
◎  粗大ごみ品目コード表（５０音順）  ◎

品  目 重量(kg) 単価（円） 品  目 重量(kg) 単価（円）

ｱ アコーディオンカーテン ｱｺｰﾃﾞィｵﾝｶｰﾃﾝ10 200 サイドボード(幅1m以上) ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ60 1,200

編み機 ｱﾐｷ10 200 サイドボード(幅1m未満) ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ30 800

網戸 ｱﾐﾄﾞ10 200 作業用具類 ｻｷﾞｮｳﾖｳｸﾞ10 200

アンテナ ｱﾝﾃﾅ10 200 サッシ ｻｯｼ10 200

アンプ ｱﾝﾌ1゚0 200 座卓 20 400

衣裳箱 ｲｼｮｳﾊﾞｺ10 200 座布団（5枚まで) 10 200

いす(応接用以外) ｲｽ 10 200 三輪車(幼児用) ｻﾝﾘﾝｼｬ10 200

いす(応接用,２人用以上) ｲｽ 30 800 ＣＤプレーヤー ｼｰﾃﾞ1ー0 200

いす(応接用,1人用) ｲｽ 20 400 自転車 ｼﾞﾃﾝｼｬ20 400

一輪車(幼児用) ｲﾁﾘﾝｼｬ10 200 芝刈り機(手押し型) ｼﾊﾞｶﾘｷ10 200

一輪車(作業用） ｲﾁﾘﾝｼｬ20 400 ジャングルジム(幼児用) ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ10 200

衣類乾燥機台 ｲﾙｲｶﾝｿｳｷﾀﾞｲ10 200 絨毯・カーペット(２畳敷き以下） 10 200

乳母車（ベビーカー） ｳﾊﾞｸﾞﾙﾏ10 200 絨毯・カーペット(８畳敷き以下） 20 400

ＬＤプレーヤー ｴﾙﾃﾞ1ー0 200 絨毯・カーペット(８畳敷きより大） 30 800

オーディオ機器 ｵｰﾃﾞｨｵｷｷ10 200 瞬間湯沸器(床置型以外) ｼｭﾝｶﾝ10 200

オーディオラック ｵｰﾃﾞｲｵﾗｯｸ20 400 障子 ｼｮｳｼﾞ10 200

オーブントースター ｵｰﾌﾞﾝﾄｰｽﾀｰ10 200 照明器具 ｼｮｳﾒｲｷｸﾞ10 200

オーブンレンジ ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ20 400 除湿機 ｼﾞｮｼﾂｷ10 200

オルガン ｵﾙｶﾞﾝ60 1,200 除雪機(電動式) ｼﾞｮｾﾂｷ30 800

温水洗浄機付便座 ｵﾝｽｲｾﾝｼﾞｮｳｷﾂｷﾍﾞﾝｻﾞ10 200 食器洗い乾燥機 ｼｮｯｷｱﾗｲｶﾝｿｳｷ30 800

ｶ 傘立て ｶｻﾀﾃ10 200 食器棚(高さ1m以上) ｼｮｯｷﾀﾞﾅ50 1,200

加湿機 ｶｼﾂｷ10 200 食器棚(高さ１m未満) ｼｮｯｷﾀﾞﾅ30 800

ガステーブル(ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝなどの一体型) ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ30 800 ショッピングカート ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｶｰﾄ10 200

ガステーブル（置き型） ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ10 200 シンセサイザー ｼﾝｾｻｲ10 200

カセットコンロ ｶｾｯﾄｺﾝﾛ10 200 水槽 ｽｲｿｳ20 400

楽器類 ｶﾞｯｷﾙｲ10 200 炊飯器 ｽｲﾊﾝｷ10 200

カラーボックス ｶﾗｰﾎﾞｯｸｽ10 200 スーツケース ｽｰﾂｹｰｽ10 200

カラオケ演奏機 ｶﾗｵｹｴﾝｿｳｷ10 200 スキーキャリア ｽｷｰｷｬﾘｱ10 200

刈払い機(エンジン･電動) ｶﾘﾊﾞﾗｲｷ10 200 スキー用具(一式･単品) ｽｷｰﾖｳｸﾞ10 200

換気扇 ｶﾝｷｾﾝ10 200 スコップ ｽｺｯﾌﾟ10 200

キーボード（楽器） ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ10 200 スタンドミラー ｽﾀﾝﾄﾞﾐﾗｰ30 800

