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木村管工株式会社/料金表【処分料】                                    2021 年 4 月 1 日作成 

産廃 

品目 
請求名称 摘要 分類 単価(税抜)  単位 

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類 

廃プラスチック類Ａ 
マテリアルリサイクル可能物 

汚れ・付着等無し 
グレー塩ビ管 コルゲート管 ＰＰ ＰＥ  4,000  立米 

廃プラスチック類Ｂ 
サーマルリサイクル可能かつ軽量な物 

汚れ・付着等無し 
ブルーシート フレコン 養生シート ビニール ガラ袋 10,000  立米 

廃プラスチック類Ｃ 上記 2つで汚れ・付着等有り、その他 発泡ｽﾁﾛｰﾙ ウレタン スタイロ   12,000  立米 

廃プラスチック類Ｄ 塩素含有物、その他 雨樋 巾木 波板 色付き塩ﾋﾞ管 電線被覆 12,000  立米 

廃プラスチック類Ｅ シート状物（薄手） 長尺シート 防水シート 防草シート カーペット 人工芝 20,000  立米 

廃プラスチック類Ｆ シート状物（厚手）、その他 長尺シート 防水シート ラバーマット 人工芝  25,000  立米 

廃プラスチック類Ｇ 網状物 ネット 漁網    23,000  立米 

廃プラスチック類Ｈ 
タイルカーペット(汚れ・付着等無し) 

既製品寸法物、並べていない物 
塩ビ素材     15,000  立米 

廃プラスチック類Ｉ 
タイルカーペット(汚れ・付着等無し) 

既製品寸法物、並べている物 
塩ビ素材     19,000  立米 

廃プラスチック類Ｊ 
タイルカーペット(汚れ・付着等有り) 

端材、並べていない物 
塩ビ素材 塩ビ素材以外    30,000  立米 

廃プラスチック類Ｋ 
タイルカーペット(汚れ・付着等有り) 

端材、並べている物 
塩ビ素材 塩ビ素材以外    38,000  立米 

金
属 

く
ず 

金属くずＡ 付着物無し、分別、単品搬入 
ＯＡフロア 

空洞物 
    1,000  立米 

金属くずＢ 付着物有り ペンキ缶 電線くず 
スプレー缶 

中身無し 
  4,000  立米 

 

ガ
ラ
ス
く
ず
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及
び
陶
磁
器 

く
ず
、
が
れ
き
類 

ガラ陶、がれき類Ａ コンクリートがら（無筋）、アスファルト      9,000  立米 

ガラ陶、がれき類Ｂ コンクリートがら（有筋）      10,000  立米 

ガラ陶、がれき類Ｃ 
その他のガラ陶、がれき類 

コンクリート二次製品 
万年塀 Ｕ字溝 ＣＢ モルタル塊 残コン 10,000  立米 

ガラ陶、がれき類Ｄ 
その他のガラ陶、がれき類 

概ね手の平サイズ以上胴回りサイズ 
レンガ 瓦 ＡＬＣ 色付コンがら スレート 16,000  立米 

ガラ陶、がれき類Ｅ その他のガラ陶、がれき類 タイル ガラス 岩綿吸音板 ケイカル板  18,000  立米 

ガラ陶、がれき類Ｆ 
その他のガラ陶、がれき類、付着物有り、その他混入

有り、上記Ｃ/Ｄ/Ｅで概ね粉状から手の平サイズ 
ラスモル 土壁    27,000  立米 

ガラ陶、がれき類Ｇ サイディング（並べていない物） 木質系 窯業系 パルプ系   25,000  立米 

ガラ陶、がれき類Ｈ サイディング（並べている物） 木質系 窯業系 パルプ系   32,000  立米 



 

 

