
市町村排出物は、㎏単価（別途協議）

物干し台 コンクリート製

木製は、\39／kg

①黒・ｾﾒﾝﾄ（付着物無）②黒・ｾﾒﾝﾄ（付着物有） ③色瓦

※便座・フタは込みで可

☆大きさ等別途要見積

¥550 ※縦60㎝×横75㎝
アクリル板

廃プラスチック類

①玩具等　　②ビニールシート　※農業用ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ ｍ3/kg ①\16,500/㎥　　　②\72/kg ※農業用ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄは家庭菜園用に限る。

セット

便器※ 陶器製・プラスチック製、 タンク 器 ¥2,200

耐火金庫 台 要相談

コンクリートがら・ブロック ①無筋　②有筋　　※鉄筋の有無 ｔ ①\2,200　②\3,300

太陽熱温水器 台 ¥11,000

石膏ボード ①付着物無し　②付着物有り　③モルタル付 ｍ3 ①\15,400 ②\18,700 ③\24,200 個人排出物のみ。建築業者排出物は不可（産業廃棄物扱い）

耐火ボード（セメント板） ｍ3 ¥27,500

瓦 ｋｇ ①\16.5 　 ②\33  　③\22 ※③混合不可（混合は \33／kg）

建築廃材 産業廃棄物（石膏ボードを除く)洗面化粧台、ｷｯﾁﾝｼﾝｸ等 ｍ3 ¥18,700

漬物石 製品のみ（石は不可） 個 ¥550

レンガ、植木鉢（レンガ） ｋｇ ¥44

鏡 ①板鏡、手鏡　　②全身鏡（枠付き可） 個 ①\220　　②\1,650

臼 石材製 ｋｇ ¥55

消火器 粉状、液状 本 ¥1,100 大きさ制限なし／中身入り可　※5本以上は要相談

セット ¥1,650

金属部品のみは無償　　※自動車は不可

自動車用チェーン 非鉄製およびプラスチック等複合物 セット ¥1,100 金属製は無償

自動車部品 バンパー等 ｍ3 ¥18,700

農機具類 耕耘機、ﾄﾗｸﾀｰ、小型特殊車両(ﾃｰﾗｰ)、手押し田植え機 台 要相談

草刈り機・芝刈り機・ﾁｪｰﾝｿｰ 手持ち用　エンジン・電動 台 ¥1,100

バイク 自動二輪、大型二輪、スクーター 台 ¥5,500

※燃料タンク空状態

電動セニアカー（3輪・4輪） 台 ¥5,500

バッテリー 自動車用、バイク用、産業用 個 要相談

自転車 一輪車、二輪車、電動自転車、室内用自転車漕ぎ 台 ¥3,300

乾電池類※
アルカリ、マンガン電池 ㎏ ¥99

※韮崎市民は無料（身分証明書を確認）
電球型 本 ¥44

コンパクト型 本 ¥77

※韮崎市民は無料（身分証明書を確認）

フォークリフト用（畜電池） 個 無償

本 ¥55

木くず ①コンパネ等製品　②伐採・植栽　③根っ子・草 ｋｇ ①\22　　②\39　　③\50

水銀灯 本 要相談

汚れ・変形　\2,200/本

普通自動車、ＲＶ車、２ｔ車、４ｔ車 本 ¥2,750 汚れ・変形　\3,300/本

不燃物

蛍光管※

直管型/1,200 本 ¥66

セット ¥880 ※上記以上のｻｲｽﾞ

紙類 ダンボール、雑誌類、コピー用紙 バラ 無償 複写・水濡れ　\14,300/㎥

可燃物

直管型/2,400 本 ¥132

サークル管

一般廃棄物処分料金/受入単価表 　　（2023/5/1)

廃棄物種類 名　称 詳　細 単　位 料　金　（税　込） 備　考

衣類 ｍ3 ¥13,200

大型車 本 ¥3,850 汚れ・変形　\4,400/本

布・布団類
①掛け布団、敷き布団、毛布、電気毛布　　②座布団 枚 ①\1,100　　②\330

タイヤ

一輪車、二輪車、軽自動車、農機具類 本 ¥1,650



☆ｼﾞｬｯｷ、ﾀｲﾔﾎｲｰﾙ、鉄ｱﾚｲ、鉄塊、鉄筋、ﾊﾞｰﾍﾞﾙ

※収集運搬を弊社が行う場合については、１人回収　別途￥2,200（韮崎市内に限る）　市外料金￥3,300　下祖母石地区内については無料回収です。トラックが進入でき、屋外での積込が原則です。家屋および建物内からの搬出は要相談。

