
分類 備考 分類 備考

あ ICレコーダー※ 不燃 い 木製 大型 50cm未満は可燃

大型 50cm未満は不燃 木製以外 大型 50cm未満は不燃

プラスチック製 プラ容 プラスチック製 大型商プラ 50cm未満は商プラ

紙製 可燃 可燃

アイスノン 不燃

アイスピック 不燃

アイスホッケーのスティック 大型 印鑑 不燃 プラスチック製は商プラ

アイロン※ 不燃 不燃

アイロン台 不燃 50cm以上は大型

大型

足踏みミシン 大型 大きさにかかわらず大型 飲料用紙パック 資源〔他〕 十文字に縛って

アタッシュケース 不燃 50cm以上は大型 う ウインドサーフィン 大型 帆1点・ボード1点

資源〔戸〕 ペットボトルに入れて

エアコン機能無 大型

不燃 中身を空にして 木製 可燃

大型 1枚で1点 プラスチック製 商プラ

網（ネット） 大型 50cm未満は不燃 上記以外（素焼等） 不燃

大型 ウェットスーツ 不燃

大型 3枚1点・50cm未満は不燃 プラ容

アルバム 不燃 ウォシュレット 不燃 50cm以上は大型

不燃 ウォーキングポール 不燃 大きさにかかわらず不燃

不燃 うがい薬の容器 プラ容

不燃 50cm以上は大型 浮き輪・浮き袋 不燃 大きさにかかわらず不燃

不燃 50cm以上は大型 うす 大型 大型（杵とセット可）

い 木製 可燃

プラスチック製 不燃

腕時計※ 不燃

乳母車 大型 50cm未満は不燃

紙製 資源〔他〕 十文字に縛って（段ボール） 羽毛布団 大型 ３枚まで1点

金属製 大型 ３個で1点・50cm未満は不燃 え

プラスチック製 大型商プラ 50cm未満は商プラ

大型 50cm未満は不燃 不燃 50cm以上は大型

木製 大型 50cm未満は可燃 プラ容

金属製 大型 50cm未満は不燃 直径1㎝未満 可燃 50cm未満に切り束ねて

プラスチック製 大型商プラ 50cm未満は商プラ

プラスチック製 商プラ 50cm以上は大型商プラ 枝きりはさみ 不燃 50cm以上は大型

不燃

アンプ

不燃 大きさにかかわらず不燃 チューナー

大型 一般家庭から出る物に限る プレーヤー

不燃 中身を空にして スピーカー

大型 不燃 ケースは商プラ

※30cm×15cmの回収ボックス投入口に入り、奥行き30cm程度の大きさで、電気・電池で動くものは使用済み小型家電対象品目（8ページ参照）

IHクッキングヒーター 犬小屋

（竹・シュロ・つる性樹木・キョウチクトウ）

石燈・石灯籠 ×
販売店、専門店にご相
談ください

衣装箱

椅子（折りたたみ式含）

品名 品名

アコーディオンカーテン

油の缶（一斗缶入り食用油）

アイスクリームの容器

油（サラダ油・オリーブ油等の植物油のみ）

犬・猫用トイレシート・砂

雨戸　（アルミ製・木製・樹脂製）

編み機

網戸　（アルミ製・木製・樹脂製）

アルミ箔

アルミホイル（冷凍食品等のアルミ容器含）

アンテナ（テレビ用）

アンプ（エレキギター・音響用）

石（園芸・水槽等で使用2㎝以下のもの） ×
リサイクルプラザ藤沢（北部
環境事業所）へご相談くださ
い

エアコン ×
家電リサイクル
対象品目

可燃
50cm未満に切り束ねて（無
料）

一斗缶（油・醤油・ペンキ）

衣装ケース（パイプフレーム）

板

50cm以上は大型（1束1
点・50kg未満）板ガラス 不燃

大型

組み合わせ、単品とも大
型ごみ1点。スピーカー単
品の場合で50ｃｍ未満は
不燃、50ｃｍ以上は大型

ＭＤ・ＣＤプレーヤーコン
ポ

ＭＤ・ＭＯ・CD・DVD

エアパッキン（プチプチ・気泡緩衝材）

枝（下記の品種以外）
直径1㎝以上 剪定

長さ1.5ｍ未満に切り
直径３５㎝未満に束ね
る（予約収集・無料）

ＭＤ・ＣＤプレーヤー（携帯型）※

50cm以上は大型（1束1
点・50kg未満）木製 可燃

50cm以上は大型（1束1
点・50kg未満）木製以外 不燃

衣類乾燥機 ×
家電リサイクル
対象品目

インクカートリッジ

印刷機（コピー機） 大型
50cm未満は不燃。一般家庭
から出る物に限る

ウインドファン
エアコン機能付 ×

家電リサイクル
対象品目

植木鉢

プラスチック製は50cm
以上は大型商品プラ。可
燃・不燃対象で50cm以
上は大型

ウォッシャー液の容器

うちわ

エアーコンプレッサー

油の缶（食用油） 資源〔戸〕
カン・なべ類
中身を空にして

一輪車（レジャー用・子供用・大人用）

井戸用ポンプ（モーター）

一輪車（園芸・日曜大工用）

平成30年４月1日改定 藤沢市 

ごみの分別、収集日程の問い合わせ 
●環境事業センター     ●南部収集事務所 

 ・月曜日～金曜日（祝日含む）       ・月曜日～金曜日（祝日含む） 

  ８：００～１６：４５（土曜日、日曜日、年末年始は休業）    ８：００～１６：４５（土曜日、日曜日、年末年始は休業） 

  電話  ０４６６－８７－３９１２     電話  ０４６６－８４－０８３８ 

  ＦＡＸ ０４６６－８７－９７７９     ＦＡＸ ０４６６－８４－０８３９ 

大型ごみ、特別大型ごみ、大型商品プラスチック、剪定枝の収集申込み 
●（株）藤沢市興業公社       

 ・月曜日～金曜日         

  ８：３０～１２：００、１３：００～１７：００（土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休業） 

  電話 ０４６６－２３－５３０１   ＦＡＸ ０４６６－２６－７６８４ 

 ・予約申し込みはインターネットからもできます   http://www.kousya.co.jp/         QRコード 

分類凡例 分類品目 分類凡例 分類品目

可燃 可燃ごみ 商プラ 商品プラスチック

不燃 不燃ごみ 大型商プラ 大型商品プラスチック

資源〔戸〕 資源〔戸別収集対象品〕 大型 大型ごみ

資源〔他〕 資源〔その他資源〕 特別大型 特別大型ごみ

プラ容 プラスチック製容器包装 剪定 剪定枝

特定処理 特定処理品目 × 市で収集しないごみ

詳細につきましては収集日程カレンダーをご参照ください。 
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え 絵の具 不燃 か 大型 50cm未満は不燃

