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あ アイロン く 鍬(家庭菜園用） た ダンベル は ハンマー（金属製） 紙などに包んで中身を表示

空き缶 中を洗う 車椅子 ターンテーブル 金属製 半天（綿なし） ビニール袋に入れる

空き箱(ボール紙製の箱) 潰して縛る け 蛍光灯本体（金属製） 傘(金属製)とのセット可能 ダンボール 潰して、紐で縛る ひ ひげ剃り（電気式） 充電式は、電池を抜く

空きビン（飲料・食料・薬用） 蓋を外して中を洗う 蛍光灯傘（金属製） ち チェーン、鎖 ビデオカメラ 電池を抜く
アコーディオン門扉（車庫用） 健康器具(金属製） チェーンソー ビデオデッキ
足こぎ車(金属製) 剣山（生け花用） 紙などに包んで中身を表示 知恵の輪（金属製） ビヤ樽（アルミ製）
圧力釜 こ 鯉のぼりの支柱（金属製） 茶釜 ビン（飲料・食料・薬用） 蓋を外して中を洗う

圧力鍋 工具類（金属製） 茶こし ビンの蓋（金属製）
雨戸（金属製） 広告紙、折込広告 紐で縛る 茶筒（金属製） ピンセット
雨樋（金属製） コードリール（金属製） 茶壺(金属製） ふ ファンヒーター
編み機セット コタツ掛け ふとんは不可 チューナー 封筒 紐で縛る
網戸類(枠が金属製) コップ（金属製） チラシ、折込 紐で縛る 風鈴（金属製）
編み棒（金属製） 五徳 つ 杖（金属製のステッキ) フェンス（１間用・ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ）

アルミグリル こま（金属製） 包み紙 紐で縛る フォーク（金属製）
アルミサッシ ゴミ箱（金属製） 壺（金属製） ブックエンド(金属製）
アンテナ（金属製） 米びつ（金属製） 爪切り フードプロセッサー
アンプ ゴルフクラブ（金属製） ゴルフバッグは不可 て テーブルクロス(布製） ビニール袋に入れる フライパン(金属・ﾃﾌﾛﾝ･ﾎｰﾛｰ)

い 衣装ケース（金属製） コンパス（製図用） DVDプレーヤー ぶら下がり健康器
移植ごて さ サイクリングマシーン 手押し車（金属製） ブラシ（金属製）
椅子（金属製） 盃（金属製） 手紙、ハガキ、封筒 紐で縛る ブランコ(金属部分)
一輪車（スポーツ用） 有価物と貼り紙をする 雑誌 紐で縛る 手提げ金庫 耐火金庫は除く プリンター
一斗缶（金属製１８㍑） 中を空にする サマーベッド デジタルカメラ 電池を抜く ふるい（金属製）
井戸ポンプ 一般家庭用 皿（金属製） デジタルビデオカメラ 電池を抜く 古着 ビニール袋に入れる

糸鋸 紙などに包んで中身を表示 ざる（金属製） 鉄瓶 プルトップ ビニール袋に入れる

犬小屋（金属製） 解体する 三脚（カメラ用） 鉄パイプ 風呂釜 桶とのセット不可
イヤリング 三輪車 手ぬぐい ビニール袋に入れる 風呂敷 ビニール袋に入れる

印鑑（金属製） し シーツ（寝具用） ビニール袋に入れる 出刃包丁 紙などに包んで中身を表示 ブロワー（浄化槽用）
う 植木鉢（金属製） ＣＤプレーヤー テフロン製品（鍋等） 噴霧器（金属製）

腕時計（金属製） ＣＤラジカセ 電池を抜く テレビアンテナ（金属製） 文鎮（金属製）
え 映写機（８ミリ） シェーカー テレビ台（金属製） へ ヘアーブラシ(金属製)

エキスパンダー シェーバー⇒ひげ剃り 電気かみそり 電池式は電池を抜く ペーパーナイフ(金属製) 紙などに包んで中身を表示

絵本 紐で縛る 敷布 ビニール袋に入れる 電気コード、ケーブル ベビーカー（金属製） 有価物と貼紙をして折りたたんで出す

鉛筆削り器 磁石 電気ストーブ 弁当箱（金属製）
お オーブントースター 辞書、辞典類 紐で縛る 電気ポット ほ ボイラー（風呂用）

オーブンレンジ 下着 ビニール袋に入れる 電子レンジ 包装紙 紐で縛る
置き時計（金属製） 自転車（電動アシストはバッテリーを外

す） 有価物と貼り紙する 電子ジャー 防虫剤(スプレー缶) 穴を空けてガスを抜く

桶（金属製） 自転車用空気入れ（金属製） 電磁調理器 包丁 紙などに包んで中身を表示

おたま（金属製） 芝刈り機 電話帳 紐で縛る 棒針（金属製）
斧 紙などに包んで中身を表示 蛇口 と 樋（金属製の雨樋） ホースリール(金属製)
お盆（金属製） ジャッキ トースター ホームベーカリー
おもちゃ（金属製）⇒玩具 シャベル（柄が金属製） トタン板（金属製） ボール(調理用で金属製)

