
Ｒ5.2.28現在

種別 品目 金額
電気・ガス・石油器具 アンプ 500円
電気・ガス・石油器具 加湿器 300円
電気・ガス・石油器具 ガスレンジ・ガスコンロ・ガステーブル ※ビルトイン・IHは収集不可 300円
電気・ガス・石油器具 空気清浄機 300円
電気・ガス・石油器具 コピー機（卓上用）　※家庭用 500円
電気・ガス・石油器具 シュレッダー※家庭用 300円
電気・ガス・石油器具 照明器具・電気スタンド　※蛍光管・電球ははずす 300円
電気・ガス・石油器具 食器洗い乾燥機（卓上タイプ）※ビルトインは収集不可 1000円
電気・ガス・石油器具 食器乾燥機（卓上タイプ） ※ビルトインは収集不可 500円
電気・ガス・石油器具 ステレオセット類　　　　　　　　　　　　　　 1500円
電気・ガス・石油器具 ストーブ　オイルヒーター 500円
電気・ガス・石油器具 ストーブ　ガスストーブ（コンセント未使用　ファンヒーターなし） 500円
電気・ガス・石油器具 ストーブ　ガスストーブ（コンセント使用　ファンヒーターあり） 800円
電気・ガス・石油器具 ストーブ　石油ストーブ（コンセント未使用　ファンヒーターなし） 500円
電気・ガス・石油器具 ストーブ　石油ストーブ（コンセント使用　ファンヒーターあり） 800円
電気・ガス・石油器具 ストーブ　電気ストーブ・電気ファンヒータ・遠赤外線ヒータ・ハロゲンヒーター 300円
電気・ガス・石油器具 ストーブ　パネルヒーター 500円
電気・ガス・石油器具 スピーカー（２個まで） 500円
電気・ガス・石油器具 ズボンプレッサー 300円
電気・ガス・石油器具 扇風機・サーキュレーター 300円
電気・ガス・石油器具 掃除機 300円
電気・ガス・石油器具 電子レンジ・オーブンレンジ 1300円
電気・ガス・石油器具 ファックス 500円
電気・ガス・石油器具 ファックス電話機 300円
電気・ガス・石油器具 プリンター（印刷機能のみ・コピー機能等なし）※家庭用 300円
電気・ガス・石油器具 プリンター（コピー機能あり）　※家庭用 500円
電気・ガス・石油器具 プレーヤー　CDプレーヤー　MDプレーヤー 500円
電気・ガス・石油器具 プレーヤー　DVDプレーヤー・DVDレコーダー・ブルーレイプレーヤー・ブルーレイレコーダー 500円
電気・ガス・石油器具 プレーヤー　ビデオデッキ 500円
電気・ガス・石油器具 プレーヤー　レコードプレーヤー 500円

粗大ごみ品目一覧（粗大ごみインターネット申込用）



種別 品目 金額
電気・ガス・石油器具 ミシン(ポータブル式）                         　　　　　　　　　 500円
電気・ガス・石油器具 ミシン(足踏み式）　                          　　　　　　　　　　 800円
電気・ガス・石油器具 ミニコンポ(本体、スピーカー２個まで） 500円
電気・ガス・石油器具 ワープロ ワードプロセッサー（ノート型）※パソコンは不可 500円
電気・ガス・石油器具 ワープロ ワードプロセッサー（デスクトップ型）※パソコンは不可 800円

