
備考

15,０00円
（税込16,500円）

リサイクル可能なものに限る

その他ガラス陶磁器類 立米
20,000円

（税込　22,000円）
廃棄物の性状により決定

サイディング 立米
20,000円

（税込　22,000円）
サイディング以外混入不可

がれき類MIX t
23,000円

（税込　25,300円）
リサイクル可能なものに限る

石膏ボード（新築系） 立米
12,000円

（税込　13,200円）
水濡れ厳禁、板状に限る
粉状は解体系となります。

石膏ボード（解体系） 立米
20,000円

（税込　22,000円）
ボード以外混入不可

【ガラス及び陶磁器類】※多量排出・定期排出お値引き有り

品目 単位 単価（税別）

がれき類単品
（色付き瓦、ALC、レンガなど）

t
18,０00円

（税込　19,800円）
リサイクル可能なものに限る

自然石
（大理石、御影石、大谷石など可）

t
20,000円

（税込　22,000円）
リサイクル可能なものに限る

瓦
（黒瓦、コンクリート瓦）

t

コンクリートガラ（無筋）（有筋）
アスファルトガラ

t
6,000円～

（税込　6,600円～）
リサイクル可能なものに限る
大ガラは+1,000円

【がれき類】※多量排出・定期排出お値引き有り

品目 単位 単価（税別） 備考

生木 ㎏
40円

（税込　44円）
草混入不可
泥混入不可

草、竹、篠 ㎏
45円

（税込　49.5円）
泥混入不可

畳
（和畳、スタイロ）

枚
2,500円

（税込　2,750円）
傷みが激しい物、柔道畳等特

殊畳は別途お見積り

枕木 ㎏
75円

（税込　82.5円）
泥混入不可

品目 単位 単価（税別） 備考

木くず ㎏
15円

（税込　16.5円）
リサイクル可能なものに限る
※釘付き可※生木不可

【木くず、繊維くず】※多量排出・定期排出お値引き有り

22,500円～
（税込　24,750円～）

性状や分析結果によっては混
合Bとなります。

火災材、火事現場ごみ、燃え殻 立米
35,000円～

（税込　38,500円～）
処理困難物も可

石綿含有廃棄物 立米
35,000円～

（税込　38,500円～）
性状や分析により単価が変動

します。

　【産業廃棄物収集運搬処理単価表】 【改定】　２０２２　年　11　月　１　日

【混合廃棄物】※多量排出・定期排出お値引き有り

品目 単位 単価（税別） 備考

混合廃棄物Ａ　（可燃） ㎏
75円

（税込　82.5円）
廃プラ、木くず、紙くず、多少
の金属やガラス陶磁器等

混合廃棄物B（不燃）（下ゴミ） 立米
22,500円

（税込　24,750円）

泥状、ガラス陶磁器及びコンク
リートくず、サイディング、タイ

ル、瓦など重量物

混合廃棄物（ボード入り、処理困難） 立米
25,000円

（税込　27,500円～）
処理困難、ボード混入

泥状ごみ

掘り起し産廃 立米

混合廃棄物Ａ　（可燃） 立米
7,500円～

（税込　8,250円～）
廃プラ、木くず、紙くず、多少
の金属やガラス陶磁器等



【多量排出・定期排出お値引き】

排出量、排出頻度、品質、お支払い条件などによ
るお値引きを行います。

各品目 ▲1％　～　▲20％
排出量、排出頻度、品質、お支
払条件などにより値引き率を

決定致します。

要件 単位 単価 備考

【廃プラスチック類】※多量排出・定期排出お値引き有り

品目 単位 単価（税別） 備考

100円～
（税込　110円～）

汚泥の種類により単価を決定

廃液、廃油 ㎏
250円～

（税込　275円～）
廃液、廃油の種類により単価

を決定

廃タイヤ ㎏
75円

（税込　82.5円）
他の可燃物混合可

FRP、浴槽 ㎏
75円