下ろし金（金属製） しゃもじ（金属製） ドライバー ホーローなべ、やかんなど

か カーテン ビニール袋に入れる 週刊誌 紐で縛る ドライヤー ポスト(郵便受けで金属製)

カーテンレール（金属製） 瞬間湯沸かし器（台所用） 電池を抜く トランシーバー 電池を抜く ボタン（金属製）
懐中電灯 電池を抜く 焼却炉（家庭用で金属製） トランジスタラジオ 電池を抜く ホッチキス
懐中時計 定規（金属製） 鳥かご（金属製） ポット（電気式）
カイロ（金属製） じょうろ（金属製） な ナイフ 紙などに包んで中身を表示 ホットプレート
鍵 ショッピングカート 流しのコーナー（金属製) 本、雑誌 紐で縛る
拡声器 電池を抜く 新聞紙 紐で縛る なた 紙などに包んで中身を表示 本立て（金属製）
額縁（金属製） す 水筒（金属製） 鍋（金属製･ﾃﾌﾛﾝ･ﾎｰﾛｰ） ま 前掛け（布製のエプロン） ビニール袋に入れる

傘 炊飯器 鉛（金属） マガジンラック(金属製)
傘立て（金属製） スカーフ ビニール袋に入れる 波板トタン（金属製） マグネット（磁石）
ガステーブル スキーストック 南京錠 漫画本 紐で縛る
ガスコンロ、ガスレンジ スコップ（金属製） ぬ 布地 ビニール袋に入れる み ミシン針 針先をテープなどで巻く

カセットコンロ 電池を抜く ステッキ（金属製の杖） ね ネクタイピン ミシン
カタログ類 サンプルは除き、紐で縛る ストーブ（石油、ガス、電気） 灯油、電池を抜く 猫車（一輪車） 有価物と貼り紙をする む 蒸し器（金属製）
金槌 ストーブガード ネジ め メガフォン（拡声器）
金たわし ストップウォッチ（金属製） ねじ回し（金属製） メダル
鎌 紙などに包んで中身を表示 スパナ 紙などに包んで中身を表示 年鑑 紐で縛る も 毛布 ビニール袋に入れる

釜 スプーン（金属製） の ノート 紐で縛る 餅つき機(電気式)
カメラ（一眼レフ・デジタル） 電池を抜く せ せいろ（蒸し器で金属製) ノギス 物干しハンガー(金属製)

蚊帳 ビニール袋に入れる 精米機（家庭用） のこぎり 紙などに包んで中身を表示 物干し竿（2mまで）

ガラスビン（飲食料・薬用） セラミックヒーター は ハーモニカ 門扉（金属製）
ガラスビンのふた（金属製） セーター ビニール袋に入れる 灰皿（金属製） もんぺ ビニール袋に入れる

刈り込み鋏 紙などに包んで中身を表示 石油ストーブ 灯油、電池を抜く パイプ（金属製の管） や やかん
缶 中身を空にする 石油ファンヒーター 灯油、電池を抜く パイプ椅子 焼き網
玩具（金属製） 扇風機 袴 ビニール袋に入れる ゆ 郵便ポスト(金属製)
換気扇（金属部分） 洗濯バサミ（金属製） バケツ（金属製） 浴衣 ビニール袋に入れる

き き章 剪定バサミ 刃先を紙などで包む 鋏 紙などに包んで中身を表示 湯たんぽ(金属製)
着物 千枚通し 先端をテープなどで巻く 箸(金属製） 湯沸かし器（台所用）
キックスケーター 洗面器（金属製） 梯子（金属製） ら ランニングマシーン
キャップ（金属製の蓋） そ 双眼鏡 パジャマ ビニール袋に入れる り リール（釣用）
脚立 掃除機（本体のみ） ハンディタイプは除く バスタオル ビニール袋に入れる る ルームランナー
給湯器 た 体重計(ヘルスメーター) バッチ（徽章） ろ ロボット掃除機
急須（金属製） 台車（金属製） バット（金属製の野球用） わ ワイヤーロープ
金庫 耐火金庫は除く タイピン パネルヒーター オイル式でないもの
金属バット タイプライター 刃物類 紙などに包んで中身を表示

く 空気入れ（金属製） タイヤチェーン（金属製） 針 針先をテープなどで巻く

釘 缶に入れて出す タオルケット ビニール袋に入れる 針金
鎖（金属製） 高枝バサミ 刃先を紙などで包む バリカン(手動・電動式) 充電式は、電池を抜く

串（金属製） 裁ちばさみ 紙などに包んで中身を表示 ハンガー(金属製) ビニールコーティングも含む

櫛（金属製） たらい(金属製) はん（金属製の印鑑）⇒印鑑

靴べら（金属製） だるまストーブ はんごう
熊手（金属製） たわし（金属製） ハロゲンヒーター
クリップ（金属製） 単行本 紐で縛る バンダナ ビニール袋に入れる
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