家具・寝具 アコーディオンカーテン 500円
家具・寝具 衣装箱・衣類ケース（缶・プラスチック製） 300円
家具・寝具 椅子・イス・いす（折りたたみ） 300円
家具・寝具 椅子・イス・いす（事務用・学習用・ダイニング用・座椅子） 500円
家具・寝具 椅子・イス・いす（ベビーチェア　キッズチェア　※ローチェアタイプ） 300円
家具・寝具 椅子・イス・いす（ベビーチェア　キッズチェア　※ハイチェアタイプ　） 500円
家具・寝具 椅子・イス・いす（ベビー用ハイローチェア　ベビーラック）※手動式 500円
家具・寝具 椅子・イス・いす（ベビー用ハイローチェア　ベビーラック）※電動式 800円
家具・寝具 ウッドカーペット（4.5畳未満） 500円
家具・寝具 ウッドカーペット（4.5畳以上6畳未満） 800円
家具・寝具 ウッドカーペット（6畳以上） 1000円
家具・寝具 オットマン・スツール 500円
家具・寝具 カーテンレール（５本まで） 300円
家具・寝具 カーペット・電気カーペット・絨毯・ラグ（4.5畳未満）※ウッドカーペットは別申込 300円
家具・寝具 カーペット・電気カーペット・絨毯・ラグ（4.5畳以上）※ウッドカーペットは別申込 500円
家具・寝具 カラーボックス(最大辺90cm未満） 300円
家具・寝具 キッチンワゴン　（最大辺90ｃｍ未満） 300円
家具・寝具 キャビネット（最大辺90cm未満） 500円
家具・寝具 キャビネット（最大辺90cm以上） 1000円
家具・寝具 鏡台・ドレッサー　※椅子がセットの場合は椅子も合わせて収集可 500円
家具・寝具 クッション（最大辺60ｃｍ以上）（1つ） 300円
家具・寝具 クッション・枕・ぬいぐるみ（最大辺60cm未満）（３つまで） 300円
家具・寝具 ビーズクッション　ヨギボー類（1人用） 500円
家具・寝具 ビーズクッション　ヨギボー類（2人用） 1000円
家具・寝具 下駄箱・げた箱 500円
家具・寝具 こたつ　※こたつ板は別申込　　　　　　　　　　　 300円



種別 品目 金額
家具・寝具 こたつ板　※こたつ本体は別申込 300円
家具・寝具 米びつ・米びつ付きレンジ台 500円
家具・寝具 サイドボード・リビングボード・ローボード（最大辺90cm未満） 500円
家具・寝具 サイドボード・リビングボード・ローボード（最大辺90cm以上） 1000円
家具・寝具 座布団（５枚まで） 300円
家具・寝具 長座布団（２枚まで） 300円
家具・寝具 姿見・鏡・ミラー 300円
家具・寝具 ソファー（一人用）※電動ソファーは収集不可 500円
家具・寝具 ソファー（二人用）（三人用）※電動ソファーは収集不可 1000円
家具・寝具 ソファーベッド ※電動ソファーは収集不可 1500円
家具・寝具 和食器棚・食器棚（最大辺90cm未満）※扉・引き出しつき 500円
家具・寝具 和食器棚・食器棚（最大辺90cm以上）※扉・引き出しつき 1000円
家具・寝具 本棚・書棚（最大辺90cm未満）※扉・引き出しつき 500円
家具・寝具 本棚・書棚（最大辺90cm以上）※扉・引き出しつき 1000円
家具・寝具 棚（最大辺50cm以上90cm未満）※扉・引き出しなし 300円
家具・寝具 棚（最大辺90cm以上）※扉・引き出しなし 500円
家具・寝具 棚・学習机の上の棚　（最大辺90cm未満） 300円
家具・寝具 メタルラック・スチール棚（最大辺50cm以上90cm未満）※扉・引き出しなし 300円
家具・寝具 メタルラック・スチール棚（最大辺90cm以上）※扉・引き出しなし 500円
家具・寝具 たんす・押入れたんす・チェスト（最大辺90cm未満） 500円
家具・寝具 たんす・チェスト（最大辺90cm以上） 1000円
家具・寝具 茶箱 500円
家具・寝具 衝立・ついたて・パーテーション 800円
家具・寝具 机・学習机（蛍光管・電球は取りはずす）※学習机の上の棚は別申込　　　 1000円
家具・寝具 机の下の引き出し・サイドワゴン 500円
家具・寝具 テーブル・座卓・ローテーブル　折りたたみテーブル（最大辺50cm未満かつ5キロ以上）　　 300円
家具・寝具 テーブル・座卓・ローテーブル　折りたたみテーブル（最大辺50cm以上90cm未満）　　 500円
家具・寝具 テーブル・座卓・ローテーブル（最大辺90cm以上 ) 800円
家具・寝具 テレビ台（最大辺50cm未満かつ5キロ以上） 300円
家具・寝具 テレビ台（最大辺90cm未満） 500円
家具・寝具 テレビ台（最大辺90cm以上） 800円



