
平成31年1月現在

　「こでん」欄に○があるものは、お住まいの市町によっては小型家電の回収対象となっています。

　　詳しくは、右記リンク先をご覧下さい。 参考リンク：こでんプロジェクト

索引 名称 補足説明 こでん

あ ＩＨクッキングヒーター 北部

ＩＣレコーダー 北部
電池を取り外して下さい。
※こでんに出す場合、個人情報を消去して下さい。

○

アイスノン 南部

アイスピック 北部 燃えないごみ

アイロン 北部

アコーディオン 北部

アコーディオンカーテン（木製） 北部
長さが181cm以上のもの、ピアノ線入りは
受入できません。

圧力鍋 北部

油（食用） 南部
凝固剤で固めるか、紙・布等に染み込ませて下さい｡
また、各市町で使用済食用油の回収を行っています
ので、お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい｡

油（食用以外） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

あまがっぱ（雨合羽） 南部

編み機 北部

網戸（枠の部分） 北部

網戸（網の部分） 南部

アルミサッシ 北部 事業（建設業など）で使用したものは受入不可。

北部 【受入可能】折りたたんで、高さ180cm・幅90cm以下

【受入不可】上記大きさを超えるものは、民間処理業者に

　　　　　　依頼してください。

アルミ箔（アルミホイル） 南部

アルミ箔の鍋（うどん等） 北部

アルミホイール（自動車、自動二輪車用） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

アルミロールマット 南部
筒状に丸めたものは受入できません。
50cm四方に切断して下さい。

アンテナ家庭用（屋外） 北部 150cm以内に折って下さい。

アンテナ（パラボラアンテナ・皿形） 北部 衛星放送受信型（ＢＳ、ＣＳ）

アンプ 北部

い

育苗箱：いくびょうばこ（だし）

事業（農業など）で使用したものは受入不可。
ただし、家庭菜園などで使用したものであれば、
『南部』へ持込ができます。
※大量にある場合や、少量でも農業から使い回した
　と思われるものは受付段階でお断りする場合が
　あります。

いこう（衣桁） 北部

石 お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。

衣装ケース 南部 北部 一辺が51cm以上のものは、北部へ持込して下さい。

いす 北部

板戸 北部

一輪車（乗用） 北部

一輪車（手押し式） 北部 事業（農業など）で使用したものは受入不可。

一斗缶 北部 中身入りは受入できません。

衣服（衣類） 南部

持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

受入不可

受入不可

右欄参照

受入不可

アルミ（鉄）はしご
受入不可
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平成31年1月現在

　「こでん」欄に○があるものは、お住まいの市町によっては小型家電の回収対象となっています。

　　詳しくは、右記リンク先をご覧下さい。 参考リンク：こでんプロジェクト

索引 名称 補足説明 こでん持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

イヤホン 北部 コードは10cm以内に切断して下さい。 ○

衣類乾燥機
家電リサイクル法の対象品です。
お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。

参考リンク：家電製品協会 家電リサイクル券ｾﾝﾀｰ

入れ歯 南部

インクカートリッジ 南部 郵便局や家電販売店などでも回収をしています。

参考リンク：インクカートリッジ里帰りプロジェクト
インパクトレンチ（インパクトドライバー） 北部 電池を取り外して下さい。 ○

う ウイッグ 南部

植木鉢（素焼き・陶器製） 北部

植木鉢（プラスチック製） 南部 北部

ウェブカメラ（ＷＥＢカメラ） 北部 ○

浮き輪 南部 空気は抜いて下さい。

ウッドカーペット 北部
高さが181cm以上のものは受入できません。
また、幅（長さ）が１ｍを超えると受入不可です。

腕時計 北部 ○

乳母車（バギー、ベビーカー） 北部

え エアーポンプ（エアレーション用） 北部

エアコン
家電リサイクル法の対象品です。
お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。

参考リンク：家電製品協会 家電ﾘｻｲｸﾙ券ｾﾝﾀｰ

エアロバイク 販売店、民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ＡＣアダプター 北部 コードは10cm以内に切断して下さい。 ○

ＡＶケーブル（ＡＶ端子） 北部
ＲＣＡ端子、Ｓ端子、ＨＤＭＩ端子など。
コードは10cm以内に切断して下さい。

○

エクステ（ヘアーエクステンション） 南部

ＳＤメモリーカード 北部
microSDメモリーカードも含みます。
※こでんに出す場合、個人情報を消去して下さい。

○

枝類 南部
太さ5cm以内、長さ50cm以内に切断して下さい。
混んでいる枝は、できる限り切り落として下さい。

絵の具（アルミ製チューブ） 北部
中身入りは受入できません。
残った中身は、布や紙などに染み込ませ、『南部』
（可燃ごみ）に出して下さい。

絵の具（ビニール製チューブ） 南部
できる限り、中身は使い切って下さい。
残った中身は、布や紙などに染み込ませて下さい。

ＦＦ式ファンヒーター 北部 灯油、電池は抜いて下さい。

ＭＤ 南部 ＭＤ（ミニディスク）をご参照下さい。

エレクトーン 北部

園芸用支柱 北部 事業（農業など）で使用したものは受入不可。

エンジンポンプ 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

延長コード（電源タップ） 北部 コードは10cm以内に切断して下さい。 ○

煙突（スチール・ステンレス製） 北部

鉛筆削り器 北部 削りかすは取り除いて下さい。

お オイル（自動車など） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可
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　「こでん」欄に○があるものは、お住まいの市町によっては小型家電の回収対象となっています。

