
ごみ・資源の分け方 ＜５０音別分類表＞ 
 

分類表をご利用になる前に、以下の注意書きをご確認ください。 

 

この分類表は、一般的に家庭で使用される日用品等で、家庭から出される

ごみ・資源の分け方について、案内しています。 

１ ごみを出すときの注意 

① 中身の入っているものは空にして出してください。 

② 最大辺がおおむね 30cm を超えるものは粗大ごみです。 

２ 分類表の分別欄に「収集不可」と記載しているものについて 

 区では収集できません。購入店や製造業者に相談するか、専門処理業者に処理を依

頼してください。 

専門処理業者については、清掃事務所またはごみ減量対策課までお問い合わせくだ

さい。 

３ 粗大ごみについて（有料・申込制） 

  【粗大ごみの目安】 

   家具・家庭用品などのうち、最大辺がおおむね 30cm を超えるもの 

   （お店・事務所・会社など事業活動に伴って出されるものは粗大ごみとして区

では収集できません。） 

 

  【粗大ごみ申込先】 

「粗大ごみ受付センター」 

申し込み方法は下記の３つです。 

電話：０３－５２９６－５３００ 

（12/29～1/3(年末年始)を除く午前８時～午後７時） 

     FAX：０３－５２９６－７００１ 

インターネット：https://sodai.tokyokankyo.or.jp/ 

 

【手順】 

① 「粗大ごみ受付センター」に申し込む。 

② オペレーターから案内された料金の「有料粗大ごみ処理券」を購入する。 

※「有料粗大ごみ処理券」はスーパー・コンビニエンスストアなどのステッ

カーが貼ってあるお店で販売しています。 

③ 「有料粗大ごみ処理券」を品物に直接貼る。 

④ 指定された日の午前８時までに自宅の玄関、敷地の入口など道路に面した場所

（集合住宅、アパートの場合は１階入口付近）に出す。 



●杉並区●

50
音

品　　名 用途 素材 形状 分　　別 出し方と注意点

あ アイスピック 不燃
鋭利な部分を厚手の紙などで包み「危険」と表示して
ください。

アイロン 不燃

アイロン台 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

空き缶 飲食料用 かん さっとすすいでコンテナへ。

空き箱 古紙
雑誌と一緒にひもでしばるか、紙袋に入れて出してく
ださい。

空きびん 飲食料・化粧品用 びん
さっとすすいでコンテナへ。マニュキアのびんは不燃
ごみへ。

アコーディオンカーテン 粗大
２２０cm以下に切断してください。切断できない場合
は収集できません。

アシスト自転車 バッテリー含む 粗大

アタッシュケース 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

油 機械用 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

油 食用 拠点回収または可燃
可燃ごみの場合は紙か布にしみこませるか、固めて出
してください。食用油の拠点回収もご利用ください。

油粘土 可燃

油の付着した紙 可燃 汚れた紙は資源にはなりません。

油の付着したびん 不燃 汚れの取れないびんは資源になりません。

油の付着したプラスチック
製ボトル

可燃
汚れの取れないプラスチック製ボトルは資源になりま
せん。

油引きダンボール 可燃
資源になりません。油引き・油の染みたダンボールは
可燃ごみへ。

雨具（合羽） 可燃

雨戸 粗大 家庭から排出され、自分で取り外した物に限る。

編み機 粗大

網戸 粗大 家庭から排出され、自分で取り外した物に限る。

アメリカンフットボール防
具

粗大

洗い桶 台所用　金属製 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

洗い桶 台所用　プラスチック製 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

0 アルバム 可燃

アルミ缶 飲食料用 かん さっとすすいでコンテナへ。

アルミサッシ 粗大 家庭から排出され、自分で取り外した物に限る。

アルミ箔 不燃

アンカ 不燃

安全ピン 不燃

アンプ ステレオおよび楽器用 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

い イーゼル 粗大

イコライザー(音響機器） 粗大

石 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

衣装ケース 金属製 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

衣装ケース プラスチック製 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

椅子 粗大 最大辺が３０cm以下のものは可・不燃ごみへ。
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い 椅子付きテーブル キャンプ用 粗大

板きれ 可燃または粗大
釘は必ず抜いてください。最大辺が３０cmを超えるも
のは粗大ごみへ。

一輪車 作業用・スポーツ用 粗大

一升びん びん
さっとすすいでコンテナへ。販売店の回収もご利用く
ださい。

一斗缶 菓子類 かん

一斗缶 オイル・塗料 不燃 中身を空にしてください。

犬小屋 木製・スチール製 粗大

医療廃棄物（医療機関） 管轄の清掃事務所へご相談ください。

医療廃棄物（在宅） プラスチック製・布製 可燃

医療廃棄物（注射針） 使用済み注射針 薬局
使用済み注射針は処方を受けた薬局または医療機関
へ。

衣類 拠点回収または可燃 衣類の拠点回収もご利用ください。

衣類乾燥機 収集不可

家電リサイクル法の対象です。製品を購入するまたは
買い替えをする販売店または家電リサイクル受付セン
ター（０３－５２９６－７２００）へお申し込みくだ
さい。

衣類乾燥機の台 粗大

引火物各種 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

印鑑
プラスチック製・木製・
象牙製

可燃

インクカートリッジ（使用
済み）

拠点回収または可燃

使用済みインクカートリッジの拠点回収もご利用くだ
さい。
対象メーカー：キヤノン、エプソン、ヒューレッド・
パッカード、ブラザー

飲料容器
紙パック(裏がアルミの
もの)

可燃 資源になりません。可燃ごみとして出してください。

飲料容器 紙パック(裏が白いもの) 古紙
洗って切り開いて出してください。店頭回収もご利用
ください。

飲料容器 ペットボトル ペットボトル キャップとラベルはプラへ。 

う ウイスキーびん びん さっとすすいでコンテナへ。

ウインドサーフィン用具 粗大
２２０cm以下に切断してください。切断できない場合
は収集できません。

ウィンドファン(冷風機) 粗大

植木 可燃または粗大 幹の直径３０㎝を超えるものは収集不可。

植木棚 木製・プラスチック製 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

植木棚 金属製 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

植木鉢 素焼き・陶器製 不燃または粗大
最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。土は除い
てください。

植木鉢 プラスチック製 可燃または粗大
最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。土は除い
てください。

