブル） ¥4,000  

マットレス（ダブル） ¥5,000  

マッサージチェア ¥3,000～  

マフラー（車用） ¥0  

み ミニコンポ ¥0 スピーカー木製の場合¥1,000 

ミシン ¥0 足踏み式（木製）は¥1,000 

め メタルラック ¥0  

も 物置（鉄製） ¥0 ※別途解体費用 

物干し竿（鉄製） ¥0  

物干し台（コンクリート） 1台あたり ¥1,500  

よ 洋服タンス（小） ¥3,500  

洋服タンス（中） ¥4,000  

洋服タンス（大） ¥4,500～  

よしず ¥500  

ら ラジカセ ¥0  

り 旅行用バッグ ¥800  

る ルームランナー ¥0  

れ 冷蔵庫・冷凍庫 ¥4,000 170ℓ以下 

¥5,000 171ℓ以上 

レンジ台（木製） ¥1,000～  

冷風機 ¥0  

 


