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野田市のごみの出し方 資源の出し方

Noda City
How to Dispose of Garbage and 

Recyclable Resources
ごみは毎日出るものです。ルールを守って豊かな環境をつくりましょう。

大切なルールブックです。見やすいところに置いてください。

Garbage is produced every day. Please follow the rules to maintain a beautiful 
environment. Please keep this important rulebook in a handy place for easy reference. 

収集日など（収集日などを記入し、お役立てください。）

Collection Schedule (enter the collection schedule for your neighborhood for your reference)
資源回収団体（自治会名）

Recycling 
collection group

(Resident 
association name)

資源物

Recyclable 
resources

第　　曜日・第　　曜日

(1st /2nd / 3rd / 4th) 　day / 
(1st /2nd / 3rd / 4th) 　day

可燃ごみ

Combustible 
garbage

　曜日・　曜日

　days and　days
推進員名

Waste reduction 
promoter name

不燃ごみ

Noncombustible 
garbage

　曜日

　　days
電話番号

Telephone No.

●ごみの処理に関すること　清掃第一課（清掃工場）　☎04-7138-1001㈹  ●資源回収に関すること　清掃計画課　☎04-7125-1111㈹
● Inquiries about handling garbage: Sanitation Section 1 (Sanitation Plant), Tel: 04-7138-1001 (main switchboard) 
● Inquiries about the collection of recyclable resources: Sanitation Planning Section, Tel: 04-7125-1111 (main switchboard)
お問い合わせは日本語でお願いします。日本語がわからない場合は話せる方にお願いしてください。
Inquiries are handled in Japanese. If you do not speak Japanese, please ask someone who does to make the call for you. 

この冊子は、平成29年４月１日現在の内容で作成しています。
This booklet was written based on information current as of April 1, 2017.

リサイクルマスコット
ピークルくん

Recycling Mascot Character
Peecle-kun 

リサイクルマスコット
パークルちゃん

Recycling Mascot Character
Parcle-chan

★�指定ごみ袋に、
　氏名（フルネーム）を
　記入してください。
★ごみと資源の
　分別のご協力を
　お願いします。

ご協力をお願いします。
Your cooperation would be greatly appreciated.

目次Table of Contents

★ Please write your full 
name on the designated 
garbage bag.

★ Your cooperation in 
properly sorting 
garbage and recyclable 
resources would be 
greatly appreciated.
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○ Combustible garbage (twice a week)
In some communities collection occurs on Monday and Thursday, and in others on Tuesday and Friday. 

○ Noncombustible garbage (once a week)
The collection day is between Monday and Friday, depending on the community you live in.

Please ask your neighbor or the waste reduction promoter in your community about the collection schedule.
If you call Sanitation Section 1 (Tel: 04-7138-1001), Sanitation Planning Section (Tel: 04-7125-1111 [main switchboard] or Tel: 
04-7123-1752 [direct line]), they can introduce you to the waste reduction promoter in your community.
Note: Inquiries are handled in Japanese. If you do not speak Japanese, please ask someone who does to make the call for you.

•These free exchange tickets cannot be reissued, so please be careful not to lose them.
•Do not exchange all your tickets at once; please use them in a logical manner. Once you’ve 

exchanged your tickets for bags, the garbage bags cannot be returned unless there is a defect.
•Please note that the tickets are valid only until March 31 of the fiscal year they were issued.

◎ Free exchange tickets for designated garbage bags 
◆ Tickets are mailed annually to the head of the household 

in March for the following fiscal year to households 
registered in Noda City, based on the information in the 
basic resident registry at the end of February. 

◆ Please exchange these free tickets at designated garbage 
bag-handling shops (see pages 19 through 21) for 
designated garbage bags for combustible garbage or 
noncombustible garbage. 

◎ Purchasing designated garbage bags
◆  If you have not completed resident registration in Noda City 

or you run out of free bags, please purchase additional bags 
at a designated garbage bag-handling shop (see pages 19 
through 21). 

Collection day and location 

No. of household members Garbage bag size and number distributed

One person 20-ℓ　120 bags

2 to 4 people 30-ℓ　120 bags

5 to 7 people 40-ℓ　120 bags

8 to 10 people 40-ℓ　130 bags

11 to 13 people 40-ℓ　140 bags

14 people or more 40-ℓ　150 bags

Notes

Garbage bag size Purchase price (five-bag set)

20-ℓ ¥425

30-ℓ ¥625

40-ℓ ¥850

Garbage Collection 

Designated Garbage Bags 

Please take out your trash by 8:30 a.m. on the day of collection.
Garbage is collected even on national holidays. 

(The schedule for special yearend collection is announced in Noda City News and on the Noda City website in Japanese.)

Tie the area between the 
handles together.

Tie the handles together.

How to tie the designated garbage bag 
Closing the opening with tape before tying 
the handles together is prohibited. 

Precautions when disposing of garbage
● Be sure to use the designated garbage bag to dispose of your garbage.
● Be sure to write your full name on the designated garbage bag. 
● Do not dispose of your garbage at collection sites in other communities. 
● Make sure the contents of your designated garbage bag can be seen. 

Notes:
1. Please wrap kitchen scraps and used sanitary products in a small plastic 

shopping bag or in newspaper. 
2. If items inside the designated garbage bag cannot be checked, the bag will 

not be collected.
● Please tie the opening of your garbage bags as shown in the illustration.

◎ If you do not dispose of your garbage as written in this booklet, it will be considered 
illegal garbage and not be collected. 
If items are considered illegal garbage and are therefore not collected: 
◆ Correct the violation checked on the yellow sticker attached to illegal garbage, write a big “×” mark over the sticker, 

and take your garbage out again. 
◆ There is no need to use a new designated garbage bag or remove the sticker. If the violation is corrected, your 

garbage will be collected.
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○可燃ごみ（週２回）	 	『月曜日・木曜日』の地域と『火曜日・金曜日』の地域があります。
○不燃ごみ（週１回）	 月曜日から金曜日まで地域により曜日が異なります。
ご近所の方か地域の廃棄物減量等推進員にお問い合わせください。

清掃第一課（☎04-7138-1001）・清掃計画課（☎04-7125-1111（代表）または☎04-7123-1752（直通））に
お問い合わせいただければ、地域の廃棄物減量等推進員を紹介します。
※お問い合わせは日本語でお願いします。日本語がわからない場合は話せる方にお願いしてください。

※…無料引換券は再発行できませんので、なくさないように注意してください。
※ごみ袋は一度に全部引き換えず、計画的に引き換えて使用してください。
　一度引き換えたごみ袋は、不良品を除き、お取り換えすることはできません。
※その年度の引換券は、３月31日までしか使用できませんので注意してください。

 ◎指定ごみ袋無料引換券
◆野田市に住民登録をしている世帯には、毎年２月末
日の住民基本台帳を基に、翌年度分として世帯主宛
に３月中に発送します。
◆無料引換券は、『指定ごみ袋取扱店』（20頁〜 22頁
参照）で『可燃ごみ専用』か『不燃ごみ専用』の指定ご
み袋に引き換えてください。

◎指定ごみ袋の購入
◆…野田市に住民登録をしていない方や無料分では足らなくなった
場合は、指定ごみ袋取扱店で、有料で指定ごみ袋を購入してくだ
さい。（20頁〜 22頁参照）

世帯の人数 ごみ袋の容量と配布枚数
1人 20ℓ　120枚

2人〜 4人まで 30ℓ　120枚
5人〜 7人まで 40ℓ　120枚
8人〜 10人まで 40ℓ　130枚
11人〜 13人まで 40ℓ　140枚
14人以上 40ℓ　150枚

お願い

ごみ袋の容量 有料分（5枚セット）
20ℓ 425円
30ℓ 625円
40ℓ 850円

取っ手の間の部分を縛る 取っ手自体で縛る

ごみの収集

指定ごみ袋

収集日当日の朝、午前８時30分までに出しましょう。
収集日が祝日にあたっても収集します。

（年末の臨時収集は、日本語で市報のだや野田市ホームページに掲載します。）

収集日・集積所

指定ごみ袋の縛り方
取っ手で縛る前に袋の口をテープなど
でふさぐことは禁止です。

【ごみを出すときのご協力と注意事項】
●必ず専用の指定ごみ袋に入れてください。
●指定ごみ袋には、必ず氏名（フルネーム）を記入してください。
●他の地区のごみ集積所には出さないでください。
●指定ごみ袋の中身は見えるようにしてください。
　※…生ごみや衛生用品などは、最小限のレジ袋等に入れるか、新聞紙に包んで
出してください

　※…指定ごみ袋の中身を、確認できないものは収集しません。
●指定ごみ袋の口は、図のように縛ってください。

◎	本冊子に記載のとおりにごみを出さない場合は、違反ごみとして収集しません。
　違反ごみとして収集されなかった場合
　◆…違反ごみは、黄色いシールにチェックされた違反項目を直して、シールの上に大きく×印をつけて、出し直してください。
　◆…新しい指定ごみ袋に入れ替えたり、シールをはがす必要はありません。違反が直されていることが確認できれば収集します。
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Paper scraps
(Items that cannot be recycled)

Tissue paper, heat-sensitive 
paper, etc.

Tissue paper

Plastic items
(shampoo containers, lunch 

boxes, etc.)

Rubber items
 (boots, rubber gloves, etc.)

Plastic bags and wrapping
(plastic shopping bags, confection 

bags, etc.)

Cold insulation agents and 
desiccating agents

Glass items
(glass panes, cups, etc.)

Wrap broken glass panes with 
cardboard or the like, and label the 
bundle “ガラス(Glass)” before 
disposal.

Small electrical appliances
 (blow dryers, small radios, etc.)

Baby bottles

Trays and cartons
(white trays for fish and meat, 

plastic egg cartons, etc.)

Ceramic items
(rice bowls, tea cups, ceramic 

pots, plant pots, etc.)

Small miscellaneous 
household items

(ballpoint pens, straws, cassette 
tapes, CDs, DVDs, etc.)

Other
(polystyrene foam, plastic PET bottle caps, etc.)

Shoes

Note: Some small electrical appliances 
can be brought in for collection. Please 
read page 13 for more information.

Note: Trays (white and colored) are also collected 
at shops cooperating on garbage reduction. Please 
read pages 15 through 17 for more information.

Note: Plastic PET bottle caps are also 
collected at shops cooperating on 
garbage reduction. Please read pages 
15 through 17 for more information.

Combustible Garbage 

Collection is twice a week. Please use the designated garbage bag for combustible garbage. 
Note: Items made of natural materials or mostly natural materials.