ウエストマッサージ器 健康器具 粗大

ウォシュレット 粗大 便器・タンクは不可。

浮き輪 レジャー用 可燃 空気は抜いてください。

薄型テレビ プラズマ・液晶 収集不可

家電リサイクル法の対象です。製品を購入するまたは
買い替えをする販売店または家電リサイクル受付セン
ター（０３－５２９６－７２００）へお申し込みくだ
さい。

うちわ 可燃

ウッドカーペット 粗大
２２０cm以下に切断してください。切断できない場合
は収集できません。

腕時計 不燃
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う 乳母車（ベビーカー） 粗大

羽毛布団 粗大 中身（羽毛）を出さずそのまま粗大ごみへ。

運動靴（スニーカー） 可燃

え エアコン 収集不可

家電リサイクル法の対象です。製品を購入するまたは
買い替えをする販売店または家電リサイクル受付セン
ター（０３－５２９６－７２００）へお申し込みくだ
さい。

エアコンの室外機 収集不可

家電リサイクル法の対象です。製品を購入するまたは
買い替えをする販売店または家電リサイクル受付セン
ター（０３－５２９６－７２００）へお申し込みくだ
さい。

映写機 粗大

ＡＣアダプター 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

液晶テレビ・プラズマテレ
ビ

収集不可

家電リサイクル法の対象です。製品を購入するまたは
買い替えをする販売店または家電リサイクル受付セン
ター（０３－５２９６－７２００）へお申し込みくだ
さい。

枝切りばさみ 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

絵の具のチューブ 金属製 不燃 中身を使い切ってください。

絵の具のチューブ プラスチック製 可燃 中身を使い切ってください。

絵本 古紙 雑誌と一緒にひもでしばって出してください。

ＭＤ（ミニディスク） 可燃

ＭＤラジカセ 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

エレキギター ケース含む 粗大

エレクトーン 粗大 重量７０kgまで。

園芸用支柱 金属製 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

園芸用支柱 プラスチック製・木製 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

エンジンオイル 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

縁台 粗大
２２０cm以下に切断してください。切断できない場合
は収集できません。

延長コード 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

鉛筆削り器
電動・手動・携帯用（金
属製）

不燃

お オイル缶 食用 不燃
資源になりません。中身を空にして不燃ごみとして出
してください。

オイル 機械用 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

オイル 食用 拠点回収または可燃
可燃ごみの場合は紙か布にしみこませるか、固めて出
してください。食用油の拠点回収もご利用ください。

オイルヒーター 粗大

オイルびん 食用 不燃
資源になりません。中身を空にして不燃ごみとして出
してください。

応接用椅子 粗大

ＯＡ椅子 粗大

ＯＡ機器 粗大

ＯＡ用紙 古紙 感熱紙は可燃ごみへ。

オーディオ機器各種 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

オーディオラック 粗大

オートバイ 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。
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お オーブントースター 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

オーブンレンジ 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

置き時計 卓上用 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

おけ(たらい) 粗大

おたま 金属製 不燃 プラスチック製は可燃ごみへ。

落ち葉 可燃
４５ℓの袋で４袋以上出す場合は、管轄の清掃事務所
へご連絡ください。

お盆 金属製 不燃

お盆 プラスチック製・木製 可燃

おまる 可燃または粗大
汚物は取り除いてください。最大辺が３０cmを超える
ものは粗大ごみへ。

おむつ 可燃 紙製・布製とも。汚物は取り除いてください。

折り込みちらし 古紙 新聞と一緒にひもでしばって出してください。

折りたたみ椅子 粗大 最大辺が３０cm以下のものは可・不燃ごみへ。

折りたたみ傘 不燃

折りたたみベッド 粗大

オルガン 粗大 重量７０kgまで。

温室 粗大

温水器 粗大

温度計 水銀 拠点回収
集積所には出せません。拠点回収をご利用いただく
か、収集職員に手渡ししてください。

温度計 水銀使用以外 不燃

音楽プレイヤー 携帯式 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

か カーステレオ一式 粗大

カーテン 可燃
裁断して可燃ごみへ。金具部分はできるだけはずして
不燃ごみへ。

カーテンレール 粗大
２２０cm以下に切断してください。切断できない場合
は収集できません。

介護用手すり 粗大

介護用トイレ 粗大
汚物等の付着がないようにしてください。陶器製は収
集不可。

介護用ベッド 粗大
モーターははずしてください。はずしたモーターも併
せて回収します。

カウンター(板のみ) 業務用を除く 粗大 取り外しに業者が必要なものは収集できません。

カード類 可燃

カーナビ ポータブル式 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

カーペット 粗大

カーボン紙 可燃 資源になりません。可燃ごみとして出してください。

貝殻 可燃

カイロ 不燃 使い捨てでないもの・使い捨て用ともに不燃ごみ。

鏡 不燃または粗大
厚手の紙などで包み「ガラス」と表示をしてくださ
い。最大辺が３０ｃｍを超えるものは粗大ごみへ。

角ハンガー 金属製 不燃

角ハンガー
プラスチック製（一部金
属を含むもの）

可燃
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か 額縁 金属製 不燃または粗大
額縁のガラスは厚手の紙などで包み「ガラス」と表示
をしてください。
最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

額縁 プラスチック製・木製 可燃または粗大
額縁のガラスは厚手の紙などで包み「ガラス」と表示
をして不燃ごみへ出してください。
最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

かご 金属製 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

かご プラスチック製・木製 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

傘 不燃

傘立て 金属製 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

傘立て プラスチック製・木製 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

飾り棚 粗大

加湿器 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

ガスオーブンレンジ 粗大

ガスシリンダー 収集不可 メーカー、取扱い店舗に処理を依頼してください。

ガスストーブ 粗大

ガス台 粗大

ガステーブル（ガスコン
ロ）

粗大

カセットコンロ 不燃

カセットテープ 可燃 ビデオテープ・ＣＤ・ＤＶＤも可燃ごみです。

カセットデッキ 粗大

カセットラック 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

カセットボンベ 不燃

最後まで使い切って、カセットボンベだけを別の袋に
入れて「カセットボンベ」と表示して出してくださ
い。中身を空にするために、缶に穴を開けることは危
険です。

ガソリン 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

カタログ類 古紙 雑誌と一緒にひもでしばって出してください。

楽器ケース 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

活性炭 可燃

合羽　(雨具) 可燃

カップめん容器 紙製 可燃

カップめん容器 プラスチック製 プラスチック製容器包装
軽く汚れを落としてください。汚れの取れないものは
可燃ごみへ。

かつら 可燃

かなづち 不燃

かばん（手提げ） 金属製 不燃 ジュラルミンケースは除く。

かばん（手提げ） 布製・革製・ビニール製 可燃

画びょう 不燃 厚手の紙などで包み「危険」と表示してください。

花瓶 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

紙コップ 可燃 資源になりません。可燃ごみとして出してください。

紙皿 可燃 資源になりません。可燃ごみとして出してください。

カミソリ刃 不燃 厚手の紙などで包み「危険」と表示してください。
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か 紙粘土 可燃

