
川西市 甲賀市 ごみリスト

アイスキャンディーの棒 アイスキャンディーの棒

アイスクリームの容器・包装・ふた（紙類） アイスクリームのふた・カップ（紙製） アイスクリームの容器・包装・ふた（紙類）

アイスクリームの容器・包装・ふた（プラ類） アイスクリームのふた・カップ（プラ製） アイスクリームの容器・包装・ふた（プラ類）

アイスクリーム用使い捨てスプーン アイスノン アイスクリーム用使い捨てスプーン

アイスノン アイスピック アイスノン・アイス枕 6 並べる

アイスピック アイス枕 アイスピック

アイロン アイロン アイロン

アイロン台 アイロン台（プラ製） アイロン台（プラ製）

アイロン台（木製） アイロン台（木製）

アイロンプリントの紙 アイロンプリントの紙

アイロン用のりの容器（スプレー缶） アイロン用のりの容器（スプレー缶）

アイロン用のりの容器（プラ製） アイロン用のりの容器（プラ製）

空き缶（飲料用） 空き缶（飲料用）

空き缶（飲料用以外） 空き缶（飲料用以外）

空き缶（お茶，菓子，のり，ミルク） 空き缶（お茶，菓子，のり，ミルク）

空きびん 空きびん

アコースティックギター アコースティックギター

アコーディオンカーテン アコーディオンカーテン アコーディオンカーテン

足拭きマット 足ふきマット 足拭きマット 3 漢字優先

あぜシート あぜシート

アタッシュケース アタッシュケース アタッシュケース

アダプター（電気充電器） アダプター（AC） アダプター（電気充電器） 5 わかりやすい方優先

圧力鍋 圧力鍋

油（食用） 油（食用） 油（食用）

油（食用以外） 油（食用以外：エンジンオイル）

油（食用以外：石油・ガソリン）

油こし紙 油紙 油こし紙 5 わかりやすい方優先

油こし容器 油こし容器 油こし容器

雨合羽（レインウェア） 雨具（カッパ） 雨合羽・レインウェア・雨具 6 並べる

編み機 編み機

雨戸・網戸 雨戸（木製） 雨戸（木製）

雨戸（木製以外） 雨戸（金属製）

網戸のアミ（金属製） 網戸のアミ（金属製）

網戸のアミ（プラ製） 網戸の網部分（ナイロン製） 網戸のアミ（プラ製）

網戸の枠部分 網戸の枠部分

アミ・ネット（タマネギ・ミカンなど） 網袋（プラ製） アミ・ネット（タマネギ・ミカンなど） 5 わかりやすい方優先

アルカリ乾電池 アルカリ乾電池

アルバム アルバム アルバム

アルミ製ガスレンジ用フェンス アルミガード（台所用） アルミガード（台所用） 5 わかりやすい方優先

アルミ缶（飲料用） アルミ缶（飲料用）

アルミ缶（飲料用以外） アルミ缶（飲料用以外）

アルミコーティング袋（菓子・レトルト食品用） アルミコーティング袋（菓子・レトルト食品用）

アルミサッシ アルミサッシ アルミサッシ

アルミ鍋 アルミ鍋

アルミ箔鍋（うどん・ラーメンなど） アルミ箔鍋（うどん・ラーメンなど）

アルミホイール（車用） アルミホイール（車輌用） アルミホイール（車用） 5 一般に使う言葉優先

アルミホイル・アルミ箔 アルミホイル（アルミ箔） アルミホイル・アルミ箔 6 並べる

アルミホイルの紙箱・芯 アルミホイルの紙箱・芯

アルミホイルの容器・カッター部分（紙製） アルミホイルの容器・カッター部分（紙製）

アルミホイルの容器・カッター部分（金属製） アルミホイルの容器・カッター部分（金属製）

泡立て器 泡立て器（金属製） 泡立て器（金属製） 1
泡立て器（プラ製） α
泡立て器（木製） α

アンカ アンカ

安全靴 安全靴 安全靴

安全ピン 安全ピン

アンテナ（CS・BSを含む） アンテナ（CS・BSを含む）
アンプ アンプ（ステレオ） アンプ（ステレオ） 5 わかりやすい方優先

あんま器(椅子型） あんま機 あんま器(椅子型）
あんま器（マッサージャー） あんま器（マッサージャー）

育苗箱 育苗箱

囲碁盤（鉱物製） 囲碁盤（鉱物製）

囲碁盤（プラ製） 囲碁盤（プラ製）

囲碁盤（木製） 囲碁盤（木製）

石 石 石

石うす 石うす

衣装ケース(紙製） 衣装ケース(紙製）
衣装ケース（金属製・プラ製） 衣装ケース（金属製） 衣装ケース（金属製）

衣装ケース（プラ製） 衣装ケース（プラ製）

衣装ケース（木製） 衣装ケース（木製）

移植コテ 移植コテ

椅子 いす（金属製） いす（金属製）

いす（プラ製） いす（プラ製）

いす（木製） いす（木製）

板ガラス 板ガラス

イチゴのパック イチゴのパック

イチゴのパックの上のラップフィルム イチゴのパックの上のラップフィルム

一斗缶 一斗缶（飲料用） 一斗缶（飲料用）

一斗缶（飲料用以外） 一斗缶（飲料用以外）

一輪車（遊具） 一輪車（スポーツ用） 一輪車（遊具，スポーツ用） 6 あわせた

一升ビン 一升びん（酒） 一升びん（酒） 5 わかりやすい方優先

一升びんのふた（金属製） 一升びんのふた（金属製）

一升びんのふた（プラ製） 一升びんのふた（プラ製）

糸 糸

犬小屋 犬小屋（金属製） 犬小屋（金属製）

犬小屋（プラ製） 犬小屋（プラ製） 1 分別の細かい記載のものを優先

犬小屋（木製） 犬小屋（木製）

犬・猫トイレ用の砂（紙製などの可燃性のもの） 犬・猫トイレ用の砂（紙製などの可燃性のもの）

犬・猫トイレ用の砂（粘土・砂・鉱物製） α
犬猫の糞（ペットのみ） 犬猫の糞（ペットのみ）

鋳物鍋（取っ手付きも含む） 鋳物鍋（取っ手付きも含む）

医薬品容器 医薬品容器（紙製）

医薬品容器（プラ製） 1 分別の細かい記載のものを優先

医薬品容器（ガラス製）

イヤホーン イヤホン イヤホン 5 一般に使う言葉優先

医療廃棄物（鋭利なもの，感染性のあるもの） 医療廃棄物（鋭利なもの，感染性のあるもの）

衣類 衣類

衣類乾燥機 衣類乾燥機 衣類乾燥機

入れ歯 入れ歯 入れ歯

入れ歯接着剤のチューブ 入れ歯接着剤のチューブ

色紙（いろがみ） 色紙（いろがみ）

色付きペットボトル 色付きペットボトル

印鑑（鉱物製） 印鑑（鉱物製）

印鑑（プラ製） 印鑑（プラ製）

7 分けて表記

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

分類規則

7 分けて表記

1，7,α
雨戸・網戸を分ける．

それぞれ細かい記載のものを優先
木製以外を金属製に

2 該当範囲の広い方優先

1 分別の細かい記載のものを優先
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印鑑（木製） 印鑑（木製）