　　詳しくは、右記リンク先をご覧下さい。 参考リンク：こでんプロジェクト

索引 名称 補足説明 こでん持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

オイル缶 北部 中身入りは受入できません。

オイルヒーター 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

オイルライター 北部 中身入りは受入できません。

オートバイ 販売店、民間処理業者へお問い合わせ下さい。

オーブントースター 北部

オーブンレンジ 北部

桶（木製、プラスチック製）
【南部】直径か高さが50cm以下のもの
【北部】直径か高さが100cm以下のもの

落ち葉 南部 袋に入れるとき、長い・太い枝は入れないで下さい｡

斧 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

おまる（陶器製） 北部 汚物は除去して下さい。

おまる（プラスチック製） 南部 汚物は除去して下さい。

おむつ 南部 汚物は除去して下さい。

オルガン 北部

オルゴール 北部

お椀（陶器） 北部

お椀（木製・プラスチック製） 南部

温水器（電気、ガス、石油） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

温水器（太陽熱利用） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

温度計 北部

か
カーテン 南部

方法①50cm四方にたたんで、紐で縛って下さい。
方法②50cm四方程度に裁断して下さい。

カーテンレール 北部 長さが181cm以上のものは受入できません。

カーペット（じゅうたん） 南部 北部

筒状に丸めたものは受入できません。
50cm四方にたたんで紐で縛って下さい。
（６畳以上のものは、ある程度裁断しないと
　50cm四方に折りたたみできません。）

貝殻 南部

懐中電灯 北部 電池を取り外して下さい。 ○

かいまき布団 南部 北部

カイロ（充電式、電池式） 北部 電池を取り外して下さい。

カイロ（使い捨て） 南部

鏡 北部

額縁（アルミフレーム） 北部 アクリルの表面カバー板は、『南部』（可燃ごみ）

額縁（木製、プラスチックフレーム） 南部 ガラスの表面カバー板は、『北部』（不燃ごみ）

掛け矢（大型木槌） 北部 鉄製は民間処理業者へお問い合わせ下さい。

傘 北部

傘立て 北部

加湿器 北部 水は取り除いて下さい。

ガスコンロ 北部

ガスコンロマット（アルミ箔製） 北部

受入不可

受入不可

受入不可

右欄参照

受入不可

受入不可
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平成31年1月現在

　「こでん」欄に○があるものは、お住まいの市町によっては小型家電の回収対象となっています。

　　詳しくは、右記リンク先をご覧下さい。 参考リンク：こでんプロジェクト

索引 名称 補足説明 こでん持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

ガスバーナー 北部

【ボンベが取り外しできるもの】
　カセットボンベは取り外して下さい。
　ホワイトガソリンのタンクは空にして下さい。
【ボンベとガスバーナーが一体型のもの】
　ボンベの中身を使い切り、穴を開けて下さい。

ガスボンベ 販売店、民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ガス湯沸器 北部

カセットコンロ 北部 カセットボンベは取り外して下さい。

カセットテープ 南部

カセットデッキ・プレーヤー 北部 カセットテープと電池は取り外して下さい。

カセットボンベ 北部
中身入りは受入できません。
使い切ってから、穴を開けて出して下さい。

ガソリン 販売店、民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ガソリン携行缶 北部 中身入りは受入できません。

活性炭 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

カッターナイフ 北部

かつら 南部

金槌 北部

かばん（鞄） 南部

花瓶 北部

鎌 北部 事業（農業など）で使用したものは受入不可。

紙(新聞､ﾁﾗｼ､紙箱等､ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ､紙ﾊﾟｯｸ) 南部 リサイクルできる紙です。

紙（圧着はがき、親展はがき） 南部 リサイクルできない紙です。

紙（カーボン紙） 南部 リサイクルできない紙です。

紙（感熱紙） 南部 リサイクルできない紙です。

紙（においの付いたもの） 南部 リサイクルできない紙です。

紙（防水加工されたもの） 南部 リサイクルできない紙です。

紙おむつ 南部 汚物は除去して下さい。

かみそり（T字、使い捨て） 北部

髪の毛 南部

紙パック（飲料用） 南部
アルミが使用されている紙パックは
リサイクルが難しいため、可燃ごみです。
右のマークがあればアルミ使用紙パックです。

参考リンク：全国牛乳容器環境協議会

カメラ 北部 ○

ガラス（割れたもの、破片） 北部

ガラス板 北部

ガラス板（ワイヤー入り） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ガラスケース 北部 ケースの中身は取り除いて下さい。

ガラステーブル 北部

カラビナ 北部

軽石 北部 園芸用は受入できません。

革製品 南部

瓦 民間処理業者へお問い合わせください。

缶（オイルなど） 北部 中身入りは受入できません。

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可
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　「こでん」欄に○があるものは、お住まいの市町によっては小型家電の回収対象となっています。

　　詳しくは、右記リンク先をご覧下さい。 参考リンク：こでんプロジェクト

索引 名称 補足説明 こでん持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

缶（食品系。ジュース、缶詰など） 北部 中身入りは受入できません。

缶（スプレー缶） 北部
中身入りは受入できません。
使い切ってから、穴を開けて出して下さい。

缶（塗料） 北部 中身入りは受入できません。

換気扇 北部 事業（建設業など）で使用したものは受入不可。

缶切り 北部

乾燥剤 南部

乾電池（ボタン電池も） お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。

缶バッジ 北部

き キーボード（パソコン用） 北部 ○

ギター（エレキ、アコースティック） 北部

木槌 南部 大型木槌は、掛け矢をご参照下さい。

木の根（切り株） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

着物 南部

脚立（鉄製、アルミ製） 北部

【受入可能】
　折り畳んで、高さ180cm・幅90cm以下のもの。
【受入不可】
　上記大きさを超えるものは、民間処理業者に依頼
　して下さい。

キャディーバッグ（ゴルフバッグ） 北部

キャリア（車用ルーフキャリア） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

キャリーバッグ（キャリーケース） 北部 中身は取り除いて下さい。

急須 北部

吸入器 北部

鏡台（ドレッサー） 北部

切り株（木の根） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

金庫（耐火金庫） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

金庫（手提げ金庫） 北部 鋼板(こうはん)が薄い金庫は受入できます。

く 空気入れ器 北部

空気清浄器 北部

クーラーバッグ 南部 折りたたみができる型のものです。

クーラーボックス 北部

くぎ（釘） 北部

草 南部 袋に入れるとき、長い・太い枝は入れないで下さい｡

草刈機 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

くさり（鎖） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

口紅 北部

靴 南部

クッキングヒーター（卓上ＩＨ調理器） 北部

クッション（座布団） 南部

熊手（竹製、鉄製） 北部

クランプ（直交、自在） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

クリップ（ゼム、目玉、ダブル） 北部

グリル鍋 北部

車椅子 北部

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可
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索引 名称 補足説明 こでん持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

