
平成29年10月現在

品目 性状・荷姿・受入条件など

畳Ａ 本畳 1,200 円～/枚

畳Ｂ スタイロ畳 1,500 円～/枚

畳Ｃ 水濡れ又は腐敗したもの 2,000 円～/枚

二輪・乗用タイヤ ホイル付可 1,000 円～/本

２ｔタイヤ 〃 1,500 円～/本

４ｔタイヤ 〃 2,000 円～/本

１０ｔ以上タイヤ 〃

ゴムキャタピラ

自転車 タイヤ付可 1,000 円～/台

原付バイク ガソリン入りは不可 3,000 円～/台

中型バイク 〃 4,000 円～/台

大型バイク 〃 5,000 円～/台

蛍光灯 リサイクル処理可

その他のランプ類 〃

応接ソファ

マットレス（小） セミシングル～シングルまで 3,000 円～/台

マットレス（中） セミダブル～ダブルまで 5,000 円～/台

マットレス（大） クイーン～キングまで 8,000 円～/台

テレビ・モニター類 1,000 円～/台

エアコン内機 2,000 円～/台

エアコン外機 3,000 円～/台

冷蔵庫・冷凍庫（小） 4,000 円～/台

冷蔵庫・冷凍庫（中） 5,000 円～/台

冷蔵庫・冷凍庫（大） 6,000 円～/台

業務用冷蔵・冷凍庫 フロン回収及び破壊処理可

消火器10型 中身入りは不可 1,000 円～/本

消火器20型 〃 2,000 円～/本

金庫（小） 手提げのもの 3,000 円～/個

金庫（中） ２人で持てる程度のもの 5,000 円～/個

金庫（大） 人力で傾けられる程度のもの 10,000 円～/個

金庫（特大） それ以上のもの

トランス・コンデンサー PCB含有は不可、廃油処理は可（要分析）

塗料（固体） はけ等の混入可 1,000 円～/本

塗料（泥状・液体） 異物の混入は一切不可 2,000 円～/本

ソーラーパネル 表面ガラス 5,000 円/枚
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平成29年10月現在

品目 性状・荷姿・受入条件など

フレコンの場合 30,000 円～/㎥

バラの場合

石膏ボードＡ　（新材） 水濡れなし、クロス・ビスの付着なし 10,000 円～/㎥ 3,000 円～/混入量１㎥につき

石膏ボードＢ 水濡れなし、クロス・ビスの付着あり 15,000 円～/㎥ 8,000 円～/混入量１㎥につき

石膏ボードＣ その他付着物あり（分離可） 18,000 円～/㎥ 11,000 円～/混入量１㎥につき

石膏ボードＤ 水濡れ、ミンチ状、モルタル等と複合のもの 25,000 円～/㎥ 18,000 円～/混入量１㎥につき

ビニールクロス 多量混入に限り割増 10,000 円～/㎥ 3,000 円～/混入量１㎥につき

絨毯 〃 12,000 円～/㎥ 5,000 円～/混入量１㎥につき

長尺シート 〃 10,000 円～/㎥ 3,000 円～/混入量１㎥につき

タイルカーペット 〃 12,000 円～/㎥ 3,000 円～/混入量１㎥につき

Ｐタイル 〃 12,000 円～/㎥ 3,000 円～/混入量1㎥につき

パーテーションＡ 中身がダンボールのもの 10,000 円～/㎥ 3,000 円～/混入量１㎥につき

パーテーションＢ 中身が石膏ボードのもの等 15,000 円～/㎥ 8,000 円～/混入量１㎥につき

ゴム製マット類 12,000 円～/㎥ 5,000 円～/混入量１㎥につき

人工芝 重量による。（土砂等の混入量） 10,000 円～/㎥ 3,000 円～/混入量１㎥につき

アスファルト防水 12,000 円～/㎥ 5,000 円～/混入量１㎥につき

生木類Ａ 草・葉・枝・幹 8,000 円～/㎥ 1,000 円～/混入量１㎥につき

生木類Ｂ 根・腐敗したもの等 15,000 円～/㎥ 8,000 円～/混入量１㎥につき

大ガラ ５０ｃｍ角を超えるもの 8,000 円～/㎥ 1,000 円～/混入量１㎥につき

石類Ａ ５０ｃｍ角以内のもの 12,000 円～/㎥ 5,000 円～/混入量１㎥につき

石類Ｂ それ以上のもの、加工されたもの

ＡＬＣ 10,000 円～/㎥ 3,000 円～/混入量１㎥につき

枕木 15,000 円～/㎥ 8,000 円～/混入量１㎥につき

〒583-0874大阪府羽曳野市郡戸50-1
TEL072-952-8310 FAX072-952-8312

要相談 要相談

石綿含有産業廃棄物
（アスベストレベル３）

混入は不可、必ず事前にご相談ください
（左記単価は処理費のみ、最終処分場までの運賃別途）要相談

■処理困難物単価表

通常処理単価 引取混入時割増単価
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