大型 カセットケース 商プラ

大型

園芸用支柱 不燃 大きさにかかわらず不燃

不燃 50cm以上は大型

エンジンオイルの缶 不燃 中身を空にして

大型 50cm未満は不燃 カタログ 資源〔戸〕 本・雑がみ

鉛筆 可燃 木製 大型 50cm未満は可燃

鉛筆削り※ 不燃 金属製 大型 50cm未満は不燃

お オアシス（生け花用） 不燃 プラスチック製 大型商プラ 50cm未満は商プラ

かつら 不燃

カッパ 不燃

かなづち 不燃

カバン類 不燃 50cm以上は大型

オイルヒーター 不燃 50cm以上は大型 画鋲 不燃

オイルライター 特定処理 無料・透明袋 ガラス・金属製 不燃 50cm以上は大型

アンプ プラスチック製 商プラ 50cm以上は大型商プラ

チューナー 壁紙（ビニール製） 不燃 50cm以上は大型

プレーヤー 不燃 紙・布に包んで

スピーカー

木製 大型 50cm未満は可燃

木製以外 大型 50cm未満は不燃 ペット用 可燃 指定収集袋に入れて

× 二輪車リサイクル対象品目 紙コップ・紙皿 可燃

大型 紙袋 資源〔戸〕 本・雑がみ

不燃 紙ヤスリ 不燃

木製 大型 50cm未満は可燃

木製以外 大型 50cm未満は不燃

ペット用 可燃 指定収集袋に入れて カラオケ機械セット 大型 大きさにかかわらず大型

木製 可燃 50cm以上は大型

金属製 不燃 50cm以上は大型

50cm以上は大型商プラ 大型 １枚１点50cm未満は不燃

ねじ・ビス等の他素材含は不燃 カラスネット 不燃 50cm以上は大型

木製 大型 50cm未満は可燃 カレンダー 資源〔戸〕 本・雑がみ

木製以外 大型 50cm未満は不燃 不燃 50cm以上は大型

特別大型 1m未満は大型 資源〔他〕 古布類

温室（家庭用） 大型 50cm未満は不燃

換気扇 不燃 50cm以上は大型

温水洗浄便座 不燃 50cm以上は大型 プラスチック製 プラ容

水銀無し 不燃 紙製 資源〔戸〕 本・雑がみ

水銀入り 特定処理 無料・透明袋 乾燥剤 可燃

か 資源〔他〕 古布類

カーテンレール 不燃 大きさにかかわらず不燃

カーナビ※ 不燃 感熱紙 可燃

大型 1枚で1点 き 不燃 単品で

３畳以下 大型 ２枚まで1点

大型 50cm未満は不燃

貝殻 可燃 大型

懐中電灯※ 不燃 キックボード 不燃 50cm以上は大型

不燃 使い捨ては可燃 特別大型 1ｍ未満は大型

キッチンマット 不燃 大きさにかかわらず不燃

不燃 50cm以上は大型

不燃 着物（帯も可） 資源〔他〕 古布類

学習机 特別大型 1ｍ未満は大型

不燃 50cm以上は大型

傘 不燃 大きさにかかわらず不燃

加湿器※ 不燃 50cm以上は大型

菓子の外袋 プラ容 不燃

紙製 資源〔戸〕 本・雑がみ 特別大型 1ｍ未満は大型

金属製 資源〔戸〕 カン・なべ類 鏡台（ドレッサー） 大型

大型 50cm未満は不燃

大型

大型

穴開け済 資源〔戸〕 カン・なべ類

開けられない場合 特定処理 無料・透明袋

ガスライター 特定処理 無料・透明袋

オイル（少量） 可燃 紙・布・吸着剤に吸わせて

剪定
剪定枝（予約収集・無料）太さ
50cm未満・長さ６０㎝未満

可燃
免除品目（無料・透明
袋）

カラーボックス

ガラス 不燃
50cm以上は大型（1束1
点・50kg未満）

ガラス戸ガラス窓（木枠・アルミ）

革製品（ジャンパー・衣料品）

かわら

花壇

組み合わせ、単品とも大
型ごみ1点。スピーカー単
品の場合で50ｃｍ未満は
不燃、50ｃｍ以上は大型

大型オーディオ

オーブントースター

おむつ・尿取りパッ
ド

子供用・成人用 可燃 無料・透明又は半透明袋

おもちゃ

プラスチック製 商プラ

折りたたみ椅子

オルガン（足踏み式・電気式）

カギ

キャリー（買い物用）

カーペット・ジュータン

温水器（2ｍ未満のもの） 特別大型 1m未満は大型

温度計

カーテン（レースカーテン含む）

カーボンヒーター

カイロ（金属・樹脂製等）

× リサイクルプラザ藤沢（北部環
境事業所）へご相談ください

緩衝ネット（果物等）

菓子箱

ガスファンヒーター（家庭用）

ガスボンベ（プロパン用１０㎏ボンベまで）

ガスボンベ
（卓上用カートリッジ）

カセットデッキ（単品でも大型）

固まる土 × リサイクルプラザ藤沢（北部環
境事業所）へご相談ください

×
販売店、専門店にご相談
ください。手提げ金庫は
不燃

キッチンキャビネット（食器棚）

木の根 剪定
剪定枝（予約収集・無
料）太さ２０㎝未満

脚立・はしご（２ｍ未満の物） 大型
50cm未満は不燃、50cm未
満の木製は可燃

乾電池　（小型充電式電池・ボタン
電池・コイン電池）

キャンパス（画材・キャンパスボード） 不燃
50cm以上は大型（1束1
点・50kg未満）

化学薬品（農薬など含む） ×
販売店、専門店に
ご相談ください

鏡（枠付き・姿見含む）

50cm以上は大型（1束1
点・50kg未満）額縁 不燃

吸水性スポンジ（オアシス）

特定処理 無料・透明袋

キーボード（パソコン用）※

キーボード（楽器用）
特別大

型
１ｍ未満は大型
50cm未満は不燃

ギター（ケースとセット可）

ガスレンジ（家庭用）

カセットテープ・ビデオテープ
無料・透明袋
ケースは商プラ

花瓶

特定処理

給湯器（石油・電気・ガス）

切り株（木）

木の根 剪定
剪定枝（予約収集・無
料）太さ２０㎝未満

幹

エレクトーン 特別大型
重さ100㎏未満・ピア
ノ線不使用のもの

エンジンオイル（少量） 可燃
固形剤・布又は紙に
しみ込ませて

煙突（石膏・金属製）

オイル（多量） ×
販売店、専門店にご相
談ください

革製品（靴・バッグ等）

ガソリン携行缶（中身は空にして）

ガスストーブ（家庭用）

金庫（耐火金庫）

オーディオラック類

オープンデッキ（録音用）

オートバイ

カミソリ・カッター・ナイフ・包丁

紙おむつ・尿取り
パッド

子供用・成人用

エレキギター（ケースとセット可）
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き 金魚鉢 不燃 50cm以上は大型 こ 米びつ 不燃 50cm以上は大型