ギター ｷﾞﾀ 1ー0 200 ストーブ ｽﾄｰﾌﾞ20 400

脚立 ｷｬﾀﾂ10 200 スノーボード ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ10 200

給湯器(床置型) ｷｭｳﾄｳｷ50 1,200 スピーカー(高さ60cm以上) ｽﾋﾟｰｶｰ20 400

給湯器(床置型以外) ｷｭｳﾄｳｷ10 200 スピーカー(高さ60cm未満) ｽﾋﾟｰｶｰ10 200

鏡台 ｷｮｳﾀﾞｲ30 800 すべり台(幼児用) ｽﾍﾞﾘﾀﾞｲ20 400

空気清浄機 ｸｳｷｾｲｼﾞｮｳｷ10 200 ズボンプレッサー ｽﾞﾎﾞﾝﾌﾟﾚｯｻｰ10 200

クーラーボックス ｸｰﾗｰﾎﾞｯｸｽ10 200 精米機 ｾｲﾏｲｷ20 400

車いす ｸﾙﾏｲｽ10 200 洗面台 ｾﾝﾀｸｷ30 800

鍬 ｸﾜ 10 200 扇風機 ｾﾝﾌﾟｳｷ10 200

げた箱 ｹﾞﾀﾊﾞｺ40 800 掃除機 ｿｳｼﾞｷ10 200

健康器具(電動式ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾏｼﾝ以外) ｹﾝｺｳｷｸﾞ30 800 すき間家具 ｽｷﾏｶｸﾞ10 200

コートハンガー ｺｰﾄﾊﾝｶﾞｰ10 200 ﾀ 台車 ﾀﾞｲｼｬ20 400

こたつ(家具調) ｺﾀﾂ20 400 タイプライター ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰ10 200

こたつ(家具調以外) ｺﾀﾂ10 200 竹ボウキ ﾀｹﾎﾞｳｷ10 200

こたつ板 ｺﾀﾂｲﾀ10 200 畳(１枚) ﾀﾀﾐ 20 400

コピー機(家庭用) ｺﾋﾟｰｷ30 800 卓球台一式 ﾀｯｷｭｳﾀﾞｲ60 1,200

ゴムボート ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ20 400 たんす(高さ1m以上) ﾀﾝｽ50 1,200

ゴルフ用具(一式･単品) ｺﾞﾙﾌﾖｳｸﾞ10 200 たんす(高さ1m未満) ﾀﾝｽ20 400

コンパネ ｺﾝﾊﾟﾈ10 200 チェーンソー ﾁｪｰﾝｿｰ20 400

コンポスト容器 ｺﾝﾎﾟｽﾄﾖｳｷ10 200 チャイルドシート ﾁｬｲﾙﾄﾞ10 200

米びつ（1m未満） ｺﾒﾋﾞﾂ10 200 調理台 ﾁｮｳﾘﾀﾞｲ10 200

米びつ（1m以上） ｺﾒﾋﾞﾂ20 400 ついたて ﾂｲﾀﾃ20 400

ｻ サーフボード ｻｰﾌﾎﾞｰﾄﾞ10 200 机 ﾂｸｴ60 1,200

座椅子 10 200 漬物用樽(重し石を除く) ﾂｹﾓﾉﾖｳﾀﾙ10 200



◎  粗大ごみ品目コード表（５０音順）  ◎

品  目 重量(kg) 単価（円） 品  目 重量(kg) 単価（円）

ﾀ テーブル(最長1m以上) ﾃｰﾌﾞﾙ40 800 ﾏ マージャン台 ﾏｰｼﾞｬﾝﾀﾞｲ20 400

テーブル(最長1m未満) ﾃｰﾌﾞﾙ20 400 マッサージ機(いす型) ﾏｯｻｰｼﾞ50 1,200

手押し車 ﾃｵｼｸﾞﾙﾏ10 200 マッサージ機(いす型以外) ﾏｯｻｰｼﾞｷ30 800

テレビアンテナ ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ10 200 マットレス（スプリングなし，１枚に付) 10 200

