
【単位：m3】

※形状・性状により受入できない場合があります。

※遠方割増の地域もあります。お問い合わせください。

中間処理場 　  TEL (022)379-4476  FAX (022)379-4285

産業廃棄物処理料金・収集運搬料金表 【消費税別】　　　産業廃棄物処理料金・収集運搬料金表 【消費税別】　　　産業廃棄物処理料金・収集運搬料金表 【消費税別】　　　産業廃棄物処理料金・収集運搬料金表 【消費税別】　　　※裏面もあります※裏面もあります※裏面もあります※裏面もあります

産業廃棄物の品目

処理料金

運搬処理料金　【処理料金+運搬料金】

備　　　　考

平

平平

平 成
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成 29
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年 4

44

4 月

月月

月 1

11

1 日

日日
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有 限 会 社 松 江 興 業 仙 台 支 店

仙台支店　　　　〒981-3225  仙台市泉区福岡字切沢19-1

【単位：個】 【単位：台】 【単位：台】 【単位：台】

　　【ＨＰアドレス】 http://www.matsue-kg.co.jp/

混合廃棄物

Ａ \9,000～

\9,000～\9,000～

\9,000～ \26,000～ \50,000～ \72,000～

Ｃ \22,000～

\22,000～\22,000～

\22,000～ \57,800～ \102,000～

\90,000～

廃プラスチック､木くず､紙くず､繊維くず（畳は別請求）､金属くず

【ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、解体石膏ボード、

処理困難物、廃プラスチック類Ｂを除く】

Ｂ \15,000～

\15,000～\15,000～

\15,000～ \41,000～ \74,000～ \108,000～ \138,000～

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、解体石膏ボード、

処理困難物、廃プラスチック類Ｂが混入している混合廃棄物

※混入の目安は廃棄物の積載量の半分以下まで

\150,000～ \194,000～

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、解体石膏ボード、

処理困難物が廃棄物の積載量の半分を超えて混入している

混合廃棄物

処理困難物 \22,000～

\22,000～\22,000～

\22,000～

お問い合わせ

ください

お問い合わせ

ください

お問い合わせ

ください

お問い合わせ

ください

サイディングﾞ・パーティションなどの複合物、又は現場最終残渣物

土壁など

廃プラスチック類

Ａ \9,000～

\9,000～\9,000～

\9,000～ \26,000～ \50,000～ \72,000～

Ｃ \30,000～

\30,000～\30,000～

\30,000～ \77,000～ \134,000～

\90,000～

軟質系の物、硬質系でリサイクル可能な物

※汚れの程度によって廃プラスチック類Ｂとなる場合があります

Ｂ \15,000～

\15,000～\15,000～

\15,000～ \41,000～ \74,000～ \108,000～ \138,000～

硬質系でリサイクル不可能な物（重量物は除く）、塩素系ビニール、

雨樋、FRPなど

汚れ・付着物などあるもの

\198,000～ \258,000～

タイルカーペット、じゅうたん、テント生地などの重量物 (厚さにかかわ

らず)