紙パック 飲料用（裏が白いもの） 古紙
洗って切り開いて出してください。店頭回収もご利用
ください。

紙パック
飲料用（裏がアルミのも
の）

可燃 資源になりません。可燃ごみとして出してください。

紙パック 掃除機用 可燃

ガムテープ 紙製・布製・ビニール製 可燃

カメラ（フィルム式） 不燃 ポラロイドを含む。

カメラ（デジタル） 不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

カメラ(使い捨て) 可燃

カラーボックス 粗大

カラオケ機器 家庭用に限る 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

ガラケー（携帯電話） 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

ガラス板 不燃または粗大
厚手の紙などで包み「ガラス」と表示してください。
最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

ガラス製品 飲食料用・化粧品のびん びん
さっとすすいでコンテナへ。汚れの取れないびんやマ
ニキュアのびんは不燃ごみへ。

ガラス製品 食器・コップ等 不燃 厚手の紙などで包み「ガラス」と表示してください。

ガラス製品 割れたびん 不燃 厚手の紙などで包み「ガラス」と表示してください。

ガラス戸 粗大 家庭から排出され、自分で取り外した物に限る。

カラスネット 可燃 たたんで袋に入れ「廃棄」と表示してください。

革製品 靴・かばん・服など 可燃

かん
飲食料用（アルミ・ス
チール）・菓子・お茶・
かん詰のかん

かん さっとすすいでコンテナへ。

かん さびているもの 不燃

簡易棚 粗大

管楽器 粗大

換気扇 フード含む 粗大

緩衝材 紙製 可燃

緩衝材 気泡状　プチプチ プラスチック製容器包装

緩衝材 発泡スチロール プラスチック製容器包装

乾燥機 衣類用 収集不可

家電リサイクル法の対象です。製品を購入するまたは
買い替えをする販売店または家電リサイクル受付セン
ター（０３－５２９６－７２００）へお申し込みくだ
さい。

乾燥機 食器用 粗大

乾燥機 布団用 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

乾燥剤 不燃 食料品等の品質保持のため使用されているもの。

乾電池
円筒型・コイン形リチウ
ム電池

不燃
ボタン電池・小型充電式（二次）電池は区では回収で
きません。回収協力店へお持ちください。

感熱紙 可燃 資源になりません。可燃ごみとして出してください。

き キーボード 楽器 粗大

キーボード パソコン用 不燃
パソコンの付属品の場合は、パソコンリサイクルと同
時に出せます。

キーホルダー 金属製 不燃
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き キーホルダー プラスチック製・木製 可燃

木くず・木の枝 可燃
長さ５０㎝以下に切り、直径３０㎝以内に束ねて出し
てください。４束以上は、管轄の清掃事務所へご連絡
ください。

ギター ケース含む 粗大

木づち 可燃

キャスターバッグ 粗大

脚立 粗大
２２０cm以下に切断してください。切断できない場合
は収集できません。

キャップ（ふた） 金属製 不燃

キャップ（ふた） プラスチック製 プラスチック製容器包装

キャビネット 粗大

キャンバス 粗大

給茶器 業務用を除く 粗大 取り外しに業者が必要なものは収集できません。

給湯器 業務用を除く 粗大 取り外しに業者が必要なものは収集できません。

牛乳パック 古紙
洗って切り開いて出してください。店頭回収もご利用
ください。

牛乳びん びん さっとすすいでコンテナへ。

給油ポンプ 手動 可燃

給油ポンプ 電動 不燃 電池ははずしてください。

教科書 古紙 雑誌と一緒にひもでしばって出してください。

鏡台(ドレッサー) 椅子を含む 粗大

金庫 大型・耐火 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

金庫 手さげ 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

筋力トレーニング器具 粗大

く 空気入れ 自転車用　金属製 不燃

空気入れ
自転車用　プラスチック
製

可燃

空気清浄機 粗大

クーラーボックス 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

くぎ 不燃 厚手の紙などで包み「危険」と表示してください。

草刈り機 業務用を除く 粗大 エンジン式のものは専門業者へ依頼してください。

鎖 金属製 不燃 解けないよう束ねてください。

鎖 プラスチック製 可燃 解けないよう束ねてください。

串 金属製 不燃 厚手の紙などで包み「危険」と表示してください。

串 竹製 可燃 厚手の紙などで包み「危険」と表示してください。

薬 家庭用に限る 可燃 業務用の薬品は専門業者に依頼してください。

薬の錠剤シート プラスチック製容器包装

薬のチューブ 金属製 不燃

薬のチューブ プラスチック製 可燃

薬びん のみ薬・栄養剤 びん さっとすすいでコンテナへ。
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く 果物の保護材 プラスチック製容器包装

靴 可燃

靴下 可燃

クッション 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

クラシックギター ケース含む 粗大

グラス 不燃 厚手の紙などで包み「ガラス」と表示してください。

クリスマスツリー 可燃または粗大 高さが３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

車いす
電動式(バッテリー式)を
除く

粗大

クレジットカード 可燃

クレヨン 可燃

グローブ スポーツ用 可燃

軍手 可燃

け 蛍光管・蛍光灯 不燃
ケースまたは厚手の紙などで包み「危険」と表示して
ください。

蛍光灯器具（照明器具） 不燃または粗大
家庭用コンセントから電源を取るもの。最大辺が３０
cmを超えるものは粗大ごみへ。

ゲーム機 家庭用 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

ゲージ ペット持ち運び用かご 粗大

計算機 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

珪藻土 不燃

携帯電話 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

携帯音楽プレーヤー 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

携帯ゲーム機 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

化粧箱 粗大

化粧品のびん びん
さっとすすいでコンテナへ。マニキュアのびんは不燃
ごみへ。

下駄 可燃

下駄箱 粗大

血圧計 水銀 拠点回収
集積所には出せません。拠点回収をご利用いただく
か、収集職員に手渡ししてください。

血圧計 水銀使用以外 不燃

弦楽器 粗大

玄関マット 可燃 裁断して可燃ごみへ。

建築廃材 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

剣道防具 粗大

こ 広告紙（ちらし） 古紙 新聞と一緒にひもでしばってお出しください。

ゴーグル 可燃

コート掛け 粗大

コードリール 粗大

コーヒーメーカー 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。
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こ ござ 粗大

