
⑤ 使用済み小型家電製品 宅配便回収システムのご紹介

使用済み小型家電製品を分別排出する際には、回収ＢＯＸ設置場所まで行く必要があります。しかしながら、

回収ＢＯＸ設置場所までの距離が遠かったり、回収ＢＯＸ設置場所まで行く交通手段が無かったりする場合があ

ります。そこで、市民から直接、小型家電リサイクル認定事業者に宅配便を使って出す仕組み（リネットジャパ

ンリサイクル㈱の取り組み）をご紹介します。なお、大手家電量販店が行っている回収は、名古屋市の取り組み

事例を参照ください。

【リネットジャパンリサイクルが行う宅配便回収システム】

宅配便を活用して、自宅の玄関先から回収

市民が使い終わったパソコン・小型家電を、リネットジャパンリサイクル㈱に依頼すると、佐川急便が自宅か

ら回収し、リサイクルする仕組み。通常は、一般市民が 1 箱あたり 1,500 円（税抜）の費用を負担するが、パソ

コンを含む場合は無料で回収可能となる。なお、リネットジャパンリサイクルと連携している市町村には、回収・

再資源化実績の報告、小型家電リサイクル促進のためのサポート等が受けられる。

＜連携市町村リスト（令和 2 年 9 月時点）＞

本件に関する問い合わせは、リネットジャパンリサイクル(株)小型家電リサイクル担当（052-784-6207）まで
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