く 空気入れ 不燃 大きさにかかわらず不燃 ６本まで 不燃 大きさにかかわらず不燃

空気清浄機 大型 50cm未満は不燃 7本以上 大型 ゴルフバックとセット可

クーラーボックス 不燃 50cm以上は大型 ゴルフバッグ 大型 ゴルフクラブとセット可

プラ容 軽く洗って

コンポステレオ 大型 組み合わせ、単品とも1点

草刈り機 大型 50cm未満は不燃 大型商プラ

金属製 不燃 不燃 50cm以上は大型

プラスチック製 商プラ さ サーフボード 大型

錠剤・粉末等 可燃 木製 大型 50cm未満は可燃

包み プラ容 木製以外 大型 50cm未満は不燃

靴 不燃

靴下 可燃

クッション 不燃 50cm以上は大型 木製

プラスチック製以外 不燃 可燃

プラスチック製 商プラ 金属類付 不燃

熊手 不燃 大きさにかかわらず不燃

グラス 不燃

クリスマスツリー 不燃 50cm以上は大型 サインペン 不燃

クリアファイル 商プラ 竿（釣り竿） 不燃 大きさにかかわらず不燃

車椅子 大型 不燃 大きさにかかわらず不燃

車用キャリア 大型 50cm未満は不燃 ２人掛け以上 大型 ３枚まで1点

車用ルーフボックス 大型 長さ２ｍ未満 サマーベッド 大型

クレヨン 不燃 金属製 資源〔戸〕 カン・なべ類

グローブ 不燃 プラスチック製 商プラ

くわ（園芸用） 不燃 50cm以上は大型 金属製 資源〔戸〕 カン・なべ類

軍手 可燃 プラスチック製 商プラ

け 三脚 不燃 50cm以上は大型

サンダル 不燃

蛍光灯（器具）※ 大型 50cm未満は不燃 三輪車（幼児用） 不燃 大きさにかかわらず不燃

蛍光ペン 不燃 し 資源〔他〕 古布類

毛糸 可燃 不燃 ケースは商プラ

計量器 不燃 50cm以上は大型 ＣＤ・ＭＤケース 商プラ

不燃

不燃 大きさにかかわらず不燃

不燃 不燃

不燃 下着類 可燃

不燃 下敷き 商プラ

七輪 不燃

湿布 可燃

不燃

資源〔戸〕 ビン（乳白色は不燃）

木製 大型 50cm未満は可燃

木製以外 大型 50cm未満は不燃

健康器具 大型 50cm未満は不燃 フレーム 大型 大きさにかかわらず大型

剣道着 資源〔他〕 古布類 リム 不燃 大きさにかかわらず不燃

× 二輪車リサイクル対象品目 タイヤ・チューブ 不燃 大きさにかかわらず不燃

こ こいのぼり 可燃 金具は不燃 不燃 50cm以上は大型

竹刀 不燃 大きさにかかわらず不燃 

芝刈り機 大型 50cm未満は不燃

コーヒーメーカー 不燃 50cm以上は大型 シャーペン 不燃

竹・籐・柳製 可燃 50cm以上は大型 シャツ 資源〔他〕 古布類

プラスチック製 商プラ 50cm以上は大型商プラ 写真 可燃

不燃 50cm以上は大型 写真のネガ・フィルム 不燃

不燃 大きさにかかわらず不燃

プラ容 中身を空にして軽く洗う

大型 不燃

こたつ布団・上掛け 大型 ３枚まで1点 大型 1枚で1点

ガラス製 不燃 ３畳以下 大型 ２枚まで1点

金属製 資源〔戸〕 カン・なべ類 充電器 不燃

プラスチック製 商プラ 充電池 特定処理 無料・透明袋（小型充電式電池に限る）

粉ミルクの缶 資源〔戸〕 カン・なべ類 柔道着 資源〔他〕 古布類

大型 50cm未満は不燃 金属類付き 不燃 50cm以上は大型

コピー用紙 資源〔戸〕 本・雑がみ プラスチック製 商プラ 50cm以上は大型商プラ

プラスチック製 商プラ 50cm以上は大型商プラ シュッレッダー機 不燃 50cm以上は大型

プラスチック製以外 不燃 50cm以上は大型 シュッレッダー紙 資源〔戸〕 本・雑がみ

ゴム手袋 不燃 瞬間湯沸かし器 不燃 50cm以上は大型

ゴムボート 大型 長さ２ｍ未満 浄化槽用ポンプ 不燃 50cm以上は大型

コンビニ弁当の入れ物

シーツ（わた入りは大型ごみ）

ＣＤ・ＭＤ（ディスク類）

サイドボード

50cm以上は大型（1束1
点・50kg未満）

（太さ１０㎝以上２５㎝未満、長さ50cm以上）

ガラス・金具の
ついているもの 特別大型 1ｍ未満は大型

材木類（太さ１０㎝未満、長さ50cm未満）
指定収集袋に入れる

さぶとん

ざる

大型

三角コーナー

ＣＤ・ＭＤプレーヤーセット 大型
組み合わせでも1点・
単品でも1点

化粧品のビン（乳白色以外）

シャンプー・ボディソープ・リンスの容器

自転車・電動アシス
ト自転車

大型
電動アシスト自転車のバッテ
リーはリサイクル協力店へ

ペダルなし２輪
遊具

大型 キックバイク等

自動車・自転車のカバー

シャベル

砂利（園芸・水槽等で使用した2㎝以
下のもの） × リサイクルプラザ藤沢（北部環

境事業所）へご相談ください

×

原付バイク（自動二輪含む）

収納ケース

草・葉 可燃 無料・透明又は半透明袋

鎖

ジューサーミキサー

ケーブル

ゲーム機（据置・携帯・ミニ）※

靴べら

蛍光管（環型・直管型・電球型）

コンポスト

コンロ（バーベキュー用）

座椅子

販売店、専門店に
ご相談ください

消しゴム

下駄箱

資源〔他〕

薬（錠剤・粉末等）

特定処理
割らずに購入時の紙筒か
透明または半透明袋で

携帯電話・ＰＨＳ・スマートフォン※

ゲートボールスティック

ゲームソフト

劇薬・農薬

こたつ・こたつ板（セット可）

コップ

ジュータン・カーペット

行李（こうり）

氷かき機（手動・電動）

ＣＤ・ＭＤプレーヤー（携帯型）※

コート（わたの入っていないもの）
古布類（わた入りは不
燃）

ござ

自然素材 可燃

樹脂製 不燃

1畳以下は素材により可
燃または不燃。１畳超
えで３畳以下は２枚で
大型１点。３畳超えは
１枚で大型１点。

コピー機（家庭用）

ゴルフクラブ

ごみ箱
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し 未使用 せ

使用済み

金属製 不燃 生理用品 可燃

プラスチック製 商プラ 石油・灯油

焼却炉（家庭用） 大型

50cm以上 大型 ２枚まで1点 石油・灯油ストーブ