こたつ こたつ板を含む 粗大

こたつ布団 粗大

コップ 紙製 可燃 資源になりません。可燃ごみとして出してください。

コップ
ガラス製・陶磁器製・金
属製

不燃
ガラス製・陶磁器製のコップは、厚手の紙などで包み
「危険」と表示してください。

コップ プラスチック製 可燃

琴 粗大

粉ミルクの缶 かん さっとすすいでコンテナへ。

碁盤 粗大

コピー機 家庭用に限る 粗大

ゴム 可燃

米びつ 粗大

コルク栓 可燃

ゴルフクラブ 粗大 １４本まで４００円。

ゴルフバッグ 粗大

ゴルフボール 可燃

コンクリート片 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

コンタクトレンズ 可燃

梱包ひも 可燃 解けないよう束ねるか、短く裁断してください。

コンポスト容器 粗大

さ サーフボード 粗大
２２０cm以下に切断してください。切断できない場合
は収集できません。

サイクリングマシーン 粗大

座椅子 粗大

サイドボード 粗大

作業服 可燃

酒パック 可燃または古紙 裏が白色のものは古紙として出してください。

酒びん びん さっとすすいでコンテナへ。

座卓 粗大

殺菌剤 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

雑誌 古紙 ひもでしばって出してください。

殺虫剤（スミチオン） 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

殺虫剤（スプレー式） 不燃
最後まで使い切って、スプレー缶だけを別の袋に入れ
て「スプレー缶」と表示して出してください。中身を
空にするために、かんに穴を開けることは危険です。

さびた缶 不燃 資源になりません。不燃ごみとして出してください。

座布団 粗大 ５枚まで４００円。

サマーベッド 粗大
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さ 皿 紙製 可燃 資源になりません。可燃ごみとして出してください。

皿 金属製 不燃

皿 陶磁器 不燃 厚手の紙などで包み「危険」と表示してください。

皿 プラスチック製 可燃

ざる 調理器具　金属製 不燃

ざる
調理器具　プラスチック
製

可燃

三輪車 粗大

し シーツ(敷布) 可燃 裁断して可燃ごみへ。

シェーバー 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

ＣＤ(ＬＤ・ＤＶＤ) 可燃 カセットテープ・ビデオテープも可燃ごみです。

ＣＤプレーヤー 不燃
携帯音楽プレーヤーは小型家電の拠点回収もご利用く
ださい。

ＣＤラジカセ 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

ＣＤ収納ケース・ＣＤラッ
ク

金属製 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

ＣＤ収納ケース・ＣＤラッ
ク

プラスチック製 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

ジーンズ 拠点回収または可燃 衣類の拠点回収もご利用ください。

磁気マットレス 粗大

磁石 不燃

辞書・辞典 紙製 古紙 雑誌と一緒にひもでしばって出してください。

辞書・辞典 電子 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

下着類 可燃

湿布薬 可燃

自転車 粗大

自転車空気入れ(ポンプ) 金属製 不燃

自転車空気入れ(ポンプ) プラスチック製 可燃

自転車の車輪 粗大

自転車タイヤ・チューブ 可燃

自動車 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

七輪 粗大

竹刀 粗大 ５本まで４００円。

芝刈り機 業務用を除く 粗大 エンジン式のものは専門業者へ依頼してください。

三味線 粗大

シャープペンシル 金属製 不燃

シャープペンシル プラスチック製・木製 可燃

写真 可燃 資源になりません。可燃ごみとして出してください。

写真フィルム(ネガ) 可燃

ジャッキ 不燃または粗大
購入時ケース・箱に入っていたものに限ります。最大
辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。
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し シャベル 金属製 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

シャベル プラスチック製 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

しゃもじ プラスチック製・木製 可燃

しゃもじ 金属製 不燃

シャンプーの空き容器 プラスチック製容器包装
さっとすすいでください。汚れているものは可燃ごみ
へ。

週刊誌 古紙 ひもでしばって出してください。

ジューサー 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

ジュースの容器 ガラス製 びん さっとすすいでコンテナへ。

ジュースの容器 金属製 かん さっとすすいでコンテナへ。

ジュースの容器 プラスチック製 プラスチック製容器包装 さっとすすいでコンテナへ。

じゅうたん 粗大

充電器 携帯電話用 不燃 できるだけ販売店へお返しください。

充電式（二次）電池 拠点回収または店頭回収
拠点回収もご利用ください。
【小型充電式電池】一般社団法人JBRC
https://www.jbrc.com/

収納ケース 金属製 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

収納ケース プラスチック製・木製 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

ジュラルミンケース 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

シュレッダー 業務用を除く 粗大

シュレッダーくず 可燃 資源になりません。可燃ごみとして出してください。

瞬間湯沸機 粗大

消火器 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

将棋盤 粗大

焼却炉 粗大
粗大ごみ受付センターでは受付できません。環境課
（区役所西棟7階）にお問い合わせください。

障子戸 粗大 家庭から排出され、自分で取り外した物に限る。

浄水器・整水器 不燃または粗大
最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。プラス
チック製の整水器（３０cm以下）は可燃ごみへ。

消毒剤 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

照明器具 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

醤油の容器 食卓用　ガラス製 不燃

醤油の容器 びん びん 軽くすすいでコンテナへ。

醤油の容器 食卓用　プラスチック製 可燃

醤油の容器 ペットボトル ペットボトル キャップはプラへ。

じょうろ プラスチック製 可燃

じょうろ ブリキ・金属製 不燃

食品トレイ プラスチック製容器包装
さっとすすいでください。店頭回収もご利用くださ
い。

除湿機 粗大

書籍 古紙 雑誌と一緒にひもでしばって出してください。

除草剤 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。
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し 書棚 粗大

食器洗い乾燥機 粗大

食器乾燥機 粗大

食器棚 粗大

食器類 ガラス製・陶磁器製 不燃 厚手の紙などで包み「危険」と表示してください。

食器類 プラスチック製 可燃

ショッピングカート 粗大

シルバーカート 粗大 電動式は専門業者へ依頼してください。

シンセサイザー 粗大

シンナー 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

新聞紙 古紙 ひもでしばるか、袋に入れて出してください。

す 水槽 ガラス製 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

水槽 プラスチック製 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

水筒 魔法瓶　金属製 不燃

水筒 プラスチック製 可燃

炊飯器 家庭用に限る 拠点回収、不燃または粗大
最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。
最大辺が３０cm以下のものは小型家電の拠点回収もご
利用ください。

