
③ 名古屋市 使用済み小型家電製品回収の市民啓発

当協会のプラスチックリサイクル工場だけでなく、全国の市町村のクリーンセンター、不燃物処理施設での発

火事故のリスクを軽減するには、リチウムイオン電池を含む電子機器の回収量を増やすことが効果的です。

多くの自治体では、使用済み小型家電回収ＢＯＸを役所や行政関連施設のみに設置することが多いですが、名

古屋市では、小型家電を販売している民間企業と連携し、総合スーパー、家電量販店、ホームセンター等にも小

型家電回収ＢＯＸを設置しています。設置場所も詳細に案内し、市民に分かりやすく啓発しています。また、大

手家電量販店が行う小型家電回収についても掲載しています。以下、名古屋市のホームページ掲載内容を抜粋し

てご紹介します。

記

名古屋市ホームページ「小型家電のリサイクル」の抜粋 http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/5-6-14-0-0-0-0-0-0-0.html

令和 2年 1月末時点

名古屋市内の回収ボックス設置場所（市内 58箇所）  ※太字が民間での回収ＢＯＸ設置施設
区 施設名 設置場所 住所

千種
アピタ千代田橋店 1F 西中央出入口 千種区千代田橋二丁目 1-1
千種区役所 1F北西玄関 千種区覚王山通 8丁目 37

東
イオンナゴヤドーム前店 1F イオン北・西出入口 東区矢田南四丁目 102-3
東区役所 1F正面玄関 東区筒井一丁目 7-74

北

アピタ名古屋北店 1F 東出入口 北区辻町 9 丁目 1
マツヤデンキ上飯田イオン店 3 階マツヤデンキ テレビコーナー中央 北区織部町 1 イオン上飯田店 3F
ソーネおおぞね ソーネしげん店舗前 北区山田二丁目 11-62 大曽根住宅 1 棟 1 階

北区役所 1F北玄関 北区清水四丁目 17-1
楠支所 西玄関 北区楠二丁目 974

西
ヨシヅヤ名古屋名西店 1F 南玄関 西区名西二丁目 33-8
西区役所 1F南玄関 西区花の木二丁目 18-1
山田支所 1F東側 EV 横 西区八筋町 358-2

中村

DCMカーマ名古屋黄金店 生活館正面入口右側 中村区京田町 1 丁目 1-1
DCM カーマ八田店 2FEV 横 中村区野田町字経田 64
マツヤデンキ中村店 2F 中村区豊国通 1 丁目 13
中村区役所 1F情報コーナー横 中村区竹橋町 36-31

中
トップカメラ名古屋本店 3FEV 前 中区錦三丁目 25-12
中区役所 2F ロビー東側 中区栄四丁目 1-8

昭和
イオン八事店 1F 駐車場入口 昭和区広路町字石坂 2-1
DCM カーマ名古屋白金店 3FEV 側出入口横 昭和区福江 2丁目 201
昭和区役所 1F正面玄関付近 昭和区阿由知通 3丁目 19

瑞穂
カインズ名古屋堀田店 サービスカウンター 瑞穂区新開町 24-55
瑞穂区役所 1F北玄関 瑞穂区瑞穂通 3丁目 32

熱田
イオン熱田店 3F 家電売場 熱田区六野一丁目 2-11
DCM カーマ 21 熱田店 正面入口左側 熱田区花表町 2103-1
熱田区役所 南館 2F西側 EV 付近 熱田区神宮三丁目 1-15

中川

DCMカーマ千音寺店 北側入口自販機コーナー付近 中川区新家二丁目 1501
DCM カーマ中川富田店 店内 1FEV 付近 中川区富田町大字榎津宇布部田 462
マツヤデンキ八熊店 2F 中川区八熊二丁目 3-2
ヨシヅヤ太平通り店 1F 東出入口 中川区宮脇町 2 丁目 11
中川区役所 1F西玄関 中川区高畑一丁目 223
富田支所 1FEV 横 中川区春田三丁目 215

港

MEGA ドン・キホーテ UNY東海通店 1F 南口階段横 港区港明一丁目 10-28
イオンスタイル名古屋茶屋 3F デジタル家電売場内 港区西茶屋二丁目 11
イオン名古屋みなと店 イオン 2F集中レジ横 港区品川町 2丁目 1-6
イオン南陽店 3F 集中レジ横 港区春田野一丁目 330
カインズ名古屋みなと店 サービスカウンター 港区一州町 1-3
ポートウォークみなとアピタ港店 1F 東出入口 港区当知二丁目 1501
港区役所 1F正面玄関 港区港明一丁目 12-20
南陽支所 1F北玄関 港区春田野三丁目 1801