車椅子（電動） 販売店、民間処理業者へお問い合わせ下さい。

グレーチング蓋 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

クレヨン 南部

グローブ（手袋、スポーツ用） 南部

くわ（鍬） 北部 事業（農業など）で使用したものは受入不可

け 蛍光管 北部

蛍光灯 北部

計算機 北部 ○

携帯電話 北部 ※こでんに出す場合、個人情報を消去して下さい。 ○

ゲーム機（携帯型） 北部 ※こでんに出す場合、個人情報を消去して下さい。 ○

ゲーム機（据置型） 北部 ※こでんに出す場合、個人情報を消去して下さい。 ○

ゲームソフト（半導体メモリ） 北部 記録媒体がロムカセット、フラッシュメモリなど ○

ゲームソフト（光ディスク） 南部 記録媒体がＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭなど

化粧筆 南部

げた（下駄） 南部

血圧計（電子） 北部 ○

玄関マット（金属製） 北部 鋳物製は受入できません。

玄関マット（布・ゴム・プラスチック製） 南部

剣山 北部

原付バイク（原動機付自転車） 販売店、民間処理業者へお問い合わせ下さい。

鍵盤ハーモニカ 北部

こ 碁石（プラスチック製） 南部

碁石（プラスチック製以外） 北部 素材は石ではないが、石と呼ばれる事はある

こいのぼり 南部 ごみ袋に入れて出して下さい。

高圧洗浄機（エンジン式） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

高圧洗浄機（電源コード付き） 北部 業務用は受入できません。家庭電源型

コードリール（ドラムコード） 北部

コード類 北部 10cm以内に切断して下さい。 ○

コードレスクリーナー 北部 吸い取ったごみは捨てて下さい。

氷枕 南部

五月人形 南部

固形燃料（アウトドア・調理用） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ござ 南部 北部
筒状に丸めたものは受入できません。
方法①50cm四方にたたんで、紐で縛って下さい。
方法②50cm四方程度に裁断して下さい。

こたつ 北部

こたつ布団 南部 北部

コップ（ガラス製） 北部

五徳 北部

碁盤（足付盤） 厚盤のものは民間処理業者へお問い合わせ下さい。

碁盤（板盤） 南部

コピー機（大型、業務用） 販売店、民間処理業者へお問い合わせ下さい。

米びつ 北部 お米は取り除いて下さい。

ゴルフクラブ 北部

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可
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索引 名称 補足説明 こでん持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

ゴルフバッグ 北部

ゴルフボール 南部

コンクリートブロック
お住まいの各市町担当か、民間処理業者へ
お問い合わせ下さい。

コンタクトレンズ 南部

コンテナボックス（プラスチック製） 北部 事業（農業など）で使用したものは受入不可。

コンパクトディスク（ＣＤ） 南部

コンパネ 北部 事業（農業など）で使用したものは受入不可。

コンベックス（鋼鉄製メジャー） 北部

さ サーキュレーター 北部

サイクリングマシン 販売店、民間処理業者へお問い合わせ下さい。

座椅子 北部

サイドテーブル 北部

サイドボード 北部

座卓 北部

サッカーボール 南部 空気を抜いて下さい。

座布団（クッション） 南部

ざる（金属製） 北部

ざる（竹・プラスチック製） 南部

三脚（カメラ・望遠鏡用） 北部

サングラス（ガラス製） 北部

サングラス（プラスチック製） 南部

三輪車 北部

三輪車（電動式） 北部
充電器付きは受入できません。取り外した充電器は
販売店、民間処理業者へお問い合わせ下さい。

し シーツ 南部

ＣＤ（コンパクトディスク） 南部

ＣＤプレーヤー（携帯型） 北部 ○

ＣＤプレーヤー（据置型） 北部

シェーバー（電気シェーバー） 北部 電池を取り外して下さい。 ○

磁気マットレス 北部

磁石（マグネット） 北部

七輪 北部

自転車 北部

自転車（電動式） 北部
充電器付きは受入できません。取り外した充電器は
販売店、民間処理業者へお問い合わせ下さい。

自動車部品 販売店、民間処理業者へお問い合わせ下さい。

竹刀 北部

シャープナー（包丁研ぎ器） 北部

蛇口 北部

写真 南部

写真立て（木・プラスチック製） 南部

写真立て（金属・ガラス製、デジタル） 北部

ジャッキ（車のヤツ） 販売店、民間処理業者へお問い合わせ下さい。

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

7

http://www.coden.jp/cooperate/search_box.php


平成31年1月現在

　「こでん」欄に○があるものは、お住まいの市町によっては小型家電の回収対象となっています。

　　詳しくは、右記リンク先をご覧下さい。 参考リンク：こでんプロジェクト

索引 名称 補足説明 こでん持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

シャワーヘッド 北部

シャワーホース 北部

ジューサー 北部

じゅうたん（カーペット） 南部 北部

筒状に丸めたものは受入できません。
50cm四方にたたんで紐で縛って下さい。
（６畳以上のものは、ある程度裁断しないと
　50cm四方に折りたたみできません。）

シュラフ（寝袋） 南部 付属の収納袋に入れず、個別に出して下さい。

ジョイントマット 南部

消火器 リサイクル対象です。販売店等に依頼して下さい。

参考リンク：消火器リサイクル推進センター

定規（金属製） 北部

定規（プラスチック製） 南部

将棋の駒 南部

将棋盤（足付盤） 厚盤のものは民間処理業者へお問い合わせ下さい。

将棋盤（板盤） 南部

障子 北部

賞状筒 南部

浄水器 北部

照明器具 北部

じょうろ（金属製） 北部

じょうろ（プラスチック製） 南部

除湿剤 南部 水は取り除いて下さい。

除湿機 北部 水は取り除いて下さい。

除雪機 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

食器（紙・プラスチック・木製） 南部

食器（ガラス・金属・陶器製） 北部

食器洗い機（食洗機） 北部

食器棚 北部

シルバーカー（手押し車） 北部

シンセサイザー 北部

新聞紙 南部
汚れのないものはできる限り、お住まいの市町の
資源回収か民間回収をご利用下さい。

す 水槽 北部

水筒（金属製） 北部 中身は取り除いて下さい。

水筒（プラスチック製） 南部 中身は取り除いて下さい。

炊飯器 北部

スーツケース 北部 中身は取り除いて下さい。

姿見鏡（スタンドミラー） 北部

スキー板 北部

スキーウェア 南部

スキー靴 北部

スキー用ストック 北部

スキャナー 北部
スキャナー単体、プリンタとの複合機は受入可能。
コピー機との複合機など大型は受入できません。

受入不可

受入不可

受入不可
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平成31年1月現在

　「こでん」欄に○があるものは、お住まいの市町によっては小型家電の回収対象となっています。

　　詳しくは、右記リンク先をご覧下さい。 参考リンク：こでんプロジェクト

索引 名称 補足説明 こでん持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

スケート靴 北部

スケートボード 北部

スコップ 北部 事業（農業など）で使用したものは受入不可。

すずり（硯） 北部

すだれ（簾） 北部 幅50cm、高さ（長さ）100cm程度に切断して下さい。

スタンドミラー（姿見鏡） 北部

スチームクリーナー 北部 水は取り除いて下さい。

スツール（いす） 北部

ステッキ（杖） 北部

ステレオ（音響再生装置） 北部

ストーブ（オイルヒーター） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ストーブ（石油、ＦＦ、反射式、
　　　　　ファンヒーター）