スーツケース 粗大

姿見(鏡) 粗大

スキー板 ストックを含む 粗大

スキーウエア 可燃

スキーバッグ 粗大

スキー靴 可燃

スキャナー
単体のもの。複合機は除
く

不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

スケート靴 不燃

スケートボード 粗大

スコップ 金属製 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

スコップ プラスチック製 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

すずり 不燃

すずり プラスチック製 可燃

すだれ 粗大

スチール缶 飲食料用 かん さっとすすいでコンテナへ。

スチール棚 粗大

スチール机 家庭用に限る 粗大

ステッパー 粗大

ステレオセット フルセット 粗大

ステレオセット ミニコンポ 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。
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す ストーブ 電気･ガス･石油 粗大 灯油は必ず抜いてください。

ストッキング 可燃

ストロー 可燃

砂 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

スニーカー 可燃

スノーボード 粗大

すのこ 粗大

スパイクシューズ 可燃 金具部分はできるだけはずして不燃ごみへ。

スパナ 不燃

スピーカー 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

スプーン 金属製 不燃

スプーン プラスチック製 可燃

スプレー缶 不燃
最後まで使い切って、スプレー缶だけを別の袋に入れ
て「スプレー缶」と表示して出してください。中身を
空にするために、缶に穴を開けることは危険です。

すべり台 幼児用玩具 粗大

スポンジ 可燃

ズボンプレッサー 粗大

スマートフォン 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

スリッパ 可燃

スロット台 業務用を除く 粗大 家庭から排出されるものに限る。

せ 整水器・浄水器 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

整水器 プラスチック製 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

製図机 粗大

製図用ドラフター 粗大

石油ストーブ 粗大 灯油は必ず抜いてください。

石油ファンヒーター 粗大 灯油は必ず抜いてください。

石こう 不燃
少量のものに限る。石こうボードは専門業者に処理を
依頼してください。

セロハンテープ 可燃

洗濯機 収集不可

家電リサイクル法の対象です。製品を購入するまたは
買い替えをする販売店または家電リサイクル受付セン
ター（０３－５２９６－７２００）へお申し込みくだ
さい。

洗濯ばさみ 金属製 不燃

洗濯ばさみ プラスチック製 可燃

扇風機 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

洗面器 金属製 不燃

洗面器 プラスチック製 可燃

洗面化粧台 家庭用に限る 粗大 陶器の部分のみ排出不可。

そ 造花 可燃
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そ 双眼鏡 不燃

雑巾 可燃

掃除機 粗大 ハンディタイプのものは不燃ごみへ。

ソファー 粗大

そり 子供用用具 粗大

た 体温計 水銀 拠点回収
集積所には出せません。拠点回収をご利用いただく
か、収集職員に手渡ししてください。

体温計 電子 不燃

耐火金庫 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

台車 粗大

体重計 家庭用に限る 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

タイヤ 自動車・オートバイ用 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

タイヤチェーン 金属製 不燃または粗大 ケースとセットは粗大ごみです。

タイヤチェーン 金属以外 可燃または粗大 ケースとセットは粗大ごみです。

タイル 不燃または粗大 建築物除去に伴い生じたものは収集不可。

タオル 可燃

タオルケット 粗大 毛布と合わせて5枚まで４００円。

高枝切りバサミ 粗大

卓上計算機 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

卓上コンロ 不燃

竹馬 玩具 粗大

畳 粗大 事業者がとりはずした場合は収集不可。

脱臭剤 可燃 容器はプラの場合があります。

タッパー 可燃

棚 粗大

たばこの空き箱 可燃 資源になりません。可燃ごみとして出してください。

タブレット 不燃

たまごのパック プラスチック製容器包装

たらい 粗大

樽 粗大

たわし 金属製 不燃

たわし プラスチック製・やし製 可燃

単行本 古紙 雑誌と一緒にひもでしばって出してください。

炭酸水用ガスシリンダー 収集不可 メーカー、取扱い店舗に処理を依頼してください。

たんす 粗大

段通 粗大
２２０cm以下に切断してください。切断できない場合
は収集できません。

ダンベル 不燃または粗大 ５kgまでは不燃。５kgを超えるものは粗大ごみへ。
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た 段ボール ろう引き・油引きのもの 可燃 資源になりません。可燃ごみとして出してください。

段ボール 古紙 ひもでしばって出してください。

ち チェーンソー 粗大
エンジン式のものは専門業者に処理を依頼してくださ
い。

チェスト 粗大

地球儀 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

チャイルドシート 粗大

茶だんす 粗大

茶筒缶 かん

茶箱 粗大

ちゃぶ台 粗大

注射針（医療廃棄物） 使用済み注射針 薬局
使用済み注射針は処方を受けた薬局または医療機関
へ。

チューナー オーディオ用 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

チューブ 在宅医療用 可燃
在宅医療から出るチューブ類は、プラマークがあって
も可燃ごみで出してください。

チューブ 自転車用 可燃

チューブ
わさび・からし・ハミガ
キ粉など

可燃または
プラスチック製容器包装

汚れの取れないものは可燃ごみへ。

ちらし 古紙
雑誌と一緒にひもでしばるか、紙袋に入れて出してく
ださい。

ちりとり 金属製 不燃

ちりとり プラスチック製 可燃

つ 使い捨てカイロ 不燃

使い捨てライター 不燃
最後まで使い切って、ライターだけを別の袋に入れて
「ライター」と表示して出してください。

ついたて 粗大 家庭から排出され、自分で取り外した物に限る。

机 粗大

土 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

突っ張り棒 粗大

爪切り 不燃

釣り糸 可燃

釣り針 不燃
ケースまたは厚手の紙などで包み「危険」と表示して
ください。

つるはし 粗大

て ディスプレイ パソコン用 収集不可
パソコンリサイクル法の対象です。メーカー、パソコ
ン３Ｒ推進協会またはリネットジャパン（株）へお問
い合わせください。

ティッシュペーパーの箱 古紙
雑誌と一緒にひもでしばるか、紙袋に入れて出してく
ださい。

ＤＶＤプレーヤー 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

テーブル 粗大

テープレコーダー 粗大

手押し車 粗大

デジタルカメラ 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

鉄アレイ 不燃または粗大 ５kgまでは不燃。５kgを超えるものは粗大ごみへ。
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て デッキブラシ 粗大