南

アピタ名古屋南店 1F 北出入口 南区豊田四丁目 9-47
イオン新瑞橋店 2F 家電売場 南区菊住一丁目 7-10
DCM カーマ元塩店 正面入口左側 南区元塩町 4丁目 20-1
南区役所 1F正面玄関 南区前浜通 3丁目 10

守山

イオン守山店 1F 家電売場 守山区笹ヶ根三丁目 1228
カインズ名古屋守山店 サービスカウンター 守山区下志段味生下り 2287-70
守山区役所 1F中央玄関 守山区小幡一丁目 3-1
志段味支所 1F中央玄関ロビー 守山区大字下志段味字横堤 1390-1

緑
アピタ鳴海店 1F 東正面出入口 緑区鳴海町字伝治山 3-9
アピタ緑店 1F 正面出入口 緑区徳重二丁目 201



イオン大高店 3F 家電売場レジ前 緑区大高町字奥平子 1-1
カインズ名古屋大高インター店 1F オートスロープ右側通路 緑区定納山一丁目 901
緑区役所 1F正面玄関風除室 緑区青山二丁目 15
徳重支所 区民生活課庶務係前 緑区鳴海町字徳重 18-41

名東
マツヤデンキ猪子石店 入口付近 名東区山の手一丁目 105
名東区役所 1F正面玄関 名東区上社二丁目 50

天白
マツヤデンキ平針店 2F 天白区原一丁目 2405
天白区役所 1F正面玄関 天白区島田二丁目 201

小型家電を回収している認定事業者

実施店舗、お申込み方法、料金、回収品目等は認定事業者によって異なりますので、詳しくは各社のウェブサイ

トをご覧ください。

【㈱ヤマダ電機】

グループ会社の東金属株式会社（認定事業者）と小型家電の対面回収を行っております。（一部品目有料）

https://www.yamada-denki.jp/service/kaden_kaisyu/

【㈱ヨドバシカメラ】

認定事業者である株式会社リーテムと提携して、小型家電の対面回収を行っています。（一部品目有料）

https://www.yodobashi.com/ec/support/beginner/setup/kogatakaden/index.html

また、認定事業者と提携し、宅配便(佐川急便)を利用した小型家電の回収を行っています。(有料)店舗及びウ

ェブサイトから、宅配便回収の利用券を購入することが可能です。https://www.yodobashi.com/store/630079/

【㈱ビックカメラ】

認 定事 業者 と提 携し 、宅 配便 (佐川 急便 )を 利用 した 小型 家電 の回 収を 行っ てい ます 。 (有

料 )店舗及びウェブサイトから、宅配便回収の利用券を購入することが可能です。

https://www.biccamera.com/bc/c/service/re_recycle/index.jsp

【㈱ケーズホールディングス (ケーズデンキ )】

認定事業者である株式会社リーテムと提携して、小型家電の対面回収を行っています。(一

部品目有料 ) https://www.ksdenki.co.jp/kshd/pages/csr_environment_02.aspx

【㈱コジマ】

認定事業者と提携し、宅配便（佐川急便）を利用した小型家電の回収を行っています。（有料）

店舗及びウェブサイトから、宅配便回収の利用券を購入することが可能です。

https://www.kojima.net/ec/special/CKjSfSpecialPage1.jsp?dispNo=006339

【㈱エディオン】

認定事業者である株式会社イー・アール・ジャパンと提携して、小型家電の対面回収を行っています。(一部品

目有料) https://www.edion.co.jp/contribution/ecology/recycle_smallelectronics.php

【上新電機㈱ (ジョーシン )】

認定事業者である豊通マテリアル株式会社と提携して、小型家電の対面回収を行っていま

す。 (一部品目有料 ) https://shop.joshin.co.jp/recycle/compact/

【リネットジャパンリサイクルグループ㈱】

認定事業者のリネットジャパン株式会社が、宅配便（佐川急便）を利用した小型家電の回収を行っています。事前に

お申し込みをして自宅から回収します。(パソコンが含まれれば無料) https://www.renet.jp/