インクカートリッジ（インクリボン） インクリボン・インクカートリッジ（プリンター用） インクリボン・インクカートリッジ（プリンター用） 5 わかりやすい方優先

インスタント食品の袋，容器 インスタント食品の袋，容器

インターホン インターホン

インラインスケート インラインスケート

ウイスキーのビン ウイスキーのビン

ウインドサーフィンボード ウインドサーフィン ウインドサーフィンボード 5 わかりやすい方優先

ウインドタイプのエアコン（室外機・リモコン含む） ウインドタイプのエアコン（室外機・リモコン含む）

ウインドファン ウインドファン

ウインドブレーカー ウインドブレーカー

植木台（金属製） 植木台（金属製）

植木台（プラ製） 植木台（プラ製）

植木台（木製） 植木台（木製）

植木（苗）ポッド 植木（苗）ポッド

植木の葉 植木の枝葉 植木の枝葉 2 該当範囲の広い方優先

植木鉢（陶磁器製） 植木鉢（陶器製） 植木鉢（陶磁器製） 8 「陶磁器」に統一

植木鉢（プラ製） 植木鉢（プラ製） 植木鉢（プラ製）

植木鉢（木製）

植木用支柱（金属製） 植木用支柱（金属製）

植木用支柱（竹・木製） 植木用支柱（竹・木製）

植木用支柱（プラ製） 植木用支柱（プラ製）

ウエットスーツ ウエットスーツ ウエットスーツ

ウォーキングマシーン ウォーキングマシーン

ウォシュレット ウォシュレット

浮き輪 浮き輪

うす うす（石製） うす（石製）

うす（木製） うす（木製）

うちわ（木・紙・竹等の複合品） うちわ（木・紙・竹等の複合品）

うちわ（プラ製） うちわ（プラ製）

腕時計 腕時計 腕時計

乳母車（金属製） 乳母車（金属製）

乳母車（木製） 乳母車（木製）

梅干しの種 梅干しの種

羽毛ふとん 羽毛ふとん

ウレタンマット ウレタンマット

上履き 上履き

運動靴 運動靴 運動靴

エアコン エアコン（室外機・リモコン含む） エアコン（室外機・リモコン含む） 5 わかりやすい方優先

エアロバイク エアロバイク

映写機 映写機

液晶（プラズマ）テレビ 液晶（プラズマ）テレビ

液晶ディスプレイ（パソコン用） 液晶ディスプレイ（パソコン用）

エキスパンダー エキスパンダー

枝（長さ40ｃｍ未満・直径5ｃｍ未満） 枝類 枝類 8 市によって違うので長さ分けしない

枝（直径5ｃｍ以上15ｃｍ未満） 枝切りばさみ 枝切りばさみ

枝（直径15ｃｍ以上） エタノール(容器も含む）
エタノール(容器も含む） 絵の具（金属製チューブ） 絵の具（金属製チューブ）

絵の具のチューブ 絵の具（プラ製チューブ） 絵の具（プラ製チューブ）

エプロン エプロン

絵本 絵本

MD（ケースを含む） MDケース（プラ製） MDケース（プラ製）
MDディスク MDディスク

MDプレーヤー（MDコンポ） MDプレイヤー MDプレーヤー（MDコンポ） 2 該当範囲の広い方優先

MO MO
エレキギター エレキギター

エレクトーン エレクトーン エレクトーン

LPガスボンベ LPガスボンベ
園芸用支柱（金属製） 園芸用支柱（金属製）

園芸用支柱（プラ製） 園芸用支柱（プラ製）

園芸用ビニール 園芸用ビニール

エンジン エンジン

エンジンオイル エンジンオイル エンジンオイル

エンジンオイルのカン エンジンオイルのカン

延長コード（電気コード） 延長コード 延長コード（電気コード） 5 わかりやすい方優先

塩ビ管（パイプ） 塩ビ管（パイプ）

鉛筆 鉛筆 鉛筆

鉛筆削り 鉛筆削り器 鉛筆削り器

オイル（エンジンオイル） オイル（エンジンオイル）

オイル缶 オイル缶

オイルヒーター オイルヒーター オイルヒーター

王冠（ビンのふた） 王冠（おうかん） 王冠（ビンのふた） 5 わかりやすい方優先

応接セット 応接セット

オーディオ オーディオ

オーディオアンプ オーディオアンプ

オーディオセット（コンポ） オーディオセット（コンポ）

オーディオボード オーディオボード

オーディオラック オーディオラック（木製） オーディオラック（木製）

オーディオラック（金属製） オーディオラック（金属製）

オーディオラック（プラ製） オーディオラック（プラ製）

オートバイ・オートバイの部品 オートバイ オートバイ

オートバイの部品

オーブン オーブントースター オーブントースター

オーブントースター オーブンレンジ オーブンレンジ 5 わかりやすい方優先

置時計 置時計

桶（金属製） 桶（金属製）

桶（プラスチック） 桶（プラ製） 8 「プラ製」に統一

桶（木製） 桶（木製）

押入れダンス 押入れダンス（金属製）

押入れダンス（プラ製） 1 分別の細かい記載のものを優先

押入れダンス（木製）

押しピン 押しピン

おしゃぶり おしゃぶり

おたま おたま（金属製）

おたま（プラ製）

落ち葉 落ち葉 落ち葉

お茶の葉の容器（紙製） お茶の葉の容器（紙製）

お茶の葉の容器（プラ製） お茶の葉の容器（プラ製）

お茶の葉の容器（缶） α
汚泥（家庭の側溝など） 汚泥（家庭の側溝など）

お手拭き（弁当の付属品） お手拭き（弁当の付属品）

おにぎりの外装フィルム おにぎりの外装フィルム

斧 斧

帯 帯 帯

おぼん（金属製） おぼん（金属製） おぼん（金属製）

おぼん(木製・プラ製） おぼん（プラ製） おぼん（プラ製）

α

1 分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1,7 細かくわける
分別の細かい記載のものを優先
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おぼん（木製） おぼん（木製）

おまる（金属製） おまる（金属製）

おまる（プラ製） おまる（プラ製） おまる（プラ製）

おむつ おむつ おむつ

おむつカバー おむつカバー

おもちゃ（金属製） おもちゃ（木・布・紙製） おもちゃ（木製）

おもちゃ（木製・プラ製） おもちゃ（布製）

おもちゃ（紙製）

おもちゃ（金属製） おもちゃ（金属製）

おもちゃ（プラ製） おもちゃ（プラ製）

おもり（つり道具） おもり（つり道具）

折り紙 折り紙

折込み広告（チラシ） 折込み広告（チラシ）

折りたたみイス（金属製） 折りたたみイス（金属製）

折りたたみイス（プラ製） 折りたたみイス（プラ製）

折りたたみイス（木製） 折りたたみイス（木製）

折りたたみベッド 折りたたみベッド

折り詰め容器（紙製） 折り詰め容器（紙製）

折り詰め容器（プラ製） 折り詰め容器（プラ製）

オルガン オルガン オルガン

オルゴール オルゴール オルゴール

おろし金（金属製・陶磁器製） おろし金（金属製）

おろし金（陶磁器製）

おろし金（プラ製） おろし金（プラ製）

おわん（金属製・陶磁器製） おわん（金属製）

おわん（陶磁器製）

おわん（木製・プラ製） おわん（プラ製）

おわん（木製）

温水器（電気・ソーラーなど） 温水器 温水器（電気・ソーラーなど） 5 わかりやすい方優先

温度計・湿度計(水銀使用） 温度計（ガラス製） 温度計(水銀使用）
温度計・湿度計(水銀不使用） 温度計(水銀不使用）
温度計・湿度計(デジタル式） 温度計（電子製） 温度計(デジタル式）
温冷庫（ポータブル） 温冷庫（ポータブル）

カーコンポ（ステレオ） カーステレオ カーコンポ（ステレオ）

カーテン カーテン カーテン

カーテンレール（金属製） カーテンレール（金属製） カーテンレール（金属製）

カーテンレール（プラ製） カーテンレール（プラ製）

カーテンレール（木製） カーテンレール（木製） カーテンレール（木製）

カードゲーム カードゲーム

カード類（キャッシュ・テレホン等） カード類（キャッシュ・テレホン等）

カーナビゲーション カーナビ カーナビゲーション 5 わかりやすい方優先

カーペット カーペット カーペット

カーボン紙 カーボン紙（ノンカーボン紙含む） カーボン紙 5 わかりやすい方優先

カーラー（金属製） カーラー（金属製）

カーラー（プラ製） カーラー（プラ製）

絵画 絵画

貝殻 貝殻 貝殻

海水パンツ 海水パンツ

懐中電灯 懐中電灯（金属製） 懐中電灯（金属製）

懐中電灯（プラ製） 懐中電灯（プラ製）

回転ハンガー（金属製） 回転ハンガー（金属製）

回転ハンガー（プラ製） 回転ハンガー（プラ製）

回転ハンガー（木製） 回転ハンガー（木製）

カイロ（金属製） カイロ（金属製） カイロ（金属製）

カイロ（使い捨て） カイロ（使い捨て） カイロ（使い捨て）

カイロ（使い捨て）の外袋 カイロ（使い捨て）の外袋

化学薬品 化学薬品

鏡 鏡 鏡

鍵 鍵

家具（金属製） 家具（金属製）

家具（木製） 家具（木製）

家具（プラ製） α
角材 角材

学習机 学習机（金属製） 学習机（金属製）

学習机（木製） 学習机（木製）

額縁（金属製） 額縁（金属製） 額縁（金属製）

額縁（木製・プラ製） 額縁（プラ製） 額縁（プラ製）

額縁（木製） 額縁（木製）

額縁（ガラス製） α
掛け軸 掛け軸

掛け時計 掛け時計

掛け布団 掛け布団

かけや かけや

かご（金属製） かご（金属製）

かご（木製・プラ製） かご（プラ製） かご（プラ製）

かご（木製） かご（木・竹製）

傘 傘（布部分） 傘（布部分）

傘（骨のみ） 傘（骨のみ）

傘立て 傘立て（金属製） 傘立て（金属製） 1 分別の細かい記載のものを優先

傘立て（木製） α
傘立て（陶器製） 傘立て（陶器製） 1 分別の細かい記載のものを優先

傘立て（プラ製） α
飾り棚 飾り棚

加湿器 加湿器 加湿器

菓子等のアルミコーティングの袋（プラ製） 菓子缶 菓子等のアルミコーティングの袋（プラ製）

果実酒びん 果実酒びん

菓子などの缶 菓子の空き箱（紙製） 菓子などの缶 8 下にあわせる

菓子などの箱・袋・中仕切り（紙製） 菓子の空き箱（プラ製） 菓子などの箱・袋・中仕切り（紙製） 該当範囲の広い方優先

菓子などの箱・袋・中仕切り（プラ製） 菓子箱の中仕切り（紙製） 菓子などの箱・袋・中仕切り（プラ製） 該当範囲の広い方優先

菓子などの箱（木製） 菓子箱の中仕切り（プラ製） 菓子などの箱（木製）

ガスオーブン ガスオーブン

ガスストーブ ガスストーブ

ガス台・ガステーブルコンロ ガスコンロ・ガステーブル ガス台・ガステーブル・ガスコンロ 6,5 わかりやすい方優先，並べて表現

ガスファンヒーター ガスファンヒーター

ガスボンベ（LP） ガスボンベ ガスボンベ（LP）
ガス湯沸かし器（小型瞬間湯沸かし器） ガス湯沸器 ガス湯沸かし器（小型瞬間湯沸かし器） 5 わかりやすい方優先

ガスライター ガスライター

ガスレンジ ガスレンジ ガスレンジ

カセットコンロ カセット式コンロ カセット式コンロ 5 わかりやすい方優先

カセットテープ・テープケース カセットテープ カセットテープ

カセットテープケース（プラ製） カセットテープケース（プラ製）

カセットデッキ カセットデッキ カセットデッキ

カセットボンベ カセットガスボンベ カセットボンベ・ガスカートリッジ 6,5 わかりやすい方優先，並べて表現

カセットボンベのキャップ ガスカートリッジ カセットボンベのキャップ

ガソリン ガソリン ガソリン

7 分けて表記

7 分けて表記

1,7 細かくわける
分別の細かい記載のものを優先

1,7 細かくわける
分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記

7,α 分別の細かい記載のものを優先

2

1 分別の細かい記載のものを優先
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カタログ カタログ カタログ

