
(消費税は別途となります)
NO.１

単位 単価(円) 処理方法

塩ビ系を除く廃プラスチック類で汚れていないもの ㎏ 30 破砕 事前に要相談

主に食品加工場から排出される軟質系ラップフィルム類 ㎏ 66 焼却 ビニールの中に食品残さが残らないよう分別を徹底してください。

㎏ 66 焼却 ＦＲＰは別途見積りとする。性状により価格が変動します。

㎏ 250 焼却

塗料空缶(※金属くずと廃プラスチック類の混合物) ㎏ 330 焼却

廃タイヤ　　　 ㎏ 88 焼却 タイヤの大きさ・ホイールの有無で要相談

廃バンパー 本 1,500 焼却

発泡スチロ－ル・トレー ㎏ 250 焼却 内容物やテープ等は取り除くこと。

㎏ 250 焼却

Ｌ 66 焼却 病院からでる点滴容器等

廃 酸 ㎏ 90 焼却 廃アルカリと混合しないように排出してください。

廃アルカリ アルカリ性の廃液（ｐＨ－１２．５以下のもの） (現像液) ㎏ 90 焼却 廃酸と混合しないように排出してください。

廃 油 オイル類・油の含んだ廃ウエス ㎏ 100 焼却 軽油・灯油・ガソリンは受入出来ません。

食料油、潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの ㎏ 100 焼却 性状により単価が変動しますので事前相談をお願いします。

㎏ 100 焼却

木くず パレット他 ㎏ 15 焼却 木くず以外のものが混入している場合は、受入出来ません。　

新築、改築、解体等建築工事によって生じたもの ㎏ 5 破砕 事前に要相談

㎏ 40 焼却

紙くず 建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去 ㎏ 55 焼却 但し解体建築紙については別途扱いとする。

により生じたもの）パルプ製造業、製紙業、紙加工

品製造業、新聞業、出版業、製本業印刷物加工業

繊維くず ㎏ 55 焼却

の繊維工業すから生ずる木綿くず羊毛くず等の天然

繊維くず

kg 55 焼却 造園業者などから出るもの

ゴムくず 天然ゴム製品の不要物 kg 55 焼却 （注）廃ﾀｲﾔはｺﾞﾑくずではありません。廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類です。

ゴムくずは、あくまでも天然ゴムのみです。

汚泥 ㎏ 250 焼却 性状により単価が変動しますので事前相談をお願いします。

建設業などから排出される泥状のもの ㎏ 250 焼却 含水率85%以下にして搬入してください。

自動車工場などから排出される泥状のもの ㎏ 180 焼却 事前に提出していただく成分分析表(含有試験・溶出試験) 

食品加工業などから排出される泥状のもの ㎏ 35 発酵 の分析結果が判定基準値以下のもの。　発酵後堆肥化(ﾘｻｲｸﾙ)

 (含水率85%以下のもの) 焼却 有機汚泥

動植物性残さ 食品加工業などから排出されるもの ㎏ 66 焼却 ビニール等混入しないように分別を徹底してください。

食品加工業などから排出されるもの ㎏ 35～要相談 発酵 荷姿、含水率により単価が変動します。

と畜場、食鳥処理場から排出されるもの ㎏ 200 焼却

医療機関、自動車整備工場、塗装業、建設業などから ㎏ 80 焼却

排出されるもの(金属くずと廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類との混合物)

ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄ 主に医療機関から排出されるもの ㎏ 330 焼却

及び陶磁器くず ㎏ 250 焼却

㎏ 200 焼却

火災現場から排出される木くず類 ㎏ 250 焼却 事前に提出していただく成分分析表

選別不能物 ㎏ 90～ 焼却 産廃（廃プラ・廃油）建廃（廃プラ・紙くず・木くず・繊維くず・廃油）

パソコン・プリンター 台 3,000 焼却 モニター・プリンター

台 2,000 焼却 ハードデスク・キーボード

選別不能物 ㎏ 150～要相談 焼却 可燃性混合物に金属くず・ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず混合

別途見積

動物系固形不要物

金属くず

グラスウール

燃え殻

グラスファイバー

可燃性混合物

非可燃性混合物

主に解体木くず（防腐剤入りの場合）

ムシロ・ナワ

により生じたもの）衣服その他繊維製品製造業以外

水溶性塗料

オイルエレメント(※金属くずと廃油の混合物)