Note: Items may be considered oversized garbage depending on its size. 
Please see page 5 for more details.

Note: Items may be considered oversized garbage depending on its size. 
Please see page 5 for more details.

Kitchen scraps and 
clam shells

Please drain kitchen scraps of 
moisture as much as possible.

Rags
(Items that cannot be recycled)

Used kitchen oil

Soak up the oil with newspaper or 
use a solidifying agent available at 
stores before disposal.

Underwear, lingerie, socks 
and pajamas

Sanitary items
(such as disposable diapers)

Remove waste before 
disposal.

Toilet sheets and 
sand for pets

Photographs

Wood scraps
(Disposable chopsticks, pieces of 

wood, etc.)

Items made of genuine 
leather

(gloves, business card cases, etc.)

Pruned branches, fallen 
leaves, weeds, tree roots 

less than 40 ℓ
 (Remove any soil and cut items down 

to a diameter of 30 cm or less)

Place items in the designated garbage bag 
before disposal. (Up to one bag per household)

Paper or boxes with a 
lingering smell

(that contained soap, incense, etc.)

Noncombustible Garbage 

Collection is once a week. Please use the designated garbage bag for noncombustible garbage. 
Note: Nonrecyclable items made of manmade materials or mostly manmade materials. 

◀︎The garbage 
bag with red 
letters is for 
combustible 
garbage.

◀︎The garbage bag 
with blue letters is 
for noncombustible 
garbage. 

Wrap broken ceramic items with 
cardboard or the like, and label 
the bundle “とうじき (Ceramic)” 
before disposal.
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ティッシュペーパー

プラスチック類
（シャンプー容器・弁当容器など）

ゴム製品
（長靴・ゴム手袋など）

ビニール・ラップ類
（レジ袋・菓子袋など）

保冷剤・乾燥剤

ガラス類
（板ガラス・コップなど）

割れた板ガラスなどは、ダン
ボールなどで包んで「ガラス在
中」などと明記してください。

小型家電製品
（ドライヤー・小型ラジオなど）

哺乳びん

トレイ・パック類
（肉魚の白色トレイ・

卵のパックなど）

陶磁器類
（茶わん・湯飲み・土鍋・

植木鉢など） 　　　　　

小型家庭雑貨
（ボールペン・ストロー・
カ セ ッ ト テ ー プ・CD・
DVDなど）

その他
（発泡スチロール・

ペットボトルキャップなど）

く　つ

※小型家電製品の中には、小型家電持
込回収の対象になるものがあります。
詳細は14頁を参照してください。

※トレイ（白色と色つき）はごみ減量協
力店でも回収しています。詳細は16頁
〜 18頁を参照してください。

※ペットボトルキャップはごみ減量協
力店でも回収しています。詳細は16頁
〜 18頁を参照してください。

可燃ごみ
収集は週２回。「可燃ごみ専用」の指定ごみ袋に入れてお出しください。
※天然素材のもの又は概ね天然素材のもの

生ごみ・貝殻

生ごみは十分に水切りをしてく
ださい。

ぼろ布
（資源にならないもの）

廃食用油

新聞紙などに油を染み込ませる
か、市販の凝固剤を使用してく
ださい。

肌着・下着・靴下・パジャマ

紙くず
（資源にならないもの）

ティッシュペーパーや感熱紙
など　　　　　　　　　　　

衛生用品
（紙おむつなど）

汚物を取り除いてからお出しく
ださい。

ペット用トイレシート
・使用済みトイレ砂など

写　真

木くず
（割りばし・木片など）

本革製品
（手ぶくろや名刺入れなど）

40ℓに満たない
 剪定枝・落ち葉・草・
樹木の根（土を落として、直
径30cm以内にする） 　　　

指定ごみ袋に入れてお出しくだ
さい。（１世帯１袋まで）

においのついた、紙・箱
（石鹸や線香等）

不燃ごみ
収集は週１回。「不燃ごみ専用」の指定ごみ袋に入れてお出しください。
※人工的素材のもの又は概ね人工的素材のもので資源にならないもの

◀︎ごみ袋に赤文
字が可燃ごみ
専用です。

◀︎ごみ袋に青文
字が不燃ごみ
専用です。

割れた陶磁器などはダンボー
ルなどで包んで「陶磁器在中」
などと明記してください。

●ごみの大きさによっては、粗大ごみとなる場合があります。 詳細は6頁をご覧ください。

●ごみの大きさによっては、粗大ごみとなる場合があります。 詳細は6頁をご覧ください。
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Where to buy oversized garbage handling tickets
Noda City Hall Sanitation Planning Section; Minami and Kita Branch Offices (inside the Community Centers); 
Chuo Branch Office (inside Keyaki-no Hall); local public halls; Sekiyado Branch Office, Sanitation Section 1; and 
at shops in Noda City (see pages 19 through 21)

金540円
金540円

Oversized Garbage (Combustible and Noncombustible)

Oversized garbage standards
Items measuring forty (40) centimeters or longer on any side or items with a total of three 

dimensions (length, width and height) measuring ninety (90) centimeters or longer. 

◆ Even if items can fit in a designated garbage bag when bundled or folded, they are considered oversized 
garbage if they fulfill the standards. 

Collection is conducted individually on a telephone application basis.
1) Application

◆ Please call to apply for collection.
Sanitation Section 1 (Tel: 04-7138-1001)
Note: Application procedures are conducted in Japanese. If you do not 
speak Japanese, please ask someone who does to help you. 

2) Purchase an oversized garbage handling ticket (¥540 per ticket) 
◆ Please purchase the ticket shown at right. 

3) Notification of the collection date
◆ You will be notified of the collection date by telephone.

4) Collection
◆ Write the required information on the oversized garbage handling 

ticket, attach it to your oversized garbage, and take it to your 
entrance (or to the common space on the first floor if you live in joint housing) by 8:30 a.m. on the designated 
collection day. Your garbage will be collected by evening. 

■ Examples of oversized garbage
Notes:
1. Items that are 90 percent metal or more should be disposed of as recyclable resources.
2. These examples include items that can be brought in as small electrical appliances.

1. Accordion doors
2. Amplifiers
3. Wardrobe cases
4. Chairs
5. Carpets
6. Humidifiers
7. Shelf units
8. Cooler boxes
9. Golf clubs (three clubs or more)
Note: Dispose of two clubs or less as 

noncombustible garbage. 
10. Golf sets (with golf bag)
11. Low tables
12. Cushions (up to five cushions as 

one item)

13. Rugs
14. Bookcases/bookshelves
15. Dishwashers/dryers
16. Cupboards
17. Rice cookers (the inner pot is 

recyclable)
18. Stereo systems
19. Vacuum cleaners
20. Sofas
21. Tables
22. TV racks
23. Electric carpets
24. Electric stoves
25. Ladders (wooden)
 

26. Futons and blankets (comforters 
and mattresses separately)

27. Beds (bunk beds are considered 
one item)

28. Strollers
29. Hose reels
30. Pots
31. Bookshelves
32. Mats
33. Mattresses
34. Racks
35. Microwave stands
36. Wagons

■ Items not considered oversized garbage regardless of whether they meet the standards or not
Umbrellas, canes, air pumps, golf clubs (two or less), ski poles only, fishing poles, plastic tanks (up to 20 ℓ) for kerosene, 
brooms, water hoses/sprinklers, mops, electric kerosene pumps, randoseru school bags, tension rods (metal products 
are recyclable)
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粗大ごみ処理券購入場所
　市役所清掃計画課、南・北出張所（コミュニティセンター内）、中央出張所（欅のホール内）、各公民館、関宿
支所、清掃第一課、市内各店舗（20頁〜 22頁参照）

金540円
金540円

粗大ごみ （可燃・不燃）

粗大ごみの基準
１辺が40cm以上の物、または３辺（縦＋横＋高さ）の合計が90cm以上の物

◆丸めたり、折りたたんだりして指定ごみ袋に入っても、基準を満たす場合は粗大ごみになります。

電話での申し込みによる戸別回収です。
①申し込み
◆電話で申し込んでください。
清掃第一課（☎04-7138-1001）
※申込は日本語でお願いします。日本語がわからない場合は話せる方
にお願いしてください。

②『粗大ごみ処理券』の購入（1枚540円）
◆右の図の処理券を購入してください。

③回収日の連絡
◆回収日の電話連絡があります。

④回収
◆粗大ごみに記名した『粗大ごみ処理券』を貼って、指定された回収
日の朝、午前８時30分までに玄関先（集合住宅の場合は１階の共
用スペース）に出してください。夕方までには回収します。

■粗大ごみとする品目例
※９割以上金属でできている物は資源回収にお出しください。
※…品目例の中には、小型家電の持込回収の対象になるものがあります。

1…アコーディオンカーテン
2…アンプ
3…衣装ケース
4…椅子
5…カーペット
6…加湿器
7…カラーボックス
8…クーラーボックス
9…ゴルフクラブ（3本以上）
※2本以下は不燃ごみ

10…ゴルフセット（バッグ共）
11…座卓
12…座布団(5枚までごとに1点）

13…じゅうたん
14…書棚・書庫類
15…食器洗い乾燥機
16…食器棚
17…炊飯器（内釜は資源）
18…ステレオセット
19…掃除機
20…ソファー
21…テーブル
22…テレビ台
23…電気カーペット
24…電気ストーブ
25…はしご（木製）

26…布団（掛け、敷き別）
27…ベッド（二段ベッドも1点）
28…ベビーカー
29…ホースリール
30…ポット
31…本棚
32…マット類
33…マットレス
34…ラック
35…レンジ台
36…ワゴン

■基準にかかわらず粗大ごみとしない品目例

傘、杖、空気入れ、ゴルフクラブ（2本以内）、スキーのストックのみ、釣竿、灯油用ポリ容器（20ℓまで）、ほう
き、給水・散水用ホース、モップ、灯油用電動ポンプ、ランドセル、つっぱり棒（金属製は資源）
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Bringing in combustible garbage, noncombustible garbage, and/or oversized garbage
◆ You can bring garbage to the Sanitation Plant or the Recycling Center yourself. 

　

Note: Please see page 23 for the location of facilities. 

Where to take your garbage
Type Sanitation Plant Recycling Center

Combustible garbage ○ ×
Combustible oversized garbage ○ ×

Noncombustible garbage × ○
Noncombustible oversized garbage × ○

Inquiries: Sanitation Section 1, Tel: 04-7138-1001; Recycling Center, Tel: 04-7126-0405 
Note: Inquiries are handled in Japanese. If you do not speak Japanese, please ask someone who does to make the call for you.