カッターシャツ カッターシャツ

カッターナイフ カッターナイフ（本体：金属製） カッターナイフ（本体：金属製）

カッターナイフ（本体：プラ製） カッターナイフ（本体：プラ製）

カッターナイフの刃 カッターナイフの刃

カッパ（雨具） カッパ（雨具）

カップめんなどの外装フィルム カップ麺の外装フィルム カップめんなどの外装フィルム 2 該当範囲の広い方優先

カップめんなどの調味料袋 カップ麺の中のかやくの袋 カップめんなどのかやくの袋

カップ麺の中のスープの袋 カップめんなどのスープの袋

カップめんなどの容器・ふた（プラ製） カップ麺の容器（紙製，紙ふた含む） カップめんなどの容器・ふた（プラ製） 2 該当範囲の広い方優先

カップめんなどの容器・ふた（紙製） カップ麺の容器（プラ製） カップめんなどの容器・ふた（紙製） 2 該当範囲の広い方優先

かつら かつら

蚊取り線香 蚊取り線香

蚊取り線香（電気式） 蚊取り線香（電気式）

かなづち かなづち かなづち

カニの殻類 カニの殻類

かばん かばん（革製） かばん（革製）

かばん（金属製） かばん（金属製）

かばん（ナイロン製） かばん（ナイロン製）

かばん（布製） α
かばん（ビニール製） かばん（ビニール製） 1 分別の細かい記載のものを優先

画板 画板

画鋲（がびょう） 画鋲（がびょう）

花瓶（金属製・陶磁器製・ガラス製） 花瓶（金属製）

花びん（陶器） 花瓶（陶磁器製）

花瓶（ガラス製）

花瓶（木製・プラ製） 花瓶（木製）

花瓶（プラ製）

壁紙 壁紙

かぼちゃの皮・種 かぼちゃの皮・種

鎌 鎌

紙 紙 紙

紙おむつ 紙おむつ 紙おむつ

紙おむつの外装 紙おむつの外装

紙くず 紙くず

紙コップ 紙コップ 紙コップ

紙皿 紙皿

紙箱 紙製の箱（菓子等の商品箱） 紙製の箱（菓子等の商品箱） 5 わかりやすい方優先

紙製のファイル 紙製のファイル

かみそり カミソリ かみそり 8 下にあわせる

かみそり（電気式） かみそり（電気式）

紙粘土 紙粘土 紙粘土

髪の毛 髪の毛

紙パック 紙パック（内側がアルミコーティングされたもの） 紙パック（内側がアルミコーティングされたもの） 5 わかりやすい方優先

紙パック（内側が銀色のもの） 紙パック（牛乳、ジュース等で内側が白色） 紙パック（牛乳、ジュース等で内側が白色） 5 わかりやすい方優先

紙袋 紙袋 紙袋

紙袋（ナイロンコーティング） 紙袋（ナイロンコーティング）

ガムテープ ガムテープ（両面テープ等） ガムテープ（両面テープ等） 5 わかりやすい方優先

ガムの包装紙 ガムの包装紙

カメラ カメラ カメラ

蚊帳（かや） 蚊帳（かや）

火薬 火薬

画用紙 画用紙

カラーボックス カラーボックス

カラオケセット（演奏装置） カラオケセット（演奏装置）

からしなどのチューブ容器 からしなどのチューブ容器

ガラス（板） ガラス（板）

ガラスくず ガラスくず

ガラスクリーナーのキャップ（プラ製） ガラスクリーナーのキャップ（プラ製）

ガラス食品等（耐熱ガラス） ガラス食品等（耐熱ガラス）

ガラス製のコップ・食器 ガラス製のコップ・食器

ガラス戸 ガラス戸

軽石 軽石

枯れ木 枯れ木

枯れ葉 枯れ葉

がれき類（少量） がれき類（少量）

カレンダー（紙製） カレンダー カレンダー（紙製） 1 分別の細かい記載のものを優先

カレンダー（プラ製） α
革靴 革靴

革ジャンパー・コート 革ジャンパー・コート

革製衣服 革製衣服

かわら 瓦 瓦 3 漢字優先

缶（飲料用・スプレー缶・カセットコンロのガスボンベ） 缶（飲料用）

缶（スプレー缶）

缶（カセットコンロのガスボンベ）

缶（上記以外の缶） 缶（上記以外の缶）

換気扇 換気扇（家庭用） 換気扇（家庭用） 1 分別の細かい記載のものを優先

換気扇（家庭用以外） α
換気扇カバー・フィルター（金属製） 換気扇カバー・フィルター（金属製）

換気扇カバー・フィルター（紙製・プラ製） 換気扇カバー・フィルター（紙製）

換気扇カバー・フィルター（プラ製）

カン切り 缶きり 缶きり 3 漢字優先

緩衝材（梱包用の詰め物）（紙製） 緩衝材（梱包用の詰め物）（紙製）

緩衝材（梱包用の詰め物）（プラ製） 緩衝材（梱包用の詰め物）（プラ製）

缶づめ（フタを含む） 缶づめ（フタを含む）

乾燥機（食器用） 乾燥機（食器用）

乾燥剤 乾燥剤（シリカゲル等） 乾燥剤（シリカゲル等） 5 わかりやすい方優先

乾電池（筒型乾電池） 乾電池 乾電池 5 なんとなく

感熱紙 感熱紙 感熱紙

缶ビールのケース（紙類） 缶ビールのケース（紙類）

缶ビールのマルチパック（6本入りパック） 缶ビールのマルチパック（6本入りパック）
木（長さ40ｃｍ未満・直径5ｃｍ未満） 木 8 市によって違うので長さ分けしない

木（直径5ｃｍ以上15ｃｍ未満） キーボード（音楽用） キーボード（音楽用）

木（直径15ｃｍ以上） キーボード（パソコン用） キーボード（パソコン用）

キーボード キーホルダー（金属製） キーホルダー（金属製） 1 分別の細かい記載のものを優先

キーホルダー キーホルダー（金属製以外） α
木くず 木くず

ギター ギター(アコースティック）
ギター（エレクトリック）

キックボード キックボード

木槌（きづち） 木槌（きづち）

キッチン キッチン

キッチンガード（アルミ） キッチンガード（アルミ）

キッチンガード（金属製） キッチンガード（金属製）

キッチンペーパー キッチンペーパー

1 分別の細かい記載のものを優先

7

2,6 あわせて，該当範囲の広い方優先

1 分別の細かい記載のものを優先

分けて表記

7 分けて表記

1

1,7 細かくわける
分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記

分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記
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キッチンマット キッチンマット