北部 灯油、電池は抜いて下さい。

ストーブ（蓄熱暖房機、蓄熱薪） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ストーブ（薪） 北部
灰は取り除いて下さい。
【受入可能】鉄板製・ステンレス製などの薄板型
【受入不可】厚い鋼板製・鋳鉄製など重量のある型

スノーダンプ 北部

スノーボード 北部

すのこ 北部

スパイクシューズ 北部

スピーカー 北部

スプレー缶 北部
中身入りは受入できません。
使い切ってから、穴を開けて出して下さい。

スポンジ 南部

ズボンプレッサー 北部

スマートフォン 北部 ※こでんに出す場合、個人情報を消去して下さい。 ○

炭（活性炭、木炭） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

スライサー（キッチンスライサー） 北部

すりこぎ棒 南部

すり鉢 北部

せ
精米機 北部

ぬかは取り除いて下さい。
精米容量１升程度までの家庭用に限ります。

生理用品 南部

せいろ 南部

石炭 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

石油ポンプ（手動式） 南部

石油ポンプ（電池式） 北部 電池は取り外して下さい。

石膏ボード 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

せともの（瀬戸物）類 北部

セメント 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

センサーライト 北部
付属のソーラーパネルは受入できませんので、
民間処理業者へお問い合わせ下さい。

洗濯かご（金属製） 北部

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可
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平成31年1月現在

　「こでん」欄に○があるものは、お住まいの市町によっては小型家電の回収対象となっています。

　　詳しくは、右記リンク先をご覧下さい。 参考リンク：こでんプロジェクト

索引 名称 補足説明 こでん持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

洗濯かご（プラスチック製） 南部 北部 一辺が51cm以上のものは、北部へ持込して下さい。

洗濯機
家電リサイクル法の対象品です。
お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。

参考リンク：家電製品協会 家電ﾘｻｲｸﾙ券ｾﾝﾀｰ

洗濯ばさみ

【プラスチック製】
　できる限り分別して下さい。プラ部分は『南部』
　（可燃ごみ）、金属部分は『北部』（不燃ごみ）
【金属製】
　『北部』（不燃ごみ）です。

せん定枝（剪定枝） 南部
太さ5cm以内、長さ50cm以内に切断して下さい。
混んでいる枝は、できる限り切り落として下さい。

栓抜き 北部

扇風機 北部

そ 双眼鏡 北部

掃除機 北部 中のごみは取り除いて下さい。

掃除機（ロボット型）

充電式電池が取り外し可能な型は『北部』で
受入可能ですが、電池は取り外して下さい。
充電式電池の取り外しができない型は受入不可です
ので、民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ソーラーパネル（太陽光パネル） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ソケット（電気器具） 北部

ソファー 北部

ソファーベッド 北部

そり 南部 長さ50cmまでのもの。

そり（大型） 北部 長さ51cm以上のもの。

そろばん 南部

た タープ（布部分） 南部 50cm四方にたたんで、紐で縛って下さい。

タープ（ポール部分） 北部

体温計（水銀）
『北部』（不燃ごみ）です。袋に入れて下さい。
なお、お住まいの各市町で個別回収している場合が
あります。

体温計（電子） 北部 ○

台車 北部

体重計 北部 電子式は電池を取り外して下さい。 電子式

耐熱ガラス 北部

タイプライター 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

タイマー 北部 電池を取り外して下さい。 ○

タイヤ（自転車、一輪車用） 北部

タイヤ（自動車、自動二輪車用） 販売店、民間処理業者へお問い合わせ下さい。

太陽光パネル（ソーラーパネル） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

タイル 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

タオルケット 南部 北部 50cm四方にたたんで、紐で縛って下さい。

高枝切りばさみ 北部 長さが181cm以上のものは受入できません。

竹 南部 長さ50cm以内に切って下さい。

竹ぼうき 北部

右欄参照

受入不可

右欄参照

受入不可

右欄参照

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可
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平成31年1月現在

　「こでん」欄に○があるものは、お住まいの市町によっては小型家電の回収対象となっています。

　　詳しくは、右記リンク先をご覧下さい。 参考リンク：こでんプロジェクト

索引 名称 補足説明 こでん持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

だし（育苗箱）

事業（農業など）で使用したものは受入不可。
ただし、家庭菜園などで使用したものであれば、
『南部』へ持込ができます。
※大量にある場合や、少量でも農業から使い回した
　と思われるものは受付段階でお断りする場合が
　あります。

畳 北部
お一人様１日１０枚までです。
濡れた畳は受入できません。乾かしてから持込して
下さい。

脱臭剤 南部

タッパー 南部

タブレットＰＣ（タブレット端末） 北部 ※こでんに出す場合、個人情報を消去して下さい。 ○

たらい 北部

たる（樽） 南部 北部 一辺が51cm以上のものは、北部へ持込して下さい。

たわし 南部 棒たわしも含みます。

たわし（金属製） 北部

段差プレート（金属製） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

段差プレート（ゴム製） 北部

タンス 北部

丹前毛布 南部 北部

断熱材 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ダンベル（鉄アレイ） お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。