木くず

Ａ \4,500～

\4,500～\4,500～

\4,500～ \15,000～ \32,000～ \45,000～

Ｃ \15,000～

\15,000～\15,000～

\15,000～

お問い合わせ

ください

お問い合わせ

ください

\54,000～

解体材､柱､角材､桟木､パレットなど　再生可能な物

Ｂ \9,000～

\9,000～\9,000～

\9,000～ \26,000～ \50,000～ \72,000～ \90,000～

腐食・付着物等によりリサイクルできない物

お問い合わせ

ください

お問い合わせ

ください

生木類

※事前に必ずお問い合わせ下さい

金属くず \2,500～

\2,500～\2,500～

\2,500～ \11,000～ \24,000～ \33,000～ \38,000～

金属くず､アルミ､非鉄など

ガラスくず・コンクリートくず

及び陶磁器くず

\22,000～

\22,000～\22,000～

\22,000～

\31,000～ \58,000～ \84,000～ \106,000～

（1.2m3積） （2.0m3積） （3.0m3積） （4.0m3積）

\27,500～

外壁､サイディング､グラスウール､陶磁器、コロニアル、スレートなど

※付着物のある場合は割増の対象となります

がれき類

Ａ \3,000～

\3,000～\3,000～

\3,000～

\8,000～ \18,500～ \25,500～

Ｃ \9,000～

\9,000～\9,000～

\9,000～

\14,000～

\25,500～

無筋ガラ

（1.0m3積） （1.5m3積） （2.5m3積） （2.5m3積）

Ｂ \4,000～

\4,000～\4,000～

\4,000～

\9,000～ \20,000～ \28,000～ \28,000～

有筋ガラ、無筋ガラと有筋ガラの混合等

（1.0m3積） （1.5m3積） （2.5m3積） （2.5m3積）

\40,500～ \40,500～

大ガラ(30cm以上)

（1.0m3積） （1.5m3積） （2.5m3積） （2.5m3積）

廃石膏ボード

※水濡れ不可

※ミンチ状　〃

Ａ \9,000～

\9,000～\9,000～

\9,000～ \26,000～ \50,000～ \72,000～

Ｂ \17,000～

\17,000～\17,000～

\17,000～ \45,000～ \82,000～

\90,000～

新材と確認できる物に限る

\120,000～ \154,000～

【クロス・繊維壁等コーティング】付着物無し

Ｃ \25,000～

\25,000～\25,000～

\25,000～ \65,000～ \114,000～ \168,000～ \218,000～

－ －

－－

－ － － － － －

収集運搬料金

収集運搬料金収集運搬料金

収集運搬料金

フレコンバック

（1.0m3積）

コンテナ

（2.4m3積）

2ｔダンプ

（4.0m3積）

4ｔダンプ

（6.0m3積）

脱着式コンテナ車

4ｔアームロール

\2,500/袋

\2,500/袋\2,500/袋

\2,500/袋 \5,000/個

\5,000/個\5,000/個

\5,000/個 \14,000/台

\14,000/台\14,000/台

\14,000/台 \18,000/台

\18,000/台\18,000/台

\18,000/台 \18,000/台

\18,000/台\18,000/台

\18,000/台 \12,000/台

\12,000/台\12,000/台

\12,000/台 \25,000/台

\25,000/台\25,000/台

\25,000/台

　 【営業時間】　 ８：３０～１７：００　【受入時間】　 ８：３０～１６：３０

　 【 定休日 】　　日曜日、祝祭日、盆休、年末年始　　　　　

コンテナ（2.4m3積） 2ｔダンプ（4.0m3積）

脱着式コンテナ（8.0m3積）

4ｔダンプ（6.0m3積）

4ｔアームロール

設置料

クレーン付車両

付着物あり【モルタル､トタン等】

OY【砒素入り】の許可番号（277057，277058）に該当するもの



１，

石綿含有産業廃棄物【非飛散性アスベスト】の受け入れは出来ません。 尚､現場より最終処分場への運搬は可能です。

２，

【カドミウム入り】の許可番号（265023，265024）に該当する、アドラボードの受け入れは出来ません。

ただし、製造年月日によっては、現場から最終処分場への運搬が可能な場合もございますので、お問い合わせください。

３，

形状・性状等により割増又は受け入れの出来ない場合があります。

４，

弊社による収集時、長物の場合は2ｍ位に切断をお願いします。

５，

コンクリートがら等の重量物の収集は、積み込みはお客様の方でお願いします。 積み込みが出来ない場合は別途ご相談ください。

６，

コンテナ及び各車両の廃棄物の積載量が半分以下の場合は0.5台､半分以上の場合は1台として御請求となります。

その際の運搬費は変わりません。　（ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず､コンクリートがら、がれき類は含まず）

７，

持込みの場合、御請求は0.5m3きざみとなります。

受入れの出来ない廃棄物の混入がみられた場合、荷姿にかかわらず、他の廃棄物も含めて一切受入れいたしません。

受入れの出来ない廃棄物の混入がみられた場合、荷姿にかかわらず、他の廃棄物も含めて一切受入れいたしません。受入れの出来ない廃棄物の混入がみられた場合、荷姿にかかわらず、他の廃棄物も含めて一切受入れいたしません。