杵（きね） 杵（きね）

木の枝 木の枝

木の根 木の根

木箱 木箱

着物 着物 着物

キャスター（ワゴン：金属製） キャスター（ワゴン：金属製）

キャスター（ワゴン：プラ製） キャスター（ワゴン：プラ製）

脚立 脚立（金属製） 脚立（金属製）

脚立（木製） 脚立（木製）

キャッシュカード キャッシュカード

キャップ・ふた（金属製） キャップ（金属製） キャップ・ふた（金属製）

キャップ・ふた（プラ製） キャップ（プラ製） キャップ・ふた（プラ製）

キャビネット キャビネット（金属製） キャビネット（金属製）

キャビネット（プラ製） キャビネット（プラ製）

キャビネット（木製） キャビネット（木製）

キャラメルの空き箱 キャラメルの空き箱

キャラメルの外包装フィルム キャラメルの外包装フィルム

キャリア（自動車用） キャリア キャリア（自動車用） 5 わかりやすい方優先

キャリー（スキーキャリー等） キャリー（スキーキャリー等）

救急箱（金属製） 救急箱（金属製）

救急箱（プラ製） 救急箱（プラ製）

救急箱（木製） α
急須 きゅうす（金属製） きゅうす（金属製）

きゅうす（陶磁器製） きゅうす（陶磁器製）

給湯器 給湯器

牛乳パック 牛乳パック（紙パック：内側が白色） 牛乳パック 2 該当範囲の広い方優先

牛乳ビン 牛乳びん 牛乳ビン

牛乳ビンのふた（紙製） 牛乳びんのふた（紙製） 牛乳ビンのふた（紙製）

牛乳ビンのふた（プラ製） 牛乳びんのふた（プラ製） 牛乳ビンのふた（プラ製）

教科書 教科書・参考書 教科書 7 分けて表記

鏡台 鏡台（木製） 鏡台（木製） 2 該当範囲の広い方優先

業務用のごみ 業務用のごみ

きり キリ キリ

銀紙 銀紙

金魚鉢（ガラス製） 金魚鉢（ガラス製）

金魚鉢（プラ製） 金魚鉢（プラ製）

金庫（片手で提げられるもの） 金庫（耐火） 金庫（耐火） 5 わかりやすい方優先

金庫（耐火金庫） 金庫（手さげ） 金庫（手さげ） 5 わかりやすい方優先

金属のふた（キャップ） 金属のふた（キャップ）

金属バット 金属バット

杭（金属製） 杭（金属製）

杭（木製） 杭（木製）

空気入れ 空気入れ（金属製） 空気入れ（金属製）

空気入れ（プラ製） 空気入れ（プラ製）

空気清浄機 空気清浄機 空気清浄機

空気清浄機のフィルター 空気清浄機のフィルター

クーハン クーハン

クーラー（エアコン） クーラーエアコン（室外機・リモコン含む） クーラーエアコン（室外機・リモコン含む） 2 該当範囲の広い方優先

クーラーボックス クーラーボックス クーラーボックス

釘 釘 釘

くぎ抜き くぎ抜き

草 草 草

草刈りかま 草刈り鎌 草刈り鎌

草刈り機 草刈り機（エンジン式） 草刈り機（エンジン式）

草刈り機（手動式） 草刈り機（手動式）

草刈り機（電動式） 草刈り機（電動式）

草刈り機の替え刃 草刈り機の刃 草刈り機の替え刃 5 なんとなく

くさり（金属製） クサリ（金属製） クサリ（金属製）

くさり（プラ製） クサリ（プラ製） クサリ（プラ製）

串（金属製） くし（金属製） 串（金属製）

串（竹製・プラ製） くし（プラ製） 串（竹製・木製）

くし（木製，竹製） 串（プラ製）

櫛（金属製） 櫛（金属製）

櫛（竹製・プラ製） 櫛（竹製・木製）

櫛（プラ製）

薬（錠剤・カプセル等） 薬（錠剤・カプセル等）

薬（錠剤・カプセル等）の包装材（紙製） 薬（錠剤・カプセル等）の包装材（紙製）

薬（錠剤・カプセル等）の包装材（プラ製） 薬（錠剤・カプセル等）の包装材（プラ製）

薬（飲み薬）のビン 薬のびん 薬（飲み薬）のビン

薬（飲み薬以外）のビン 薬（飲み薬以外）のビン

薬の入っていた袋・容器（紙製） 薬の入っていた袋・容器（紙製）

薬の入っていた袋・容器（プラ製） 薬のプラスチック容器 薬の入っていた袋・容器（プラ製）

薬の容器のふた（プラ製） 薬の容器のふた（プラ製）

管（金属製） 管（金属製）

管（プラ製） 管（プラ製）

果物ナイフ 果物ナイフ

果物などのクッション材（紙製） 果物などのクッション材（紙製）

果物などのクッション材（プラ製） 果物などのクッション材（プラ製）

果物などのネット袋 果物などのネット袋

口紅の容器（金属製） 口紅容器（金属製） 口紅の容器（金属製）

口紅の容器（プラ製） 口紅容器（プラ製） 口紅の容器（プラ製）

靴 靴（布・革製） 靴（布・革製） 5 わかりやすい方優先

クッキングタイマー クッキングタイマー

クッキングペーパー クッキングペーパー

クッション クッション クッション

クッションカバー クッションカバー

靴下 靴下

靴下の外袋（プラ製） 靴下の外袋（プラ製）

靴下の中台紙 靴下の中台紙

靴の空き箱 靴の空き箱

靴の型くずれ防止用詰め物（紙製） 靴の型くずれ防止用詰め物（紙製）

靴の型くずれ防止用詰め物（プラ製） 靴の型くずれ防止用詰め物（プラ製）

靴の中敷き 靴の中敷き

靴べら（金属製） 靴べら（金属製）

靴べら（プラ製） 靴べら（プラ製）

靴用クリームのチューブ 靴用クリームのチューブ

靴用クリームの容器（金属製） 靴用クリームの容器（金属製）

靴用クリームの容器（プラ製） 靴用クリームの容器（プラ製）

首輪（革製） 首輪（革製）

熊手（金属製） 熊手（金属製）

熊手（木製） 熊手（木製）

グラス グラス グラス

クラッカー（パーティーグッズ） クラッカー（パーティーグッズ）

クラリネット クラリネット

1 分別の細かい記載のものを優先

5 わかりやすい方優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

4 カタカナ優先

1 分別の細かい記載のものを優先

4 カタカナ優先

1,7 分別の細かい記載のものを優先
分けて表記

1,2

5 なんとなく
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クリアファイル クリアファイル クリアファイル

クリーニングの中台紙 クリーニングの中台紙

クリーニングのハンガー（金属製） クリーニングのハンガー（金属製）

クリーニングのハンガー（プラ製） クリーニングのハンガー（プラ製）

クリーニングの袋 クリーニングの袋

クリスタルガラス クリスタルガラス

クリスマスツリー クリスマスツリー

クリップ（金属製） クリップ（金属製）

クリップ（プラ製） α
グリルガード（アルミ箔製） グリルガード（アルミ箔製）

グリル鍋 グリル鍋

車椅子 車いす（手動式） 車いす（手動式）

車いす（電動式） 車いす（電動式）

グレーチング グレーチング

クレジットカード・キャッシュカード クレジットカード・キャッシュカード

クレヨン・クレパス クレヨン・クレパス クレヨン・クレパス

クレヨン・クレパスのケース（プラ製） クレヨン・クレパスのケース（紙製） クレヨン・クレパスのケース（紙製）

クレヨン・クレパスのケース（紙製） クレヨン・クレパスのケース（プラ製） クレヨン・クレパスのケース（プラ製）

グロー球（点灯菅） グロー球（ランプ） グロー球（点灯菅） 5 わかりやすい方優先

グローブ グローブ グローブ

くわ クワ クワ

くん煙殺虫剤の容器（金属製） くん煙殺虫剤 くん煙殺虫剤の容器（金属製）

くん煙殺虫剤の容器（プラ製） くん煙殺虫剤の容器（プラ製）

軍手 軍手

蛍光管 蛍光管（灯） 蛍光管

蛍光灯（照明器具） 蛍光灯（照明器具）

蛍光ペン 蛍光ペン

計算機 計算機 計算機

携帯テレビ（ブラウン管式以外） 携帯テレビ（ブラウン管式以外）

携帯電話 携帯電話 携帯電話

携帯電話の充電器 携帯電話の充電器

毛糸 毛糸 毛糸

計量カップ（ガラス製） α
計量カップ（金属製） 計量カップ（金属製）

計量カップ（プラ製） 計量カップ（プラ製）

ケーキの紙箱 ケーキの紙箱

ゲートボールのスティック（金属製） ゲートボールのスティック（金属製）

ゲートボールのスティック（プラ製） ゲートボールのスティック（プラ製）

ゲートボールのスティック（木製） ゲートボールのスティック（木製）

ゲートボールのボール ゲートボールのボール

ケーブル ケーブル

ゲーム機 ゲーム機本体 ゲーム機本体 5 わかりやすい方優先

ゲームソフト（カセット式） ゲームソフト ゲームソフト（カセット式）

ゲームソフト（CDタイプ） ゲームソフト（CDタイプ）
毛皮 毛皮 毛皮

劇薬 劇薬

消しゴム 消しゴム 消しゴム

化粧品の外箱（紙製） 化粧品の外箱（紙製）

化粧品の外箱（プラ製） 化粧品の外箱（プラ製）

化粧品のビン 化粧品容器（びん） 化粧品のビン 5 わかりやすい方優先

化粧品の容器（金属製） 化粧品の容器（金属製）

化粧品の容器（スプレー缶） 化粧品の容器（スプレー缶）

化粧品の容器（プラ製） 化粧品容器（プラ製） 化粧品の容器（プラ製） 5 わかりやすい方優先

化粧品の容器のふた（金属製） 化粧品の容器のふた（金属製）

化粧品の容器のふた（プラ製） 化粧品の容器のふた（プラ製）

下駄 下駄 下駄

下駄箱 下駄箱（金属製） 下駄箱（金属製）

下駄箱（木製） 下駄箱（木製）

ケチャップの外袋 ケチャップの外箱 ケチャップの外袋

ケチャップのビン ケチャップのビン

ケチャップの容器（プラ製） ケチャップのチューブ ケチャップの容器（プラ製）

ケチャップの容器のふた（金属製） ケチャップの容器のふた（金属製）

ケチャップの容器のふた（プラ製） ケチャップの容器のふた（プラ製）

血圧計 血圧計（電子製） 血圧計（電子製）

血圧計（ガラス製：水銀使用）

毛抜き 毛抜き

玄関マット 玄関マット（金属製） 玄関マット（金属製）

玄関マット（ゴム製） 玄関マット（ゴム製）

玄関マット（布製） 玄関マット（布製）

玄関マット（ナイロン，ブラシなどそれ以外） α
健康器具 健康器具

剣山 剣山 剣山

剣道着 剣道具（木製・布製部分） 剣道着

剣道の防具 剣道の防具

建築設備品 建築設備品

建築廃材 建築廃材

原付自転車（原動機付自転車） 原付自転車（原動機付自転車）

顕微鏡 顕微鏡

研磨剤 研磨剤

碁石（鉱物製） 碁石（鉱物製）

碁石（プラ製） 碁石（プラ製）

こいのぼり 鯉のぼり（布地部分） 鯉のぼり（布地部分） 1 分別の細かい記載のものを優先

こいのぼりのポール 鯉のぼり支柱（金属製） 鯉のぼり支柱（金属製） 1 分別の細かい記載のものを優先

鯉のぼり支柱（プラ製）

鯉のぼり支柱（木製）

耕うん機 耕うん機

工具箱（金属製） 工具箱（金属製）

工具箱（プラ製） 工具箱（プラ製）

工具箱（木製） 工具箱（木製）

広告 広告

紅茶のティーバック 紅茶のティーバック

ゴーグル（金属製） ゴーグル（金属製）

ゴーグル（プラ製） ゴーグル（プラ製）

コート（衣類） コート コート（衣類） 5 わかりやすい方優先

コード コード（電気） コード（電気） 5 わかりやすい方優先

コードリール コードリール（延長コード） コードリール（延長コード） 5 わかりやすい方優先

コーナーボード コーナーボード

コーヒーカップ（陶磁器製・ガラス製） コーヒーカップ（陶磁器製・ガラス製）

コーヒーカップ（プラスチック製） コーヒーカップ（プラスチック製）

コーヒーのビン コーヒーのビン

コーヒーのビンのふた コーヒーのビンのふた（プラ製）

コーヒーのビンのふた（金属製）

コーヒーフィルター コーヒーフィルター

コーヒーフレッシュ容器（プラ製） コーヒーフレッシュ容器（プラ製）

コーヒー豆 コーヒー豆

分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

α

7 分けて表記

1

α

1

分別の細かい記載のものを優先1

分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先
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コーヒーメーカー コーヒーメーカー コーヒーメーカー