50cm未満 可燃

浄水器 不燃 50cm以上は大型 特別大型 1ｍ未満は大型

照明器具※ 不燃 50cm以上は大型 商プラ 石油・灯油を抜いて

醤油のボトル 資源〔戸〕 飲料用ペットボトル 可燃

樹脂製 商プラ 50cm以上は大型商プラ せともの 不燃 50cm以上は大型

樹脂製以外 不燃 50cm以上は大型（1束1点） 粉末状（1袋まで）

金属製 不燃 50cm以上は大型 固形状

プラスチック製 商プラ 50cm以上は大型商プラ プラスチック製 プラ容

除湿器 大型 50cm未満は不燃 紙製 可燃

書棚 特別大型 1ｍ未満は大型 線香 可燃

不燃 紙製 可燃

食器洗い機 大型 大きさにかかわらず大型 プラスチック製 プラ容

食器乾燥機 大型 50cm未満は不燃 × 家電リサイクル対象品目

食器棚 特別大型 1ｍ未満は大型

シェーバー※ 不燃

シンセサイザー 特別大型 1ｍ未満は大型

す 温度計

血圧計

体温計

水槽 大型 50cm未満は不燃 剪定はさみ 不燃 50cm以上は大型

水筒 不燃 扇風機 大型 50cm未満は不燃

炊飯器 不燃 プラスチック製 商プラ

資源〔他〕 古布類 プラスチック製以外 不燃 50cm以上は大型

不燃 50cm以上は大型 洗面化粧台 大型

姿見鏡 大型 50cm未満は不燃 そ 大型 大きさにかかわらず大型

大型 不燃 50cm以上は大型

スキーウエア 不燃 大型 大きさにかかわらず大型

スキー靴 不燃 大型 大きさにかかわらず大型

不燃 大きさにかかわらず不燃 草履 不燃

大型 50cm未満は不燃 双眼鏡 不燃

スキャナー※ 大型 大きさにかかわらず大型 ソファー 特別大型 1ｍ未満は大型

スケートボード 大型 50cm未満は不燃 ソファーベッド 特別大型 1ｍ未満は大型

スコップ 不燃 大きさにかかわらず不燃 ソースの容器 プラ容

プラスチック製 商プラ 50cm以上は大型商プラ

プラスチック製以外 不燃 50cm以上は大型

た 木製 可燃 50cm以上は大型

木製以外 不燃 50cm以上は大型

体温計（水銀入り） 特定処理 無料・透明袋

体温計（電子） 不燃

ステレオラック 大型 50cm未満は不燃

ステンレス鍋 資源〔戸〕 カン・なべ類 不燃 50cm以上は大型

ストック 不燃 大きさにかかわらず不燃 タイプライター(機械式） 不燃 50cm以上は大型

ストロー 商プラ 資源〔戸〕 本・雑がみ

自動車用 大型 ホイールとセット可

オートバイ 大型 50cc以下は不燃

スニーカー 不燃 自転車 不燃 リムとセット可

大型 タイヤチェーン 不燃 大きさにかかわらず不燃

樹脂製 商プラ 50cm以上は大型商プラ オートバイ 大型

不燃 50cm以上は大型 特別大型 1ｍ未満は大型

スプーン（金属製） 資源〔戸〕 カン・なべ類 ダウンジャケット 不燃

特別大型 ベッドとセット可 タオル 資源〔他〕 古布類

穴開け済 資源〔戸〕 カン・なべ類 タオルケット 資源〔他〕 古布類

高枝ばさみ 大型

卓上ガスコンロ 不燃 50cm以上は大型

木製 大型 50cm未満は可燃 穴開け済 資源〔戸〕 カン・なべ類

樹脂製 商プラ 50cm以上は大型商プラ

スポーツ器具・用具 大型 50cm未満は不燃

スポンジ 不燃 竹ぼうき 不燃 大きさにかかわらず不燃

ズボンプレッサー 大型 50cm未満は不燃 抱き枕 不燃 大きさにかかわらず不燃

炭（水に濡らして） 可燃 竹馬 不燃 大きさにかかわらず不燃

スリッパ 不燃 特別大型 1ｍ未満は大型

水銀計器 特定処理 無料・透明袋

スーツ

スーツケース（ビジネスケース）

石燈・石灯籠消火器 ×
日本消火器工業会
03（5829）6773

定規

大型 タイヤとセット可・
1本で1点（50cc以下
は不燃ごみ）

畳（本畳・スタイロ畳）

掃除機（ロボットタイプ）

体重計（ヘルスメーター）※

特定処理 無料・透明袋

砂（園芸・水槽等で使用したのもの） × リサイクルプラザ藤沢（北部環
境事業所）へご相談ください

スノーボード

スピーカー

スプリング入りマットレス

スプレー缶・
エアゾール缶 穴が開けられな

い場合

ジョイントマット

じょうろ

洗剤容器

ダイレクトメール

洗濯機（乾燥機能付を含む）

直径1㎝未満 可燃
50cm未満に切り束ねて
（無料）

（竹・シュロ・つる性樹木・キョウチクトウ） 可燃
50cm未満に切り束ねて
（無料）

洗面器

1畳より大きい物は
大型商プラ

ソリ

台

耐火金庫 ×
大型

50cm以上は大型（1束1
点・50kg未満）すのこ

木製 可燃
タイヤホイール

販売店、専門店にご相談
ください。手提げ金庫は
不燃

掃除機（下記3タイプ以外）

販売店、専門店に
ご相談ください

特定処理 無料・透明袋

剪定
長さ1.5ｍ未満に切り35cm
未満に束ねて予約収集（無
料）

×
リサイクルプラザ藤沢（北部
環境事業所）へご相談くださ
い

大型
石油・灯油・乾電池を
抜いて（大きさにかかわらず）

×
販売店、専門店に
ご相談ください

×

（少量の場合は布等にしみ込ませて可燃）

スキーストック（単品）

スキー専用キャリア・キャリー

ステレオセット

穴が開けられな
い場合

タイヤ

障子（木製）

太陽熱温水器（長さ2ｍ未満のもの）

スキー板（ストックとセット可）

組み合わせ、 単品とも1
点

1畳より大きい物は
大型　（一束1点・
50kg未満）

自然素材 可燃

樹脂製

すだれ

商プラ

滑り台

石油ボイラー（2ｍ未満のもの）

石油・灯油ポリタンク

自動車

せっけん（固形・液体）

セメント

食器（ガラス製・陶磁器製）

卓上ガスボンベ

直径1㎝以上

剪定枝
（下記の品種以外）

ゼリーの容器

掃除機（車載用等ハンディタイプ）※

掃除機（スティックタイプ）
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た 脱臭剤 不燃 て 電子体温計※ 不燃