受入れの出来ない廃棄物の混入がみられた場合、荷姿にかかわらず、他の廃棄物も含めて一切受入れいたしません。

\2,000/台

\2,000/台\2,000/台

\2,000/台 \3,000/台

\3,000/台\3,000/台

\3,000/台

　　☆再生砕石・木材チップの販売　

　　☆再生砕石・木材チップの販売　　　☆再生砕石・木材チップの販売　

　　☆再生砕石・木材チップの販売　　※引取りの場合の価格（税別）です

　※引取りの場合の価格（税別）です　※引取りの場合の価格（税別）です

　※引取りの場合の価格（税別）です

1.5ｔ車以下 2ｔ～3ｔ車 4ｔ車 大型車

　　　※在庫がない場合もございます

　　　　　　　お問い合わせください

　　　※少量の場合は左記に限りません

　　　※各車両の最大積載量まで

\1,000/台

\1,000/台\1,000/台

\1,000/台 \1,500/台

\1,500/台\1,500/台

\1,500/台

　　※注意事項

　　※注意事項　　※注意事項

　　※注意事項

　　※通常と扱いの異なる廃棄物

　　※通常と扱いの異なる廃棄物　　※通常と扱いの異なる廃棄物

　　※通常と扱いの異なる廃棄物

品　　　名 単　　価　（ 税 別 ）

　廃畳

¥2,500

　廃タイヤ　大型車

¥4,000

　廃タイヤ　4ｔ車用・普通車

¥2,000

　廃タイヤ　ホイール付

　上記　+ ￥500

　　※受入れの出来ない廃棄物　（許可品目以外）

　　※受入れの出来ない廃棄物　（許可品目以外）　　※受入れの出来ない廃棄物　（許可品目以外）

　　※受入れの出来ない廃棄物　（許可品目以外）

品　　　名 例　　又は　　内容 備　　　　　考

　一般廃棄物

　家庭ゴミ・弁当やカップ麺等の容器・缶詰・残飯　など

　現場からの排出でも生活系廃棄物は『一般廃棄物』 となる

　残存物品

　一般家庭から搬出される物・引っ越しゴミ　など 　施主責任での処分が原則

　石綿含有建材（アスベスト）

　吹付材・保温材・耐火材・断熱材 他（石綿含有建材･成形板等）

　非飛散性のものに限り、別途契約で運搬は可能　※1 ※2

　ダイオキシン類

　焼却炉・灰・炭・練炭・燃え殻・煙草の吸い殻　など

　家電リサイクル品

　エアコン・テレビ・冷蔵庫及び冷凍庫・洗濯機及び衣類乾燥機

　電池類

　乾電池・バッテリー・トランス（変圧器）・コンデンサー（蓄電器）など

　水銀

　電球・蛍光管（灯）・水銀灯　など 　別途契約で運搬は可能　※2

　発火性のある物

　ボンベ類・発煙筒・ライター・マッチ・消火器　など

　泥状・液状の物

　薬品類

　化粧品・医薬品・廃酸・アルカリ　など

　汚泥・接着剤・廃油・オイル・塗料類　など
　塗料は可燃系の容器の中で固形化したものは受入可能

　臭いのする物

　木製の電柱・枕木　など

　残土

　ミンチ状の物

　ミンチ状・水分を多く含んだ廃石膏ボード、解体等の下ゴミ

　草

　石材類

　庭石、玉石、生石、岩など

　ゴムキャタ

　一般廃棄物扱いとなる

　漁具

　漁業用ロープ、網など

尚、返却する場合にかかる運搬代は、お客様のご負担になります。何卒ご了承ください。

尚、返却する場合にかかる運搬代は、お客様のご負担になります。何卒ご了承ください。尚、返却する場合にかかる運搬代は、お客様のご負担になります。何卒ご了承ください。

尚、返却する場合にかかる運搬代は、お客様のご負担になります。何卒ご了承ください。

※1　建材の中で「無石綿」等の表記のない物は、原則、石綿含有建材とみなします。　　 

※2　運搬のみ行う場合、排出事業者様と最終処分場との契約が事前に必要となります。

有限会社　松江興業 仙台支店

有限会社　松江興業 仙台支店有限会社　松江興業 仙台支店

有限会社　松江興業 仙台支店