○ Reception hours and fees for the Sanitation Plant and Recycling Center
Reception hours: 

Monday through Friday (including national holidays): 8:30 a.m. to 4 p.m. 
Note: Closed on Saturdays, Sundays and during the year-end/New Year’s holidays. 

Handling fees: 
・General household garbage: ¥135 apiece up to 10 kg (tax not included) 

○: Allowed; ×: Not allowed

Collection of Recyclable Resources
Group collection of recyclable resources
Group collections are conducted in Noda City—mainly by public groups, such as resident associations—as follows: 

○ Collection is conducted at designated times, once or twice a month. 
○ Please dispose of your items by 8:30 a.m. on the collection day. 
○ Preparing and maintaining containers or bags for recyclable resources and checking that everything is properly 

sorted is done on a rotating basis by everyone who uses the collection site. In addition, since recyclable resources 
are collected according to type, the collection site must be kept tidy to ensure the smooth collection of items. 
Your cooperation would be deeply appreciated.

○ Maintenance of the collection site (such as cleaning) is conducted by everyone who uses the collection site. 
○ Collection is generally conducted even on national holidays, and even if the weather is bad. 

Note: Please ask a neighbor or a waste reduction promoter in your community about the 
collection day, starting hours and rotation of duties. 
(In some cases, the location for the collection of recyclable resources is different from the collection site for combustible 
garbage and noncombustible garbage.) 
Note: Inquiries are handled in Japanese. If you do not speak Japanese, please ask someone who does to make the call for you.

■Paper Items 

1) 　　Paper cartons for beverages (such as for milk or juice) 

Divide paper items into four categories, and bundle according to type. 

◆ Cartons made of recycled paper (and are brown inside) and sake cartons with an aluminum foil lining inside   
➡ Combustible garbage 

◆ Plastic caps and spouts that are removed 
➡ Noncombustible garbage 

Note: Garbage reduction cooperating shops collect these as 
well (see pages 15 through 17). 

水でよくすすいで切り開き、乾燥させてからお出しください。

（例）

Rinse with water, cut open, and dry before disposal.

(Example)
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【可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ（可燃・不燃）の持込】
◆自分で清掃工場、リサイクルセンターへ持ち込むことができます。

　

　※施設の場所については23頁の案内図を参照してください。

ごみの持ち込み先
種　　別 清掃工場 リサイクルセンター

可燃ごみ ○ ×
可燃粗大ごみ ○ ×
不燃ごみ × ○
不燃粗大ごみ × ○

【問い合わせ】　清掃第一課　☎04-7138-1001・リサイクルセンター　☎04-7126-0405
※お問い合わせは日本語でお願いします。日本語がわからない場合は話せる方にお願いしてください。

　○清掃工場、リサイクルセンターへの搬入受付時間及び持込手数料
　　【搬入受付時間】
　　　月曜日から金曜日（祝日含む）：午前８時３０分から午後４時まで
　　　※土曜日・日曜日・年末年始は持ち込みできません。
　　【持込手数料】
　　　・一 般 家 庭　　　　　　　　　10kgまでごとに135円（税別）

○＝持ち込み可、×＝持ち込み不可

資源物の回収
集団資源回収
　野田市では自治会などの公共的団体が主となり、次のような内容で「集団資源回収」を実施しています。

○回収は、月１回または２回、定期的に実施しています。
○収集日の朝、午前８時30分までにお出しください。
○集積所を利用する皆さんが当番により、資源回収容器や袋の準備・保管、分別の確認などを行います。
また、資源物ごとに収集しますので、資源物の置き場を整理してスムーズな回収ができるようにご協
力ください。
○集積所の管理（清掃など）は、集積所を利用する皆さんで行います。
○回収日が祝日や悪天候の場合でも、原則として実施します。

※集積所、回収日、開始時間、当番などについては、
ご近所の方か地域の廃棄物減量等推進員にお尋ねください。

（資源物の集積所と可燃ごみ・不燃ごみの集積所とは場所が異なる場合があります。）
※お問い合わせは日本語でお願いします。日本語がわからない場合は話せる方にお願いしてください。

■紙類

①　　飲料用紙パック（牛乳・ジュースなどの紙パック）

４種類に分けて、それぞれひもで十文字に縛ってお出しください。

◆再生紙（内側が茶色のもの）やお酒などのアルミが使われている紙パック➡可燃ごみ
◆取り除いたプラスチック製のキャップや注ぎ口➡不燃ごみ
※ごみ減量協力店でも回収しています（16頁〜 18頁参照）

水でよくすすいで切り開き、乾燥させてからお出しください。

（例）
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◆ Place shredded paper in a transparent or semitransparent plastic bag, and tie the bag shut. 
➡ Combustible garbage  (or oversized garbage depending on the size)

◆ The following items cannot be recycled even though they may have the …mark.  ➡ Combustible garbage 

×… Molded pulp products such as containers for eggs and fruits 
×… Paper containers with a lingering smell, such as for detergents, soap and incense 
×… Paper processed with plastic, wax, gold or silver 

×Items that cannot be disposed of 
Underwear, lingerie, socks, pajamas, windbreakers, etc.
Soiled items (especially oil-stained items) and items with holes in them
Clothes with cotton linings

○ Items that can be disposed of 
Shirts, slacks, skirts, sweat suits, sweaters, coats, blousons 
(quilted items are acceptable), down jackets, jeans, suits, jackets, 
leather jackets, leather pants, etc.

◆ There is no need to remove buttons and zippers. 
◆ Fold items and bundle them with string in a crisscross fashion before 

disposal. 

■ Clothes 

× Items that cannot be disposed of 
Futons (including down), electric blankets, kotatsu table mats, carpets, 
rolls of cloth, cut cloth and cloth scraps, “furry” sheets, bed pads, mats 
(toilet mats, bath mats, doormats), etc.

○ Items that can be disposed of 
Curtains (including lace curtains), blankets, towel-blankets (excludes 
those with cotton inside or quilted), sheets, bath towels, etc.
◆ Fold items and bundle them with string in a crisscross fashion before disposal. 

○ Items that can be disposed of 
Cosmetics bottles
(Please sort the bottles according to color.)

× Items that cannot be disposed of 
Milky white-colored bottles
Heat-resistant glass, etc.
➡Noncombustible garbage

■ Glass bottles 
Sort bottles according to type—issho-bin (1.8 ℓ bottles), beer bottles, clear bottles, brown bottles, 
and other colored bottles—and place them in the respective containers. 
◆ Since glass bottles are crushed during recycling, broken bottles are accepted as well.
◆ Remove the cap and rinse out the bottle before disposal.

(If a bottle contained oil, please dispose of it without rinsing with water.)
 

■ Cloth 

3)  　 Cardboard
◆ Remove any metal attachments such as staples and 

flatten the cardboard. 
4)  Newspaper

◆ Bundle newspapers and fliers together before disposal. 

Mold can develop in wet clothes and cloth 
while in storage, so they cannot be 
recycled.
On rainy days or when rain is forecast, 
please dispose of items in a transparent 
or semitransparent plastic bag, or dispose 
of items on the next 
collection day for 
recyclable resources.

Tissue boxes (flatten the box; 
remove the plastic portions) 

Envelopes (remove 
the plastic portions)

Place business cards and/
or postcards in a paper 

bag before disposal

2)  Miscellaneous paper
Books, magazines, encyclopedias, etc.: Bundle them with string in a 
crisscross fashion before disposal
Wrapping paper, paper bags, business cards, postcards, photocopy 
paper, etc.: Place in a paper bag and close the bag before disposal
Note: You may use a stapler to close the bag but you may not use duct 
tape or the like.
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◆…シュレッダーされた紙は、透明または半透明のビニール袋に入れて口を縛って出してください。

➡可燃ごみ （大きさによっては粗大ごみに該当します。）
◆次の紙類は、 マークがついていても資源物になりません。➡可燃ごみ
　×…たまごや果物などの保護のため使用されている紙製の容器（パルプモールド）
　×洗剤、石鹸、線香などの匂いのついた紙製の容器
　×ビニール加工や、ワックスのついたもの、あるいは金、銀に加工された紙

×出せないもの
　肌着、下着、靴下、ウェットスーツ、パジャマ、ウインドブレーカーなど
　汚れ（特に油汚れ）や穴のあいたものなど
　綿の入った衣類

○出せるもの
　…シャツ、ズボン、スカート、トレーナー、セーター、コート、ジャンパー
（綿入り可）、ダウンジャケット、ジーパン、スーツ、背広、ジャケット、
革ジャン、革パンツなど
◆…ボタン・ファスナーは取り外す必要はありません。
◆…折りたたんでひもで十文字に縛ってお出しください。

■衣類

× 出せないもの
布団（羽毛も含む）、電気毛布、こたつ敷き、カーペット、反物、断裁してある
布やハギレ、ボアシーツ、敷パッド、マット類（トイレマット、バスマット、
玄関マット）など

○出せるもの
カーテン（レース含む）、毛布、タオルケット（※中に綿が入っているものやキル
ティング加工されているものを除く）、シーツ、バスタオルなど
◆折りたたんでひもで十文字に縛ってお出しください。

○出せるもの
化粧品のびん
（色分けして出してください。）

×出せないもの
乳白色のびん
耐熱ガラスなど
➡不燃ごみ

■ガラスびん
一升びん、ビールびん、無色、茶色、その他の色に分別して、それぞれの回収容器へ入れてください。
◆…ガラスびんは粉砕処理し、リサイクルしますので、割れていてもお出しください。
◆キャップをはずして、水ですすいでお出しください。
　（油の入っていたびんは、水ですすがずにそのままお出しください。）

■布

③　　段ボール
◆金具類は取り除き、開いてつぶしてください。

④新聞紙
◆折込チラシも一緒にお出しください。

衣類や布は、濡れると保管している間
にカビが生えてしまいリサイクルでき
なくなります。
雨天時や雨が予想される日は、透明ま
たは半透明なビニール袋に入れて出す
か、次回の資源回収にお出しください。

ティッシュの箱（箱はつぶす、
ビニールは取り除く）

封筒（ビニールは取り除く） 名刺・はがきなどは
紙袋に入れてください

②雑紙
本・雑誌・百科辞典など…ひもで十文字に縛ってお出しください。
包装紙・紙袋・名刺・ハガキ・コピー用紙など…紙袋に入れて
口を閉じてください。
⇨紙袋の口を閉じる時はホチキスの利用は可能ですが、ガムテー
プ等の使用は不可です。
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Items to be particularly careful with

Flatten

■ Metal items 

Microwave ovens

Bicycles and carriages

Spray cans

Kerosene stoves (gas/
kerosene) fan heaters

Air heaters

Empty cans 
(Aluminum/steel cans)

Metal scraps
(such as needles and nails)

Paint/oil cans

Large items such as 
metal storerooms

Do not detach the door.