鉄板 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

テニスボール 可燃

テニスラケット 粗大 ５本まで４００円。

手袋
布製・毛糸・ゴム製・革
製

可燃

テレビ 収集不可

家電リサイクル法の対象です。製品を購入するまたは
買い替えをする販売店または家電リサイクル受付セン
ター（０３－５２９６－７２００）へお申し込みくだ
さい。

テレビアンテナ
屋外用　パラボラ　衛星
テレビ用

粗大

テレビアンテナ 室内用 不燃

テレビ台 粗大

テレホンカード 可燃

電気アンカ 不燃

電気カーペット 粗大

電気カミソリ 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

電気コード 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

電気ストーブ 粗大

電気鍋 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

電気ポット 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

電気毛布 粗大 タオルケットと合わせて５枚まで４００円。

電球 不燃
ケースまたは厚手の紙などで包み「危険」と表示して
ください。

電子オルガン 粗大 重量７０kgまで

電子辞書 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください

電磁調理器 卓上用 不燃

電磁調理器 据置型 粗大

電子レンジ 粗大

電卓 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

電池 乾電池 不燃

電池 ボタン電池 店頭回収

店頭回収をご利用ください。
【ボタン電池】ボタン電池回収推進センター
http://www.botankaishu.jp/m/top.php
電話：0120‐266‐205

電池 小型充電式（二次）電池 拠点回収または店頭回収
拠点回収もご利用ください。
【小型充電式電池】一般社団法人JBRC
https://www.jbrc.com/

テント 粗大

電動自転車 バッテリー含む 粗大

電動ドライバー 不燃

電動のこぎり 家庭用に限る 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

電動マージャン台 粗大

電話機 ＦＡＸ付きも同様 拠点回収、不燃または粗大
最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。
最大辺が３０cm以下のものは小型家電の拠点回収もご
利用ください。
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て 電話帳 古紙
雑誌と一緒にひもでしばるか、紙袋に入れて出してく
ださい。

と 砥石 不燃

トイレットペーパーの芯 古紙
雑誌と一緒にひもでしばるか、紙袋に入れて出してく
ださい。

トイレブラシ 可燃

陶磁器 不燃

豆腐の容器 プラスチック製容器包装
さっとすすいでください。汚れの取れないものは可燃
ごみへ。

灯油 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

トースター 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

時計 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

戸棚 粗大

土鍋 不燃

ドライバー 不燃

ドライヤー 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

ドラムセット 粗大

塗料 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

ドレッサー(鏡台) 粗大

な ナイフ類 不燃 厚手の紙などで包み「危険」と表示してください。

長靴 可燃

納豆の容器 プラスチック製容器包装
さっとすすいでください。汚れの取れないものは可燃
ごみへ。

鍋 家庭用に限る 不燃

生ごみ処理機 粗大

に 人形 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

人形ケース 粗大

ぬ ぬいぐるみ 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

縫い針 不燃
ケースまたは厚手の紙などで包み「危険」と表示して
ください。

ね ネガフィルム 可燃

ネクタイ 可燃

ねこ砂 可燃

ネジ 不燃

ネット 果物用等 プラスチック製容器包装

寝袋 粗大

粘土 紙粘土・油粘土 可燃

の 農薬類 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

ノート 古紙
雑誌と一緒にひもでしばるか、紙袋に入れて出してく
ださい。

ノートパソコン 収集不可
パソコンリサイクル法の対象です。メーカー、パソコ
ン３Ｒ推進協会またはリネットジャパン（株）へお問
い合わせください。

のこぎり 電動（家庭用に限る） 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ
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の のこぎり
電動以外（家庭用に限
る）

不燃

海苔の缶 かん

ノンカーボン紙 可燃 資源になりません。可燃ごみとして出してください。

は
バーベキューグリル・コン
ロ

不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ

バーベル 不燃または粗大 ５kgまでは不燃。５kgを超えるものは粗大ごみへ

灰皿 ガラス製・金属製 不燃

灰皿 プラスチック製 可燃

パイプ椅子 粗大

パイプハンガー 粗大

パイプベッド 粗大

廃油 エンジンオイル等 収集不可 専門業者に処理を依頼してください

廃油 食用油 拠点回収または可燃
可燃ごみの場合は紙か布にしみこませるか、固めて出
してください。食用油の拠点回収もご利用ください。

バインダー プラスチック製 可燃

バインダー 紙製 古紙 金具部分はできるだけはずして不燃ごみへ。

はがき 古紙
雑誌と一緒にひもでしばるか、紙袋に入れて出してく
ださい。

白熱灯 不燃
ケースまたは厚手の紙などで包み「危険」と表示して
ください。

バケツ（手提げ） 金属製 不燃

バケツ（手提げ） プラスチック製 可燃

はさみ 不燃
ケースまたは厚手の紙などで包み「危険」と表示して
ください。

箸 可燃

はしご 粗大
２２０cm以下に切断してください。切断できない場合
は収集できません。

バスマット 可燃 裁断して可燃ごみへ。

パソコン 収集不可
パソコンリサイクル法の対象です。メーカー、パソコ
ン３Ｒ推進協会またはリネットジャパン（株）へお問
い合わせください。

パソコン外枠 粗大

パソコン用ディスプレイ 収集不可
パソコンリサイクル法の対象です。メーカー、パソコ
ン３Ｒ推進協会またはリネットジャパン（株）へお問
い合わせください。

パソコンラック 粗大

パチンコ台 業務用を除く 粗大 家庭から排出されるものに限る。

バッテリー
自動車用・アシスト自転
車用

収集不可 購入店または専門業者にご相談ください。

発電機 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

バット 野球用 粗大 ５本まで４００円。

バット 調理器具　金属製 不燃

バット
調理器具　プラスチック
製

可燃

発泡スチロール プラスチック製容器包装

花火 可燃 必ず水に浸してから出してください。

パネルカーペット 不燃または粗大 建築物除去に伴い生じたものは除きます。
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は パネルヒーター 粗大