木村管工株式会社/料金表【処分料】                                    2021 年 4 月 1 日作成 

産廃 

品目 
請求名称 摘要 分類 単価(税抜)  単位 

ガ
ラ
ス
く
ず
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず

及
び
陶
磁
器
く
ず
、
が
れ
き
類 

ガラ陶、がれき類Ｉ 紙付着・水濡れ等無し グラスウール ロックウール    12,000  立米 

ガラ陶、がれき類Ｊ 紙付着・水濡れ等有り、圧縮物 グラスウール ロックウール    20,000  立米 

ガラ陶、がれき類Ｋ 天然石（15ｃｍ～人頭大） 大谷石 御影石 玉石 人工大理石  20,000  立米 

石膏ボードＡ 
汚れ・付着(ﾀｯｶｰ、ﾋﾞｽ、釘、壁紙除く）・水濡れ・そ

の他混入等無し、手の平サイズ以上の物 
新築端材 解体手バラし    12,000  立米 

石膏ボードＢ 
汚れ・付着・水濡れ・その他混入等有り 

粉状から手の平サイズ 
京壁 モルタル付    28,000  立米 

石膏ボードＣ 
ヒ素含有の物 

石膏ボードに薄鉄板が貼り合わせてある物 

ユニットバス 

壁材 
    30,000  立米 

紙
く
ず 

紙くずＡ 
古紙リサイクル可能物、汚れ・付着・水濡れ・その他

付着・梱包等無し 
ダンボール その他紙くず    2,000  立米 

紙くずＢ 
古紙リサイクル不可物 

サーマルリサイクル可能物 
ダンボール その他紙くず    13,000  立米 

紙くずＣ 
汚れ・水濡れが著しい物 

※ライターで容易に火が着かない程度の物 
     20,000  立米 

木
く
ず 

木くずＡ  無垢材 型枠材 パレット 合板  6,000  立米 

木くずＢ  枕木     100,000  立米 

木くずＣ  おがくず      8,000  立米 

木くずＤ 生木類（直径 5cm未満） 葉 枝 幹 根  8,000  立米 

木くずＥ 
生木類（直径 5cm以上 50cm未満） 

長さ 1.5ｍ以内 
枝 幹 根 シュロ  10,000  立米 

木くずＦ 
生木類（直径 50cm以上） 

長さ 1.5m以下にカット 
枝 幹 根    ご協議   

木くずＧ 
生木類 

長さ 1.5ｍ以下にカット 
竹     12,000  立米 

繊
維
く
ず 

繊維くずＡ 
サーマルリサイクル可能物 

汚れ・付着・水濡れ等無し 
     15,000  立米 

繊維くずＢ 
サーマルリサイクル不可物 

汚れ・付着・水濡れ等有り、その他 
絨毯 カーペット 切断した畳   23,000  立米 

繊維くずＣ 畳（汚れ・付着・水濡れ・腐敗等無し） 本畳 スタイロ 琉球畳   1,600  畳 

繊維くずＤ 畳（汚れ・付着・水濡れ・腐敗等有り）、その他 本畳 スタイロ 柔道畳   3,000  畳 

※ガラ袋やダンボールなどに入っている物は分別費用を別途頂く場合がございますので予めご了承下さい。 

※石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物は別に記載がございます。 



 

 

木村管工株式会社/料金表【処分料】                                    2021 年 4 月 1 日作成 

≪個別請求品目Ａ≫ 

請求名称 規格、摘要 単価(税抜)  単位 

ベットマット セミダブルベットサイズ（195cm×120cm）まで。 8,000  枚 

便器 便器、タンクセット 1,500  個 

ソファ 腰掛可能人数×単価 3,000  人 

オフィスチェア エグゼクティブチェア、ゲーミングチェアは除く 3,000  個 

温水タンク 直径 1m以内、高さ 2m以内 4,000  個 

タイヤＡ 
一輪車(ネコ）、自転車 

※著しく汚れている物は別料金 
 1,000  本 

タイヤＢ 
普通自動車サイズ以下 

※著しく汚れている物は別料金 
 2,000  本 

タイヤＣ 
4ｔ車サイズ（大型車サイズ以上はご相談下さい。） 

※著しく汚れている物は別料金 
3,000  本 

 