ダンボール（段ボール） 南部
汚れのないものはできる限り、お住まいの市町の
資源回収か民間回収をご利用下さい。

ち チェーン（鎖） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

チェーンソー 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

チェスト 北部

地球儀 北部

チャイルドシート 北部

着火剤 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

茶箱 北部

茶碗（せともの等） 北部

注射針【在宅医療用】
在宅医療廃棄物です。
指定容器に入れ、決められた医療機関へ返して
下さい。

チューナー（受信機器） 北部 ○

注入器（針なし)【在宅医療用】 南部
可燃ごみとなる在宅医療廃棄物です。
経管栄養用のものなどが該当します。

チューブ類（針付き)【在宅医療用】
在宅医療廃棄物です。
血液が残っている部分まで切り取り、指定容器へ
入れ、決められた医療機関へ返して下さい。

チューブ類【在宅医療用】 南部
可燃ごみとなる在宅医療廃棄物です。
吸引チューブ、輸血ライン、ＣＡＰＤチューブなど
各種チューブが該当します。

貯湯タンクユニット 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

右欄参照

受入不可
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平成31年1月現在

　「こでん」欄に○があるものは、お住まいの市町によっては小型家電の回収対象となっています。

　　詳しくは、右記リンク先をご覧下さい。 参考リンク：こでんプロジェクト

索引 名称 補足説明 こでん持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

チラシ 南部
汚れのないものはできる限り、お住まいの市町の
資源回収か民間回収をご利用下さい。

ちりとり（金属製） 北部

ちりとり（プラスチック製） 南部

つ 杖（ステッキ） 北部

机 北部

漬物用石 お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。

漬物用重石（プラスチック） 北部 被膜がプラスチックのもの。

積み木 南部

爪切り 北部

釣り糸 南部

釣り竿 北部 長さが181cm以上のものは受入できません。

釣り針 北部

釣り用タモ網 北部 長さが181cm以上のものは受入できません。

釣り用リール 北部 釣り糸は取り外して下さい。

つるはし お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。

て ティーバッグ 南部 水気を良く切って下さい。

ＤＶＤ 南部

ＤＶＤプレーヤー（ＤＶＤレコーダー） 北部

テーブル 北部

手押し車（シルバーカー） 北部

手鏡 北部

デジタルオーディオプレーヤー（携帯型） 北部 ○

デジタルオーディオプレーヤー（据置型） 北部

デジタルカメラ 北部 電池を取り外して下さい。 ○

デジタルフォトフレーム（デジタル写真立て） 北部 ○

鉄アレイ（ダンベル） お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。

デッキブラシ 北部

鉄パイプ 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

テレビ
家電リサイクル法の対象品です。
（ブラウン管・液晶・プラズマ式など）
お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。

参考リンク：家電製品協会 家電ﾘｻｲｸﾙ券ｾﾝﾀｰ

テレビ台（テレビボード） 北部

電気あんか 北部

電気カーペット（ホットカーペット） 北部
筒状に丸めたものは受入できません。
50cm四方にたたんで紐で縛って下さい。

電気蚊取り機 北部 薬剤や電池は取り外して下さい。 ○

電気ケトル 北部

電気コンロ 北部

電気シェーバー 北部 電池を取り外して下さい。 ○

電気スタンド 北部

電気ドライバー 北部 事業（建設業など）で使用したものは受入不可。 ○

電気フライヤー 北部 油は取り除いて下さい。

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可
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平成31年1月現在

　「こでん」欄に○があるものは、お住まいの市町によっては小型家電の回収対象となっています。

　　詳しくは、右記リンク先をご覧下さい。 参考リンク：こでんプロジェクト

索引 名称 補足説明 こでん持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

電気ポット 北部

電気毛布 北部

電球 北部

電源タップ（延長コード） 北部 コードは10cm以内に切断して下さい ○

電子オルガン（電子ピアノ） 北部

電子辞書 北部 電池は取り外して下さい。 ○

電子ジャー（電気釜） 北部

電子書籍端末（電子ブックリーダー） 北部 ※こでんに出す場合、個人情報を消去して下さい。 ○

電子タバコ（加熱式タバコ）

充電式電池が取り外し可能な型は『北部』で
受入可能ですが、電池は取り外して下さい。
充電式電池の取り外しができない型は受入不可です
ので、民間処理業者へお問い合わせ下さい。

○

電磁調理器（ＩＨ調理器） 北部

電飾コード（イルミネーションライト） 北部

電子レンジ 北部

天体望遠鏡 北部

お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。

https://baj.or.jp/kind/index.html

ニカド・ニッケル水素・リチウムイオン電池は
家電量販店等で回収しています。

参考リンク：ＪＢＲＣ

テント（布部分） 南部

テント（ポール・骨組み部分） 北部 キャンプ用

電動カート 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

電動歯ブラシ 北部

電動バリカン（電動ヘッジトリマー） 北部 事業（造園業など）で使用したものは受入不可。

電動バリカン（頭髪用） 北部 電池は取り除いて下さい。 ○

電動丸のこ 北部 事業（建設業など）で使用したものは受入不可。

電動餅つき機 北部

電話機 北部 ○

と 砥石 北部

トイレタンク 北部
個人で取付・取り外したものは受入可能。
業者が取付・取り外したものは受入できません。

灯油 販売店、民間処理業者へお問い合わせ下さい。

灯油ポンプ（手動式） 南部

灯油ポンプ（電池式） 北部 電池は取り外して下さい。

トースター 北部

時計類 北部 電池は取り外して下さい。 ○

トタン 北部
180cm×90cmまでの大きさにたたんで下さい。
事業（建設業など）で使用したものは受入不可。

とっくり（徳利） 北部
トナーカートリッジ（レーザープリンター用） メーカー・販売業者で回収している場合があります｡

土鍋 北部

土瓶 北部

ドライバー（工具：手動式） 北部

電池（充電用）

電池（乾電池、ボタン電池）

受入不可

右欄参照

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可
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平成31年1月現在

　「こでん」欄に○があるものは、お住まいの市町によっては小型家電の回収対象となっています。

　　詳しくは、右記リンク先をご覧下さい。 参考リンク：こでんプロジェクト

索引 名称 補足説明 こでん持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

ドライヤー 北部 ○

ドラム缶 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ドラムコード（コードリール） 北部

ドラムセット（楽器） 北部

トランク（旅行用大型カバン） 北部 中身は取り除いて下さい。

トランシーバー 北部 電池は取り外して下さい。 ○

トランポリン（子供用） 北部

鳥かご 北部

塗料缶 北部 中身入りは受入できません。

トレッキングポール 北部

ドレッサー（鏡台） 北部

泥 お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。

トロフィー 北部

トング（金属製） 北部

トング（プラスチック製） 南部

な ナイフ 北部

苗木用ポット（ビニールポット） 南部 事業（農業など）で使用したものは受入不可。

長靴 南部

流し台
【北部】ステンレス、陶器製
【受入不可】タイル、ホーロー製

なた（鉈） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

鍋類 北部

生ごみ 南部 水気を良く切って下さい。

波板（プラスチック製） 北部
180cm×90cmまでの大きさに切断して下さい。
事業（建設業など）で使用したものは受入不可。
屋根等に使用する場合が多い

なわ（縄跳び用） 南部 束ねて縛って下さい。

に 人形 南部

ぬ ぬいぐるみ 南部

ぬか床
受入不可ですが、水切りして十分乾かしたものは
『南部』に持込ができます。

ね ネイルチップ（つけ爪） 南部

ねじ 北部

ネックレス 北部

寝袋（シュラフ） 南部 付属の収納袋に入れず、個別に出して下さい。

ねんど（粘土） 南部

の 農機具 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

農業用ビニール（マルチシート等）

事業（農業など）で使用したものは受入不可。
ただし、家庭菜園などで使用したものは、
ごみ袋に入れた状態で『南部』へ持込ができます。
※家庭菜園から発生しないような量や大きさのもの
　は、受付段階でお断りする場合があります。