から生ずる紙くず

建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去

上記以外のビニ－ル類

ウレタン・スタイロホーム

酸性の廃液（ｐＨ－２．０以上のもの） 

廃塗料（固化状のもの）

医療廃プラ 医療系廃プラスチック類
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     廃棄物の種類                     受　入　具　体　例 受　入　基　準　及　び　処　理　基　準

廃プラスチック類



(消費税は別途となります)
NO.２

単位 単価(円) 処理方法

自動車工場などから排出される油を含んだ水 ㎏ 33 油水分離 流失しない容器又は、車輌でお願いします。

自動車工場などから排出される油を含んだ土砂 ㎏ 44 油水分離 流失しない容器又は、車輌でお願いします。

自動車工場などから排出される油を含んだ水 ㎏ 33 油水分離 流失しない容器又は、車輌でお願いします。

自動車工場などから排出される油を含んだ土砂 ㎏ 44 油水分離 流失しない容器又は、車輌でお願いします。

㎏ 20 天日乾燥 流失しない容器又は、車輌でお願いします。

t 9,000 破砕 破砕後は堆肥化(ﾘｻｲｸﾙ)をします。

t 2,400 破砕 破砕後は堆肥化(ﾘｻｲｸﾙ)をします。

　特別管理産業廃棄物

積替保管 当社にて積替保管を行い、

積替保管 専門の処分場にて処理いたします。

積替保管 別途運賃いただきます。

Ｌ 150 焼却 針が貫通しないプラスチック容器等に入れてください

　収集運搬費

単位 　　　　　　　　　　受入基準及び利用方法

フレコン、ドラム缶等　種類ごとに梱包済みのもの

2.5tユニック車、６ｔクラム車、６ｔハコ車、１２tユニック車

アンビエンテ丸大回収　 台

台 当社使用車両　積載両　6m3車　8m3車　

台 当社使用車両　積載両　6m3車　8m3車　

t 9,000 破砕 破砕後は堆肥化(ﾘｻｲｸﾙ)をします。

t 2,400 破砕 破砕後は堆肥化(ﾘｻｲｸﾙ)をします。

t 15,000 破砕 破砕後は堆肥化(ﾘｻｲｸﾙ)をします。

廃木製品 廃家具等 ㎏ 5 破砕 プラスチック、鏡、金物等が付着していないもの

ホテル、飲食店、病院等から排出される生ゴミ 生ゴミ以外のものが混入しないよう分別を徹底し水分を切ること。

発酵後土壌改良剤又は土壌改良剤の原料として資源化（ﾘｻｲｸﾙ）

建設現場、水道工事（上・下水道工事）道路建設現場から 夏期5月～10月 冬期11月～4月 積込む際に

１０ｔダンプ（６㎥） 『土』『土砂』以外のものが混入しないこと。(公共物件）

８ｔダンプ（５㎥）

６ｔダンプ（４㎥）

４ｔダンプ（３㎥）

３ｔダンプ（２．５㎥）

２ｔダンプ（１．５㎥）

　　　　廃棄物の種類や状態、排出量に応じて色々とご相談させていただきます。

　　　　お気軽にお問い合わせください。

ホームページも新しくしました！ぜひ、ご覧ください！！

http://www.ambiente-m.co.jp/

㎥ 350 550 敷き均し

木の根 土が多く付着している物は別途ご相談せせていただきます。

木の枝 剪定枝・幹など

ぼさ ・刈り草

別途見積

アンビエンテ丸大回収　 台 12,000～18,000

市外 別途見積

特殊車輌　市外 大型バキュームによりる運搬 別途見積

受入基準及び利用方法

廃油

汚泥

木の枝 剪定枝・幹など

別途見積引火性廃油 引火温度70以下（シンナーなど）

    2023年度  産業廃棄物処理料金表  

2023年4月1日より適用

株式会社アンビエンテ丸大
旭川市神居町共栄４９３番地１

TEL0166-63-1511 FAX0166-63-3103

残　土

厨　芥
再生活用

    2023年度  一般廃棄物処理料金表  

   種   類

特殊車輌　市内 大型バキュームによりる運搬 60,000

収集費

市内

強酸 PH２．０以下

感染性廃棄物 病院から排出される注射針、血液付着物等

別途見積

強アルカリ PH１２．５以上 別途見積

無機汚泥 建設現場等から排出される汚泥

木の根 土が多く付着している物は別途ご相談せせていただきます。

   種   類 　　受入具体例

http://www.ambiente-m.co.jp/