≪個別請求品目Ｂ≫ 

請求名称 規格・摘要 受入基本料金  単位(税抜)  単価 

廃塗料Ａ 液状物、軍手等の可燃物の混入は可 3,000～  150  Kg 

廃塗料Ｂ 
固形物（自然固化物に限る）軍手等の可燃物の混入は可 

セメントで固化させた物、不燃系添加剤で固化させた物は受入不可 
3,000～  200  Kg 

水銀使用製品産業廃棄物Ａ 蛍光灯（割れていない物） 3,000～  400  Kg 

水銀使用製品産業廃棄物Ｂ 蛍光灯（割れている物） 3,000～  800  Kg 

水銀使用製品産業廃棄物Ｃ 水銀灯 3,000～  800  Kg 

石綿含有産業廃棄物Ａ 
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 ※付着・その他混入不可 

※荷姿の指定がございますので詳しくは営業からご説明致します。 
―  29,000  立米 

石綿含有産業廃棄物Ｂ  
管理型品目、廃プラスチック類 

※荷姿の指定がございますので詳しくは営業からご説明致します。 
―  43,000  立米/ｔ 

※受入基本料金は搬入毎に頂戴致します。処理数量により変動致しますので詳しくは営業までお問い合わせ下さい。 

※石綿含有産業廃棄物は、処理数量が 1立米未満の場合、1立米分の料金を頂戴致します。以後ご請求は 0.5立米単位で端数切り上げとなります。 

※石綿含有産業廃棄物で単位が「立米/ｔ」となっているものは、体積、重量で計算した高い方の金額でご精算となります。 

 

 



 

 

木村管工株式会社/料金表【処分料】                                    2021 年 4 月 1 日作成 

≪複合物≫ 

請求名称 分類 規格、摘要 単価(税抜)  単位 

複合物Ａ クロス 壁紙 水濡れ無し 15,000  立米 

複合物Ｂ ＦＲＰ  金具の付着無し 15,000  立米 

複合物Ｃ ＦＲＰ  金具が付着 18,000  立米 

複合物Ｄ 鉄板サイディング   20,000  立米 

複合物Ｅ ＯＡフロア パーテーション  23,000  立米 

複合物Ｆ 木毛板   30,000  立米 

複合物Ｇ ソーラーパネル  90cm×180cmサイズ 5,000  枚 

 

≪混合廃棄物【参考】≫ 

請求名称 規格、摘要 単価(税抜)  単位 

混合廃棄物Ａ 
時間を掛けず人力で容易に分別ができる物、廃棄物の大きさが概ね 30cm～100cm程度の物 

石膏ボードや重量物の割合が 1割未満の物 
8,000  立米 

混合廃棄物Ｂ 
多少の時間を掛け人力で分別ができる物、廃棄物の大きさが概ね 20cm～100cm程度の物 

石膏ボードや重量物の割合が 3割程度未満の物 
11,000  立米 

混合廃棄物Ｃ 
時間を掛け人力で分別ができる物、廃棄物の大きさが概ね 10cm～100cm程度の物 

石膏ボードの割合が 6割程度未満の物 
14,000  立米 

混合廃棄物Ｄ かなり時間を掛け人力で分別できる物、劣化物・風化物や土砂系物の割合が多い物 20,000  立米 

混合廃棄物Ｅ 解体残さ(石膏ボードの混入が 1割未満)、左記の物と性状が近い物 27,000  立米 

混合廃棄物Ｆ 解体残さ(石膏ボードの混入が 1割以上)、左記の物と性状が近い物 30,000  立米 

※混合廃棄物の単価は参考金額です。廃棄物の内容、状態により料金が決まります。 
 

 

・残置物の適正処理のお願い 

 建築物の解体、リフォーム工事等の際に残された不用家具、家電等（「残置物」と言います）は、解体、リフォーム工事の前に、残置物の所有者が廃棄

物処理法に則って処理する必要があります。産業廃棄物に該当しませんので弊社では処理をお断り致しますので予めご了承下さい。 

 

 

 

 



 

 

木村管工株式会社/料金表【収集運搬費及び建設資材単価】                          2021 年 4 月 1 日作成 

≪収集運搬費≫ 

請求名称 規格、摘要 単価(税抜)  単位 

手積み、機械積み 
現場到着から積込作業完了まで 80分以内 

※待機があった場合の時間も含まれます。 
20,000  回 

コンテナ交換/引上 
現場到着からコンテナ交換/引上完了まで 40分以内。原則、積込み作業は行いませんので予めご了承下さい。 

※待機があった場合の時間も含まれます。 
20,000  回 

各種運搬容器設置 現場到着から容器設置完了まで 20分以内 13,000  回 

クレーン収集Ａ 
フレコン回収、日時の指定無し、作業時間 8:00～17:00(12:00～13:00除く) 

原則、積込み作業は行いませんので予めご了承下さい。 
5,000  袋 

クレーン収集Ｂ 
ボックス回収、日時の指定無し、作業時間 8:00～17:00(12:00～13:00除く) 