氷枕 氷まくら 氷枕 3 漢字優先

氷枕の留め具 氷枕の留め具

小型シールド鉛蓄電池 小型シールド鉛蓄電池

小型電気製品 小型電気製品

固形燃料（着火剤） 固形燃料（着火剤）

固形のり 固形のり

ござ ござ ござ

こたつ こたつ こたつ

こたつ（天板のみ） こたつ（天板のみ）

コタツの布団 こたつふとん こたつふとん 5 なんとなく

コップ（金属製・陶磁器製・ガラス製） コップ（金属製）

コップ（ガラス製） コップ（ガラス製）

コップ（陶器製） コップ（陶器製）

コップ（プラ製） コップ（プラ製） コップ（プラ製）

琴 琴

粉ミルクの缶 粉ミルク缶 粉ミルクの缶

木の葉 木の葉

碁盤（厚み15ｃｍ未満） 碁盤（ごばん） 碁盤（プラ製）

碁盤（厚み15ｃｍ以上） 碁盤（木製）

コピー機（業務で使用していたもの） コピー機（業務で使用していたもの）

コピー機（家庭用） コピー機（卓上型） コピー機（卓上型） 5 わかりやすい方優先

コピー用紙 コピー用紙 コピー用紙

呉服 呉服

コミック本 コミック本

ごみ箱（金属製） ごみ箱（金属製）

ごみ箱（プラ製） ごみ箱（プラ製）

ごみ箱（木製） α
ゴム ゴム

ゴム製品 ゴム製品

ゴム草履 ゴム草履

ゴム手袋 ゴム手袋 ゴム手袋

ゴムホース ゴムホース ゴムホース

ゴムボード ゴムボート ゴムボート

米びつ 米びつ（ライサー：金属製） 米びつ（ライサー：金属製）

米びつ（ライサー：プラ製） 米びつ（ライサー：プラ製）

米びつ（ライサー：木製） 米びつ（ライサー：木製）

米袋（紙製） 米袋（紙製） 米袋（紙製）

米袋（プラ製） 米袋（プラ製）

こも こも

コルク栓 コルク コルク栓 5 わかりやすい方優先

コルク抜き コルク抜き

ゴルフクラブ ゴルフクラブ ゴルフクラブ

ゴルフシューズ ゴルフシューズ

ゴルフバッグ ゴルフバッグ ゴルフバッグ

ゴルフボール ゴルフボール ゴルフボール

ゴルフ練習用マット ゴルフ練習用マット

コンクリート コンクリート

コンクリートブロック コンクリートブロック（少量） コンクリートブロック 2 該当範囲の広い方優先

コンセント コンセント コンセント

コンタクトレンズ コンタクトレンズ コンタクトレンズ

コンタクトレンズの収納ケース コンタクトレンズの収納ケース

コンタクトレンズ（使い捨て）の容器 コンタクトレンズ（使い捨て）の容器

コンテナ（プラ製） コンテナ（プラ製）

コンバイン コンバイン コンバイン

コンパクト コンパクト（金属製・化粧品用） コンパクト（金属製・化粧品用）

コンパクト（プラ製・化粧品用） コンパクト（プラ製・化粧品用）

コンパス コンパス

コンパネ コンパネ

コンポ コンポ（ステレオ） コンポ（ステレオ）

コンポ（容器） コンポ（容器）

コンポスト コンポスト コンポスト

コンロ コンロ コンロ

サーフボード サーフボード サーフボード

サイクリングマシーン サイクリングマシーン サイクリングマシーン

座椅子 座椅子（金属製） 座椅子（金属製）

座椅子（プラ製） 座椅子（プラ製）

座椅子（木製） 座椅子（木製）

再生紙 再生紙

サイドボード サイドボード

財布 財布 財布

裁縫箱 裁縫箱（金属製） 裁縫箱（金属製）

裁縫箱（プラ製） 裁縫箱（プラ製）

裁縫箱（木製） 裁縫箱（木製）

サインペン（金属製） サインペン（金属製） サインペン（金属製）

サインペン（プラ製） サインペン（プラ製） サインペン（プラ製）

竿（釣り竿） 竿（釣り竿：金属製）

竿（釣り竿：木製）

竿（釣り竿：プラ製）

竿（物干し竿） 竿（物干し竿：金属製）

竿（物干し竿：竹製）

魚あら 魚あら

魚の骨 魚の骨

魚焼き網 魚焼き網

魚焼き器 魚焼き器

作業服 作業服

酒類のビン 酒類のびん 酒類のビン

酒類の容器（紙パック） 酒類の容器（紙パック）

酒類の容器（紙パック・内側が銀色のもの） 酒類の容器（紙パック・内側が銀色のもの）

酒類の容器petマーク 酒類用ペットボトル 酒類の容器petマーク
酒類の容器プラマーク 酒類の容器プラマーク

酒類の容器のキャップ（金属製） 酒類の容器のキャップ（金属製）

酒類の容器のキャップ（プラ製） 酒類の容器のキャップ（プラ製）

座敷テーブル（座卓） 座卓 座敷テーブル（座卓）

サッカーボール サッカーボール

五月人形 五月人形

サッシ サッシ（窓枠） サッシ

雑誌 雑誌 雑誌

殺鼠剤 殺鼠剤

殺鼠剤（ネズミ駆除用）の容器（紙製） 殺鼠剤（ネズミ駆除用）の容器（紙製）

殺鼠剤（ネズミ駆除用）の容器（金属製・ガラス製） 殺鼠剤（ネズミ駆除用）の容器（ガラス製）

殺鼠剤（ネズミ駆除用）の容器（金属製）

殺鼠剤（ネズミ駆除用）の容器（プラ製） 殺鼠剤（ネズミ駆除用）の容器（プラ製）

殺虫剤 殺虫剤

殺虫剤（家庭用スプレー缶） 殺虫スプレー 殺虫剤（家庭用スプレー缶） 5 わかりやすい方優先

2,7 該当範囲の広い方優先
分けて表記

8 将棋盤にあわせた

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記

7 分けて表記

7 分けて表記
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殺虫剤の容器（紙製） 殺虫剤の容器（紙製）

殺虫剤の容器（金属製・ガラス製） 殺虫剤の容器（ガラス製）

殺虫剤の容器（金属製）

殺虫剤の容器（プラ製） 殺虫剤の容器（プラ製）

座布団 座布団 座布団

座布団カバー 座布団カバー

皿（紙製・プラ製） 皿（紙製）

皿（ガラス製） 皿（ガラス製）

皿（金属製・陶磁器製・ガラス製） 皿（金属製） 皿（金属製）

皿（陶磁器製） 皿（陶磁器製）

皿（プラ製） 皿（プラ製）

更紙 更紙

サラダ油容器（紙製） サラダ油容器（紙製）

サラダ油容器（プラ製） サラダ油容器（プラ製）

サラダ油 サラダ油

サランラップ サランラップ

ざる（金属製） ざる類（金属製） ざる類（金属製）

ざる（竹製・プラ製） ざる類（プラ製） ざる類（プラ製）

ざる類（木・竹製） ざる類（木・竹製）

三角コーナー（金属製） 三角コーナー（金属製）

三角コーナー（プラ製） 三角コーナー（プラ製）

三脚 三脚

サングラスのフレーム（金属製） サングラスのフレーム（金属製）

サングラスのフレーム（プラ製） サングラスのフレーム（プラ製）

サングラスのレンズ（ガラス製） サングラスのレンズ（ガラス製）

サングラスのレンズ（プラ製） サングラスのレンズ（プラ製）

参考書 7 教科書と参考書を分けて表記

サンダル サンダル サンダル

残土 残土

残飯 残飯 残飯

三面鏡 三面鏡

三輪自転車 三輪自転車

三輪車 三輪車 三輪車

シーツ シーツ シーツ

CD（ケースを含む） CDディスク CDディスク
CD・MDケース CDケース

CDの外装フィルム CDの外装フィルム
CDの歌詞カード CDの歌詞カード
CDの外箱 CDの外箱

CD・MDラジカセ CD・MDラジカセ
CDプレイヤー（CDコンポ） CD・MDプレーヤー CD・MDプレーヤー 2 該当範囲の広い方優先

シート（バイク・車などの座席） シート（バイク・車などの座席）

シート（レジャー用） シート（レジャー用）

ジーンズ・ジーパン ジーンズ・ジーパン

シェーバー シェーバー

ジェットスキー ジェットスキー

地下足袋 地下足袋 地下足袋

磁気カード 磁気カード

色紙（しきし） 色紙（しきし）

敷布団 敷布団

磁気マットレス 磁気マットレス

事業者のごみ 事業者のごみ

磁石 磁石 磁石

辞書・辞典 辞書・辞典 辞書・辞典

システムキッチン システムキッチン

下着・肌着 下着類 下着類 2 該当範囲の広い方優先

下敷 下敷

七輪 七輪 七輪

漆器 漆器

湿気取り 湿気取り

湿度計（ガラス製） 湿度計(水銀使用）
湿度計（電子製） 湿度計(水銀不使用）

湿度計(デジタル式）
湿布 しっぷ薬（剤） 湿布 3 漢字優先

湿布剤の外箱・袋（紙製） しっぷ薬（剤）の外袋（紙製） 湿布剤の外箱・袋（紙製） 3 漢字優先

湿布剤の外箱・袋（プラ製） α
湿布剤の表面のフィルム しっぷ薬（剤）の表面の薄いフィルム 湿布剤の表面のフィルム 3 漢字優先

自転車 自転車 自転車

自転車（電動） 自転車（電動）

自転車空気入れ（金属製） 自転車空気入れ（金属製）

自転車空気入れ（プラ製） 自転車空気入れ（プラ製）

自動車部品（タイヤ・ホイール・シート・ハンドル・マ
フラー・エアロパーツなど）

自動車，自動車部品 自動車，自動車部品 2 該当範囲の広い方優先

竹刀 竹刀 竹刀

芝 芝

芝刈り機 芝刈り機（エンジン式） 芝刈り機（エンジン式）

芝刈り機（手動式） 芝刈り機（手動式）

芝刈り機（電動式） 芝刈り機（電動式）

芝刈り機の替え刃 芝刈り機替え刃 芝刈り機の替え刃 5 なんとなく

ジャー（炊飯器） ジャー（炊飯器） ジャー（炊飯器）

ジャージ（トレーニングウェア） ジャージ（トレーニングウェア）

シャープペンシル（金属製） シャープペンシル（金属製） シャープペンシル（金属製）

シャープペンシル（プラ製） シャープペンシル（プラ製） シャープペンシル（プラ製）

シャープペンシルの芯 シャープペンシルの芯

シャープペンシルの芯の容器 シャープペンシルの芯の容器（紙製）

シャープペンシルの芯の容器（プラ製）

蛇口 蛇口

ジャケット（上着） ジャケット（上着）

写真 写真 写真

写真のネガ 写真のネガ

シャツ類（Tシャツ，Yシャツ，ブラウス・ポロシャツ） シャツ シャツ 5 なんとなく

ジャッキ ジャッキ

シャベル（ショベル） シャベル（ショベル）

砂利 砂利

シャワーノズル シャワーノズル

ジャングルジム（子供用遊具） ジャングルジム（子供用：金属製） ジャングルジム（子供用：金属製）

ジャングルジム（子供用：プラ製） ジャングルジム（子供用：プラ製）

シャンデリア シャンデリア シャンデリア

ジャンパー ジャンパー

シャンプーの容器・詰め替え袋 シャンプーの詰め替え用袋（アルミ製） シャンプーの詰め替え用袋（アルミ製）

シャンプーの詰め替え用袋（プラ製） シャンプーの詰め替え用袋（プラ製）

シャンプーハット シャンプーハット

シャンプー容器（金属製） シャンプー容器（金属製）

シャンプー容器（プラ製） シャンプー容器（プラ製）

週刊誌・月刊誌 週刊誌 週刊誌・月刊誌

ジューサー・ミキサー ジューサー・ミキサー ジューサー・ミキサー

分けて表記
分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記

1,7 分けて表記
分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1,7

1 分別の細かい記載のものを優先

α

1 分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先
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シューズケース シューズケース