Label as“しげん (recyclable 
resources).” Remove any 
attachments.

Use up contents completely, 
and pierce a hole in the can 
to release any remaining gas.

Use all the fuel before 
disposal.

Rinse and do not crush.

Place these items inside 
empty cans.

Use contents up completely 
and do not rinse.

Disassemble into a bundle 
that can be carried by one 
person.

◆ Metal items whose recyclability is difficult to determine 
Please dispose of these items with recyclable resources. If the collection company determines that the item is not 
recyclable, they will put a yellow sticker on the uncollected item. Please dispose of the item as oversized garbage or 
noncombustible garbage, depending on its material and size. 

■ Plastic PET Bottles 
○ Plastic PET bottles that are collected 
Plastic PET bottles for beverages, soy sauce, sake, noodle dipping sauce, mirin, vinegar, oil-free dressing and 
seasonings 

× PET bottles that cannot be collected 
Plastic containers for Worcestershire sauce, barbecue sauce, cooking oil, detergent and shampoo; milky white-
colored and other colored plastic containers, plastic containers for dressings and seasonings with oil 
➡Noncombustible garbage, even if they have the identifying plastic PET bottle mark

Note: Garbage reduction cooperating shops collect PET bottles as well (see pages 15 through 17). 
◆ Rinse the inside out with water. 
◆ Remove the cap. Dispose of caps with noncombustible garbage. 
◆ There is no need to remove labels. (When disposing of items at garbage reduction 

cooperating shops, please follow their instructions.) 
◆ Flatten before disposal.

◆ Kettles, pans, pots, corrugated sheet metal, toasters, gas stoves, iron scraps, stainless steel and copper products, etc. 
◆ Items composed of 90 percent metal or more can be disposed of as recyclable resources.

Note: Aluminum cans are also collected at garbage reduction cooperating shops (see pages 15 through 17).
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【特に注意する品目】

つぶす

■金属類

電子レンジ

自転車・台車

スプレー缶

石油ストーブ
（ガス・石油）ファンヒーター

温風ヒーター

空き缶
（アルミ・スチール缶）

細かな金属
（針・釘など）

塗料・油の缶

スチール製の物置
などの大きな物

前扉ははずさない。

『資源』と張り紙をする。
付属品を外す。

使い切ってから穴を空
け、必ずガス抜きをする。

灯油は使い切る。

すすいで、つぶさない。

空き缶などに入れる。

使い切って、すすがない。

大人一人が持てる重さ・
大きさにまとめる。

◆金属類として資源物となるか判断しにくい物

資源回収に出してください。もし、回収業者が資源物にならないと判断し取り残した物は黄色ステッカーが貼られます。
素材や大きさに応じて、粗大ごみか不燃ごみとして出し直してください。

■ペットボトル
○回収の対象となるペットボトル
飲料用、しょうゆ、酒、めんつゆ、みりん風調味料、食酢・調味酢、ノンオイルドレッシングや調味料の
ペットボトル

×回収できないもの
ソース、焼肉のたれ、食用油、洗剤、シャンプーなどのプラスチック容器、乳白色や色つきのプラスチック
容器、オイル成分を含むドレッシングや調味料のプラスチック容器
➡ペットマークがあっても不燃ごみ
※ごみ減量協力店でも回収しています。（16頁〜 18頁参照）
◆中を水ですすいでください。
◆キャップをはずしてください。キャップは不燃ごみ
◆ラベルは、はがす必要はありません。（ごみ減量協力店に出す場合は店の指示に
従ってください）

◆つぶしてお出しください。

◆やかん、なべ、釜、金属トタン板、トースター、ガステーブル、鉄くず、ステンレスや銅製品など
◆９割以上金属でできていれば、資源物になります。
※アルミ缶はごみ減量協力店でも回収しています。（16頁〜 18頁参照）
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○ Points to note 
○ Sort items according to type before bringing them in.
○ Items cannot be brought in on days or during hours other than the abovementioned days and times.
○ Combustible garbage, noncombustible garbage and oversized garbage are not accepted. 
○ Please take home any bags or boxes you bring items in. 

Paper items Glass bottles Clothing/cloth Empty cans/metals Plastic PET bottles

○ Procedures: The dates, hours and locations are the same as for the special 
collection for recyclable resources. 

○ Items not accepted 
○ Designated household appliances (TVs, air conditioners, refrigerators/freezers, laundry machines/dryers) are not accepted. 
○ Large appliances such as standing electronic organs and massage chairs: These are considered oversized garbage (for more 
information on handling procedures, please see page 5.) 
Note: Household personal computers can be collected. 

Bringing in Small Electrical Appliances 

Items that Noda City Does Not Handle 

■ Designated household appliances (TVs, air conditioners, refrigerators/
freezers, laundry machines/dryers) 
The Home Appliance Recycling Law covers TVs (cathode ray tube, LCD, plasma), air conditioners, refrigerators/freezers 
and laundry machines/dryers, so Noda City does not handle these items. Please dispose of them as follows:

○ If you are buying a replacement
Ask the shop where you are buying its replacement to dispose of your used item. 

○ If you are scrapping your used item 
Ask the original store of purchase to dispose of your used item. 
Notes: 
1. If the store where you bought the item is far away or no longer in business, please 

ask a home appliance recycling cooperating shop (see pages 15 through 17) to dispose of it. 
2. Since manufacturers determine recycling fees, please ask the particular manufacturer about the fee.
3. Since the retailer determines a separate transportation fee, please ask the retailer about the fee.

○ Items accepted (See pages 7 through 11 for more information.) 

■ Special collection sites for recyclable resources 
◆ Since these sites offer provisional collection once a month, you can bring items there if you are not able to dispose of 

them in your neighborhood. 
Dates: Fourth Sunday of the month (two days in December; the December schedule will be posted in Noda City 

News and elsewhere in Japanese)

Hours for bringing items in: 8:30 to 11:30 a.m. and 1 to 4 p.m. 

Locations: 1. Noda City Recycling Service Cooperative Union
410-2 Nishi-sangao, Noda City, Tel: 04-7123-1513

2. Kyu-Sekiyado Clean Center 
1940-1 Kobuuchi, Noda City

 ◆ Please see the Map for locations for collection sites.
Note: Inquiries are handled in Japanese. If you do not speak Japanese, please ask someone who does to make the call for you. 

(Paper cartons for beverages, 
miscellaneous paper, 
cardboard and newspaper)
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○注意事項
　◦種類ごとに分別して、搬入してください。
　◦開設日、搬入時間以外は搬入することができません。
　◦可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみは、受付できません。
　◦入れてきた袋、箱などは持ち帰ってください。

紙　類
…飲料用紙パック、雑紙、（段ボール、新聞紙　　…）

ガラスびん 衣類・布類 空き缶・金属類 ペットボトル

○持込方法：開設日、開設時間、場所は資源物の臨時集積所と同じです。
○対象にならないもの
◦特定家庭用機器（テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機）は除く。
◦直立式エレクトーン・マッサージチェア等の大型家電…粗大ごみ（処分方法の詳細は6頁）
※家庭用パソコンは対象になります。

小型家電の持込回収

市では処理できないもの
■特定家庭用機器（テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機）
　家電リサイクル法の対象品目であるテレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ）、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、
洗濯機、衣類乾燥機は市では処理できませんので、下記の方法で処理してください。

○買い替えの場合
新たな製品を購入する小売店に、引き取りを依頼してください。

○廃棄する場合
購入した小売店に、引き取りを依頼してください。
※…購入した小売店が遠方又は廃業している場合は、「家電リサイクル
協力店」（16頁〜 18頁参照）に引き取りを依頼してください。
※…家電メーカーごとにリサイクル料金を設定していますので、各メーカーにお問い合わせください。
※別途運搬費用も小売業者が設定しますので、各小売店にお問い合わせください。

○搬入できるもの　（詳細は、8頁〜 12頁を参照してください。）

■資源物の臨時集積所
◆地域に出せない場合、臨時で毎月１回、集積所を設けていますので、持ち込むことができます。

開 設 日：毎月第４日曜日（ただし、12月は２日間開設）（12月の予定は、日本語で市報等に掲載します。）

搬入時間：午前８時30分から午前11時30分まで
　　　　　午後１時から午後４時まで

搬入場所：①野田市再資源化事業協同組合
　　　　　　野田市西三ケ尾410-2　　　☎04-7123-1513
　　　　　②旧関宿クリーンセンター
　　　　　　野田市古布内1940-1
◆搬入場所についてはMapを参照してください。
※お問い合わせは日本語でお願いします。日本語がわからない場合は話せる方にお願いしてください。
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トレイ 紙パック 缶
Some Noda City retailers cooperate with the city to offer 
residents more options for disposing of recyclable 
resources.

Cooperating shop/facility Address

Telephone 
number

Note: When calling 
from a mobile 
phone, please dial 
the prefix “04” first.

