
テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機を廃棄する場合テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機を廃棄する場合

家電・パソコン・携帯電話などの処分・リサイクル家電・パソコン・携帯電話などの処分・リサイクル

　家電リサイクル法の対象品は、原則として粗大ごみとして取り扱うことはできません。また、処理センターへ直接持
ち込むこともできません。下記のとおり販売店に依頼してください。

新しいものに
買い換える

家電
リサイクル法
の対象品

冷蔵庫・冷凍庫 ワインセラー 衣類乾燥機

洗濯機

エアコン

テレビ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

商品を購入する店で
引き取りを依頼

買った店がわかる

直接、指定引取場所に搬入することもできます

指定引取場所

（株）善商　西宮市西宮浜2丁目6番 ☎ 0798-31-6377

営業日、受付時間

家電リサイクル券に関する問い合わせは

（一財）家電リサイクル券センター
☎ 0120-319-640
（9時～18時日曜・祝日を除く）

月曜日～土曜日　9時～12時・13時～17時
（日曜・祝祭日・年末年始・GW・盆休は除く）
搬入時間は16時30分まで

　事前に郵便局でリサイクル券（リサイクル料金）を購入する必
要があります。

現在も引き続き
営業している

買った店で
引き取りを依頼

販売店が
遠方で、収集が
困難な場合

下記西宮電化商組合へ引取を依頼
なお、リサイクル料金（リサイクル券の購入については事
前に店舗とご相談ください）と収集運搬料金（取り外し
等の費用は別途必要）がかかります。

　ご家庭から廃棄物を回収するには、「一般廃棄物処
理業」の許可が必要です。無許可業者によって回収され
た廃家電や粗大ごみが不法投棄、不適正処理された
事例や、高額な処理料金を請求されトラブルになった
事例が報告されています。

詳しくは環境省HPから 家電リサイクル 検索

廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に
「無許可」の回収業者を利用しないで下さい！

㈲でんでんキタムラ
㈱梅基電気商会
㈱浜甲デンキ
アトム電器鳴尾店
山本電機
ナルオ電化センター
東電器㈱
森電器店
㈲フカダ電器西宮店
カジカワ電器
ワカサ電化西宮店
やぎでんき
㈱新甲電化
玉電機商会
㈲フカダ電器生瀬店
パナびーんずたかはた

川添町1-19
前浜町5-8
鳴尾町4-14-22
上田中町11-24
笠屋町13-10
里中町2-4-19
松風町4-8
一ヶ谷町3-1-404
伏原町7-28
上大市2-2-21
上大市5-8-12
仁川町2-5-5
越水町2-1
霞町4-35
生瀬町1-12-22
山口町下山口1-1-1

0798-23-7801
0798-22-3397
0798-41-0772
0798-48-3355
0798-46-4555
0798-47-6114
0798-74-3494
0798-74-2926
0798-65-5686
0798-53-6266
0798-52-6503
0798-53-5005
0798-71-5121
0798-26-0374
0797-87-1089
078-903-1616

西宮電化商組合【義務外品取扱店】

廃棄する時は、リサイクル料金と収集運搬料金が
かかります。

西宮浜I.C

西宮浜

西宮大橋

臨港線

阪神西宮

札
場
筋
線

国道43号線

くるま・バイクは
通行できません

至神戸 至大阪

阪神高速道路5号湾岸線

西宮I.C 阪神高速道路3号神戸線

㈱善商

保冷庫・保温庫
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出
し
方

メーカーより振込用紙を送付

回収・リサイクル料金の支払い

マークがついて
いない製品の場合

リサイクルリサイクル

家庭用パソコンの処理

　各メーカーの回収・リサイクル料金や、受付窓口など詳
細は、「パソコン3Ｒ推進協会」にお問い合わせください。ま
た、メーカーがわからない場合もお問い合わせください。

　小型充電式電池には、ニッケル、カドミウム、コバルトなどの希少金属が含まれています。ボタン電池は下表に示すも
のは水銀が含まれているので分別回収が必要です。

　使用済携帯電話（スマートフォン・PHS）の本体、電池、
充電器の回収・リサイクルについては、携帯電話事業者
を中心とした「モバイル・リサイクル・ネットワーク」が携
帯電話各社ショップ等で回収しています。また、市内家
電量販店（一部店舗を除く）使用済小型家電回収ボック
ス（P16参照）で実施しております。 ※電池のみは対象外

◉（一社）パソコン 3R推進協会
☎03-5282-7685

ホームページ▶https://www.pc3r.jp/

パソコンは、市では
収集・処理しません！
パソコンは、市では
収集・処理しません！

使用済携帯電話の
回収にご協力ください！
使用済携帯電話の
回収にご協力ください！

回収申し込み

マークがついて
いる製品の場合

リサイクル

回収申し込み

各メーカーなどの受付窓口

梱包して「エコゆうパック伝票」を貼付

郵便局に持ち込み または戸口引き取りを依頼

リサイクル工場

小型充電式電池・ボタン電池のリサイクル小型充電式電池・ボタン電池のリサイクル

用 途

種 類 ニカド電池

腕時計 補聴器 電子体温計用 途

種 類

小型充電式電池   （一社） JBRC https://www.jbrc.com

ボタン電池  ボタン電池回収推進センター http://www.botankaishu.jp

Ni-Cd

ニッケル
水素電池

リチウム
イオン電池

空気電池
（型式記号PR）

酸化銀電池
（型式記号SR）

アルカリボタン電池
（型式記号LR）

・コードレステレホン
・電動工具

・デジタルカメラ
・電動アシスト自転車

・ノートパソコン
・ビデオカメラ

Li-ionNi-MH

市では収集しません。ショートして発
熱・発火する恐れがあるので、絶縁
テープまたは、セロハンテープで必ず
絶縁して、「リサイクル協力店」の回収
ボックスへお持ちください。
また、西部総合処理センターにご自
身で持ち込みしていただくことも可
能です。（事前に予約が必要です）

