
小型家電リサイクル法 対象９６品目

電子レンジ スピーカシステム

炊飯器 ヘッドホン及びイヤホン

ジャーポット カーナビゲーションシステム

食器洗い乾燥機 カーカラーテレビ

電磁調理器卓上型 カーDVD

換気扇 カーステレオ

空気清浄機 カーCDプレーヤ

加湿器 カーＭＤ

除湿機 カーアンプ

扇風機 カースピーカ

電気掃除機 カーチューナ

電気かみそり カーラジオ

家庭用生ゴミ処理機 VICSユニット

ジューサーミキサー ETC車載ユニット

コーヒーメーカー デジタルカメラ

トースター PC（デスクトップ型）

ホットプレート PC（ノートブック型）

電動歯ブラシ モニター（電子計算機用）

携帯用電気ランプ プリンタ

電気ストーブ フォトプリンター

電気カーペット 電球

ヘアドライヤー 電気照明器具（蛍光灯除く）

電気アイロン 光学機械器具 カメラ

家庭用ミシン 時計 時計

電話機 据置型ゲーム機

ファクシミリ 携帯型ゲーム機

携帯電話 電卓

公衆用ＰＨＳ端末 電子辞書

ラジオ放送用受信機 家庭用ﾏｯｻｰｼﾞ･治療浴用機器及び装置

ビデオテープレコーダ(セット) 家庭用電気･光線治療器

ＤＶＤ-ビデオ 家庭用磁気･熱療法治療器

BDレコーダ/プレーヤ 家庭用吸入器

ビデオカメラ（放送用を除く） 家庭用医療用物質生成器

プロジェクタ 補聴器

ビデオプロジェクション 電子体温計

BS/CSアンテナ 電子血圧計

CS専用アンテナ 電子キーボード

CSデジタルチューナ 電気ギター

地上デジタルチューナ ハンドヘルドゲーム（ミニ電子ゲーム）

ケーブルテレビ用STB ハイテク系トレンドトイ

デジタルオーディオプレーヤ（フラッシュメモリー） 電気ドリル（電池式も含む）

デジタルオーディオプレーヤ（HDD） 電気のこぎり

デッキ除くテープレコーダ その他の電動工具

MDプレーヤ リモコン

ステレオセット キーボードユニット

CDプレーヤ ゲーム用コントローラ

ICレコーダ プラグ・ジャック

アンプ ACアダプタ

電動工具

付属品
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電子機械器具

電子機械器具

電子計算機

電球・電気照明

ゲーム機

事務用機器

医療機器

楽器

電気機械器具

通信機械器具

電子玩具



もったいないBOX　金属類受入れ可能品目

あ 空き缶 く 釘（くぎ） す スチールラック は パイプベッド

アクセサリー 草刈り機 ステープラー はさみ

圧力なべ 鎖 ストーブ パソコンラック

雨戸（金属製） 熊手 スプーン バッテリー

網（金属製） グラインダー スプレー缶 発電機

アンテナ クリップ せ 栓抜き バット（金属製）

安全ピン 車いす 千枚通し 刃物

い 椅子（木製を除く） くわ（農具） そ 双眼鏡 針金

一輪車 け ケーブル た タイヤチェーン（金属製） ハンガー

一斗缶 ゲートボールのスティック 高枝ばさみ ハンガーラック

鋳物 計量カップ たらい 飯ごう

インパクトドライバー 毛抜き ダンベル ハンマー

え エキスパンダー 剣山 ち チェーンソー ひ 火ばさみ

枝切りばさみ 顕微鏡 中華鍋 ふ ファンヒーター

温水器 こ コード（電気配線） 彫刻等 フェンス（金属製）

か カーテンレール（金属) コードリール 蝶番 布団干し

鍵 コイン つ 突っ張り棒 フライパン

かき氷器 工具 爪切り ぶら下がり健康器

傘（金属部分） 工具箱（金属製） て 手提げ金庫 ブリキ製品

菓子箱 ゴルフクラブ 鉄アレイ 風呂釜

ガスオーブン コンプレッサー 鉄柵 へ ペットのゲージ（金属製）

ガスコンロ さ 柵（金属製） 鉄パイプ ほ ホイール（車）

ガスストーブ 三脚 鉄板 ボイラー

カセットガスボンベ 三輪車 電動式自転車 ポスト（金属製）

架台（金属） し 磁気ネックレス と トタン ホワイトボード

楽器（金属製） 磁石 ドライバー ま マイクスタンド

カッターナイフ システムキッチン ドラム缶 み ミシン

カッターの刃 ジッポ 鳥かご（金属製） め メダル

金だわし 自転車 な ナイフ も モーター

金網 自動車部品（金属製） 流し台 物干しざお

かなづち シニアカー 鍋 や やかん

画鋲 芝刈り機 南京錠 油圧ジャッキ

鎌 蛇口 ね ネジ 湯沸かし器

缶（アルミ・ｽﾁｰﾙ） ジャッキ ネックレス ラック

換気扇 浄水器 の 農機具 り リール（釣り）

缶切り す 水筒（金属製） のこぎり リヤカー

き キーホルダー スキーのストック のみ る ルームランナー

キックボード スケート靴 は バーベル れ レンジ

脚立 スコップ ハーモニカ レンジ台

キャリア（車用） 鈴 バイク わ ワイヤー

給湯器 スチール缶 パイプいす

受入れ品目に関するお問い合わせは　㈱エコネコルまで　（0544）58-5800　　
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