タッパー容器 商プラ 不燃

煙草・灰 可燃 大型 大きさにかかわらず大型

卵パック プラ容 特定処理 無料・透明袋

プラスチック製 商プラ 50cm以上は大型商プラ 不燃

プラスチック製以外 不燃 50cm以上は大型 大型 50cm未満は不燃

たわし 不燃 不燃 50cm以上は大型

タンス 特別大型 1ｍ未満は大型 商プラ 50cm以上は大型商プラ

ダンベル 不燃 50cm以上は大型 電動ベッド 特別大型 重さ100kg未満

ち チャイルドシート 大型 50cm未満は不燃 大型 大きさにかかわらず大型

茶だんす 特別大型 1ｍ未満は大型 天ぷら油 資源〔戸〕 ペットボトルに入れて

茶箱 大型 50cm未満は不燃 不燃

木製 大型 50cm未満は可燃 と 大型 １枚で１点

木製以外 大型 50cm未満は不燃 資源〔戸〕 本・雑がみ

チューナー単品※ 大型 大きさにかかわらず大型 陶器 不燃 50cm以上は大型

調理台 特別大型 1ｍ未満は大型 謄写版 不燃 50cm以上は大型

つ 木製 可燃 大きさにかかわらず可燃

木製以外 不燃 大きさにかかわらず不燃

使い捨てライター 特定処理 無料・透明袋 籐製 可燃 50cm以上は大型

灯油・石油

人工の物 不燃 特別大型 長さ２ｍ未満

木製 特別大型 商プラ 灯油・石油を抜いて

木製以外 特別大型 灯油ポンプ 不燃

トースター※ 不燃

木製 可燃 50cm以上は大型

棒状の製品 不燃 大きさにかかわらず不燃 木製以外 不燃 50cm以上は大型

棚付きの製品 不燃 50cm以上は大型

釣竿 不燃 大きさにかかわらず不燃

不燃 大きさにかかわらず不燃

不燃

木製 大型 50cm未満は可燃 不燃 50cm以上大型

て 不燃 ドラム缶 大型

庭園灯 大型 50cm未満は不燃 単品で50cm未満 不燃

ティッシュ 可燃 単品で50cm以上 大型 単品ごとに1点

資源〔戸〕 本・雑がみ トランク（旅行用） 大型 50cm未満は不燃

不燃 ケースは商プラ 塗料・ニス・ペンキ

大型

手提げ金庫 不燃 塗料・ペンキの缶 不燃 中身を空にして

木製 大型 50cm未満は可燃 ドレッサー 大型

木製以外 大型 50cm未満は不燃 な 不燃 紙・布に包んで

布製 資源〔他〕 古布類 苗木用ポット プラ容

プラスチック製 商プラ 長靴（ブーツ） 不燃

流し台 特別大型 1ｍ未満は大型

夏がけ・肌かけ 大型 ３枚まで1点

不燃 金属製 資源〔戸〕 カン・なべ類

不燃 ホーロー製 不燃

不燃 不燃

鉄アレイ 不燃 50cm以上は大型 鉛 不燃

デッキブラシ 不燃 に 人形 不燃

不燃 人形ケース 大型 50cm未満は不燃

不燃 ぬ ぬいぐるみ 不燃 大きさにかかわらず不燃

テレビ 布 資源〔他〕 古布類

（ブラウン管・液晶・プラズマ） 布おむつ 資源〔他〕 古布類

テレビアンテナ 不燃 50cm以上は大型 ね 不燃

電気あんか※ 不燃 ネクタイ 資源〔他〕 古布類

特別大型 1ｍ未満は大型 ねじ 不燃

電気温風器 大型 50cm未満は不燃 ネット（網） 大型 50cm未満は不燃

大型 1枚で1点 寝袋 不燃

電気釜 不燃 業務用は除く 粘土 不燃

電気コード 不燃 の 不燃 50cm以上は大型

電気スタンド 不燃 50cm以上は大型

大型 50cm未満は不燃

電気ポット 不燃 資源〔戸〕 本・雑がみ

電球 不燃

電気毛布 大型 1枚で1点

不燃

金属製 資源〔戸〕 カン・なべ類

電子血圧計※ 不燃 ビン 資源〔戸〕 ビン

不燃 プラスチック製 プラ容

鍋焼きうどんのアルミ皿

のこぎり

電話機（ファックス付は大型）※

ナイフ・包丁・カミソリ・カッター

ティッシュ箱（口のビニールはプラへ）

ディスク類（ＣＤ，ＭＤ，ＦＤ，ＭＯ，ＤＶＤ）

ＤＶＤデッキ※

つり戸棚

ガラス・金具の
ついているもの

大型 50cm未満は不燃

ＤＶＤ－ROM

電灯器具のかさ（プラスチックのみ）

×
リサイクルプラザ藤沢（北部
環境事業所）へご相談くださ
い

自然石
つけもの石

テーブル

テープ類
特定処理 無料・透明袋

（カセットテープ・ビデオテープ）

テント

電灯器具※

たらい

ネームプレート

（少量の場合は布等にしみ込ませて可燃）

電池（小型充電式電池・ボタン電池・コイン電池）

籐製品

ガラス・金具の
ついているもの

1ｍ未満は大型

電卓※

戸（木製・アルミ・鉄製）

電動ミシン

トイレットペーパーの芯
ちゃぶ台

つえ

テープレコーダー（ポータブル）※

デジタルカメラ※

灯油・石油ボイラー（家庭用）

電子端末（タブレット・電子書籍）※

不燃 50cm以上は大型

×
販売店、専門店に
ご相談ください

×
販売店、専門店に
ご相談ください

×
パソコンリサイクル
対象品目

大型
５枚まで１点・
50cm未満は不燃

×
販売店、専門店に
ご相談ください

鍋

テニスボール

×

特別大型
重さ100㎏未満・ピア
ノ線不使用のもの

電子オルガン・電子ピアノ

農薬

ノート

ノートパソコン

海苔の容器

灯油・石油ポリタンク

戸棚

トタン板・なみ板

ドライヤー・ハンドドライヤー※

ドラムセット

リサイクルプラザ藤沢（北部
環境事業所）へご相談くださ
い

どてら

電子レンジ

電気カーペット（カバーとセット可）

（少量の場合は布等にしみ込ませて可燃）

つっぱり棒

農機具（園芸用・一般家庭に限る）

家電リサイクル
対象品目

電子辞書※

電気ストーブ・ハロゲンヒーター

電気温水器（2m未満のもの）

デジタルオーディオプレーヤー（ポータブル）※

机

土（プランター等で使用したもの） ×

テーブルクロス

テニスラケット

ドライブレコーダー※

5



は 不燃 ひ ビデオカメラ※ 不燃

大型 50cm未満は不燃 特定処理 無料・透明袋

バーベキューコンロ 不燃 50cm以上は大型 大型