ジュースの紙パック ジュースの紙パック

ジュースの紙パック（内側が銀色のもの） ジュースの紙パック（内側が銀色のもの）

ジュースのカン ジュース缶 ジュースのカン 5 なんとなく

ジュースのビン ジュースびん ジュースのビン 5 なんとなく

ジュースの容器petマーク ジュースの容器petマーク
ジュースの容器プラマーク ジュースの容器プラマーク

じゅうたん じゅうたん じゅうたん

充電器 充電器 充電器

充電式電池 充電式電池 充電式電池

柔道着 柔道着 柔道着

柔軟剤の容器・詰め替え袋 柔軟剤の容器・詰め替え袋

収納ケース 収納ケース（木・紙製） 収納ケース（木・紙製）

収納ケース（金属製） 収納ケース（金属製）

収納ケース（プラ製） 収納ケース（プラ製）

収納棚 収納棚

収納ラック 収納ラック

数珠（鉱物製） 数珠（鉱物製）

数珠（陶器製） 数珠（陶器製）

数珠（プラ製） 数珠（プラ製）

朱肉 朱肉

朱肉の容器（金属製） 朱肉の容器（金属製）

朱肉の容器（プラ製） 朱肉の容器（プラ製）

シュレッダー（家庭用） シュレッダー シュレッダー 5 わかりやすい方優先

シュレッダーにかけた紙 シュレッダーされた紙 シュレッダーにかけた紙 5 わかりやすい方優先

瞬間湯沸し器（家庭用） 瞬間湯沸し器（家庭用）

消火器 消火器 消火器

消火器（スプレータイプ） 消火器（スプレータイプ）

定規（金属製） 定規（金属製） 定規（金属製）

定規（木製・プラ製） 定規（プラ製） 定規（プラ製）

定規（木・竹製） 定規（木・竹製）

将棋の駒 将棋の駒（鉱物製） 将棋の駒（鉱物製）

将棋の駒（プラ製） 将棋の駒（プラ製）

将棋の駒（木製） 将棋の駒（木製）

将棋盤（厚み15ｃｍ未満） 将棋盤（プラ製） 将棋盤（プラ製） 8 市によって違うので長さ分けしない

将棋盤（厚み15ｃｍ以上） 将棋盤（木製） 将棋盤（木製） 8 市によって違うので長さ分けしない

焼却炉（家庭用：金属製） 焼却炉（家庭用：金属製）

焼却炉（家庭用：コンクリート製） 焼却炉（家庭用：コンクリート製）

錠剤ケース（紙製） 錠剤ケース（紙製）

錠剤ケース（プラ製） 錠剤ケース（プラ製）

障子 障子 障子

障子紙 障子紙

消臭剤 消臭剤

消臭剤の容器（ガラス製） 消臭剤の容器（ガラス製）

消臭剤の容器（プラ製） 消臭剤の容器（プラ製）

消臭スプレー（スプレー缶） 消臭スプレー 消臭スプレー（スプレー缶）

消臭スプレー（プラ製） 消臭スプレー（プラ製）

消臭スプレーのふた（金属製） 消臭スプレーのふた（金属製）

消臭スプレーのふた（プラ製） 消臭スプレーのふた（プラ製）

賞状 賞状用紙 賞状 5 わかりやすい方優先

浄水器 浄水器（蛇口取付用：金属製） 浄水器（蛇口取付用：金属製）

浄水器（蛇口取付用：プラ製） 浄水器（蛇口取付用：プラ製）

浄水器（据え付け用） 浄水器（据え付け用）

浄水器のフィルター 浄水器のフィルター

焼酎のビン 焼酎のビン

小動物死体 小動物死体

しょうのう しょうのう

照明器具 照明器具 照明器具

しょうゆの紙パック しょうゆの紙パック

しょうゆのビン しょうゆびん しょうゆのビン

しょうゆの容器petマーク しょうゆ容器（ペットボトル製） しょうゆ容器（ペットボトル製） 8 「ペットボトル製」に統一

しょうゆの容器プラマーク しょうゆの容器プラマーク

じょうろ（金属製） じょうろ（金属製） じょうろ（金属製）

じょうろ（プラ製） じょうろ（プラ製） じょうろ（プラ製）

ショートパンツ ショートパンツ

食卓テーブル 食卓セット（金属製） 食卓セット（金属製）

食卓セット（木製） 食卓セット（木製）

食品くず 食品くず

食品用トレイ 食品トレー（発泡スチロール製品） 食品トレー（発泡スチロール製品）

食品トレー（発泡スチロール製品以外） 食品トレー（発泡スチロール製品以外）

食品容器（木・竹製） 食品容器（木・竹製）

食品容器（ガラス製） α
食品容器（金属製） 食品容器（金属製）

食品容器（陶磁器製） α
食品容器（プラ製） 食品容器（プラ製）

植物（樹木以外） 植物（樹木以外）

植物油 植物油

食用油 食用油 食用油

食用油の缶 食用油容器（缶） 食用油の缶

食用油のびん 食用油容器（びん） 食用油のびん

食用油のプラスチック製ボトル 食用油容器（プラ製） 食用油容器（プラ製） 8 「プラ製」に統一

除湿機 除湿機 除湿機

除湿剤 除湿剤 除湿剤

除湿剤の容器 除湿剤の容器（プラ製）

除草剤 除草剤

除草剤の容器（金属製・ビン製） 除草剤の容器（ガラス製）

除草剤の容器（金属製）

除草剤の容器（プラ製） 除草剤の容器（プラ製）

書籍 書籍

書棚 書棚（金属製） 書棚（金属製）

書棚（プラ製） 書棚（プラ製）

書棚（木製） 書棚（木製）

食器（紙製・木製・プラ製） 食器（紙製）

食器（金属製・陶磁器製・ガラス製） 食器（ガラス製）

食器（金属製） 食器（金属製）

食器（陶磁器製）

食器（プラ製） 食器（プラ製）

食器（木製） 食器（木製）

食器乾燥機 食器乾燥機 食器乾燥機

食器洗浄機 食器洗浄機 食器洗浄機

食器棚 食器棚 食器棚

ショッピングカート ショッピングカート

ショベル（園芸用：金属製） ショベル（園芸用：金属製）

ショベル（園芸用：プラ製） ショベル（園芸用：プラ製）

飼料 飼料

1 分別の細かい記載のものを優先

7,α 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

5 わかりやすい方優先

1 分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記
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シルバーカート シルバーカート