種別 品目 金額
家具・寝具 パイプハンガー 500円
家具・寝具 バウンサー・ク―ハン 300円
家具・寝具 パソコンデスク(ラック・棚なし）       　 300円
家具・寝具 パソコンデスク（ラック・棚つき） 500円
家具・寝具 ハンガーラック・ポールハンガー 500円
家具・寝具 引き出し（最大辺50cm以上90cm未満） 300円
家具・寝具 引き出し（最大辺90cm以上） 500円
家具・寝具 掛布団・敷布団・こたつ布団・かいまき・（1枚分） 300円
家具・寝具 ベビー布団（一式）　　 　　　　　　　　　 　　　 300円
家具・寝具 ブラインド 300円
家具・寝具 パイプベッド　※ベッドマットは別申込 800円
家具・寝具 ロフトベッド（ベッド部分のみ）　※ベッドマット・机・引き出し収納は別申込 800円
家具・寝具 ベッド（枠）木製　※ベッドマットは別申込 500円
家具・寝具 ベビーベッド（布団も可）　　 　　　　　　　　　 　　　 500円
家具・寝具 二段ベッド用はしご 300円
家具・寝具 折りたたみベッド　 800円
家具・寝具 ベッドマット（スプリング無し）シングル 500円
家具・寝具 ベッドマット（スプリング入り）シングル 1000円
家具・寝具 ベッドマット（スプリング無し）セミダブル以上 800円
家具・寝具 ベッドマット（スプリングト入り）セミダブル 1300円
家具・寝具 ベッドマット（スプリング入り）ダブル 1500円
家具・寝具 マットレス（折りたたみ可能なもの） 300円
家具・寝具 抱き枕 300円
家具・寝具 毛布・電気毛布 300円
家具・寝具 ロールスクリーン 300円
家具・寝具 ロッカー（最大辺90cm未満） 500円
家具・寝具 ロッカー（最大辺90cm以上） 1000円

趣味・健康用品 楽器（ギターなど　7kg未満）　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 300円
趣味・健康用品 楽器ケース（ハードケース） 300円
趣味・健康用品 楽器用キーボード ※電子ピアノは収集不可 300円
趣味・健康用品 キックボード・スケートボード 300円



種別 品目 金額
趣味・健康用品 キャンプ用品　テント・タープ 300円
趣味・健康用品 キャンプ用品　バーベキューグリルセット 300円
趣味・健康用品 キャンプ用品　ピクニックテーブル・椅子付きキャンプテーブル 500円
趣味・健康用品 キャンプ用品　折りたたみ椅子 300円
趣味・健康用品 クーラーボックス 300円
趣味・健康用品 健康器具　サイクリング・エアロバイク 1300円
趣味・健康用品 健康器具　ステッパー（手すりなし） 500円
趣味・健康用品 健康器具　ステッパー（手すりあり） 800円
趣味・健康用品 健康器具　腹筋台・ベンチトレーニング 800円
趣味・健康用品 健康器具　ぶらさがり健康機 800円
趣味・健康用品 健康器具　マッサージチェア 1500円
趣味・健康用品 健康器具　ランニングマシーン・ウオーキングマシン・ルームランナー 1300円
趣味・健康用品 健康器具　レッグマジック 500円
趣味・健康用品 健康器具　ロデオボーイ 1300円
趣味・健康用品 健康器具　ワンダーコア 500円
趣味・健康用品 ゴルフバッグ・キャディーバッグ　※ゴルフクラブは別申込 300円
趣味・健康用品 ゴルフクラブ（３本まで ）※ゴルフバッグ・キャディバッグは別申込        　 300円
趣味・健康用品 スキー板 ※１組　ストック２本もあわせて収集可 　　　　　　　 300円
趣味・健康用品 スキー靴　　　　　　                     　　　 300円
趣味・健康用品 スキーキャリア（車両用） 300円
趣味・健康用品 スノーボード板　※靴もあわせて収集可　　　　　 　 　　 300円
趣味・健康用品 釣り竿（10本まで）                 　 300円
趣味・健康用品 バット（3本まで　カバーも可） 300円
趣味・健康用品 フラワースタンド（植木台） 300円
趣味・健康用品 プランター（プラスチック製）　植木ガーデニング用（３個まで） 300円
趣味・健康用品 ボディボード ※サーフボードは収集不可 300円
趣味・健康用品 ラケット（3本まで　カバーも可） 300円
趣味・健康用品 ラティス　※１畳(180cm×90cm）まで 300円
趣味・健康用品 ルーフボックス（車の屋根に載せる箱状のケース） 800円