テレビ台 ﾃﾚﾋﾞﾀﾞｲ20 400 ミシン(卓上型以外) ﾐｼﾝ50 1,200

電気式生ごみ処理機 ﾃﾞﾝｷｼｷﾅﾏｺﾞﾐ20 400 ミシン(卓上型) ﾐｼﾝ20 400

電気ポット ﾃﾞﾝｷﾎﾟｯﾄ10 200 毛布(５枚まで） 10 200

電子レンジ ﾃﾞﾝｼﾚﾝｼﾞ20 400 餅つき機 ﾓﾁﾂｷｷ20 400

電子レンジ台 ﾃﾞﾝｼﾚﾝｼﾞﾀﾞｲ20 400 物置(解体済み,幅及び高さが1m以上） ﾓﾉｵｷ50 1,200

テント(一式) ﾃﾝﾄ10 200 物置(解体済み,幅及び高さが1m未満） ﾓﾉｵｷ30 800

電動式ランニングマシン ﾃﾞﾝﾄﾞｳｼｷﾗﾝﾆﾝｸﾞ50 1,200 物干し竿 ﾓﾉﾎｼｻｵ10 200

灯油タンク(25㍑超え) ﾄｳﾕﾀﾝｸ20 400 ﾔ ゆりかご(幼児用) ﾕﾘｶｺﾞ10 200

灯油タンク(25㍑以下) ﾄｳﾕﾀﾝｸ10 200 幼児用遊具(ﾌﾞﾗﾝｺ･すべり台以外) ﾖｳｼﾞﾖｳﾕｳｸﾞ10 200

トタン板(10枚まで） ﾄﾀﾝｲﾀ10 200 浴槽（ステンレス製またはホーロー製）ﾖｸｿｳ50 1,200

ﾅ 流し台 ﾅｶﾞｼﾀﾞｲ30 800 四輪車(幼児用) ﾖﾘﾝｼｬ10 200

24時間風呂洗浄器 ﾆｼﾞｭｳﾖｼﾞｶﾝ30 800 ﾗ ルーフボックス(車両用) ﾙｰﾌﾎﾞｯｸｽ20 400

ﾊ パーテーション ﾊﾟｰﾃ2ー0 400 レコードプレーヤー ﾚｺｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾔｰ10 200

はしご ﾊｼｺ1゙0 200 ロッカー(幅60cm以上) ﾛｯｶ 5ー0 1,200

柱時計 ﾊｼﾗﾄﾞｹｲ10 200 ロッカー(幅60cm未満) ﾛｯｶ 3ー0 800

パラボラアンテナ ﾊﾟﾗﾎﾞﾗ10 200 ﾜ ワープロ ﾜｰﾌﾟﾛ20 400

ビーチパラソル ﾋﾞｰﾁﾊﾟﾗｿﾙ10 200 ワゴン(最長1m以上) ﾜｺﾞﾝ30 800

ビデオデッキ ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｯｷ10 200 ワゴン(最長1m未満) ﾜｺﾞﾝ10 200

火鉢 ﾋﾊﾞﾁ20 400

ファクシミリ ﾌｧｷｼﾐﾘ10 200 その他(10kg以下) ｿﾉﾀ 10 200

ファンヒーター ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ20 400 その他(10kg超え20kg以下) ｿﾉﾀ 20 400

ふすま ﾌｽﾏ10 200 その他(20kg超え40kg以下) ｿﾉﾀ 40 800

布団(掛け布団･敷布団，1枚に付） 10 200 その他(40kg超え) ｿﾉﾀ 60 1,200

布団乾燥機 ﾌﾄﾝｶﾝｿｳｷ10 200

ブラインド ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ10 200

フラワースタンド ﾌﾗﾜｰｽﾀﾝﾄﾞ10 200

ブランコ(幼児用) ﾌﾞﾗﾝｺ20 400

プリンター ﾌﾟﾘﾝﾀｰ10 200 品  目 重量(kg) 単価（円）

風呂釜 ﾌﾛｶﾞﾏ30 800 パソコンラック 400

ベッド(ウォーター,マットレスを除く) ﾍﾞｯﾄ6゙0 1,200 ドア（木製） 400

ベッド(二段,マットレスを除く) ﾍﾞｯﾄ6゙0 1,200 リアカー 1,200

ベッド(特殊,マットレスを除く) ﾍﾞｯﾄ6゙0 1,200 ポータブルトイレ 200
ベッド(シングル,マットレスを除く) ﾍﾞｯﾄ4゙0 800 ピクニックテーブル 400
ベッド(セミダブル,マットレスを除く) ﾍﾞｯﾄ4゙0 800 タイヤチェーン（ゴム製） 400
ベッド(ダブル,マットレスを除く) ﾍﾞｯﾄ4゙0 800 ながもち 800
ベッド(パイプ,マットレスを除く) ﾍﾞｯﾄ2゙0 400 茶箱 200

ペット小屋 ﾍﾟｯﾄｺﾞﾔ10 200

ベッドマットレス ﾍﾞｯﾄﾞﾏｯﾄﾚｽ30 800

ベニヤ板（５枚まで） ﾍﾞﾆﾔｲﾀ10 200

ベビーシート ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ10 200

ベビーバス(幼児用) ﾍﾞﾋﾞｰﾊﾞｽ10 200

ベビーベッド ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄﾞ10 200

ホースリール(ﾎｰｽ含む) ﾎｰｽﾘｰﾙ10 200

ホームベーカリー ﾎｰﾑﾍﾞｰｶﾘｰ10 200
ホームラック(背板･側板のないもの,高さ
1m以上)

ﾎｰﾑﾗｯｸ40 800

ホームラック(背板･側板のないもの,高さ
1m未満)

ﾎｰﾑﾗｯｸ20 400

歩行器(幼児用) ﾎｺｳｷ10 200
本棚(高さ1m以上) ﾎﾝﾀﾞﾅ50 1,200
本棚(高さ1m未満) ﾎﾝﾀﾞﾅ30 800

バーベキューセット ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｾｯﾄ20 400

粗大ごみコードが付いていないごみ一覧(その他で受ける）