右欄参照

受入不可

右欄参照

受入不可

右欄参照

受入不可

受入不可
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平成31年1月現在

　「こでん」欄に○があるものは、お住まいの市町によっては小型家電の回収対象となっています。

　　詳しくは、右記リンク先をご覧下さい。 参考リンク：こでんプロジェクト

索引 名称 補足説明 こでん持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

農薬の容器（ガラス製）

事業（農業など）で使用したものは受入不可。
ただし、庭や家庭菜園などで使用したものは、
中身が無い状態で、内部を軽く洗った容器であれば
『北部』へ持込ができます。
※大量にある場合は、受付段階でお断りする場合が
　あります。

農薬の容器（プラスチック製）

事業（農業など）で使用したものは受入不可。
ただし、庭や家庭菜園などで使用したものは、
中身が無い状態で、内部を軽く洗った容器であれば
『南部』へ持込ができます。
※大量にある場合は、受付段階でお断りする場合が
　あります。

ノート 南部
汚れのないものはできる限り、お住まいの市町の
資源回収か民間回収をご利用下さい。
リングノートの金具部分は取り外して下さい。

のこぎり 北部 事業（建設業など）で使用したものは受入不可。

ノンフライヤー 北部

は ハードディスク（外付用ＨＤＤ） 北部 ※こでんに出す場合、個人情報を消去して下さい。 ○

ハーネス（ペット用） 南部

バーベキューコンロ（グリル） 北部
炭、灰、着火剤、ガスボンベ、燃料タンク類は
取り除いて下さい。

バーベキューの網 北部

バーベキュープレート（鉄板） 北部

バーベル 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ハーモニカ 北部

灰 お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。

バイオリン 北部

バイク 販売店、民間処理業者へお問い合わせ下さい。

パイプ（鉄） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

パイプ椅子 北部

廃油 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

はかり（秤） 北部

バケツ（アルミ・スチール製） 北部

バケツ（プラスチック製） 南部

はさみ 北部

はしご（鉄、アルミ） 北部

【受入可能】
　折りたたんで、高さ180cm・幅90cm以下のもの。
【受入不可】
　上記大きさを超えるものは、民間処理業者に依頼
　して下さい。

バスケットボール 南部 空気を抜いて下さい。

パズルマット（ジョイントマット） 南部

パソコン（デスクトップ、ノート）
リサイクル対象です。手続き先は購入したメーカー
やパソコン３Ｒ推進協会など、お手持ちのパソコン
によって異なります。

参考リンク：パソコン３Ｒ推進協会

受入不可

受入不可

受入不可

右欄参照

受入不可

右欄参照

受入不可

受入不可
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平成31年1月現在

　「こでん」欄に○があるものは、お住まいの市町によっては小型家電の回収対象となっています。

　　詳しくは、右記リンク先をご覧下さい。 参考リンク：こでんプロジェクト

索引 名称 補足説明 こでん持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

パソコンディスプレイ
リサイクル対象です。お手持ちのディスプレイに
よって、手続き先が異なります。

参考リンク：パソコン３Ｒ推進協会

バック類【在宅医療用】 南部

可燃ごみとなる在宅医療廃棄物です。
輸液・蓄尿・ストーマ・ＣＡＰＤ・栄養剤などの
各種バックが該当します。
汚物はトイレに流して下さい。

バッテリー 販売店、民間処理業者へお問い合わせ下さい。

発電機 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

バット（野球・ソフトボール用） 北部

発泡スチロール 南部 事業（小売業など）で使用したものは受入不可。

花火

【使用済み】『南部』（可燃ごみ）で受入できます｡
　花火を新聞紙で包み、新聞紙ごと水に１日ほど
　浸し、火薬が確実に濡れた状態で出して下さい。
【未使用】
　民間処理業者へお問い合わせ下さい。

パラソルベース（パラソルスタンド）
【南部】プラスチック製の水注入式
　　　　※水は取り除いて下さい。
【北部】鉄製

パラボラアンテナ 北部 衛星放送受信型（ＢＳ、ＣＳ）

バランスボール 南部 空気を抜いて下さい。

針 北部

針金 北部 10cm以内に切断して下さい

ハロゲンヒーター 北部

ハンガー（木・プラスチック製） 南部

ハンガー（針金） 北部 10cm以内に切断して下さい

ハンガーラック 北部

ハンディクリーナー 北部 中のごみは取り除いて下さい。

ハンドミキサー（電動泡立て器） 北部 電池を取り外して下さい。 ○

ひ ピアス 北部

ピアノ（グランド、アップライト） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ＰＨＳ端末 北部 ※こでんに出す場合、個人情報を消去して下さい。 ○

ビーチパラソル 北部

ヒートポンプユニット 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ＰＰバンド（梱包用バンド） 南部

ピーラー（皮むき器） 北部

ひげそり 北部

ひげそり（電動式） 北部 電池を取り外して下さい。 ○

ビス 北部

ピッチャー（容器：陶器・ガラス製） 北部

ピッチャー（容器：プラスチック製） 南部

ビデオカメラ 北部 ○

ビデオテープ 南部

ビデオデッキ 北部 テープを取り外して下さい。

ひな壇 北部

ひな人形 南部

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

右欄参照

受入不可

右欄参照
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平成31年1月現在

　「こでん」欄に○があるものは、お住まいの市町によっては小型家電の回収対象となっています。

　　詳しくは、右記リンク先をご覧下さい。 参考リンク：こでんプロジェクト

索引 名称 補足説明 こでん持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

ビニール（農業用） 農業用ビニールをご参照下さい。

ビニールシート 南部
50cm四方にたたんで、紐で縛って下さい。
事業（農業など）で使用したものは受入不可。

肥料袋（ビニール、紙）

事業（農業など）で使用したものは受入不可。
ただし、家庭菜園などで使用したもので、袋の
中身が空であれば、『南部』へ持込ができます。
※大量にある場合は、受付段階でお断りする場合が
　あります。