※回収場所により２人以上の回収業務については、追加人数１人当たり￥1,１00を加算する。※ピアノ等重量物の回収は要相談

受入不可能品 医療用廃棄物(注射器・針含む)、園芸用肥料、腐葉土、汚泥、ｵｲﾙ、苛性ｿｰﾀﾞ、焼却灰、ｼﾝﾅｰ、土砂、石、塗料、農薬類、防虫剤、薬品、爆発危険物、有毒性物質、犬・猫等の糞

金属くず 金属類
※雨どい、井戸用ﾎﾟﾝﾌﾟ、ｴｺｷｭｰﾄ、ﾎﾞｲﾗｰ、ﾜｲﾔｰ、ﾄﾞﾗﾑ缶、

無償
※ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類参照

☆油圧式ｼﾞｬｯｷはｵｲﾙ抜状態が条件　

コピー機 ①50kg未満　　②50kg以上 台 ①\4,400　　②\8,800

オーディオ ①コンポ（本体）、ラジカセデッキ　　②スピーカー（個） 台 ¥1,100 ②小型（￥550/個）

¥550

プリンター 台 ¥1,100 トナー残存可

ＯＡ機器

デスクトップ、ノートパソコン、ワープロ、ＦＡＸ（家庭用） 台 ¥1,650 大きさ制限なし

ハードディスク（本体）※ 台 ¥1,100 　　　　　※ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ＋ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ一体型＝\2,200

キーボード・マウス

廃家電品

家電リサイクル対象外

※石油ストーブ  ※ファンヒーター  ☆オイルヒーター 台 ¥550 大きさ制限なし/※燃料タンク=空　☆オイル抜状態が条件　

扇風機、ビデオデッキ、ＤＶＤデッキ
台 ¥1,100

大きさ制限なし（別途、小型家電リスト参照）
☆フロンガス入り別途要見積

掃除機、ミシン、☆空気清浄機、加湿器、 ☆除湿機
台 ¥1,650

こたつ、電気カーペット、電気ストーブ、業務用ｼｭﾚｯﾀﾞｰ

電気マッサージチェア　①普通ｻｲｽﾞ　②大ｻｲｽﾞ 台 ①￥5,500　　②￥8,800

トースター、体脂肪計(体重計)、カメラ、ｹﾞｰﾑソフト

電子レンジ、湯沸しポット、炊飯器
台 ¥1,650

食器洗浄機、食器乾燥機、餅つき機、☆製氷機

台

ボーリング球 個 ¥1,100

マネキン 体 ¥1,100

畳 ①本畳（わら）　②スタイロ畳 枚 ①\2,200　②\2,750 個人排出物のみ。建築業者排出物は不可（産業廃棄物扱い）

浴槽 プラスチック製 槽 ¥5,500 金属製は無償

要相談

チャイルドシート、車の座席 個 ¥2,200

楽器類

エレクトーン（卓上型）、キーボード（卓上型） 台 ¥2,200

大きさによるピアノ、オルガン、電子ピアノ 台 ¥5,500

グランドピアノ、エレクトーン（卓上型以外） 台

台 ¥3,300

ソファーベット 台 ¥4,400 大きさ制限なし

ベット類

スチールパイプ製　　※ウレタン付、電動製は別料金 台 ¥550 大きさ制限なし　　※\2,750

木製/シングル、セミダブル 台 ¥2,200

木製/ダブル

10畳以上　\3,300/枚
8畳用 ～ 10畳用

マットレス（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ有・無共）
シングル、セミダブル

枚
¥2,750

ダブル ¥4,400

ソファー
短物/1人掛け用　　　　　※電動ソファーは別料金

個
¥2,200 ※ \5,500

長物/2人掛け用以上　　※電動ソファーは別料金 ¥3,850 ※ \8,800

粗大ごみ

家具類
カラーＢＯＸ類（木製・プラ製） 台 ¥880

残存物は別途料金
棚類、下駄箱、タンス類、テーブル、机、ＴＶ台、鏡台 台 ¥2,200

椅子

¥2,750

マット 玄関マット、キッチンマット 枚 ¥550

木製・スチール製、　　※座椅子（小） 個 ¥550 ※座椅子（中）\1,100　（ヒジ付等）\2,200

ジュータン
6畳用以下

枚
¥1,650


