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●収集希望日の前業務日までに粗大ごみ予約センターへの申し込みが必要です。
●一番長い辺が 50cm以上の 「燃やすごみ」 は，「粗大ごみ」 です。
●一番長い辺が 30cm以上の 「燃やさないごみ」 は，「粗大ごみ」 です。
●身体的理由等により電話申し込みが困難なかたは ,FAX で申し込めます。 P.18 をご覧ください。

0797-22-2166

●店舗等 ●自治会

●管理組合

●公共機関

●市内のコンビニエンスストア（※一部店舗を除く）

芦屋市

粗大ごみ処理券は，1枚 300円です。

粗大ごみ処理券取扱店一覧

粗大ごみ市
で収

集できるごみ

07 （有料）
特別収集

※要事前申し込み

電話で申し込む

粗大ごみ処理券
を購入する

収集日当日に
指定場所に出す

●申請者の氏名， 住所， 電話番号の確認

●収集場所の確認

●品目 ・ 数量 ・ サイズの確認

●粗大ごみ処理券の枚数の確認

●収集日の確認

※受付状況により， 収集日は希望にそえない場合

   がありますので， できるだけ早くにお申し込みください。

　粗大ごみ処理券は，下記の店舗等にて販売しています。

　次のようなものは，「粗大ごみ」 で出すことはできません。 「市で収集 ・処理できないごみ」
（P.20 ～ 21）や 「家電製品等のリサイクル」（P.22 ～ 23）をご覧いただき，各品目について適
正な処理を行ってください。

の粗大ごみ処理券を
お買い求めください。 芦屋市粗大ごみ処理券

他市にも同様の券が
ありますので，必ず

●必ず， 粗大ごみ処理券に氏名を記入し， 粗大ご

　 みに貼って出してください。

●粗大ごみ処理券取扱店にて， 必要な枚数を購入

　 してください。

※粗大ごみ処理券は返金ができません。

※粗大ごみ処理券は一度はがすと無効となります。

※消費税の改正により変更になる可能性があります。

受付時間

電話

販売場所

月曜日～金曜日（祝日含む）

「粗大ごみ処理券取扱店一覧」
をご覧ください。（右ページ）

当日は，午前８時 30分までに
指定場所に出してください。

午前 9時～午後 4時

14 15

1 粗大ごみの収集を
お願いしたいの
ですが ・ ・ ・ 。

粗大ごみ処理券を
6 枚ください。

はい。
1800 円です。

処理券も貼ったし， 名前も
書いたし， 出す場所もここ

で良し！

粗大ごみの申し込み方法

「粗大ごみ」 で出せないごみ

処理困難物 爆発 ・引火などの
危険性のあるもの

自動車部品 建築廃材

パソコン特定家庭用機器廃棄物 バイク

取扱店名 電話 住所
コープミニ西芦屋店 22-1460 西芦屋町7-1
コープミニ東山店 32-4170 東山町29-7
コープ浜芦屋 23-0441 呉川町16-22
コープ打出浜 22-3882 大東町9-11
コープデイズ芦屋 31-2222 大原町9-1-304
グルメシティ芦屋浜店 32-8411 高浜町6-1
ダイエー　東芦屋店 22-6611 春日町24-15
㈱いかりスーパーマーケット　芦屋支店 32-7001 岩園町1-25
㈱いかりスーパーマ－ケット
アンカーレットJR芦屋店 38-3014 業平町1-20

スーパーおだ本店 23-0448 浜芦屋町1-3
スーパーおだ潮見店 32-8100 潮見町7-10
芦有ドライブウェイ株式会社 38-0001 奥池南町34-1
倉橋商店 22-2660 東山町30-6
ヤマザキYショップ小阪 22-3203 三条町9-2
(資)大利昭文堂 22-3760 月若町8-1
(株)丸与商店 22-8598 楠町3-13
(株)藤野工務店 31-2277 前田町4-11
つちや酒店 22-4814 清水町9-8
寺東米穀店 31-6302 茶屋之町3-8
東洋テレビラジオセンター 32-1771 茶屋之町6-12
上條酒店 22-1385 茶屋之町6-14
西本商店 22-3464 茶屋之町7-15
スエヒロ文具店 22-0821 打出町1-15
神井米穀店 22-1830 南宮町11-10
高寺商店 22-9217 竹園町6-1

取扱店名 電話 住所

ラポルテ市民サービスコーナー 31-3130 船戸町4-1(ラポル
テ本館3階）

芦屋市職員互助会（市役所
北館地下1階売店） 38-2020 精道町7-6

【粗大ごみ予約センター】

取扱店名 電話 住所
ローズハイツ芦屋自治会 31-4075 東山町10-2
ゾンネンハイム芦屋自治会 32-5406 東芦屋町17-23
高浜町八街区自治会 34-2573 高浜町8-3-111

取扱店名 電話 住所

コート芦屋朝日ケ丘管理組合 38-3239 朝日ケ丘町13-
28

日商岩井芦屋ガーデンヒルズ
管理組合 34-2661 朝日ケ丘町14-3

パークハイム芦屋翠ケ丘管理
組合 31-5936 翠ケ丘町16-16

芦屋浜町アーバンプラザ 22-1486 浜町14-2
ロイヤル芦屋松浜管理組合 32-6760 松浜町8-18
ザ・レジデンス芦屋スイートケア 25-1722 海洋町12-1

市で収集
できるごみ

市で収集 ・
処理できないごみ

家電製品等の
リサイクル

再生資源集団
回収制度

パイプライン地区
にお住まいのかたへ

広告欄

燃やすごみ

紙資源

ペットボトル

缶

ビン

その他
燃やさないごみ

粗大ごみ

一時多量
ごみ

植木剪定
ごみ
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３Rの推進

資源ごみの
ゆくえ

持ち込みごみ

さわやか収集

ごみの町別
収集曜日















W i l l  P o w e r

0120-76-0056 