その他 アイロン台 300円
その他 一斗缶・ポリタンク（18㍑～20㍑） 300円



種別 品目 金額
その他 額縁 300円
その他 傘立て（陶器製以外） 300円
その他 傘立て（陶器製） 500円
その他 脚立・はしご（高さ90cm未満） 300円
その他 脚立・はしご（高さ90cm以上） 500円
その他 車椅子（手動式）※電動式は収集不可 500円
その他 ござ 300円
その他 子ども用遊具 おもちゃ 7kg未満（幼児用自動車・木馬など） 300円
その他 子ども用遊具 歩行器 300円
その他 子ども用遊具 一輪車 300円
その他 子ども用遊具 三輪車 300円
その他 子ども用遊具　ストライダー 300円
その他 ごみ箱 300円
その他 室内物干し 300円
その他 自転車（18インチ未満） 300円
その他 自転車（18インチ以上・電動アシスト式は除く）※子ども乗せ座席・自転車用チャイルドシートは別申込500円
その他 自転車（電動アシスト式） ※子ども乗せ座席・自転車用チャイルドシートは別申込 1000円
その他 折りたたみ自転車 500円
その他 自転車用チャイルドシート・自転車用こども座席 300円
その他 シャベル・スコップ 300円
その他 ショッピングカート・シルバーカー（買い物用）・キャリーカート 300円
その他 水槽　※蛍光管は取りはずす　　　　　　　　　　　 500円
その他 スーツケース・キャリーバッグ（最大辺　60cm未満） 300円
その他 スーツケース・キャリーバッグ（最大辺　60cm以上） 500円
その他 すだれ 300円
その他 すのこ　※１畳(180cm×90cm）まで 300円
その他 洗濯機ラック 300円
その他 台車 500円
その他 タイヤチェーン（ケースも収集可） ※２輪分で一式 300円
その他 つっぱり棒・つえ等・枝切りバサミ・空気入れ・ほうき・モップ類・剪定バサミ （合わせて5本まで） 300円
その他 人形ケース　※人形は収集しません　 　 300円



種別 品目 金額
その他 ひな壇　※人形は収集しません　　　   　　 500円
その他 布団干し 300円
その他 風呂のふた・浴槽ふた 300円
その他 ペット用品　ペットカート 500円
その他 ペット用品　キャリーケース 300円
その他 ペット用品　ケージ 300円
その他 ペット用品　トイレ 300円
その他 ペット用品　鳥かご（高さ50cm以上） 300円
その他 ペット用品　ペット小屋 500円
その他 ベニヤ板 　※１畳(180cm×90cm）まで 300円
その他 ベビーカー 500円
その他 ベビーシート・チャイルドシート・ジュニアシート 300円
その他 ベビーバス 300円
その他 ベビーサークル・ベビーゲート・ベビーガード 300円
その他 便座・ウォシュレット 300円
その他 ホースリール(ホースも収集可） 300円
その他 ポータブルトイレ（介護用） 500円
その他 物干し竿 300円
その他 よしず 300円