Tray collection

Paper carton collection

Alum
inum

 can collection

Plastic PET bottle collection

Fluorescent light collection

Dry-cell battery collection

Rechargeable battery collection

Button-type battery collection

M
ercury therm

om
eter/blood 

pressure m
easuring devices

Hom
e appliance recycling 

cooperating shop

Public facilities

1 Sanitation Plant 356-1 Mitsubori 7138-1001 ○ ○ ○

2 Recycling Center 331 Mefuki 7126-0405 ○ ○ ○

3 Noda City Hall （within Mori-no Hiroba Plaza） 7-1 Tsuruho 7125-1111 ○ ○ ○

4 Minami Community Center 2008 Yamazaki 7125-7991 ○ ○ ○

5 Kita Community Center 16-1 Kasugacho 7129-8822 ○ ○ ○

6 Keyaki-no Hall 168-1 Nakanodai 7123-7818 ○ ○ ○

7 Ichii-no Hall 237-1 Higashi-Hoshubana 7198-1111 ○ ○ ○

8 Sekiyado Chuo Public Hall 253-1 Higashi-Hoshubana 7198-2166 ○ ○ ○

9 Sekiyado Public Hall 2558-1 Sekiyado-Daimachi 7196-1100 ○ ○ ○

10 Futakawa Public Hall 51-1 Kirigasaku 7196-2020 ○ ○ ○

11 Kimagase Public Hall 2935 Kimagase 7198-3171 ○ ○ ○

12 Shima Hall 2549 Yamazaki 7122-5170 ○ ○ ○

C
huo D

istrict

13 Chuo TV 1259-21 Kamihanawa 7123-2222 ○ ○ ○ ○

14 Beisia Noda Sakuranosato-ten 2-1 Sakuranosato 7126-1000 ◎ ○ ○ ◎

15 Araki Denki 174 Shimizu 7124-1533 ○ ○

16 Chiba Denki 199-5 Shimizu 7123-2964 ○ ○ ○

17 Iwatate Denki 240 Shimizu 7122-2792 ○ ○

18 Sake-no Tamaya 415 Shimizu 7122-2777 ○ ○

19 Hamada Denkiten 195 Nakanodai 7122-3162 ○ ○ ○ ○

20 Suzuki Denki Shokai 367 Nakanodai 7122-2913 ○ ○

21 Tobe Denki Shokai 791 Nakanodai 7123-3492 ○ ○ ○ ○

22 Hachisan Denki Noda-ten 45 Noda 7124-8311 ○ ○ ○ ○

23 Tanabe Denkiten 368 Noda 7123-2145 ○ ○ ○

24 Comodi-iida Noda-ten 404 Noda 7126-3221 ○ ○ ○

25 Yamaichi Denki 480 Noda 7122-3682 ○ ○ ○

26 Nishikiya Saketen 553 Noda 7122-2722 ○ ○

27 Atago Denki Shokai 572 Noda 7125-5555 ○ ○ ○ ○

28 Sato Shokai 628 Noda 7124-2257 ○ ○ ○ ○

29 Enshu Denki Kogyosho 682 Noda 7122-2847 ○ ○ ○ ○

30 Harigai Denki 819-5 Noda 7122-4149 ○ ○ ○ ○

Tobu D
istrict

31 Hachisan Denki Umesato-ten 150-207 Odonoi 7122-8830 ○ ○ ○ ○ ○

32 Super Kawata 150-210 Odonoi 7124-1311 ○

33 Chuo Control Service 325 Tsuruho 7124-7161 ○

34 Aeon Noa-ten 36-1 Nakane 7122-8100 ○ ○ ○ ※ ○

35 Sankin 38-19 Nakane 7124-2310 ○

36 Pal System Chiba Noda Nakane-ten 193 Nakane 7125-5589 ◎ ○

37 Otsuka Denki 133-35 Miyazaki 7125-6171 ○ ○ ○ ○

38 Minami Denki-ten 134 Miyazaki 7122-3406 ○ ○

39 Noda Liquors Miyazaki Shoten 134-1 Miyazaki 7122-4859 ○ ○

40 Cosmos Kankyo Service 1529-1 Mefuki 7121-0077 ○ ○ ◎ ○

41 Fujiya Saketen 299 Yanagisawa 7125-3785 ○ ◎

42 Yamashiroya Saketen 61-7 Yokouchi 7122-1314 ○

List of public facilities, garbage reduction cooperating shops  
and home appliance recycling cooperating shops
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トレイ 紙パック 缶
　資源として再利用できるものを出す機会を増やし
たりするため、ごみ減量協力店として市内の小売店
のご協力をいただいています。

協　力　店　名 住　　所

電話番号
※携帯電話から掛け
る際は先頭に04を付
けてください。

ト
レ
イ
回
収

紙
パ
ッ
ク
回
収

ア
ル
ミ
缶
回
収

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
回
収

蛍
光
管
回
収

乾
電
池
回
収

充
電
式
電
池
回
収

ボ
タ
ン
電
池
回
収

水
銀
の
体
温
計
・
血
圧
計

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
協
力
店

公
　
　
共
　
　
施
　
　
設

1…清掃工場 三ツ堀356-1 7138-1001 ○ ○ ○

2…リサイクルセンター 目吹331 7126-0405 ○ ○ ○

3…市役所（杜のひろば内） 鶴奉7-1 7125-1111 ○ ○ ○

4…南コミュニティセンター 山崎2008 7125-7991 ○ ○ ○

5…北コミュニティセンター 春日町16-1 7129-8822 ○ ○ ○

6…欅のホール 中野台168-1 7123-7818 ○ ○ ○

7…いちいのホール 東宝珠花237-1 7198-1111 ○ ○ ○

8…関宿中央公民館 東宝珠花253-1 7198-2166 ○ ○ ○

9…関宿公民館 関宿台町2558-1 7196-1100 ○ ○ ○

10…二川公民館 桐ケ作51-1 7196-2020 ○ ○ ○

11…木間ケ瀬公民館 木間ケ瀬2935 7198-3171 ○ ○ ○

12…島会館 山崎2549 7122-5170 ○ ○ ○

中
　
　
央
　
　
地
　
　
区

13…中央テレビ 上花輪1259-21 7123-2222 ○ ○ ○ ○

14…ベイシア野田さくらの里店 桜の里二丁目1 7126-1000 ◎ ○ ○ ◎

15…荒木電機 清水174 7124-1533 ○ ○

16…千葉電気 清水199-5 7123-2964 ○ ○ ○

17…岩立電機 清水240 7122-2792 ○ ○

18…酒の玉屋 清水415 7122-2777 ○ ○

19…ハマダ電気店 中野台195 7122-3162 ○ ○ ○ ○

20…鈴木電機商会 中野台367 7122-2913 ○ ○

21…戸辺電気商会 中野台791 7123-3492 ○ ○ ○ ○

22…八三電機のだ店 野田45 7124-8311 ○ ○ ○ ○

23…田辺電機店 野田368 7123-2145 ○ ○ ○

24…コモディイイダ野田店 野田404 7126-3221 ○ ○ ○

25…山一電気 野田480 7122-3682 ○ ○ ○

26…錦屋酒店 野田553 7122-2722 ○ ○

27…あたご電機商会 野田572 7125-5555 ○ ○ ○ ○

28…佐藤商会 野田628 7124-2257 ○ ○ ○ ○

29…遠州電気工業所 野田682 7122-2847 ○ ○ ○ ○

30…張替電機 野田819-5 7122-4149 ○ ○ ○ ○

東
　
部
　
地
　
区

31…八三電機うめさと店 大殿井150-207 7122-8830 ○ ○ ○ ○ ○

32…スーパーかわた 大殿井150-210 7124-1311 ○

33…中央コントロールサービス 鶴奉325 7124-7161 ○

34…イオンノア店 中根36-1 7122-8100 ○ ○ ○ ※ ○

35…三近 中根38-19 7124-2310 ○

36…パルシステム千葉のだ中根店 中根193 7125-5589 ◎ ○

37…おおつか電器 宮崎133-35 7125-6171 ○ ○ ○ ○

38…ミナミ電機店 宮崎134 7122-3406 ○ ○

39…のだリカーズ宮崎商店 宮崎134-1 7122-4859 ○ ○

40…コスモス環境サービス 目吹1529-1 7121-0077 ○ ○ ◎ ○

41…藤屋酒店 柳沢299 7125-3785 ○ ◎

42…やましろや酒店 横内61-7 7122-1314 ○

公共施設、ごみ減量協力店、家電リサイクル協力店一覧
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● “◎” in the column for “Trays” indicates that both white and colored trays are collected.
● For plastic PET bottles, “◎” means plastic PET bottle caps are also collected; “○” means collection of plastic PET bottles only; “※” means only 
plastic PET bottle caps.
● Please ask the specific home appliance recycling cooperating shop about the categories it handles and about its fees.
● Inquiries are handled in Japanese. If you do not speak Japanese, please ask someone who does to make the call for you.
Note: Excerpt from the Japanese edition of How to Dispose of Garbage and Recyclable Resources.

Cooperating shop/facility Address

Telephone 
number

Note: When calling 
from a mobile 
phone, please dial 
the prefix “04” first.