びん 北部 中身入りは受入できません。

びん（梅酒・果実酒用） 北部 中身入りは受入できません。

ピンチハンガー（金属製） 北部

ピンチハンガー（プラスチック製） 南部

ふ ファクシミリ 北部

ファンヒーター 北部 灯油、電池は抜いて下さい。

フィルム 南部

フードプロセッサー 北部

プール（子供用ビニール製） 南部 空気を抜き、ごみ袋などに入れて出して下さい。

腹筋台 北部

腹筋ローラー 北部

布団乾燥機 北部

布団類 南部 北部

フライパン 北部

ブラインド（金属・木製） 北部

プラモデル 南部 金属部分は取り外して下さい。

フラワースタンド 北部

プランター（プラスチック製） 南部 北部
一辺が51cm以上のものは、北部へ持込して下さい。
土などは取り除いて下さい。

プリンター 北部
コピー機との複合機など大型は受入不可。
レーザープリンターのトナーカートリッジは
取り外して下さい。

ブルーシート 南部
50cm四方にたたんで、紐で縛って下さい。
事業（農業など）で使用したものは受入不可。

ブルーレイディスク（ＢＤ） 南部

ブルーレイディスクプレーヤー 北部

ブロアー（浄化槽用） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

フローリングカーペット 北部 ウッドカーペットをご参照下さい。

フローリングモップ 北部

フロッピーディスク（ＦＤ） 南部

風呂のふた 北部

プロパンガスボンベ 販売店、民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ぶんちん（文鎮） 北部

文房具（紙・木・ゴム・プラスチック製） 南部

文房具（金属・ガラス製） 北部

噴霧器（エンジン、充電式） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

噴霧器（人力、蓄圧式） 北部 事業（農業など）で使用したものは受入不可。

右欄参照

右欄参照

受入不可

受入不可

受入不可
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平成31年1月現在

　「こでん」欄に○があるものは、お住まいの市町によっては小型家電の回収対象となっています。

　　詳しくは、右記リンク先をご覧下さい。 参考リンク：こでんプロジェクト

索引 名称 補足説明 こでん持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

へ ヘアーエクステンション（エクステ） 南部

ヘアスプレー缶 北部
中身入りは受入できません。
使い切ってから、穴を開けて出して下さい。

ヘッジトリマー（エンジン式） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ペットボトル
能代：資源ゴミ回収ステーション
三種､八峰､藤里：収集している

ベッド（エアーベッド） 北部 空気を抜いた状態で出して下さい

ベッド（スプリング付き） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ベッド（スプリング無し） 北部

ベッド（モーター付き、電動ベッド） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ベッドの枠 北部

ヘッドホン 北部 コードは10cm以内に切断して下さい。 ○

ペット用トイレシート 南部 汚物は除去して下さい。

ペット用模造砂 お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。

ペット用模造砂（紙製） 南部 汚物は除去して下さい。

ベニヤ板 北部 事業（建設業など）で使用したものは受入不可。

ベビーカー 北部

ベビーシート 北部

ベビーベッド 北部

ベビー歩行器 北部

ヘルスメーター 北部 電子式は電池を取り外して下さい。 電子式

ベルト類 南部 金属部分は取り外して下さい。

ヘルメット 北部

ペン型自己注射カートリッジ
【在宅医療用】

南部
可燃ごみ（南部）となる在宅医療廃棄物です。
ペン型自己注射針は必ず取り外し、「注射針」で
説明している方法で処分して下さい。

便器（洋式・和式） 北部
個人で取付・取り外したものは受入可能。
業者が取付・取り外したものは受入できません。

便座（温水洗浄便座も含む） 北部
個人で取付・取り外したものは受入可能。
業者が取付・取り外したものは受入できません。

ペンタブレット（液晶ペンタブレット） 北部 ○

ペンチ 北部

弁当箱（金属製） 北部

弁当箱（プラスチック・木製） 南部

ペン類（金属製） 北部

ペン類（プラスチック製） 南部

ほ ホイール（自動車、自動二輪車用） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ホイールカバー（車用） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ボイラー類 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

望遠鏡 北部

ほうき 南部 北部 長さ51cm以上のものは、北部へ持込して下さい。

包丁 北部

包丁研ぎ機（シャープナー） 北部

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

右欄参照

受入不可

受入不可

受入不可
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平成31年1月現在

　「こでん」欄に○があるものは、お住まいの市町によっては小型家電の回収対象となっています。

　　詳しくは、右記リンク先をご覧下さい。 参考リンク：こでんプロジェクト

索引 名称 補足説明 こでん持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

ボウリングの球 お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。

ホース（ビニール・ゴム製） 南部
方法①ほどけないよう、きつく束ねて下さい。
方法②１～２ｍに切断して下さい。

ホースリール 北部

ポータブルトイレ（介護用） 北部 汚物は除去して下さい。

ホームシアター 北部

ホームタンク（屋外固定設置型） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ホームタンク（屋内用） 北部 燃料入りは受入できません。

ホームベーカリー 北部

ホームポンプ（井戸用） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ポケットベル 北部 電池を取り外して下さい。 ○

歩行器 北部

補助輪（自転車用） 北部

ボストンバッグ 南部

ホチキス 北部

補聴器 北部 電池を取り外して下さい。 ○

ポット 北部

ホットカーペット 北部
筒状に丸めたものは受入できません。
50cm四方にたたんで紐で縛って下さい。

ホットプレート 北部

ほ乳瓶（びん） 北部

ほ乳瓶（プラスチック） 南部

ポラロイドフィルム 南部

ポリタンク 南部 容量20リットルまで。中身入りは受入できません。

保冷庫
家電リサイクル法の対象品です。
お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。

参考リンク：家電製品協会 家電ﾘｻｲｸﾙ券ｾﾝﾀｰ

保冷剤 南部

保冷バッグ（クーラーバック型） 南部

本棚 北部

ポンプ（井戸用） 民間の処理業者へお問い合わせ下さい。

本類 南部

汚れのない雑誌などはできる限り、お住まいの
市町の資源回収か民間回収をご利用下さい。
ハードカバー（表紙が厚手の紙・布・レザー）の本
など、資源部分と紙以外の分離が難しいものを持込
下さい。

ま 麻雀卓 北部 引き出しの中は空にして下さい。

麻雀卓（全自動、半自動） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

麻雀パイ 南部

麻雀マット 南部

マイク 北部 電池を取り外して下さい。 ○

マウス（無線型） 北部 電池を取り外して下さい。 ○

マウス（有線型） 北部 コードは10cm以内に切断して下さい。 ○

マグネット（磁石） 北部

枕 南部

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可
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平成31年1月現在

