
改正
2021.10.4 VIP単価

商品名 変動
↑・↓ 注意事項・詳細

雑品類
315 上雑品　（フロンガス無し） 75 /kg パッケージエアコンなどの業務用のみ　壁掛け用の室内機は法令上受入不可　　　※架台が大きいものやGHP（ガスヒートポンプ式）は半額

318 湯沸し器 100 /kg 室内外用給湯器本体　　※銅の釜がある物　銅の釜がないものは工業雑品扱い　乾電池式は事前に電池を取り除いたもの　電気温水器は雑品C扱い

500 クーラーパイプ 銅菅に白皮（断熱）付 400 /kg 家庭用、業務用エアコン設備に使用されている空調銅配管　　　　　　※断熱材が多いものや金属製のカバーがついているものは湯沸し器扱い

317 ガスメーター 20 /kg 外装がアルミ製のガスメーターやレギュレーターなど　※外装の一部が鉄製、配管付きは解体手間引き有　（中身電池入りショートにご注意：危険物）

327 ブレーカー 35 /kg 配電盤などから外したブレーカー単体やマグネットスイッチ単体　　　　　　　　　　　　※台座や板などに付いた状態のもは工業雑品扱い

303 通常雑品 25 /kg その物の単体が鉄と非鉄の混合品で構成されており非鉄の割合が多いもの　　※プラスチックなどの金属以外の付き物がある物ははダスト引き

雑品 C　（家電類：有害使用済機器） 1 /kg 【 受入可能品 】　形があるもの及び弊社受入基準を満たすものに限る

テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンは正規リサイクルルートをご案内 扇風機、電子レンジ、トースター、電気掃除機本体、ファンヒーター、電気ストーブ、ミシン、ジャー炊飯器、電気アイロン、電話機

基板に貴重な金銀銅パラジウムを含む FAX機、プリンター・複写機（必ずトナー除去）、ゲーム機、DVDレコーダー、ビデオデッキ、デジタルカメラ、デジタルオーディオなど

基板部がない品は価値がない ※必ずバッテリー類、乾電池、燃料や液体、蛍光灯、ガラスなどは除去して持込してください

近年、内蔵されている電池より出火し ※２ｔ車以上のお車で各工場へお持込の際には必ず事前納入連絡をして下さい　　　　　　　　　TEL　0120-51-9410

全国的にリサイクル施設が火事となる 【 受入不可品 】

問題が多発している オイルヒーター、腰掛マッサージ器、プラスチックのみの製品（おもちゃなど）、断熱材付き、木製家電製品、ブラウン管モニター、

（再資源化するにはリスクが高い商材） 布が付着している家電製品、掃除機の吸引ホースと集塵パック、家電４品目及び家電を解体した後の残渣と思われるものは受入不可

モーター類
306 モーター　A 45 /kg 工業用・家電モーターのみ　　　　　　　　※モーター本体以外の付き物がある物、水中ポンプ、浄化槽ブロワーは工業雑品扱い　安定器は受入不可

329 モーター　B（有害使用済機器に該当） 25 /kg グラインダー、電動ドリルなど電動工具単体のみ※充電式バッテリーはリチウムイオン・ニッケル水素のみ無料引取り、その他引取り不可、充電器部は工業雑品

310 モーターコア　 50 /kg モーターの中核銅コイルや小型～大型乾式銅トランスなど　　　　※2000年以前の油入式トランスから取り外したコアはＰＣＢ検査表が必要

328 黒モーター 20 /kg 業務用冷却コンプレッサー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※鉄製タンクはガス切り材扱い

ラジエター類
414 銅パイプラジエター 400 /kg 主に空調ラジエター　フィン部分がアルミで銅パイプが通っているもの　　　　　　　　　　※鉄枠などの付物が多いものは減額　㌔＠-３０

532 交差ラジエター 350 /kg フィン部分が銅製及び真鍮製のもの　　　　　　　　　　　　　※その他金属やプラスチック、ファンなどの付き物があるものはダスト引き

412 アルミラジエター　 30 /kg 車のラジエターやエバポレーターなど　　　　　　　　　　　　※その他金属やプラスチック、ファンなどの付き物があるものは工業雑品扱い

鉄類　　　　　　　※特級・一級鉄・下鉄　　ダスト検収有
205 特級 35 /kg 切断済み　厚さ３ミリ以上、幅７０ｃｍ以内、長さ１,5ｍ以内のもの　Ｈ鋼長尺ものも含む　　　　　　　　※鋳鉄インサイズは下鉄扱い