Tray collection

Paper carton collection

Alum
inum

 can collection

Plastic PET bottle collection

Fluorescent light collection

Dry-cell battery collection

Rechargeable battery collection

Button-type battery collection

M
ercury therm

om
eter/blood 

pressure m
easuring devices

Hom
e appliance recycling 

cooperating shop

N
anbu D

istrict

43 Inageya Noda Mizuki-ten 2-12 Mizuki 7121-2101 ○ ○ ○

44 DCM Homac Noda Mizuki-ten 3-1 Mizuki 7121-2788 ○

45 Yuzawa Denki 1381-3 Yamazaki 7124-6382 ○ ○

46 Fuji Kaden 1515-8 Yamazaki 7125-0726 ○ ○

47 Yamamoto Denki Fujita-ten 1615-17 Yamazaki 7124-2606 ○ ○

48 Denka Center Koda 1672 Yamazaki 7122-6551 ○ ○

49 Okada Denki 1754 Yamazaki 7122-5046 ○ ○ ○ ○

50 Yuden 1840-11 Yamazaki 7125-2577 ○ ○

51 Sakata Denki 2535-7 Yamazaki 7124-2545 ○ ○

52 Shibata Denki 2632 Yamazaki 7125-0770 ○ ○

H
okubu D

istrict

53 Takahashi Shoten 675-2 Iwana 7122-1682 ○ ○

54 Tanabe Denki Kawama-ten 2011-3 Iwana 7129-2222 ○ ○

55 Yorkmart Noda Kawama Minami-ten 13-1 Kasugacho 7129-0611 ◎ ○ ◎

56 Max Valu Noda Nanakodai-ten 4-2 Nanakodai 7128-1122 ◎ ○ ○ ○

57 Osakiya 377-3 Nanakodai 7129-3626 ○

58 Nishimura Shoji 385 Nanakodai 7129-3008 ○

Kaw
am

a District

59 Ebina Denki Kawama-ten 70-7 Osaki 7129-6024 ○ ○ ○ ○

60 Okuma Denki 811-35 Osaki 7129-1811 ○ ○ ○ ○

61 Masunao Denki Kawama-ten 837-59 Osaki 7129-2100 ○ ○ ○ ○

62 Katsuta Denki 901 Osaki 7129-3236 ○ ○ ○ ○

Fukuda 
District 63 Azumaya Saketen 137-1 Mitsubori 7138-0353 ○

Sekiyado D
istrict

64 Totsuka Shoten 285 Kashiwadera 7196-0050 ○

65 Sakasai Denki 1650-3 Kimagase 7198-2080 ○ ○ ○ ○

66 Mogi Denki 1754 Kimagase 7198-0349 ○ ○ ○ ○

67 Ebina Denki Sekiyado Naoi-ten 2680-5 Kimagase 7198-1297 ○ ○ ○ ○

68 Sakae Shoji 3114-1 Kimagase 7198-7456 ○

69 Daily Mart Tajimaya 3186 Kimagase 7198-0210 ○ ○

70 Onuma 3194-5 Kimagase 7198-0220 ○ ○

71 Zennisshoku Chain Onumaya 4015 Kimagase 7198-0216 ○ ○

72 Cosmos Sekiyado-ten (Furuya Saketen) 5044 Kimagase 7198-2209 ○ ○ ○

73 Seven Eleven Sekiyado Kimagase Minami-ten 6192-1 Kimagase 7198-8910 ○ ◎ ○ ○ ○ ○

74 Wada Shoten 9351 Kimagase 7198-0241 ○

75 Inden Store 1181-11 Kirigasaku 7196-2054 ○ ○ ○

76 Tamura Shoten 261 Kobuuchi 7198-4302 ○

77 Okada Shoten 1597 Kobuuchi 7196-2060 ※ ○

78 Kurose Denki Shokai 270 Sekiyado-Daimachi 7196-0347 ○ ○

79 Saito Shoten 2594 Sekiyado-Daimachi 7196-0120 ○ ○ ○ ○

80 Kamahan Shoten 100 Sekiyado-Motomachi 7196-2200 ○ ○ ○ ○

81 Tashiro Shinbunten 1-13-8 Namiki 7198-1851 ○ ○ ○

82 Sato Denkiten 496-6 Nittado 7196-1986 ○ ○ ○ ○

83 Family Mart Noda Futakawa-ten 579 Nittado 7196-3211 ○ ○ ○ ○ ○

84 Futakawaya Shoten 678 Nittado 7196-0018 ○ ○ ○

85 Onoya 78-2 Higashigoya 7196-0095 ○ ○ ○ ○

86 Living Shop Akiyama 50-4 Higashi-Hoshubana 7198-0037 ○

87 Sakae Tokei Denkiten 97-6 Higashi-Hoshubana 7198-0134 ○ ○ ○ ○

88 Palm Wing Honda 116-2 Higashi-Hoshubana 7198-0126 ○ ○ ○ ○

89 Tairaya Hoshubana-ten 126-1 Higashi-Hoshubana 7120-6711 ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

90 Eco’s Sekiyado-ten 321 Higashi-Hoshubana 7198-3111 ◎ ○ ○ ◎ ○ ○
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●トレイ回収欄の◎は白色と色付きトレイの回収を表します。
●ペットボトル回収欄について　◎はペットボトルとペットボトルキャップの回収、○はペットボトルのみの回収、※はペットボトルキャップのみの回収を表します。
●家電リサイクル協力店の取扱品目・費用などは協力店にお問い合わせください。
●お問い合わせは日本語でお願いします。日本語がわからない場合は話せる方にお願いしてください。
※日本語版啓発冊子「ごみの出し方　資源の出し方」から一部抜粋

協　力　店　名 住　　所

電話番号
※携帯電話から掛け
る際は先頭に04を付
けてください。

ト
レ
イ
回
収

紙
パ
ッ
ク
回
収

ア
ル
ミ
缶
回
収

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
回
収

蛍
光
管
回
収

乾
電
池
回
収

充
電
式
電
池
回
収

ボ
タ
ン
電
池
回
収

水
銀
の
体
温
計
・
血
圧
計

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
協
力
店

南
　
　
部
　
　
地
　
　
区

43…いなげや野田みずき店 みずき二丁目12 7121-2101 ○ ○ ○

44…ＤＣＭホーマック野田みずき店 みずき三丁目1 7121-2788 ○

45…ユザワ電器 山崎1381-3 7124-6382 ○ ○

46…フジ家電 山崎1515-8 7125-0726 ○ ○

47…山本電機フジタ店 山崎1615-17 7124-2606 ○ ○

48…電化センターコウダ 山崎1672 7122-6551 ○ ○

49…おかだ電機 山崎1754 7122-5046 ○ ○ ○ ○

50…ユーデン 山崎1840-11 7125-2577 ○ ○

51…坂田電機 山崎2535-7 7124-2545 ○ ○

52…シバタ電機 山崎2632 7125-0770 ○ ○

北
部
地
区

53…高橋商店 岩名675-2 7122-1682 ○ ○

54…田辺電機川間店 岩名2011-3 7129-2222 ○ ○

55…ヨークマート野田川間南店 春日町13-1 7129-0611 ◎ ○ ◎

56…マックスバリュ野田七光台店 七光台4-2 7128-1122 ◎ ○ ○ ○

57…尾崎屋 七光台377-3 7129-3626 ○

58…西村商事 七光台385 7129-3008 ○

川
間
地
区

59…エビナ電気川間店 尾崎70-7 7129-6024 ○ ○ ○ ○

60…オオクマデンキ 尾崎811-35 7129-1811 ○ ○ ○ ○

61…マスナオ電器川間店 尾崎837-59 7129-2100 ○ ○ ○ ○

62…勝田電気 尾崎901 7129-3236 ○ ○ ○ ○
福
田

地
区 63…東屋酒店 三ツ堀137-1 7138-0353 ○

関
　
宿
　
地
　
区

64…戸塚商店 柏寺285 7196-0050 ○

65…サカサイ電機 木間ケ瀬1650-3 7198-2080 ○ ○ ○ ○

66…もぎ電器 木間ケ瀬1754 7198-0349 ○ ○ ○ ○

67エビナ電気関宿直井店 木間ケ瀬2680-5 7198-1297 ○ ○ ○ ○

68…栄商事 木間ケ瀬3114-1 7198-7456 ○

69…デイリーマートタジマヤ 木間ケ瀬3186 7198-0210 ○ ○

70…オヌマ 木間ケ瀬3194-5 7198-0220 ○ ○

71…全日食チェーン小沼屋 木間ケ瀬4015 7198-0216 ○ ○

72…コスモス関宿店（古矢酒店） 木間ケ瀬5044 7198-2209 ○ ○ ○

73…セブンイレブン関宿木間ケ瀬南店 木間ケ瀬6192-1 7198-8910 ○ ◎ ○ ○ ○ ○

74…和田商店 木間ケ瀬9351 7198-0241 ○

75…いんでんストアー 桐ケ作1181-11 7196-2054 ○ ○ ○

76…田村商店 古布内261 7198-4302 ○

77…岡田商店 古布内1597 7196-2060 ※ ○

78…黒瀬電気商会 関宿台町270 7196-0347 ○ ○

79…斉藤商店 関宿台町2594 7196-0120 ○ ○ ○ ○

80…釜半商店 関宿元町100 7196-2200 ○ ○ ○ ○

81…田代新聞店 なみき一丁目13-8 7198-1851 ○ ○ ○

82…サトー電器店 新田戸496-6 7196-1986 ○ ○ ○ ○

83…ファミリーマート野田二川店 新田戸579 7196-3211 ○ ○ ○ ○ ○

84…二川屋商店 新田戸678 7196-0018 ○ ○ ○

85…大野屋 東高野78-2 7196-0095 ○ ○ ○ ○

86…リビングショップ秋山 東宝珠花50-4 7198-0037 ○

87…さかえ時計電機店 東宝珠花97-6 7198-0134 ○ ○ ○ ○

88…パームウイングホンダ 東宝珠花116-2 7198-0126 ○ ○ ○ ○

89…ＴＡＩＲＡＹＡ宝珠花店 東宝珠花126-1 7120-6711 ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

90…エコス関宿店 東宝珠花321 7198-3111 ◎ ○ ○ ◎ ○ ○
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List of shops that sell designated garbage bags 
and oversized garbage handling tickets

District Handling shop Address Telephone no. Free garbage 
bags

Garbage bags for a fee 
(20 ℓ, 30 ℓ, 40ℓ)