人工芝 人工芝 人工芝

シンナー類 シンナー類

新聞 新聞紙 新聞紙 5 わかりやすい方優先

芯（トイレットペーパー，ラップ等） 芯（トイレットペーパー，ラップ等）

水温計（ガラス製） 水温計(水銀使用）
水温計（電子製） 水温計(水銀不使用）

水温計(デジタル式）
吸いがら 吸い殻 吸い殻 3 漢字優先

水槽（ガラス製） 水槽（ガラス製） 水槽（ガラス製）

水槽（プラ製） 水槽（プラ製） 水槽（プラ製）

水中めがね（ガラス製） 水中めがね 水中めがね（ガラス製）

水中めがね（プラ製） 水中めがね（プラ製）

水筒（ステンレス製・魔法瓶） 水筒（金属製） 水筒（金属製） 8 「金属製」に統一

水筒（プラ製） 水筒（プラ製） 水筒（プラ製）

炊飯器 炊飯器（ジャー） 炊飯器（ジャー） 5 わかりやすい方優先

スーツ スーツ

スーツケース・トランク スーツケース（金属製） スーツケース（金属製）

スーツケース（プラ製） スーツケース（プラ製）

スーパーの買い物袋（プラ製） スーパーの買い物袋（プラ製）

スカート スカート

スカーフ スカーフ

姿見 姿見

図鑑 図鑑 図鑑

スキー板・ストック スキー板 スキー板 1 分別の細かい記載のものを優先

スキーウエア スキーウェア スキーウエア

スキーキャリア スキーキャリア

スキーストック スキーストック 1 分別の細かい記載のものを優先

スキー靴 スキーブーツ スキー靴 5 なんとなく

スキャナー（家庭用） スキャナー スキャナー 5 なんとなく

スクーター（原動機付き自転車） スクーター スクーター（原動機付き自転車） 5 わかりやすい方優先

スケート靴 スケート靴 スケート靴

スケートボード スケートボード スケートボード

スコップ（金属製） スコップ（金属製） スコップ（金属製）

スコップ（プラ製） スコップ（プラ製） スコップ（プラ製）

寿司などの中仕切り（緑色のプラスチックフィルム） 寿司などの中仕切り（緑色のプラスチックフィルム）

鈴 鈴

すずり すずり

すだれ すだれ すだれ

スタンドミラー スタンドミラー

スタンプ台（金属製） スタンプ台 スタンプ台（金属製）

スタンプ台（プラ製） スタンプ台（プラ製）

スチール缶（飲料用） スチール缶（飲料用）

スチール缶（飲料用以外） スチール缶（飲料用以外）

スチール製物置 スチール製物置

スティックのりの容器 スティックのりの容器

ステッパー（健康器具） ステッパー（健康器具）

ステレオ ステレオ（本体＋スピーカー） ステレオ（本体＋スピーカー） 2 該当範囲の広い方優先

ステレオラック ステレオラック

ステンレスパイプ棚 ステンレスパイプ棚

ストーブ（石油・ガス・電気） ストーブ（石油） ストーブ（石油・ガス・電気） 2 該当範囲の広い方優先

ストーブガード（フェンス） ストーブガード（フェンス）

ストッキング ストッキング ストッキング

ストッキングの外袋（プラ製） ストッキングの外袋（プラ製）

ストッキングの中台紙 ストッキングの中台紙

ストップウォッチ ストップウォッチ

ストロー ストロー ストロー

ストローの袋（紙製） ストローの袋（紙製） ストローの袋（紙製）

ストローの袋（プラ製） ストローの袋（プラ製） ストローの袋（プラ製）

砂 砂 砂

スナック菓子などの袋（紙製） スナック菓子などの袋（紙製）

スナック菓子などの袋（プラ製） スナック菓子などの袋（プラ製）

スニーカー スニーカー スニーカー

スノーボード スノーボード板 スノーボード

スノーボードブーツ スノーボードブーツ スノーボードブーツ

すのこ すのこ（金属製） すのこ（金属製）

すのこ（プラ製） すのこ（プラ製）

すのこ（木製） すのこ（木製）

酢（食酢・調味酢）の紙パック 酢（食酢・調味酢）の紙パック

酢（食酢・調味酢）の紙パック（内側が銀色のもの） 酢（食酢・調味酢）の紙パック（内側が銀色のもの）

酢（食酢・調味酢）のビン 酢（食酢・調味酢）のビン

酢（食酢・調味酢）の容器petマーク 酢（食酢・調味酢）の容器petマーク
酢（食酢・調味酢）の容器プラマーク 酢（食酢・調味酢）の容器プラマーク

酢（食酢・調味酢）の容器のふた（金属製） 酢（食酢・調味酢）の容器のふた（金属製）

酢（食酢・調味酢）の容器のふた（プラ製） 酢（食酢・調味酢）の容器のふた（プラ製）

スパイクシューズ（金属付） スパイクシューズ スパイクシューズ（金属付）

スパイクシューズ（金属なし） スパイクシューズ（金属なし）

スパナ スパナ スパナ

スピーカー スピーカー スピーカー

スプーン（金属製・陶磁器製・ガラス製） スプーン（金属製） スプーン（ガラス製）

スプーン（金属製）

スプーン（陶磁器製）

スプーン（木製・プラ製） スプーン（プラ製） スプーン（プラ製）

スプーン（木製） スプーン（木製）

スプリングマットレス スプリングマットレス

スプリンクラー（家庭用：金属製） スプリンクラー（家庭用：金属製）

スプリンクラー（家庭用：プラ製） スプリンクラー（家庭用：プラ製）

スプレー缶 スプレー缶 スプレー缶

スプレー缶のキャップ スプレー缶のキャップ（プラ製） スプレー缶のキャップ

すべりだい（金属製） すべりだい（金属製）

すべりだい（プラ製） すべりだい（プラ製）

スポンジ スポンジ スポンジ

ズボン ズボン

ズボンプレッサー ズボンプレッサー ズボンプレッサー

炭（木炭） 炭 炭（木炭） 5 わかりやすい方優先

スライサー スライサー

すりこぎ棒 すりこぎ棒

スリッパ スリッパ スリッパ

すりばち すり鉢 すり鉢 3 漢字優先

スレート スレート スレート

生花 生花（市販でないもの） 生花 2 該当範囲の広い方優先

整髪料のビン 整髪料のビン

整髪料の容器（金属製） 整髪料の容器（金属製）

整髪料の容器（スプレー缶） 整髪料の容器（スプレー缶）

整髪料の容器（プラ製） 整髪料の容器（プラ製）

1 分別の細かい記載のものを優先

α

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1,7 分けて表記
分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記
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整髪料の容器のキャップ 整髪料の容器のキャップ（金属製）