歯ブラシ 可燃

刃物 不燃
ケースまたは厚手の紙などで包み「危険」と表示して
ください。

針 不燃
ケースまたは厚手の紙などで包み「危険」と表示して
ください。

針金 不燃

ハンガー（角または丸ハン
ガーを含む）

針金・金属製 不燃

ハンガー（角または丸ハン
ガーを含む）

プラスチック製・木製
（一部金属を含むもの）

可燃

はんこ
プラスチック製・木製・
象牙製

可燃

半紙 可燃 資源になりません。可燃ごみとして出してください。

ハンドバッグ 可燃

パンフレット類 古紙
雑誌と一緒にひもでしばるか、紙袋に入れて出してく
ださい。

パン焼き機 粗大

ひ ピアノ 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

ビーチパラソル 粗大

ビールケース 粗大 できるだけ販売店の回収をご利用ください。

ビールびん びん
さっとすすいでコンテナへ。販売店の回収もご利用く
ださい。

引き出し 粗大

ビデオカメラ ポータブル 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

ビデオテープ 可燃 ビデオテープ・ＣＤ・ＤＶＤも可燃ごみです。

ビデオデッキ 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

雛壇 粗大

ビニールコート紙 可燃 資源になりません。可燃ごみとして出してください。

ビニール製品 可燃

火鉢 粗大 灰は取り除き、可燃ごみへ。

日焼け器具 粗大

百科事典 古紙 雑誌と一緒にひもでしばって出してください。

漂白剤の容器 プラスチック製容器包装 さっとすすいでください。

びん 飲食料用 びん さっとすすいでコンテナへ。

びん
割れたもの・梅酒用（市
販）

不燃
ケースまたは厚手の紙などで包み「ガラス」と表示し
てください。

便せん 古紙 雑誌と一緒にひもでしばるか、紙袋に入れて出してく
ださい。

びんのふた 金属製 不燃

びんのふた プラスチック製 プラスチック製容器包装

ふ ファクシミリ 拠点回収、不燃または粗大
最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。
最大辺が３０cm以下のものは小型家電の拠点回収もご
利用ください。

ファミコン 不燃

ファミコンソフト 可燃
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ふ ファンシーケース 粗大

ファンヒーター ガス・石油 粗大 灯油は必ず抜いてください。

封筒 古紙
雑誌と一緒にひもでしばるか、紙袋に入れて出してく
ださい。

フォークギター ケース含む 粗大

服 拠点回収または可燃 衣類の拠点回収もご利用ください。

ふすま 粗大 家庭から排出され、自分で取り外した物に限る。

プチプチ（気泡緩衝材） プラスチック製容器包装

仏壇 粗大

フットバス 粗大

布団 粗大

布団カバー 可燃 裁断して可燃ごみへ。

布団乾燥機 粗大

布団干し 粗大

フライパン 不燃

ブラインド 粗大
２２０cm以下に切断してください。切断できない場合
は収集できません。

ぶら下がり健康器 粗大

プラズマテレビ・液晶テレ
ビ

収集不可
家電リサイクル法の対象です。製品を購入するまたは
買い替えをする販売店または家電リサイクル受付セン
ター（５２９６－７２００）へお申し込みください。

ブランコ 幼児用 粗大

プランター プラスチック製・木製 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

プリペイドカード 可燃

プリンター 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

プリンの容器 プラスチック製 プラスチック製容器包装

プリンの容器 ガラス製 びん

古本 古紙
雑誌と一緒にひもでしばるか、紙袋に入れて出してく
ださい。

フロアマット 自動車用 可燃 裁断して可燃ごみへ。

プロジェクションテレビ 粗大

ブロック 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

フロッピーディスク 可燃 金具部分はできるだけはずして不燃ごみへ。

フローリングカーペット 粗大
２２０cm以下に切断してください。切断できない場合
は収集できません。

風呂釜 粗大 家庭から排出され、自分で取り外した物に限る。

風呂のいす 介護福祉用を除く 可燃

風呂のふた 粗大

風呂のマット 可燃 裁断して可燃ごみへ。

プロパンガスボンベ 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

文鎮 不燃
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へ ヘアードライアー 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

ヘアブラシ 可燃

ベースギター ケース含む 粗大

ベッド 粗大

ペットのケージ 粗大

ペットのトイレシート 可燃 汚物は取り除いてください。

ペットのふん 収集不可

ヘッドフォンステレオ 不燃

ペットボトル ペットボトル キャップとラベルはプラへ。 

ベッドマット 粗大

ベビーカー 粗大

ベビーチェア 粗大

ベビーバス 粗大

ベビーフェンス 粗大

ベビーベッド 粗大

ヘリウムガスボンベ 不燃または粗大
中身は空にしてください。中身が入っている場合は収
集できません。最大辺が３０ｃｍを超えるものは粗大
ごみへ。

ヘルスメーター 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

ベルト ズボン用 可燃

ヘルメット 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

ペンキ 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

便座 粗大 温水便座の場合は、操作部分等を含みます。

ベンジン 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

ペンチ 不燃

ベンチシート 粗大

弁当の容器 持ち帰り用 プラスチック製容器包装
さっとすすいでください。汚れているものは可燃ごみ
へ。

弁当箱 金属製 不燃

弁当箱 プラスチック製 可燃

ほ 望遠鏡 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

ほうき
木製・竹製・プラスチッ
ク製

可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

帽子 可燃

包装紙 古紙
雑誌と一緒にひもでしばるか、紙袋に入れて出してく
ださい。

包丁 不燃
ケースまたは厚手の紙などで包み「危険」と表示して
ください。

包丁研ぎ器 不燃

防鳥用ネット 可燃 たたんでしばって「廃棄」と表示してください。

ボウリングの球 粗大 １回１個まで。

ボウル 台所用　金属製 不燃
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ほ ボウル 台所用　プラスチック製 可燃

ホース 可燃 長いものは裁断してください。

ホースリール ホース含む 粗大

ポータブルカーナビ 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

ポータブルビデオカメラ 拠点回収または不燃 小型家電の拠点回収もご利用ください。

ホームベーカリー 粗大 最大辺が３０㎝以下のものは不燃ごみへ。

ボール各種 スポーツ用 可燃

ポールハンガー 粗大

ボールペン 金属製 不燃

ボールペン プラスチック製 可燃

歩行器 乳児用具 粗大

ポスター 古紙
雑誌と一緒にひもでしばるか、紙袋に入れて出してく
ださい。

ボタン 金属製 不燃

ボタン プラスチック製・木製 可燃

ボタン電池 収集不可
区では収集できません。回収協力店へお持ちくださ
い。

ホチキス（ステープラー） 不燃

ホチキス針（ステープラー
の針）

不燃

ホットカーペット 粗大

ホットプレート 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

ポット(魔法瓶) 不燃

ボディボード 粗大

哺乳びん ガラス製 不燃

哺乳びん プラスチック製 可燃

ポリタンク 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

ポリバケツ 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

ポリ袋
買い物の際に商品を入れ
て持ち帰ったもの

プラスチック製容器包装

ポリ袋
商品として売られていた
もの

可燃

ポリ容器 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

保冷庫 収集不可

家電リサイクル法の対象です。製品を購入するまたは
買い替えをする販売店または家電リサイクル受付セン
ター（０３－５２９６－７２００）へお申し込みくだ
さい。

保冷剤 可燃

ホワイトボード 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

本 古紙
雑誌と一緒にひもでしばるか、紙袋に入れて出してく
ださい。

本棚 粗大

ボンベ(カセット) 不燃

最後まで使い切って、カセットボンベだけを別の袋に
入れて「カセットボンベ」と表示して出してくださ
い。中身を空にするために、缶に穴を開けることは危
険です。

ま マーガリンの容器 プラスチック製容器包装 汚れが取れないものは可燃ごみへ。
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ま 麻雀卓 粗大