原則、積込み作業は行いませんので予めご了承下さい。 
13,000   回 

クレーン収集Ｃ 
フレコン回収/ボックス回収、日時の指定あり 

原則、積込み作業は行いませんので予めご了承下さい。 
20,000  回 

キャンセル料Ａ 出発前の当日キャンセル、翌日午前中 10時以前着予定の配車の前日 16時以降のキャンセル   5,000  回 

キャンセル料Ｂ 出発後のキャンセル 該当運搬費  回 

運びし作業人工 作業時間 8:00～15:00、1人 20,000  回 

割
増 

遠方 通常運搬区域外 ご協議  回 

夜間/早朝 17:00～7:00現着の時間指定があった場合 15,000  回 

休日 弊社営業日以外の収集の場合  15,000  回 

時間延長 
現場到着から 80分を超えて作業を延長する場合、30分単位(端数切上) 

時間延長のご依頼はお受けできない場合もございますので予めご了承下さい。 
6,000  ｈ 

 積込み 
コンテナ交換/引上げ、クレーン収集で積込み作業があった場合、頂戴致します。 

ご請求は 1立米単位、端数切り上げとなります。 
5,000  立米 

※手積み収集は廃棄物に対して車両を横付けして作業することを原則とさせて頂きますが現場到着から 80分以内であれば運び出し作業も行います。 

 現場到着から最大 80分の作業となりますので荷造や運び出し作業があった場合、積み残しが発生する可能性があることを予めご了承下さい。 

屋内からの運び出しは事前にお打合せの必要がございますので詳しくは営業までお問合せ下さい。 

 

≪建設資材単価≫ 

品名 車両サイズ 単価(税抜) 単位  品名 車両サイズ 単価(税抜) 単位 

エコサンド 
4ｔ車以下 500 台 

 再生砕石 
2ｔ車 1,000 台 

8ｔ車、10ｔ車 700 台 
 

4ｔ車 1,500 台 

 

 
   

 
8ｔ車、10ｔ車 2,000 台 



 

 

木村管工株式会社/料金表【その他】                                    2021 年 4 月 1 日作成 

≪その他品目≫ 

品名 マニフェスト ガラ袋 フレコン丸型 フレコン角型 

単価（税抜） 300円/10枚 500円/10枚 1,000円/枚 1,500円/枚 

 

≪車両及び運搬容器のラインナップ≫ 

 車両/運搬容器 長さ（ｃｍ） 幅（ｃｍ） 高さ（ｃｍ） 使用車種 

車
両 

4ｔ車アームロール 600  230  250   

3ｔ車アームロール/ダンプ 470  170  200   

3ｔ車クレーン 606  190  270   

1.5ｔ車平ボデ 468  170  200   

運
搬
容
器 

8立米コンテナ 390  210  150  4ｔ車アームロール 

6立米コンテナ 390  210  142  4ｔ車アームロール 

5立米コンテナ 300  170  140  3ｔ車アームロール 

2立米ＢＯＸ 170  126  128  3ｔ車クレーン 

エコパレット 110  110  124  3ｔ車クレーン 

 

≪ご依頼及びご予約フォーム≫ 

ＱＲコードを読取り、各種ご依頼及びご予約をお願い致します。 

 
マニフェスト 

作成依頼 

 

 

  
契約書作成依頼 

 

 
 
石綿含有 

産業廃棄物 

搬入予約 

 
 

  

施設見学予約 

 

 
 

 

≪その他の営業品目≫ 

・フロンガスの回収・破壊 

・産業廃棄物収集運搬許可の取得、更新のお手伝い 

・建物の解体 

・その他、何でもお気軽にご相談下さい！！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                      

                                      

 

 

 

 

 

木村管工株式会社 

 

保土ケ谷今井事業所 川崎岡上事業所 

北町中間処理プラント・上瀬谷事業所 

事業所のご案内 

・北町中間処理プラント 

 横浜市瀬谷区北町 20-20 

・上瀬谷事業所 

 横浜市瀬谷区上瀬谷町 46-1 

・保土ケ谷今井事業所 

 横浜市保土ケ谷区今井町 1120-1 

・川崎岡上事業所 

 川崎市麻生区岡上 1028 