Oversized 
garbage

C
huo D

istrict

1 Yasumi Beikokuten 632 Kamihanawa 7122-3039 ○ ○ ○

2 Uoyoshi Shoten 1393 Kamihanawa 7122-2720 ○ ○ ○

3 Miyazawa Shoten 16-9 Kamihanawa-Shinmachi 7124-2691 ○ ○ ○

4 Drugstore Seki Sakuranosato-ten 1-2-4 Sakuranosato 7120-3200 ○ ○

5 Beisia Noda Sakuranosato-ten 2-1 Sakuranosato 7126-1000 ○ ○

6 Yamatoya Shokudo 110 Shimizu 7122-0246 ○ ○

7 Yac’s Drug Noda-ten 117-3 Shimizu 7121-1786 ○ ○

8 Kawakami Shoten 171 Shimizu 7122-2841 ○ ○

9 Nagahori Shoten 268 Shimizu 7123-3101 ○ ○

10 Sake-no Tamaya 415 Shimizu 7122-2777 ○ ○ ○

11 Hatano Shoten 436 Shimizu 7122-2082 ○ ○

12 Family Mart Shimizukoen-Higashi-ten 1-10-2 Shimizukoen-Higashi 7126-1673 ○ ○

13 Sugi Drug Noda Tsutsumino-ten 1-1-2 Tsutsumino 7126-1560 ○ ○

14 Yaoko Noda Tsutsumino-ten 1-1-3 Tsutsumino 7126-1511 ○ ○

15 Takahashi Shoten 66-5 Nakanodai 7125-2048 ○ ○

16 Family Mart Noda Nakanodai-ten 104-1 Nakanodai 7126-2675 ○ ○

17 Okatomo 197 Nakanodai 7122-3165 ○ ○

18 Package Plaza Nakaosa 383 Nakanodai 7125-5591 ○ ○ ○

19 Sugisaki Tobacco-ten 839 Nakanodai 7124-0101 ○ ○

20 Sunkus Noda Nakacho-ten 347 Noda 7126-5396 ○ ○ ○

21 Comodi-iida Noda-ten 404 Noda 7126-3221 ○ ○

22 Nishikiya Saketen 553 Noda 7122-2722 ○ ○ ○

23 Yonekawa Bunguten 694-4 Noda 7125-7136 ○ ○

24 Sundrug Noda-ten 721-2 Noda 7125-5126 ○ ○

25 White Kyubin Fukuda-ten 773-2 Noda 7122-4395 ○ ○

26 Shimizuya Shokuryohin-ten 785 Noda 7122-2757 ○ ○ ○

27 Seven Eleven Noda Atago-ten 836-6 Noda 7126-5770 ○ ○

Tobu D
istrict

28 Noda Donkey 83-9 Odonoi 7124-8250 ○ ○

29 Super Kawata 150-210 Odonoi 7124-1311 ○ ○ ○

30 Terada Shoji 586-34 Tsuruho 7124-3749 ○ ○

31 Sunkus Noda Nakane-ten 6-9 Nakane 7126-2351 ○ ○ ○

32 Sugai Shoten 21 Nakane 7122-3258 ○ ○ ○

33 Aeon Noa-ten 36-1 Nakane 7122-8100 ○ ○

34 Sankin 38-19 Nakane 7124-2310 ○ ○ ○

35 Yamazaki Shop Yoshioka 55-9 Nakane 7124-9141 ○ ○

36 Seki Shoten 140-126 Nakane 7124-5680 ○ ○ ○

37 Pal System Chiba Noda Nakane-ten 193 Nakane 7125-5589 ○ ○ ○

38 Create SD Noda Miyazaki-ten 45-2 Miyazaki 7126-2271 ○ ○

39 Seven Eleven Noda Miyazaki Shogakkomae-ten 45-2 Miyazaki 7123-7253 ○ ○ ○

40 Drugstore Matsumotokiyoshi Noda Miyazaki-ten 56-36 Miyazaki 7126-5585 ○ ○

41 Family Mart Noda Miyazaki-ten 123-10 Miyazaki 7126-4880 ○ ○

42 Noda Liquors Miyazaki Shoten 134-1 Miyazaki 7122-4859 ○ ○

43 Seven Eleven Noda Miyazaki-ten 146-11 Miyazaki 7121-5875 ○ ○

44 Shibuya Shoten 1475 Mefuki 7125-4743 ○ ○

45 Cleaning Taiyosha 5 Yanagisawa 7124-3710 ○ ○ ○

46 Belc Noda Yanagisawa-ten 24-34 Yanagisawa 7126-7500 ○ ○

47 Trial Noda-ten 75-11 Yanagisawa 7125-7707 ○ ○

48 Fujiya Saketen 299 Yanagisawa 7125-3785 ○ ○

49 Arai Shoten 323-3 Yanagisawa 7122-6363 ○ ○ ○

50 Yamashiroya Saketen 61-7 Yokouchi 7122-1314 ○ ○

Nanbu District

51 Keiyo D2 Noda-ten 316 Tsutsumine 7125-3775 ○ ○ ○

52 Drugstore Matsumotokiyoshi Noda Hanai-ten 197 Hanai 7126-2600 ○ ○

53 DCM Homac Noda Mizuki-ten 3-1 Mizuki 7121-2788 ○ ○
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指定ごみ袋・粗大ごみ処理券取扱店一覧
地…

区 取　扱　店　名 住　　所 電話番号 ごみ袋無料 ごみ袋有料
20ℓ・30ℓ・40ℓ

粗大
ごみ

中
　
　
央
　
　
地
　
　
区

1…八角米穀店 上花輪632 7122-3039 ○ ○ ○

2…魚吉商店 上花輪1393 7122-2720 ○ ○ ○

3…宮沢商店 上花輪新町16-9 7124-2691 ○ ○ ○

4…ドラックストアセキ桜の里店 桜の里一丁目2-4 7120-3200 ○ ○

5…ベイシア野田さくらの里店 桜の里二丁目1 7126-1000 ○ ○

6…やまとや食堂 清水110 7122-0246 ○ ○

7…ヤックスドラッグ野田店 清水117-3 7121-1786 ○ ○

8…川上商店 清水171 7122-2841 ○ ○

9…長堀商店 清水268 7123-3101 ○ ○

10…酒の玉屋 清水415 7122-2777 ○ ○ ○

11…秦野商店 清水436 7122-2082 ○ ○

12…ファミリーマート清水公園東店 清水公園東1-10-2 7126-1673 ○ ○

13…スギドラッグ野田つつみ野店 つつみ野一丁目1-2 7126-1560 ○ ○

14…ヤオコー野田つつみ野店 つつみ野一丁目1-3 7126-1511 ○ ○

15…高橋商店 中野台66-5 7125-2048 ○ ○

16…ファミリーマート野田中野台店 中野台104-1 7126-2675 ○ ○

17…岡友 中野台197 7122-3165 ○ ○

18…パッケージプラザ　ナカオサ 中野台383 7125-5591 ○ ○ ○

19…杉崎たばこ店 中野台839 7124-0101 ○ ○

20…サンクス野田仲町店 野田347 7126-5396 ○ ○ ○

21…コモディイイダ野田店 野田404 7126-3221 ○ ○

22…錦屋酒店 野田553 7122-2722 ○ ○ ○

23…米川文具店 野田694-4 7125-7136 ○ ○

24…サンドラッグ野田店 野田721-2 7125-5126 ○ ○

25…ホワイト急便福田店 野田773-2 7122-4395 ○ ○

26…清水屋食料品店 野田785 7122-2757 ○ ○ ○

27…セブンイレブン野田愛宕店 野田836-6 7126-5770 ○ ○

東
　
　
　
　
　
部
　
　
　
　
　
地
　
　
　
　
　
区

28…野田ドンキー 大殿井83-9 7124-8250 ○ ○

29…スーパーかわた 大殿井150-210 7124-1311 ○ ○ ○

30…テラダ商事 鶴奉586-34 7124-3749 ○ ○

31…サンクス野田中根店 中根6-9 7126-2351 ○ ○ ○

32…菅井商店 中根21 7122-3258 ○ ○ ○

33…イオンノア店 中根36-1 7122-8100 ○ ○

34…三近 中根38-19 7124-2310 ○ ○ ○

35…ヤマザキショップ吉岡 中根55-9 7124-9141 ○ ○

36…関商店 中根140-126 7124-5680 ○ ○ ○

37…パルシステム千葉のだ中根店 中根193 7125-5589 ○ ○ ○

38…クリエイトエス・ディー野田宮崎店 宮崎45-2 7126-2271 ○ ○

39…セブンイレブン野田宮崎小学校前店 宮崎45-2 7123-7253 ○ ○ ○

40…ドラッグストアマツモトキヨシ野田宮崎店 宮崎56-36 7126-5585 ○ ○

41…ファミリーマート野田宮崎店 宮崎123-10 7126-4880 ○ ○

42…のだリカーズ宮崎商店 宮崎134-1 7122-4859 ○ ○

43…セブンイレブン野田宮崎店 宮崎146-11 7121-5875 ○ ○

44…シブヤ商店 目吹1475 7125-4743 ○ ○

45…クリーニング大洋舎 柳沢5 7124-3710 ○ ○ ○

46…ベルク野田柳沢店 柳沢24-34 7126-7500 ○ ○

47…トライウェル野田店 柳沢75-11 7125-7707 ○ ○

48…藤屋酒店 柳沢299 7125-3785 ○ ○

49…新井商店 柳沢323-3 7122-6363 ○ ○ ○

50…やましろや酒店 横内61-7 7122-1314 ○ ○

南
部
地
区

51…ケーヨーデイツー野田店 堤根316 7125-3775 ○ ○ ○

52…ドラッグストアマツモトキヨシ野田花井店 花井197 7126-2600 ○ ○

53…DCMホーマック野田みずき店 みずき三丁目1 7121-2788 ○ ○
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District Handling shop Address Telephone no. Free garbage 
bags

Garbage bags for a fee 
(20 ℓ, 30 ℓ, 40ℓ)