207 １級 30 /kg 長尺物、自動車ボディ屑、スチール系、鉄パイプ、鉄筋玉など　長さは関係なし

221 下鉄　　2級 15 /kg ブリキ、トタン、ドラム缶、その他薄物、不純物付き、鋳鉄など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

206 ガス切り材 20 /kg ダスト引き10％～　重機、トラックシャーシ、機械物、密閉物など　　　　　　　※ガスタンク・ボンベ・消火器などの密閉物は受入不可

213 鉄ダライ粉 20 /kg ダスト引き３％～（油分など）　パーマ状、削り粉（銑ダライ含む）　　　　　　　　　　　　　　　　　　※溶接粉、粉末状は受入不可

238 農機具・バイク・自転車 5 /kg ダスト引き２０％～（廃プラ・タイヤ・オイルなど）　農機具類一式、バイク類、自転車　　　　※燃料系はできるだけ抜いて持込下さい

229 自動車丸太 10 /kg ダスト引き１０％～　書類関係がそろっているもの　車検証やリサイクル券が無い場合は半額

銅類
501 1号銅　ピカ線　 900 /kg 素線が１,３ミリ以上　　　　　　　　　　　　　　　　※黒く腐食しているものや青く錆びているものは2号銅扱い　圧着端子付きは込銅扱い

502 2号銅 850 /kg 素線が１,３ミリ以上のもので腐食したピカ線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※腐食がひどいものは込銅扱い

503 並銅　 825 /kg 腐食や不純物なしの銅パイプや厚さ5ミリ以上の錫引き処理されていないフラットバー　　　　　　　　　※腐食しているものは込銅扱い

504 込銅　 800 /kg 銅金型（ブロック）、銅板、銅毛、銅綿、付き物有、溶接痕付き、錫引処理品、エナメル加工品、圧着端子付きピカ線など

533 給湯器　赤釜 700 /kg 給湯器の内部にある銅釜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※銅釜に鉄などの付物が多いものは給湯器扱い

534 給湯器　白釜 600 /kg 給湯器の内部にある錫メッキ処理された銅釜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※銅釜に鉄などの付物が多いものは給湯器扱い

505 下銅　不純物により都度判断 600 /kg ダスト引き（油分など）3％～　削り粉、焼き線、腐食や劣化のひどいもの、薄い銅箔、その他の金属や不純物が多いもの

電線類
511 電線　1芯線　 680 /kg 歩留り８０％以上　CVT・IVなど1芯線の６０m㎡以上が相当品　　　　　　　　　　※錫引き、細ヨリ線、エナメル線はキャプタイヤ扱い

517 電線　1芯線　IV 450 /kg 歩留り７０％以上　CVT・IVなど1芯線の２２m㎡・３８m㎡が相当品　　　　　　　※錫引き、細ヨリ線、エナメル線はキャプタイヤ扱い

512 電線　三芯線　65％ 400 /kg CV・SVなどの３芯線の６０ｍ㎡以上が相当品　　　　　　　　　　　　　　　　　　※錫引き、細ヨリ線、エナメル線はキャプタイヤ扱い

523 電線　キャプタイヤ 350 /kg 歩留り６５％以上　錫引き、細ヨリ線、エナメル線など素線が１.３ミリ以下のもの

518 電線　VA線・Fケーブル 380 /kg Fケーブル　VA線　素線が１.３ミリ以上のもの　　　　　　　　　　　　　※コンセント、プラグ端子などの付着物があるものはダスト引き

519 電線　40％線 260 /kg 歩留り４０％以上　高圧線、機械配線など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※家電線が混ざっている商材は家電線扱い

520 家電線 160 /kg 歩留り３０％～３５％　家電製品などで使用されている線　　　　　　　　※アタプターやプラグ、コンセントが付いているものはダスト引き

525 カーハーネス 350 /kg 自動車用ハーネス線のみ　　　　　　　※家電ハーネスは家電線扱い　ヒューズＢＯＸや大きいカプラ、計器などが付いているものはダスト引き

521 下線　同軸ケーブル（鉄付メッセンジャー） 都度 20 /kg TV線などの同軸ケーブル　家電線で付物が多いものなど　※光ファイバーなど中身銅以外は受入不可

黄銅　真鍮類
601 込真鍮　Ａ 450 /kg 不純物無　ゴムパッキン程度のもの　プラスチック類、鉄、ホース類、ハンドル部分などの付き物なし

604 込真鍮　Ｂ　　　　　　　　　　　 350 /kg ダスト３％以上あるもの　ハンドル程度の付物あり　　　　　　　　　　　　　　　　※コインや鍵などは見分けが困難な為、工業雑品扱い