灰（水に湿らせて） 可燃 ひな壇 大型 50cm未満は不燃

ビニール雨合羽 不燃

ビニール傘 不燃 大きさにかかわらず不燃

廃食用油

パイプハンガー 大型 50cm未満は不燃

ビニールひも 不燃

ビニールプール 不燃 50cm以上は大型

大型

バインダー 不燃

はがき 資源〔戸〕 本・雑がみ

はく製 可燃 50cm以上は大型

プラスチック製 商プラ 50cm以上は大型商プラ

プラスチック製以外 不燃 50cm以上は大型

はさみ 不燃 びんのフタ 不燃

ふ ファックス※ 大型

プラスチック製 大型商プラ 50cm未満は商プラ

プラスチック製以外 大型 50cm未満は不燃

柱時計 不燃 50cm以上は大型 大型

バスタオル 資源〔他〕 古布類 不燃

バスマット 不燃 大きさにかかわらず不燃 不燃

プラ容

紙製 資源〔戸〕 本・雑がみ

ノートパソコン ×
ディスプレー

（ブラウン管・液晶） 不燃 50cm以上は大型

キーボード単品 不燃

外付け機器単品 不燃 （スキャナー・プリンターは大型）

パチンコ台 大型

不燃 50cm以上は大型

フォーク 資源〔戸〕 カン・なべ類

不織布 可燃

バッテリー充電器 不燃 ふすま 大型 ２枚まで1点

発電機 不燃 50cm以上は大型 プチプチ（エアパッキン・気泡緩衝材） プラ容

大型 50cm未満は不燃

フットマッサージ※ 不燃 50cm以上は大型

梱包・包囲用 プラ容 筆箱 不燃

製品 不燃 50cm以上は大型 布団・羽毛布団 大型 ３枚まで1点

歯ブラシ 商プラ 布団カバー 資源〔他〕 古布類

可燃 水にひたして 布団乾燥機 大型 50cm未満は不燃

刃物類 フライパン 資源〔戸〕 カン・なべ類

ブラインド 大型 50cm未満は不燃

パラボラアンテナ 大型 50cm未満は不燃 商プラ 50cm以上は大型商プラ

バラン 不燃 フラフープ 商プラ 50cm以上は大型商プラ

不燃 プラスチック製品 商プラ 50cm以上は大型商プラ

不燃 50cm以上は大型 プラモデル 商プラ 50cm以上は大型商プラ

プラスチック製 商プラ ブランコ 大型

プラスチック製以外 不燃 木製 可燃

ハンガーラック 大型 50cm未満は不燃 プラスチック製 商プラ

ハンカチ 資源〔他〕 古布類 上記以外(素焼等) 不燃

不燃 50cm以上は大型

不燃 50cm以上は大型

不燃 50cm以上は大型

不燃

不燃

ひ ピアニカ（楽器） 不燃 大型 大きさにかかわらず大型

フロアースタンド 大型 50cm未満は不燃

特別大型 1ｍ未満は大型

ビーズクッション 不燃 50cm以上は大型 風呂釜（単品） 大型 大きさにかかわらず大型

不燃 大きさにかかわらず不燃

ビーチパラソル 大型

ＰＰバンド 商プラ

靴・カバン等 不燃 フロッピーディスク 不燃

衣類 資源〔他〕 古布類 大型

ひしゃく 不燃 風呂ふた・マット 不燃 大きさにかかわらず不燃

ビデオテープ・カセットテープ

ハンディカラオケ※

ハイローチェア（ラック）

大型

アルミ製・鉄製

皮革製品

プリンター（パソコン用・複合機含）

ペットボトルに入れて

ハードディスク※

バーナー（ガス・石油・灯油・ガソリン）

×

大型
１枚で１点・
50cm未満は不燃

仏壇

プラスチックケース

プランター（植木用）

バッテリー
（自動車・バイク・電動アシスト自転車）

バッグ類

×

１枚で１点・
50cm未満は可燃

販売店、専門店にご相
談ください

×

花火

フードカッター※

バリカン※

大きさにかかわらず不燃

紙・布に包んで

ハロゲンヒーター・電気ストーブ

ハンガー

ハンディマッサージ器※

ハンディスキャナー※

プラスチック製は50cm
以上大型商プラ指定。
プラスチック製以外の
50cm以上は大型

大型 大きさにかかわらず大型

販売店、専門店に
ご相談ください

プレーヤー単品（音響）

風呂桶・浴槽（単品）

プロパンボンベ（１０㎏ボンベまで）

ブロック・レンガ（少量に限り） ×
リサイクルプラザ藤沢（北部
環境事業所）にご相談くださ
い

1畳以下は不燃。１畳超え
で３畳以下は２枚で１
点。３畳超えは１枚１
点。

大型

ファンヒーター（ガス・石油・灯油）

×

バット（ソフトボール・野球用） 不燃

発泡スチロール

不燃

ビーズクッションの抱き枕

1畳以下は不燃。１畳超え
で３畳以下は２枚で１
点。３畳超えは１枚１
点。

大型
ビニールシート
（ブルーシート・レジャーシート等）

フィルムケース（写真用フィルム）

封筒 ビニール製・
窓のビニール

不燃

大型

デスクトップ
本体

ピンチハンガー

大型

金具・バネなどなけれ
ば商プラ

５枚まで１点・
50cm未満は不燃

パイプ類（長さ２ｍまで）
50cm以上は大型（1束1
点・50kg未満）50cm未満
は不燃

大型

廃油（工業油・エンジンオイル等）
（少量の場合は布等にしみ込ませて可燃）

販売店、専門店に
ご相談ください

バケツ

×

パソコン

パソコンリサイクル対
象品目

フィルムカメラ

50cm未満は不燃、
50cm未満の木製は可
燃

資源〔戸〕

×

フェンス
（長さ2メートル未満）

不燃

商品の外装フィ
ルム・レジ袋等

商品として購入
したもの

プラ容

不燃

ビニール袋

ビニールトタン

ファンシーケース

ブルーシート
（レジャーシート・ビニールシート等）

ビデオデッキ・ＤＶＤデッキ※

（ナイフ・包丁・カミソリ・カッター）

ハンディモップ

二輪車リサイクル対象
品目

フィルム（ネガ）

木製

はしご・脚立（長さ２ｍ未満の物）

はんてん（わた入り）

ピアノ

（サラダ油・オリーブ油等の植物油のみ）

バイク・オートバイ
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へ ま マッサージ機 不燃 50cm以上は大型