※リチウムコイン電池（型式記号CRおよ
びBR）は水銀を含んでいないので「もや
さないごみ」に出してください。
※安全面の配慮から、回収ボックスに電
池を投入する際には、店舗スタッフにお
声掛けください。また、投入口に入らな
い電池は対象外ですので「もやさない
ごみ」に出してください。

ブラザー キヤノン
エプソン 日本HP

デル

　携帯電話には、パラジウムなどの希少
金属（レアメタル）や金、銀などの貴金属
が含まれています。

　家庭で使用済みになったパソコンプリンター用インク
カートリッジを家電量販店に設置の回収ボックスと下
記メーカー5社と日本郵政(株)と共同で「インクカート
リッジ里帰りプロジェクト」と称し市内郵便局8ヶ所（西
宮・西宮東・西宮マリナパーク・西宮駅前・
西宮津門・西宮甲東園・西宮高須・西宮
笠屋）に回収ボックスを設置して、回
収・リサイクルを行っています。

家庭用の使用済インクカー
トリッジの回収・リサイクル
家庭用の使用済インクカー
トリッジの回収・リサイクル

みなさんのご協力をお願いします!

個人情報は、自らの責任において管理してください。

家電・パソコン・携帯電話などの処分・リサイクル家電・パソコン・携帯電話などの処分・リサイクル
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　平成29年4月より、使用済小型家電の本
格回収を開始したことに伴い、国の認定事
業者であるリネットジャパンリサイクル㈱
が提供している宅配便回収サービスを利
用することができるようになりました。
●パソコン＋使用済小型家電のセットであ
れば回収料金が無料（一箱）。

●使用済小型家電のみの場合は回収料金
1,500円（税抜）（一箱）必要です。

利用方法

小型家電リサイクル法に
基づく認定事業者による

回収（宅配便）

❶リネットジャパンリサイクルへ申し込み

https://www.renet.jp/

ダンボールは自分で用意する。

インターネットから

https://www.renet.jp/

A
B

C

その他の詳細は

年中無休、年末年始も対応。

❷回収物を詰める

❸佐川急便が回収

※有料オプションで
　専用ダンボール
　（398円税抜）

☎0570-085-800
10時～17時
（※年末年始除く）
ホームページ

◉リネットジャパンリサイクル㈱

パソコンの個人情報はご自身の責任
において消去してください。

［箱の規定］
3辺合計140cm以内、
重量20kg以下

A+B+C=140cm以内
20kg以下

または、
市ホームページ
（ごみガイド／生活系ごみ）を
ご覧ください。

市では収集しないごみ市では収集しないごみ

市では収集･処分できないごみ市では収集･処分できないごみ

●一時的多量なごみ

●家屋造作・廃材など
（これらは請負業者に処理をしてもらってください。）
●物置（1畳を超えるもの）
●事業活動に伴うごみ

種
類

❶西部総合処理センターへ持込み

❷許可業者に依頼（有料）
◉にしのみや環境サポート協同組合  ☎0798-36-7806

▶搬入日

月～金曜日（祝日を含む）9：00～19：00、
土･日曜日9：00～17：00

月～土曜日（祝日を含む）
もやすごみ8：00～16：30、
もやさないごみ・粗大ごみ8：00～15：30

引越し／大掃除／植木剪定（枝葉・生木）など

処
理
方
法

▶搬入日の14日前から前日までに先着順で受付
☎0798-22-6600

　市では収集・処分できないごみについては、下記ホームペー
ジ・西宮市ごみ電話受付センターにて、ご確認ください。

現地立会調査の必要なごみ

在宅医療廃棄物の注射針
▶薬局又は医療機関へ返却

耐火金庫
◉榎本金庫（株）
　☎078-521-4561

消火器
◉西宮市民共済生活協同組合  ☎0798-23-5566
◉山本環境整備（株）  　　　 ☎0798-44-5500
◉甲南防災設備（株）  　　　 ☎0798-23-1890
◉防災エンジニアリング（株）    ☎0798-23-0031    

原動機付自転車・単車
◉二輪車リサイクルコールセンター  ☎050-3000-0727
▶受付時間  9：30～17：00（土・日・祝日・年末年始等を除く）

詳しくはP18参照

　DIY・ご自身で交換された居住区内の機器・廃材等の持込み
については、搬入日までに現地立会調査をさせていただくことが
あります。詳しくは上記同様、ホームページ・ごみ電話受付セン
ターにて、ご確認ください。 

◉西宮市ごみ電話受付センター ☎0798-22-6600

◉ごみの持込みについて [一般家庭の方] 
◉持込めないごみ・現地立会調査の必要なごみ 
西宮市ホームページ
https://www.nishi.or.jp/shitsumon/kurashi/
gomi/shisetsu/gomi-mochikomi.html 

市では収集・処分しないごみ市では収集・処分しないごみ
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