605 込真鍮　Ｃ　　　　　　　　　　　 都度 300 /kg ダスト３０％以上のもの　不純物が多いもの　塩ビ管やプラ、その他の金属が多いもの　　　　　　※真鍮以外の割合により工業雑品扱い

607 真鍮　ダライ粉 300 /kg ダスト引き（油分など）３％～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※真鍮以外の混合品は要相談

青銅　砲金類
砲金　 600 /kg 砲金不純物なし　水道メーター解体品（未解体品は込真鍮B）、バルブ解体品など　　　　　　　　　　※不純物付きは込砲金か込真鍮扱い

水道メーター解体品で E 表記のあるエコブラスは込真鍮A　水道メーター解体品で B 表記のあるビスマス砲金は込砲金扱い

603 込砲金 400 /kg ダスト1５％以内のもの　プラ、ハンドル付きなど　　　　　　　　　　　　　　　　　※ハンドル以外の金属付きやメッキ品は込真鍮B扱い

アルミ類
426 アルミサッシ　Ａ 160 /kg 異物除去済みで長さ１ｍ以内のストレート状のもの　ビス・ハンドル・パッキン材・プラ・木・保護材などの不純物なし

425 アルミサッシ　Ｂ 120 /kg ビス付きサッシ　　　　　　　　※ガラス、木板、プラスチック板、コンクリート、木材などが付いたままのものは処分代（処分代　＠５０/kg）

422 アルミガラ　Ａ 80 /kg 不純物なし　アルミダライ粉など　　　　　※ナベやフライパンの取手付き、IH対応品、脚立などアルミ以外の付き物があるものはアルミガラB

302 アルミガラ　Ｂ 25 /kg 底部分が鉄製、その他の金属や不純物が付いているもの　　※レベル三脚やアコーディオン門扉などアルミ以外の金属が多いものは工業雑品扱い

421 アルミ機械コロ 90 /kg エンジン類などを分解したアルミなどの不純物なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　※鉄やその他の金属が付いているものはガラＢ扱い

428 アルミ印刷版 140 /kg 表面に付着物や紙、凝着テープなどの貼り物がある場合はアルミガラＡ扱い

401 アルミホイール　Ａ 170 /kg 車用アルミホイールの1P製でバルブ、プラ、鉄（リング）、鉛などを除去したもの　　　　　　　　　　　　　※自動車用以外はガラA扱い

403 アルミホイール　Ｂ 150 /kg 車用アルミホイールでバルブ、プラ、鉄（ピアス・リング）、鉛などの付き物あり　１P～３P混合品　　　　　※自動車用以外はガラA扱い

419 白黒エンジン   30 /kg 車用エンジンでヘッド（上部）がアルミでブロック（下部）が鋳鉄製　　　　　　　※ハイブリット車用は工業雑品になります　オイル引き有

420 白白エンジン 40 /kg 車用エンジンでヘッド（上部）、ブロック（下部）がアルミ製　　　　　　　　　　※ハイブリット車用は工業雑品になります　オイル引き有

ステンレス類
701 ステンレス　Ａ 150 /kg インサイズ　１.5m以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※その他金属の割合が多いものはＣ扱い

702 ステンレス　Ｂ 120 /kg アウトサイズ　１.5m以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※その他金属の割合が多いものはＣ扱い

301 ステンレス　Ｃ 10 /kg 水筒、ヤカン、フライパンなどにプラ取手や鉄などの付き物が多く付いているもの　又は風呂釜などの保温材付き　※銅メッキ品やIH対応品は工業雑品

704 ステンレス　ダライ粉 90 ダスト引き（油分など）３％～　　　　　　　　　　

鉛類
801 上鉛　 80 /kg 不純物無しの鉛管、鉛板など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※不純物がある場合は込鉛扱い、鉛管の青い凝着保護材付きは下鉛扱い

802 込鉛 50 /kg 鉛錘（おもり）不純物なしなど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※不純物が多いものは下鉛扱い

803 下鉛　 5 /kg バランス鉛など不純物が多いもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※鉄製に注意！（Fe表記あり）

800 活字鉛　　 5 /kg 亜鉛、鉛のＭＩＸ検収

806 亜鉛 20 /kg バルブや水道蛇口のハンドル部分　ドアノブ　船舶用の亜鉛類など　　　　　　　　　　　　　　　　　　※付着物が多いものは工業雑品扱い

432 タンニュウ　 20 /kg 付着物が多いものは工業雑品扱い

バッテリー類　　　　　　鉛製（Pb・Lead）以外の蓄電池は取扱不可
100 自動車バッテリー 30 /kg 自動車やトラックなどに使用されているバッテリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ハイブリット車のバッテリーは別途相談