麻雀パイ 可燃

マガジンラック 粗大

マイク 不燃

まくら 可燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

マッサージ機 椅子型　大型のもの 粗大 重量７０kgまで。

マッサージ機 ハンディタイプ 不燃

マッチ 可燃 水に浸してから出してください。

マットレス 粗大

窓付き封筒 古紙 窓の部分ははずして可燃ごみへ。

まな板 プラスチック製・木製 可燃

マニキュアびん 不燃 資源になりません。不燃ごみとして出してください。

マネキン 裁縫用・服飾用 粗大 家庭用に限る。

マネキンの頭 可燃

魔法瓶 不燃

豆電球 不燃

マヨネーズの容器 プラスチック製容器包装 汚れが取れないものは可燃ごみへ。

マンガ本 古紙 雑誌と一緒にひもでしばって出してください

み ミキサー 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ

ミシン 粗大

水枕 可燃

味噌の容器 プラスチック製容器包装 汚れが取れないものは可燃ごみへ。

密閉保存容器 ガラス製 不燃

密閉保存容器 プラスチック製 可燃

ミニコンポ 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ

耳かき 金属製 不燃

耳かき 竹製 可燃

む 麦わら帽子 可燃

無線機 粗大 家庭用に限る。

虫かご 可燃

虫めがね 不燃

め 名刺 古紙
雑誌と一緒にひもでしばるか、紙袋に入れて出してく
ださい。

めがね 金属製 不燃

めがね プラスチック製 可燃

目薬の容器 プラスチック製容器包装

メジャー 金属製 不燃
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め メジャー プラスチック製 可燃

メモ用紙 古紙
雑誌と一緒にひもでしばるか、紙袋に入れて出してく
ださい。

も 毛布 粗大 ５枚まで４００円（タオルケット含む）。

餅つき機 粗大 最大辺が３０㎝以下のものは不燃ごみへ。

モップ 粗大

物置 粗大
大型は解体してください。大型で解体できないもの
は、専門業者へ依頼してください。簡単に移動が可能
な小型の物置は解体不要です。

ものさし 金属製 不燃

ものさし プラスチック製・木製 可燃

物干し竿 粗大

物干し台 粗大

や やかん 不燃

野球用のグローブ 可燃

薬品 工業用 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

柳行李 粗大

ゆ 浴衣 可燃

湯たんぽ 金属製 不燃

湯たんぽ プラスチック製 可燃

湯飲み茶わん 不燃 厚手の紙などで包み「危険」と表示してください。

ゆりかご 粗大

湯沸機 台所用　小型 粗大 事業者がとりはずした場合は収集不可。

よ 洋服 拠点回収または可燃 衣類の拠点回収もご利用ください。

洋服だんす 粗大

ヨーグルトの容器 紙製 可燃 資源になりません。可燃ごみとして出してください。

ヨーグルトの容器 ガラス製 びん さっとすすいでコンテナへ。

ヨーグルトの容器 プラスチック製 プラスチック製容器包装
さっとすすいでください。汚れが取れないものは可燃
ごみへ。

浴槽 粗大 家庭から排出され、自分で取り外した物に限る。

汚れた紙類 宅配ピザ用など 可燃 資源になりません。可燃ごみとして出してください。

汚れの取れないかん 不燃 資源になりません。不燃ごみとして出してください。

汚れの取れないびん 不燃 資源になりません。不燃ごみとして出してください。

よしず 粗大

ら ライター 不燃
最後まで使い切って、ライターだけを別の袋に入れて
「ライター」と表示して出してください。

ラグマット 粗大

ラジオ 拠点回収、不燃または粗大
最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。
最大辺が３０cm以下のものは小型家電の拠点回収もご
利用ください。

ラジカセ 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

ラップ
買い物の際に商品を包ん
でいたもの

プラスチック製容器包装 汚れが取れないものは可燃ごみへ。
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ら ラップ
商品として売られていた
もの

可燃

ラップの芯 古紙 紙袋に入れて出してください。

ラブチェアー 粗大

ランドセル 可燃

ランニングマシーン 電動機具を含む 粗大

り リール つり用 不燃

リクライニングチェアー 粗大

リコーダー(笛) 可燃

リビングボード 粗大

リヤカー 粗大

旅行かばん（スーツケー
ス）

粗大

る ルアー つり用　金属製 不燃

ルアー
つり用　木製・プラス
チック製

可燃

ルームランナー 粗大

れ 冷却まくら 可燃

冷温庫 収集不可

家電リサイクル法の対象です。製品を購入するまたは
買い替えをする販売店または家電リサイクル受付セン
ター（０３－５２９６－７２００）へお申し込みくだ
さい。

冷水機 粗大

冷蔵庫 収集不可

家電リサイクル法の対象です。製品を購入するまたは
買い替えをする販売店または家電リサイクル受付セン
ター（０３－５２９６－７２００）へお申し込みくだ
さい。

冷凍庫 収集不可

家電リサイクル法の対象です。製品を購入するまたは
買い替えをする販売店または家電リサイクル受付セン
ター（０３－５２９６－７２００）へお申し込みくだ
さい。

冷風機 粗大

レーザーディスクプレー
ヤー

業務用を除く 粗大

レコード盤 可燃

レコードプレーヤー 粗大

レジ袋 プラスチック製容器包装
お買い物はマイバッグを持参しましょう。もらったレ
ジ袋はできるだけくり返し使いましょう。

レジャーシート 可燃 裁断して可燃ごみへ。

レンガ 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

レンジ台 粗大

レンズ ガラス製 不燃

レンズ プラスチック製 可燃

練炭 可燃 水に浸してから出してください。

ろ ローイングマシン 粗大

ロースター 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

ローソク 可燃

ローソファー 粗大
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ろ ロープ 可燃 ５０㎝以下に切って出してください。

ローラースケート 不燃

ロッカー 粗大

わ ワープロ 不燃または粗大 最大辺が３０cmを超えるものは粗大ごみへ。

脇机 粗大

輪ゴム 可燃

ワゴン 粗大

ワックス 収集不可 専門業者に処理を依頼してください。

割りばし 可燃

割れたびん 不燃 資源にはなりません。厚手の紙などで包み「ガラス」
と表示してください
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