マッチ 可燃 水にひたして

布製 資源〔他〕 古布類

キルティング製

（わた入りの場合）

ヘッドホン※ 不燃

可燃 松葉杖 大型

ベビーカー 大型 木製 可燃 50cm以上は大型

ベビーストップ 不燃 50cm以上は大型 プラスチック製 商プラ 50cm以上は大型商プラ

プラスチック製 大型商プラ 50cm未満は商プラ 魔法瓶 不燃

プラスチック製以外 大型 50cm未満は不燃 み

特別大型 1m未満は大型

ベビーラック 大型

不燃 穴をあけて ミキサー※ 不燃

特定処理 穴をあけられない場合 資源〔他〕 古布類（可燃でも可）

充填式 大型 大型 大きさにかかわらず大型

ヘルスメーター※ 不燃 50cm以上は大型

ベルト 不燃

ヘルメット 不燃 む ムートン 不燃 50cm以上は大型

本体 大型 商プラ

便座 不燃 50cm以上は大型 不燃 大きさにかかわらず不燃

温水洗浄便座 不燃 50cm以上は大型 無線機※ 不燃 50cm以上は大型

ペンキ・塗料・ニス め めがね 不燃

めがねケース 不燃

不燃 中身を空にして 目覚まし時計※ 不燃

金属製 資源〔戸〕 カン・なべ類 メモリーカード※ 不燃

プラスチック製 商プラ も 毛布 資源〔他〕 古布類

弁当の容器 プラ容 軽く洗って

ほ

金属類付き 不燃 指定収集袋に入れて

乗用車用 大型 1本で1点 金属類無し 大型

オートバイ 大型 50cc以下は不燃 金属類付き 大型

特別大型 1m未満は大型 餅つき器 大型 50cm未満は不燃

望遠鏡 大型 50cm未満は不燃 モップ 不燃 大きさにかかわらず不燃

わた無し 資源〔他〕 古布類 不燃

わた入り 不燃 大型 解体して1束1点、50kg未満

ほうき 不燃 大きさにかかわらず不燃 特別大型
解体して1束1点、50kg未
満

不燃 紙・布に包んで 物干し竿 大型 ５本まで1点

ホース 不燃 物干し台 大型 1組で1点

ホースリール 不燃

ポータブルDVD※ 不燃

ポーチ 不燃 ややかん 資源〔戸〕 カン・なべ類

大型 50cm未満は不燃

ボウリングの球 不燃

ボールペン 不燃 ゆ USBメモリー※ 不燃

ホーロー製品 不燃 湯たんぽ 不燃 プラ製は商プラ

歩行器（乳児用） 不燃 大きさにかかわらず不燃 湯のみ茶碗 不燃

ポスト 不燃 50cm以上は大型 湯沸かし器 不燃 50cm以上は大型

特定処理 無料・透明袋 よ 幼児用歩行器 不燃 大きさにかかわらず不燃

不燃 足踏み式 不燃 大きさにかかわらず不燃

不燃 電動式 大型 大きさにかかわらず大型

大型 50cm未満は不燃

ホットプレート 不燃 50cm以上は大型

ホッピング 不燃 大きさにかかわらず不燃 籐・木製 大型 50cm未満は可燃

ポリタンク 商プラ 石油・灯油を抜いて プラスチック製 プラ容

ポリバケツ 50cm未満 商プラ 50cm以上は大型商プラ 紙製 可燃

ゼリー状 可燃 特別大型 1ｍ未満は大型

固形 不燃

ホワイトボード 不燃 50cm以上は大型

木製 可燃

金属製 不燃

プラスチック製 商プラ 50cm以上は大型商プラ ら ライスボックス 不燃 50cm以上は大型

本箱（書棚） 特別大型 1ｍ未満は大型

ま マグネットグリップ 不燃

まくら 不燃 大きさにかかわらず不燃 ライティングデスク 特別大型 1ｍ未満は大型

マジック 不燃

マスク 可燃

マッサージ椅子 特別大型 100kg未満

マット
（玄関・台所・トイレ・風呂用）

ホットカーペット（カバーとセット可）

使い捨て
ヘリウムガスボンベ

ベッドカバー ３枚まで１点・
50cm未満は不燃

1束1点50kg未満・長
さ２ｍ未満

特別大型 1ｍ未満は大型

大型
３枚まで１点・
50cm未満は不燃

ベッド
（スプリング入りマットレスとセット可）

大型 50cm未満は不燃

ボアシーツ（わた・スポンジの入ったもの
は50cm未満不燃、50cm以上は大型）

資源〔他〕

弁当箱

便器

×

大型 組み合わせ、単品とも1点

可燃 指定収集袋に入れて

ベビー用家具　（タンス・ベッド）

古布類

ホイール
（タイヤとセット可）

ボイラー（長さ2ｍ未満のもの）

防寒用衣類

包丁・ナイフ・カミソリ・カッター

販売店・専門店に
ご相談ください（少量の場合は布等にしみ込ませて可燃）