（税込　82.5円）
他の可燃物混合可

処理困難物（長尺もの、焼却もの、切断もの） ㎏
80円～

（税込　88円～）
切断や焼却処分が必要な廃棄

物、分別不能物

断熱材
発泡スチロール、ウレタン、スタイロなど

㎏
150円～

（税込　165円）
ベッドやソファーも含む

ダンボール ㎏ 0円～有価
リサイクル可能なものに限る
※運賃は発生します。

【有価物・専ら物系】※多量排出・定期排出お値引き有り

【焼却・処理困難物系】※多量排出・定期排出お値引き有り

品目 単位 単価（税別） 備考

品目 単位 単価（税別） 備考

汚泥 ㎏

金属くず（有価買取り）
※相場により変動有り

㎏ 0円～有価
リサイクル可能なものに限る
※運賃は発生します。

18,000円～
（税込　19,800円～）

２～４ｔ車
運搬費

品目

重機廻送費 往復
18,000円～

（税込　19,800円～）

品目 単位 単価（税別） 備考

トン袋・フレコンバッグ
（サイズ：1立米）

袋
1,000円

（税込　1,100円）

フレコンスタンド貸出 個 無料

8立米コンテナ貸出 基 0円～ 弊社お客様は基本無料

【運搬費・作業費】

※回収場所により運搬費が変動致します。　※回収場所をお知らせ頂ければお見積り可能です。

積込み及び回収作業費
（現場の状況により発生）

人工
18,000円～

（税込　19,800円～）
作業内容による

【容器販売、コンテナレンタル】

単位 単価（税別） 備考

初回コンテナ設置料
8立米コンテナ＝１台
2立米コンテナ＝3台

15,000円～
（税込　16,500円～）

初回設置のみ
3カ月以内交換必須

運搬費
（産廃回収、コンテナ入替、引上げ）

台



※多量排出・定期排出お値引き有り

※多量排出・定期排出お値引き有り

【回収について】

①上棟回収より回収スタート　※上棟回収日が確定次第FAXまたはMAILにてご指示ください。

②上棟回収以降は週1回の定期回収　※基本的に陶磁器類以外は全て回収致します。

③お施主様の見学や社内のご都合に合わせてスポット回収　※回収希望日の前の週にFAXもしくはMAILにてご指示ください。

④外壁、屋根材等出そろったらガラス陶磁器類の回収　※木完前後になると思われます。

⑤クリーニング当日もしくは翌日に最終回収　※スムーズに回収する為、回収日の前週には回収予定をお知らせ下さい。

【追加料金が発生するもの】

①掘り起し産廃　※地中に埋設されていた廃棄物

②材料誤発注、手直し工事のゴミ、マモノや多すぎる残材等

③分別が出来ていない廃棄物、物量が当初計画よりも多い場合

③弁当カスや缶ビンペットボトル　※一般廃棄物ですのでお持ち帰りをお願い致します。

④最終回収後に発生した廃棄物　※追加工事や手直し工事、外構工事で発生した廃棄物

【ハウスビルダー様向け単価表】

【分別品目】

木くず 石膏ボード 混合廃棄物 ダンボール 金属くず

【現場の定期産廃回収料金表】

ケイカル板、サイディン
グ、コロニアル、瓦

断熱材

ケイカル板、サイディン
グ、コロニアル、瓦

断熱材

【分別品目】

木くず 石膏ボード 混合廃棄物 ダンボール 金属くず

【フレコン定期回収】

品目 単位 単価（税別） 備考

ユニック定期回収　（毎週1回） 平米
2,500円

（税込　2,750円）
※外壁・屋根材についてはご

相談ください。

回収エリア：埼玉県北部、群馬県内全域

【改定】　２０２２　年　2　月　１　日

品目 単位 単価（税別） 備考

手積み定期回収　（毎週1回） 平米
2,200円～

（税込　2,420円～）
※外壁・屋根材についてはご

相談ください。

【手積み定期回収】

回収エリア：東京都内全域、埼玉県内全域、群馬県内全域、千葉県西部