　「こでん」欄に○があるものは、お住まいの市町によっては小型家電の回収対象となっています。

　　詳しくは、右記リンク先をご覧下さい。 参考リンク：こでんプロジェクト

索引 名称 補足説明 こでん持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

マッサージチェア 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

マットレス（スプリング付き） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

マットレス（スプリング無し） 北部

マットレス（床ずれ防止用エアー式） 北部

マットレス用エアーポンプ 北部
床ずれ防止用エアーマットレスのポンプ。
在宅介護で不要になったものに限ります。

まな板 南部

魔法瓶（水筒、ポットなど） 北部

万歩計 北部 電池を取り外して下さい。 ○

み ミキサー 北部

ミシン（足踏み、電子式） 北部

水着 南部

ミニカー（金属製） 北部

ミニカー（プラスチック製） 南部

ＭＤ 南部

ＭＤデッキ・プレーヤー（据置型） 北部 電池を取り外して下さい。

ＭＤプレーヤー（携帯型） 北部 電池を取り外して下さい。 ○

ミル 北部

む 虫かご 南部

蒸し器（木・プラスチック製） 南部

蒸し器（金属製） 北部

虫取り網 北部

虫めがね（ルーペ） 北部

むしろ（筵） 南部
事業（農業など）で使用したものは受入不可。
また、筒状に丸めたものも受入できません。
50cm四方に裁断するか、ごみ袋に入れて下さい。

無線ＬＡＮ中継機（アクセスポイント） 北部 ○

め
メガネ

【南部】レンズとフレームがプラスチック製
【北部】レンズがガラス製、又はフレームが金属製

メタルラック（メタルシェルフ） 北部

メモリーカード 北部
ＵＳＢメモリ、ＳＤ、メモリースティックなど。
※こでんに出す場合、個人情報を消去して下さい。

○

メモリースティック 北部 ※こでんに出す場合、個人情報を消去して下さい。 ○

も 毛布 南部 北部

木材 南部 長さ50cm・直径5cm以内に切断して下さい。

モップ 北部 モップ糸は乾かして下さい。

モデム 北部 ○

物干し竿 北部

物干しスタンド（室内用） 北部

物干しの支柱（ポール） 北部

物干しの台（コンクリート） お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。

モバイルバッテリー 家電量販店等で回収しています。

参考リンク：ＪＢＲＣ

モバイルバッテリー（乾電池交換式） 北部 電池を取り外して下さい。 ○

受入不可

右欄参照

受入不可

受入不可

受入不可
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平成31年1月現在

　「こでん」欄に○があるものは、お住まいの市町によっては小型家電の回収対象となっています。

　　詳しくは、右記リンク先をご覧下さい。 参考リンク：こでんプロジェクト

索引 名称 補足説明 こでん持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

モルタル 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

や やかん 北部

ゆ ＵＳＢケーブル 北部 コードは10cm以内に切断して下さい。 ○

ＵＳＢメモリ（ＵＳＢフラッシュドライブ） 北部 ※こでんに出す場合、個人情報を消去して下さい。 ○

郵便受け（木・プラスチック製） 南部

郵便受け（金属製） 北部

雪かきスコップ 北部

湯たんぽ（金属製） 北部 水は取り除いて下さい。

湯たんぽ（プラスチック製） 南部 水は取り除いて下さい。

よ 洋服 南部

洋服ダンス 北部

浴槽 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

浴槽のふた 北部

浴用マット 南部

四輪歩行車（電動式） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ら
ライター

ガス・オイルを必ず抜いて下さい。
【南部】本体がプラスチック製のもの。
　　　　ただし、金具部分は取り外して下さい。
【北部】金属製のもの。

ガス抜き方法参考リンク：日本喫煙具協会

ライター用オイル 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ライフジャケット 南部
火災・爆発事故防止のため、
ボンベ式は必ずガスボンベを取り外して下さい。

ラグ 南部 北部 カーペット、じゅうたんをご参照下さい。

ラケット 北部

ラジオ 北部 電池を取り外して下さい。 ○

ラジオカセット 北部 電池やカセットテープは取り外して下さい。

ラジコンカー 北部 バッテリーや電池は取り外して下さい。

ラティスフェンス（木製格子状フェンス） 北部 幅181cm、高さ91cm以上のものは受入できません｡

ＬＡＮケーブル 北部 長さ10cm以内に切断して下さい。 ○

ランタン（オイル式） 北部 オイル入りは受入できません。

ランタン（充電・電池式） 北部 電池を取り外して下さい。

ランドセル 南部

ランニングマシーン 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

り リード（ペット用） 南部 金具は取り外して下さい。

リコーダー 南部

リモコン 北部 電池を取り外して下さい。 ○

リュックサック 南部

る ルアー 北部

ルーター 北部 ○

ルーフキァリア（車用） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

ルーペ（虫めがね） 北部

ルームランナー 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

れ
冷温庫

家電リサイクル法の対象品です。
お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

右欄参照

受入不可

受入不可

受入不可
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平成31年1月現在

　「こでん」欄に○があるものは、お住まいの市町によっては小型家電の回収対象となっています。

　　詳しくは、右記リンク先をご覧下さい。 参考リンク：こでんプロジェクト

索引 名称 補足説明 こでん持ち込み先

工場へのごみ持ち込み判別表（生活系向け）

参考リンク：家電製品協会 家電ﾘｻｲｸﾙ券ｾﾝﾀｰ

冷水筒（陶器・ガラス製） 北部

冷水筒（プラスチック製） 南部

冷蔵庫
家電リサイクル法の対象品です。
お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。

参考リンク：家電製品協会 家電ﾘｻｲｸﾙ券ｾﾝﾀｰ

冷凍庫
家電リサイクル法の対象品です。
お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。

参考リンク：家電製品協会 家電ﾘｻｲｸﾙ券ｾﾝﾀｰ

冷風扇 北部
水は取り除いて下さい。
※水を入れて、水の気化熱で冷やす機械です。

冷風機（スポットクーラー）
民間処理業者へお問い合わせ下さい。
※筒状のダクトが付いているものです。

レインコート 南部

レーキ 北部 事業（農業など）で使用したものは受入不可

レコード盤 南部

レコードプレーヤー 北部

レジャーシート 南部 50cm四方にたたんで、紐で縛って下さい。

れんが（煉瓦） お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。

レンジガード（アルミ製） 北部 折りたたんで下さい。

ろ 老眼鏡 メガネをご参照下さい。

ろうそく（ローソク） 南部

ロースター型グリル 北部

ロープ 南部
方法①ほどけないよう、きつく束ねて下さい。
方法②１～２ｍに切断して下さい。

ローラースケート 北部

ロールスクリーン 北部

わ ワープロ（ワードプロセッサ） 北部

ワープロ用リボン 南部

ワイヤー（けん引用） 民間処理業者へお問い合わせ下さい。

家電リサイクル法の対象品です。
お住まいの各市町担当へお問い合わせ下さい。
(家電４品目の冷蔵庫の取扱いになる？ため）

参考リンク：家電製品協会 家電ﾘｻｲｸﾙ券ｾﾝﾀｰ

受入不可
ワインセラー

受入不可

受入不可

受入不可

受入不可

右欄参照

受入不可
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