Oversized 
garbage

N
anbu D

istrict

54 Seven Eleven Noda Owada-Danchi-ten 1291-5 Yamazaki 7122-3338 ○ ○

55 Ito Saketen 1331-79 Yamazaki 7125-6255 ○ ○ ○

56 Seven Eleven Noda Yamazaki-ten 1560-2 Yamazaki 7123-7710 ○ ○

57 Lawson Store 100 Noda Yamazaki-ten 2258-1 Yamazaki 7126-1299 ○ ○

58 Uomon Store 2631 Yamazaki 7123-0011 ○ ○ ○

59 NYDS Noda Suminoya-ten 2639-8 Yamazaki 7122-0583 ○ ○

60 Kusuri-no Fukutaro Noda Yamazaki-ten 1-12 Yamazaki-Shinmachi 7121-3929 ○ ○

61 Sato Nenryoten 5-14 Yamazaki-Shinmachi 7122-1463 ○ ○

H
okubu D

istrict

62 Sake & Kome Nakataya 2009-2 Iwana 7129-6677 ○ ○ ○

63 Drugstore Matsumotokiyoshi Kawama Minamiguchi-ten 1-26-5 Iwana 7127-2225 ○ ○

64 Sawaraya Saketen 2-32-9 Iwana 7129-7511 ○ ○

65 Drugstore Seki Iwana-ten 2-43-5 Iwana 7127-6100 ○ ○

66 Lawson Noda Iwana Nichome-ten 2-44-1 Iwana 7127-0701 ○ ○

67 Yorkmart Noda Kawama-Minami-ten 13-1 Kasugacho 7129-0611 ○ ○

68 Shop Kasuga 14-13 Kasugacho 7127-0331 ○ ○ ○

69 Nabekura Shoten 19-8 Kasugacho 7129-7608 ○ ○ ○

70 Max Valu Noda Nanakodai-ten 4-2 Nanakodai 7128-1122 ○ ○

71 Royal Homecenter Noda-ten 4-2 Nanakodai 7127-8777 ○ ○

72 Miyazawa Shoten 9 Nanakodai 7129-3916 ○ ○ ○

73 Nakamura Kometen 427 Nanakodai 7129-3987 ○ ○ ○

74 Seven Eleven Noda Yatsu-ten 1345-2 Yatsu 7120-8180 ○ ○

Kaw
am

a D
istrict

75 Family Mart Noda Kawama-Kita-ten 255-1 Osaki 7129-0210 ○ ○

76 Kuramochi Saketen (Sake-no Kuramochi Kawama-ten) 307 Osaki 7129-5570 ○ ○

77 Matsuoka Saketen 807-10 Osaki 7129-1361 ○ ○

78 Fukai Shoten 815-5 Osaki 7129-3815 ○ ○

79 Tairaya Kawama-ten 853-1 Osaki 7127-7311 ○ ○

80 Fukai 1656 Osaki 7129-4038 ○ ○

81 Marugikuya 1-11 Hinodecho 7129-8090 ○ ○ ○

82 Shimada Yakkyoku 19-15 Hinodecho 7129-5554 ○ ○

Fukuda D
istrict

83 Noda Kogyo Danchi Kyodo Kumiai 227 Kami-Sangao 7125-2191 ○ ○

84 Okubo Shoten 2096 Kinosaki 7138-1515 ○ ○ ○

85 Drugstore Matsumotokiyoshi Green Park-ten 424-46 Nishi-Sangao 7138-2888 ○ ○

86 Azumaya Saketen 137-1 Mitsubori 7138-0353 ○ ○ ○

87 Seven Eleven Noda Futatsuka-ten 139-10 Futatsuka 7125-0064 ○ ○

Sekiyado D
istrict

88 Furusawa Shoten 125 Oyanoi 7196-2871 ○ ○

89 Welcia Noda Sekiyado-ten 675-1 Kimagase 7198-5680 ○ ○

90 Marufuku Shoten 2077-3 Kimagase 7198-0012 ○ ○ ○

91 Daily Mart Tajimaya 3178 Kimagase 7198-0210 ○ ○ ○

92 Onuma 3194-5 Kimagase 7198-0220 ○ ○ ○

93 Zennisshoku Chain Onumaya 4015 Kimagase 7198-0216 ○ ○ ○

94 Yac’s Drug Sekiyado-ten 4934-1 Kimagase 7120-4620 ○ ○

95 Sakasai Seika 5890 Kimagase 7198-1428 ○ ○

96 Okayasu Shoten 863-1 Kirigasaku 7196-0041 ○ ○ ○

97 Okada Shoten 1597 Kobuuchi 7196-2060 ○ ○

98 Saito Shoten 2594 Sekiyado-Daimachi 7196-0120 ○ ○ ○

99 Komeri H&G Sekiyado-ten 153-1 Namiki 7120-4725 ○ ○

100 Joy Foods Sekiyado Namiki-ten 2-1-5 Namiki 7198-1131 ○ ○

101 Futakawaya Shoten 678 Nittado 7196-0018 ○ ○

102 Seki Shokuhin 62 Higashi-Goya 7196-1266 ○ ○

103 Tairaya Hoshubana-ten 126-1 Higashi-Hoshubana 7120-6711 ○ ○

104 Eco’s Sekiyado-ten 321 Higashi-Hoshubana 7198-3111 ○ ○

Outside of 
Noda City

105 Aeon Kasukabe-ten 420-1 Shimoyanagi, Kasukabe-shi 048-718-3900 ○ ○

106 Super Vivahome Kasukabe-ten 769-1 Shimoyanagi, Kasukabe-shi 048-718-0181 ○ ○

● When calling a shop in Noda City from a mobile phone, please dial the prefix “04” first.
● Inquiries are handled in Japanese. If you do not speak Japanese, please ask someone who does to make the call for you. 
Note: Excerpt from the Japanese edition of How to Dispose of Garbage and Recyclable Resources.
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地…

区 取　扱　店　名 住　　所 電話番号 ごみ袋無料 ごみ袋有料
20ℓ・30ℓ・40ℓ

粗大
ごみ

南
　
　
部
　
　
地
　
　
区

54…セブンイレブン野田大和田団地店 山崎1291-5 7122-3338 ○ ○

55…伊藤酒店 山崎1331-79 7125-6255 ○ ○ ○

56…セブンイレブン野田山崎店 山崎1560-2 7123-7710 ○ ○

57…ローソンストア100野田山崎店 山崎2258-1 7126-1299 ○ ○

58…うおもんストア 山崎2631 7123-0011 ○ ○ ○

59…ＮＹＤＳ野田寿美野屋店 山崎2639-8 7122-0583 ○ ○

60…くすりの福太郎野田山崎店 山崎新町1-12 7121-3929 ○ ○

61…佐藤燃料店 山崎新町5-14 7122-1463 ○ ○

北
　
　
部
　
　
地
　
　
区

62…酒＆米なかた屋 岩名2009-2 7129-6677 ○ ○ ○

63…ドラッグストアマツモトキヨシ川間南口店 岩名一丁目26-5 7127-2225 ○ ○

64…佐原屋酒店 岩名二丁目32-9 7129-7511 ○ ○

65…ドラッグストアセキ岩名店 岩名二丁目43-5 7127-6100 ○ ○

66…ローソン野田岩名二丁目店 岩名二丁目44-1 7127-0701 ○ ○

67…ヨークマート野田川間南店 春日町13-1 7129-0611 ○ ○

68…ショップ春日 春日町14-13 7127-0331 ○ ○ ○

69…ナベクラ商店 春日町19-8 7129-7608 ○ ○ ○

70…マックスバリュ野田七光台店 七光台4-2 7128-1122 ○ ○

71…ロイヤルホームセンター野田店 七光台4-2 7127-8777 ○ ○

72…宮沢商店 七光台9 7129-3916 ○ ○ ○

73…中村米店 七光台427 7129-3987 ○ ○ ○

74…セブンイレブン野田谷津店 谷津1345-2 7120-8180 ○ ○

川
　
間
　
地
　
区

75…ファミリーマート野田川間北店 尾崎255-1 7129-0210 ○ ○

76…倉持酒店酒のクラモチ川間店 尾崎307 7129-5570 ○ ○

77…松岡酒店 尾崎807-10 7129-1361 ○ ○

78…深井商店 尾崎815-5 7129-3815 ○ ○

79…TAIRAYA川間店 尾崎853-1 7127-7311 ○ ○

80…深井 尾崎1656 7129-4038 ○ ○

81…マルギクヤ 日の出町1-11 7129-8090 ○ ○ ○

82…島田薬局 日の出町19-15 7129-5554 ○ ○

福
田
地
区

83…野田工業団地協同組合 上三ケ尾227 7125-2191 ○ ○

84…大久保商店 木野崎2096 7138-1515 ○ ○ ○

85…ドラッグストアマツモトキヨシグリーンパーク店 西三ケ尾424-46 7138-2888 ○ ○

86…東屋酒店 三ツ堀137-1 7138-0353 ○ ○ ○

87…セブンイレブン野田二ツ塚店 二ツ塚139-10 7125-0064 ○ ○

関
　
　
　
　
　
宿
　
　
　
　
　
地
　
　
　
　
　
域

88…古沢商店 親野井125 7196-2871 ○ ○

89…ウエルシア野田関宿店 木間ヶ瀬675-1 7198-5680 ○ ○

90…丸福商店 木間ヶ瀬2077-3 7198-0012 ○ ○ ○

91…デイリーマートタジマヤ 木間ヶ瀬3178 7198-0210 ○ ○ ○

92…オヌマ 木間ヶ瀬3194-5 7198-0220 ○ ○ ○

93…全日食チェーン小沼屋 木間ヶ瀬4015 7198-0216 ○ ○ ○

94…ヤックスドラッグ関宿店 木間ヶ瀬4934-1 7120-4620 ○ ○

95…逆井青果 木間ヶ瀬5890 7198-1428 ○ ○

96…岡安商店 桐ヶ作863-1 7196-0041 ○ ○ ○

97…岡田商店 古布内1597 7196-2060 ○ ○

98…斉藤商店 関宿台町2594 7196-0120 ○ ○ ○

99…コメリH&G関宿店 次木153-1 7120-4725 ○ ○

100…ジョイフーズ関宿次木店 なみき二丁目1-5 7198-1131 ○ ○

101…二川屋商店 新田戸678 7196-0018 ○ ○

102…関食品 東高野62 7196-1266 ○ ○

103…TAIRAYA宝珠花店 東宝珠花126-1 7120-6711 ○ ○

104…エコス関宿店 東宝珠花321 7198-3111 ○ ○

市
外

105…イオン春日部店 春日部市下柳420-1 048-718-3900 ○ ○

106…スーパービバホーム春日部店 春日部市下柳769-1 048-718-0181 ○ ○

●携帯電話から市内の取扱店に掛ける際は、電話番号の先頭に04を付けてください。
●お問い合わせは日本語でお願いします。日本語がわからない場合は話せる方にお願いしてください。
※日本語版啓発冊子「ごみの出し方　資源の出し方」から一部抜粋
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Map

●Recycling Center 
331 Mefuki, Tel: 04-7126-0405 

N

●

●

●
●

●
●

（    ）● Sanitation Plant (Sanitation Section 1) 
356-1 Mitsubori　Tel: 04-7138-1001 (main switchboard) 
● Recycling Service Cooperative Union 
410-2 Nishi-Sangao　Tel: 04-7123-1513 

（ ）● Kyu-Sekiyado Clean Center 
1940-1 Kobuuchi

Note: Inquiries are handled in Japanese. If you do not speak Japanese, please ask someone who does to make the call for you.
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Waterway
Dead end

To Abiko

Tone River

Prefectural Road 
Abiko-Sekiyado Road

野田市目吹
Noda City 

Mefuki

Yamazaki 
Elementary School

Noda City 
Kinosaki

目吹高根
Mefuki Takane

南部工業団地入口
Nanbu Industrial Estate Ent.

Yokouchi

Nodashi 
Sta. Ent.

Noda City 
Kinosaki

Prefectural Road Tsukuba Noda Road Mefuki Ohashi Bridge

Tobu Public Hall
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course

リサイクルセンター
Recycling Center

Noncombustible garbage

Combustible garbage

Hospital

Collection site for recyclable 
resources and small 
electrical appliances on the 
fourth Sunday of the month

至柏  To Kashiwa

東京電力新野田変電所
TEPCO Shin-Noda Electrical Substation

国道16号  National Road No. 16 至春日部��To Kasukabe

Noda Office for Motor 
Vehicle Registration and 
Inspection

Nambu Industrial Estate Fire Dept., Minami 
Branch Office

再資源化事業協同組合
Recycling Service 
Cooperative Union

Golf course

清掃工場（清掃第一課）

Sanitation plant
 (Sanitation Section 1)

福田局
Fukuda Post Office

Prefectural Road Abiko-Sekiyado Road

Shirasagi River

Collection site for recyclable resources and small electrical 
appliances on the fourth Sunday of the month

JA Futagawa 
Branch Office

二川局
Futakawa Post Office

Futakawa 
Elementary 
School

Futakawa Junior 
High School

Yasuragi-no Sato

旧関宿クリーンセンター
Kyu-Sekiyado 
Clean Center

Little League 
baseball field

● Overview map

To Sakai

To Satte

旧関宿クリーンセンター（第４日曜日資源等回収場所）
Kyu-Sekiyado Clean Center
(collection site for recyclable resources on the fourth Sunday 
of the month)

To Bando

To Kasukabe

関宿支所
Sekiyado Branch Office

至春日部
To Kasukabe

堆肥センター
Compost center

16号
National Road No. 16

利�根�川
Tone River

かわま
Kawama Sta.

のだし
Noda-shi Sta. うめさと

Umesato Sta.

リサイクルセンター
Recycling Center

再資源化事業協同組合（第４日曜日資源等回収場所）
Recycling Service Cooperative Union
(collection site for recyclable resources on the fourth Sunday of the month)

江�戸�川
Edo River

To Matsubushi

市役所
Noda City Hall

清掃工場
Sanitation Plant

至柏
To Kashiwa

To Yoshikawa

利根運河
Tone Canal

南部工業団地入口
Nanbu Industrial Estate Ent.