ペンキ・塗料・ニスの缶

大きさにかかわらず不燃不燃

幼児用乗り物
（自動車型など）

洋服かけ
金属製

ヨーグルトの容器

無料・透明袋

ラケット
（卓球・テニス・バドミントン等）

不燃 大きさにかかわらず不燃

本立て
（マガジンラック）

50cm以上は大型

保冷材

ベビーバス

特別大型
1組で1点・
1ｍ未満大型

×
販売店・専門店に
ご相談ください

ホチキス

ホチキスの針

ボタン電池

特別大型

まな板

幹
（太さ50cm未満・長さ６０cm未
満）

剪定 剪定枝（予約収集）

水着

ミシン（足踏み・電動）

ミニコンポ

虫かご（プラスチック製）

虫とり網

木材（太さ１０㎝未満、
長さ50cm未満）

金属類無し

木材（太さ１０㎝以上２
５㎝未満、長さ50cm以
上）

物置（１辺の長さ50cm未満）

物置（１辺の長さ１ｍ未満）

物置（1辺の長さ１ｍ越え２ｍ未満の物）

門柱・門扉（セット可）

薬品類
ホームベーカリー（パン・餅つき）

ライター（使い捨てライター含む） 特定処理

３枚まで１点・
50cm未満は不燃

1ｍ未満は大型、ベッド
とセット可

大型

浴槽・風呂桶（単品）

よしず

自然素材 可燃
1畳より大きい物は
大型　一束1点

樹脂製 商プラ
1畳より大きい物は
大型商プラ

マットレス
（スプリング入り）

マットレス
（布団の下に敷くスポンジ製）

ペット用の砂・シート（犬・猫用）

ベッドパット

大型
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ら 不燃 50cm以上は大型 れ

レンジフード 大型 50cm未満は不燃

ろ ろうそく 可燃

麻・綿製 可燃 2m未満に切って

不燃 ビニール製 不燃 2m未満に切って

不燃 ロールカーテン 大型 50cm未満は不燃

り 不燃 タイヤとセット可 ロッカー 大型

大型 50cm未満は不燃 わ

れ冷温庫（自動車用）

冷風機 大型 可燃

不燃 木製 50cm未満は可燃

大型 木製以外 50cm未満は不燃

レシート（レジ用） 可燃 わた 不燃

不燃

可燃

レンガ・ブロック（少量に限り）

レコードプレーヤー（単品）

レコード盤

冷蔵庫　冷凍庫

わりばし

ラベルライター※

ランドセル

リム（自転車用）

旅行カバン（ハードケース）

ロープ

ラジカセ・ＣＤラジカセ・ＭＤラジカセ※

大型

わた入り衣類（どてら・はんてん）

ワイン庫（冷蔵式） ×
家電リサイクル
対象品目

大型 大きさにかかわらず大型
×

家電リサイクル
対象品目

× リサイクルプラザ藤沢（北部環
境事業所）にご相談ください

ラップ

商品・食品を包
装しているもの

ワープロ用紙（感熱紙）

レジャーシート
（ブルーシート・ビニールシート等）

大型

1畳以下は不燃。１畳超え
で３畳以下は２枚で１
点。３畳超えは１枚１
点。

ワゴン・テーブル

ワープロ※

プラ容

ラップ自体を商品
として購入した物 不燃

＊スマートフォンをお使いの方は、ごみや資源の分別や収集日程カレンダー等の便利な機能や、ごみの分け方・出し方を解説し

た動画、緊急時のごみ・資源の収集やイベント情報等ついてのお知らせ機能を簡単に利用できるスマートフォン用アプリケー

ション「藤沢市ごみ分別アプリ」もご利用いただけます。 

＊ iPhoneの方はApp Storeから、Andloidの方はPlayストアからダウンロードできます。ぜひご利用ください。         

●ごみ検索システム  

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kankyo-j/ 

kurashi/gomi/wakekata/kensakusystem/index.html 
＊上記アドレスから資源やごみの品目から分け方、出し方を調べることができます。 

＊インターネット接続に必要な費用や通信料、携帯電話のパケット通信料などは利用者のご負担にな

ります。  
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Android用二次元コード iPhone用二次元コー
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