102 二輪車・産業用バッテリー 5 /kg バイクバッテリー、UPSや非常用電源装置などに使用されているシールド（密閉型）バッテリー　鉄箱から抜いた産業用バッテリーなど

103 鉄枠入りバッテリー 5 /kg 充電式フォークリフトなどに使用されている鉄箱入産業用バッテリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※鉄箱込みの単価

ホイール付きタイヤ類　
4701 タイヤ付きアルミホイール　大（本） 800 /本 14インチ以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ホイールの割れているものはアルミホイルタイヤ付き小扱い

4702 タイヤ付きアルミホイール　中（本） 600 /本 14インチ未満　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ホイールの割れているものはアルミホイルタイヤ付き小扱い

4703 タイヤ付きアルミホイール　小（本） 都度 /本 軽自動車用や普通車以外のタイヤ付きアルミホイル、またホイルが割れているものや変形しているもの　　　　　　※トラック用は受入不可

1300 鉄付きタイヤ(本） 1 /kg タイヤ部が外れるタイヤのみ・軽自動車用～大型車用まで、水引き有/　※特殊タイヤ、キャタピラなどタイヤが外れないものは要相談㌔当▲40円～

基板類
911 パソコン本体 40 /kg ノートパソコン、デスクトップパソコン、ディスプレイ一体型パソコンなど

908 マザーボード 400 /kg ノートパソコン、デスクトップパソコンの基板

903 メモリー基板 2000 /kg メモリー基板の両面にチップがついた物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※チップが片面のみのメモリー基板は半額

909 家電基板・電源基板 50 /kg 基板のみに分解された家電基板や電源基板など　　※プラカバー付きや防水基板、大きい付き物（コンデンサーやヒートシンク）付きは基板下扱い

910 基板　下　　　 10 /kg 生基板や実装部品の無いもの　不純物が多いもの

901 ハードディスク　 100 /kg デスクトップ用やノートパソコン用　割れや穴開きはOK　基板の付いていないものは工業雑品

13000 携帯電話ガラケー㎏900円(ｽﾏﾎkg300円） /kg モック（模型の展示品）は買取不可　近年携帯内の金の含有低下　※ガラホ・タブレット・キッズ携帯はスマホ㎏300円となります

空缶類　　　　※内容物が無いものに限る
424 アルミ缶　バラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80 /kg 飲料用のみ　　※食品用やヘアスプレー缶などは受入不可　内容物が残っているものも衛生上の都合により受入不可

224 スチール缶　バラ 5 /kg 　　　　　　　※内容物が残っているものは衛生上の都合により受入不可

226 一斗缶　バラ 5 /kg ダスト引き（油など）３％～　プレス品は＠+８円　　　　　　　　　　※ペンキ（有機溶剤）や油などの液体や残渣が残っているものは受入不可

2100 ジュース缶混合品 0 /kg スチール、アルミ、ペットボトル混合品　　　※ビンやごみ、残渣有の混入したものは㌔▲50円

1136 ペットボトル　バラ 0 /kg 飲料用のみ　キャップ、ラベル付き　※内容物が残っているものは衛生上の都合により受入不可

処分関係　　　　※香川県内排出事業者に限る
9701 硬質プラスチック　 ▲50 /kg 硬質のみの処分価格　軟質系は軽いため㌔▲60円の処分費（硬質＋軟質混合物は㌔▲60円）

9403 カラタイヤ（ULT・PC・MC・AG） ▲40 /kg 軽トラック（ULT）、軽自動車～普通自動車（PC）のみ

9401 カラタイヤ（LT・TB） ▲40 /kg ライトトラック（LT）～トラック・バス（TB）タイヤのみ

9404 カラタイヤ（MC・AG） ▲60 /kg 自転車、バイク（MC）、農機具（AG）切断後埋立行きとなり手間と処分代がかかるため

9406 カラタイヤ（OR・ID）ゴムキャタピラ 要相談 /kg 建設車両用（OR）や、リフトなどに使用される産業用タイヤ（ID）などは要相談

リサイクル事業を通して障がい者の方や引きこもりで働いたことのない方に対して就労支援に繋がる活動を行っています。求職希望の方は0877-21-6215まで

皆様から頂いた資源物は、障がい者就労支援A型施設　『働きたい人を応援する会』の就労支援として活用されています。ご支援に感謝いたします。

※このVIP価格は、弊社指定業種の方やサポーター会員の方のみの買取価格表です。（詳しくは店頭窓口にお問い合わせください）

このVIP価格より、もっとも高価買取をするMIP買取価格があります。（毎月10ｔ以上の品を持込みされる方：スクラップ問屋、自動車・家屋解体業様対象）（数量により、高値交渉受付）
（全て税込価格）

買取単価
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