整髪料の容器のキャップ（プラ製）

制服 制服

精米機 精米機

精米機（家庭用） 精米機（家庭用）

整理ダンス 整理ダンス（木製） 整理ダンス（木製） 1 分別の細かい記載のものを優先

整理ダンス（金属製）

整理ダンス（プラ製）

清涼飲料水の紙パック 清涼飲料水の紙パック

清涼飲料水の紙パック（内側が銀色のもの） 清涼飲料水の紙パック（内側が銀色のもの）

清涼飲料水のカン 清涼飲料水のカン

清涼飲料水のビン 清涼飲料水のビン

清涼飲料水の容器petマーク 清涼飲料水の容器petマーク
清涼飲料水の容器プラマーク 清涼飲料水の容器プラマーク

生理用品 生理用品 生理用品

生理用品の外装・個包装 生理用品の外装・個包装（プラ製）

生理用品の外装・個包装（布製）

セーター セーター セーター

セイロ（木製） セイロ セイロ（木製） 1 分別の細かい記載のものを優先

セイロ（金属製） α
石油 石油

石油ストーブ 石油ストーブ

石油ファンヒーター 石油ファンヒーター

石油ポリタンク 石油ポリタンク

石油ポンプ（電動式） 石油ポンプ（電動式）

石油ポンプ（プラ製） 石油ポンプ（プラ製）

石けん せっけん（粉・固形） せっけん（粉・固形） 5 わかりやすい方優先

石けんの個袋（紙製） 石けんの個袋（紙製）

石けんの個袋（プラ製） 石けんの個袋（プラ製）

石けんの外箱（紙製） 石けんの外箱（紙製）

石膏 石膏

石膏ボード 石膏ボード 石膏ボード

接着剤 接着剤

接着剤の紙箱 接着剤の紙箱

接着剤のチューブ 接着剤のチューブ

接着剤の容器（金属製） 接着剤の容器（金属） 接着剤の容器（金属製）

接着剤の容器（プラ製） 接着剤の容器（プラ製） 接着剤の容器（プラ製）

せともの 瀬戸物類 瀬戸物類 3 漢字優先

背広 背広（スーツ） 背広 5 なんとなく

セメント セメント セメント

セメントの袋 セメントの袋

セラミックヒーター セラミックヒーター セラミックヒーター

セロテープ台（プラ製） セロテープ台（プラ製）

セロハン紙 セロハン紙 セロハン紙

セロハンテープ セロハンテープ セロハンテープ

セロハンテープの芯 セロハンテープの芯

セロハンテープの箱 セロハンテープの箱

線香 線香 線香

線香立て 線香立て（石・陶磁器製）

線香立て（金属製）

線香の箱（紙製） 線香の箱（紙製）

洗剤の計量カップ（スプーン） 洗剤の計量カップ（プラ製） 洗剤の計量カップ（スプーン） 5 わかりやすい方優先

洗剤の容器（紙製） 洗剤容器（紙製） 洗剤の容器（紙製）

洗剤の容器（プラ製） 洗剤容器（プラ製） 洗剤の容器（プラ製）

洗車用ブラシ 洗車ブラシ 洗車用ブラシ

扇子 扇子 扇子

洗濯板（木製・プラ製） 洗濯板（木製）

洗濯板（プラ製）

洗濯機 洗濯機 洗濯機

洗濯ネット 洗濯ネット

洗濯のりの容器（スプレー缶） 洗濯のりの容器（スプレー缶）

洗濯のりの容器・キャップ（プラ製） 洗濯のりの容器・キャップ（プラ製）

洗濯ばさみ（金属製） 洗濯バサミ（金属製） 洗濯バサミ（金属製）

洗濯ばさみ（プラ製） 洗濯バサミ（プラ製） 洗濯バサミ（プラ製）

洗濯物干し（金属製） 洗濯バサミ（木製） 洗濯バサミ（木製）

洗濯物干し（プラ製） 洗濯物干し（金属製）

剪定枝（長さ40ｃｍ未満・直径5ｃｍ未満） 洗濯物干し（プラ製）

剪定枝（直径5ｃｍ以上15ｃｍ未満） 洗濯物干し台 洗濯物干し台

剪定枝（直径15ｃｍ以上） 剪定枝・葉 剪定枝・葉 8 市によって違うので長さ分けしない

剪定はさみ 剪定はさみ

栓抜き 栓抜き 栓抜き

扇風機 扇風機 扇風機

洗面器（金属製） 洗面器（金属製） 洗面器（金属製）

洗面器（木製・プラ製） 洗面器（プラ製） 洗面器（プラ製）

洗面器（木製）

洗面化粧台 洗面台 洗面化粧台 5 わかりやすい方優先

造花 造花 造花

双眼鏡 双眼鏡（金属製） 双眼鏡（金属製）

双眼鏡（プラ製） 双眼鏡（プラ製）

ぞうきん ぞうきん ぞうきん

掃除機 掃除機 掃除機

掃除機用ごみパック 掃除機用ごみパック

送風機 送風機

草履 草履 草履

ソースのビン ソースのビン

ソースの容器petマーク ソースの容器petマーク
ソースの容器プラマーク ソースの容器プラマーク

ソースの容器のふた（金属製） ソースの容器のふた（金属製）

ソースの容器のふた（プラ製） ソースの容器のふた（プラ製）

ソーラーシステム ソーラーシステム

袖垣（そでがき：木製） 袖垣（そでがき：木製）

ソファー ソファー ソファー

ソファーベッド ソファーベッド

ソリ（プラ製） ソリ（プラ製）

ソリ（木製） ソリ（木製）

そろばん そろばん そろばん

体温計（水銀式） 体温計（ガラス製） 体温計（水銀式）

体温計（デジタル式） 体温計（電子製） 体温計（デジタル式）

耐火金庫 耐火金庫 耐火金庫

太鼓 太鼓

体脂肪計 体脂肪計 1 分別の細かい記載のものを優先

台車 台車

体重計・体脂肪計 体重計（ヘルスメーター） 体重計（ヘルスメーター） 1 分別の細かい記載のものを優先

タイツ タイツ

台所マット 台所マット

7 分けて表記

4 カタカナ優先

1,7 分けて表記
分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記

α

7 分けて表記

7 分けて表記
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耐熱ガラス製品 耐熱ガラス製品

耐熱食器 耐熱食器

耐熱鍋 耐熱鍋

タイプライター タイプライター

タイマー タイマー

タイヤ（自転車） タイヤ タイヤ（自転車）

タイヤ（バイク，車） タイヤ（バイク，車）

タイヤチェーン タイヤチェーン（金属製） タイヤチェーン（金属製）

タイヤチェーン（ゴム製） タイヤチェーン（ゴム製）

タイヤホイール タイヤホイール タイヤホイール

タイヤホイールキャップ・カバー タイヤホイールキャップ・カバー

太陽熱温水器 太陽熱温水器 太陽熱温水器

タイル タイル タイル

ダイレクトメール（チラシ類） ダイレクトメール（チラシ類）

ダイレクトメールの封筒 ダイレクトメールの封筒

田植機 田植機 田植機

ダウンジャケット・ベスト ダウンジャケット・ベスト

タオル タオル タオル

タオル掛け（金属製） タオル掛け（金属製）

タオル掛け（木製・プラ製） タオル掛け（プラ製）

タオル掛け（木製）

タオルケット タオルケット タオルケット

高枝切りバサミ 高枝バサミ 高枝切りバサミ 5 なんとなく

卓上コンロ 卓上コンロ 卓上コンロ

竹馬 竹馬

竹串 竹串

竹ぼうき 竹ぼうき 竹ぼうき

畳 畳 畳

卓球台 卓球台 卓球台

卓球のラケット 卓球ラケット 卓球のラケット 5 なんとなく

脱穀機 脱穀機

脱脂綿 脱脂綿

脱臭剤（活性炭など） 脱臭剤 脱臭剤（活性炭など）

脱臭剤（活性炭など）の容器（プラ製） 脱臭剤（活性炭など）の容器（プラ製）

タッパー（密封容器） タッパ（プラ製） タッパ（プラ製）

建具 建具

棚（金属製） 棚（金属製）

棚（プラ製） 棚（プラ製）

棚（木製） 棚（木製）

種堆肥の袋 種堆肥の袋

たばこの内側のアルミ箔（銀紙） たばこの内側のアルミ箔（銀紙）

たばこの外装フィルム タバコの紙箱 たばこの外装フィルム

たばこの紙箱 タバコの吹殻 たばこの紙箱

たばこの吸い殻 ダバコの包装のフィルム たばこの吸い殻

足袋 足袋

卵の殻 卵の殻

卵のパック（紙製） 卵のパック（紙製） 卵のパック（紙製）

卵のパック（プラ製） 卵のパック（プラ製） 卵のパック（プラ製）

たらい（金属製） たらい たらい（金属製）

たらい（木製・プラ製） たらい（プラ製）

たらい（木製）

たる たる

たわし（金属製） たわし（金属製） たわし（金属製）

たわし（プラ製） たわし（プラ製）

たわし（椰子製） たわし（椰子製）

タンク容器（金属製） タンク容器（金属製）

タンク容器（プラ製） タンク容器（プラ製）

単行本 単行本

段差ブロック（コンクリート製） 段差ブロック（コンクリート製）

段差ブロック（プラ製） 段差ブロック（プラ製）

タンス タンス タンス

ダンベル ダンベル ダンベル

段ボール ダンボール ダンボール 5 一般に使う言葉優先

チェスト チェスト

チェーン（金属製） チェーン（金属製） チェーン（金属製）

チェーン（プラ製） チェーン（プラ製）

チェーンソー（家庭用） チェーンソー チェーンソー 2 該当範囲の広い方優先

地球儀 地球儀 地球儀

チャイム チャイム

チャイルドシート チャイルドシート チャイルドシート

茶がら 茶かす 茶かす 5 なんとなく

茶こし（金属製） 茶こし（金属製） 茶こし（金属製）

茶こし（プラ製） 茶こし（プラ製） 茶こし（プラ製）

茶だんす 茶だんす

チャッカマン チャッカマン チャッカマン

茶筒（金属製） 茶筒（金属製）

茶筒（プラ製） 茶筒（プラ製）

ちゃぶ台 ちゃぶ台

茶碗（金属製・陶磁器製・ガラス製） 茶碗（陶器製） 茶碗（ガラス製）

茶碗（金属製）

茶碗（陶磁器製）

茶碗（プラ製） 茶碗（プラ製） 茶碗（プラ製）

中華なべ 中華なべ

注射器具 注射器具

チューブ（自転車用） チューブ（自転車用）

チューブ容器類・キャップ（プラ製） チューブ容器類・キャップ（プラ製）

彫刻刀 彫刻刀 彫刻刀

調味料のビン 調味料の袋（紙製） 調味料のビン

調味料の容器（紙製） 調味料の袋（プラ製） 調味料の容器（紙製）

調味料の容器（缶） 調味料の容器（びん） 調味料の容器（缶）

調味料の容器（陶磁器製） 調味料の容器（プラ製） 調味料の容器（陶磁器製）

調味料の容器（木製） 調味料の容器（木製）

調味料の容器petマーク 調味料の容器petマーク
調味料の容器プラマーク 調味料の容器プラマーク

調味料の容器のキャップ（金属製） 調味料の容器のキャップ（金属製）

調味料の容器のキャップ（プラ製） 調味料の容器のキャップ（プラ製）

調理器具（プラ製） 調理器具（プラ製）

調理台 調理台

チョーク チョーク

貯金通帳 貯金通帳

チョコレートのアルミ箔 チョコレートのアルミ箔

チラシ チラシ（新聞折り込み） チラシ 5 なんとなく

ちり紙 ちり紙

ちりとり（金属製） ちりとり（金属製） ちりとり（金属製）

ちりとり（プラ製） ちりとり（プラ製） ちりとり（プラ製）

1 分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記

8 上記のひらがなに統一

1 分別の細かい記載のものを優先

1,7 分けて表記
分別の細かい記載のものを優先

8 多い方の表記に統一
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つい立て つい立て

杖 杖（金属製） 杖（金属製）

杖（プラ製） 杖（プラ製）

杖（木製） 杖（木製）

使い捨てカイロ 使い捨てカイロ 使い捨てカイロ

使い捨てカメラ 使い捨てカメラ

使い捨てライター（金属製） 使い捨てライター（金属製）

使い捨てライター（プラ製） 使い捨てライター（プラ製）

机 机（金属製） 机（金属製）

机（木製） 机（木製）

漬物石（プラコーティング含む） 漬物石 漬物石

漬物のぬか床 漬物のぬか床

土 土 土

土壁 土壁

つっぱり棒 つっぱり棒

壷 壷

つまようじ つまようじ

積み木（木製・プラ製） 積み木（木製） 積み木（プラ製）

積み木（木製）

詰め替えパック・ボトル（プラ製） 詰め替えパック・ボトル（プラ製）

爪切り つめ切り 爪切り 3 漢字優先

釣り糸 釣り糸 釣り糸

釣り竿 釣り竿（金属製） 釣り竿（金属製）

釣り竿（プラ製） 釣り竿（プラ製）

釣り竿（木製） 釣り竿（木製）

釣り用リール 釣り用リール

Tシャツ Tシャツ
DVD（ケースを含む） DVDディスク DVD（ケースを含む） 2 該当範囲の広い方優先

DVDの外装フィルム DVDの外装フィルム
DVDの外箱 DVDの外箱

DVDの同封カード DVDの同封カード
DVDプレイヤー DVDプレーヤー DVDプレイヤー 5 一般に使う言葉優先

DVDデッキ DVDデッキ
庭園灯 庭園灯

低周波治療器 低周波治療器

ティッシュ ティッシュペーパー ティッシュ

ティッシュの紙箱 ティッシュボックス（紙製） ティッシュボックス（紙製） 8 下に合わせた

ティッシュボックス（紙製）取出口フィルム ティッシュボックス（紙製）取出口フィルム

ティッシュボックスの外包装のフィルム ティッシュボックスの外包装のフィルム

テーブル テーブル（金属製） テーブル（金属製）

テーブル（プラ製） テーブル（プラ製）

テーブル（木製） テーブル（木製）

テーブルクロス テーブルクロス テーブルクロス

テープレコーダー テープレコーダー テープレコーダー

手押し車 手押し車

手鏡 手鏡 手鏡

手提げ袋（紙製） 手提げ袋（紙製）

手提げ袋（プラ製） 手提げ袋（プラ製）

デジタルカメラ デジタルカメラ デジタルカメラ

デジタル血圧計 デジタル血圧計

デジタル体温計 デジタル体温計

デスクトップパソコン デスクトップパソコン

デスクマット デスクマット デスクマット

手帳 手帳

鉄アレイ 鉄アレイ 鉄アレイ

鉄筋 鉄筋

鉄筋コンクリート 鉄筋コンクリート

鉄板（資材用） 鉄板（資材用）

鉄板（調理用） 鉄板（調理用）

テニスボール テニスボール テニスボール

テニスラケット テニスラケット（木製） テニスラケット（木製） 1 分別の細かい記載のものを優先

テニスラケット（木製以外） テニスラケット（金属製） α 木製以外を金属製に変更

手ぬぐい 手ぬぐい

手袋 手袋 手袋

テレビ テレビ（液晶・プラズマ） テレビ（液晶・プラズマ）

テレビ（ブラウン管式，リモコン含む） テレビ（ブラウン管式，リモコン含む）

テレビアンテナ テレビアンテナ

テレビゲーム テレビゲーム

テレビプロジェクション テレビプロジェクション

テレビ台 テレビ台（金属製） テレビ台（金属製）

テレビ台（プラ製） テレビ台（プラ製）

テレビ台（木製） テレビ台（木製）

テレホンカード テレホンカード テレホンカード

電化製品等の緩衝材（紙製） 電化製品等の緩衝材（紙製）

電化製品等の緩衝材（発泡スチロール製） 電化製品の緩衝材（発泡スチロール） 電化製品等の緩衝材（発泡スチロール製） 5 一般に使う言葉優先

てんかふ（ブビーパウダー） てんかふ（ブビーパウダー）

電気あんか 電気あんか

電気鉛筆削り 電気鉛筆削り

電気温水器 電気温水器 電気温水器

電気（ホット）カーペット・電気マット 電気カーペット 電気（ホット）カーペット・電気マット 2 該当範囲の広い方優先

電気蚊取り 電気蚊取り

電気カミソリ 電気カミソリ 電気カミソリ

電気コード 電気コード 電気コード

電気コードの包装パック（プラ製） 電気コードの包装パック（プラ製）

電気コードの包装パック（台紙） 電気こたつ 電気コードの包装パック（台紙）

電気シェーバー 電気こたつ

電気釜 電気シェーバー

電気炊飯器 電子ジャー（炊飯器） 電気炊飯器 5 わかりやすい方優先

電気スタンド 電気スタンド 電気スタンド

電気ストーブ 電気ストーブ 電気ストーブ

電気ドリル 電気ドリル 電気ドリル

電気ポット 電気ポット 電気ポット

電気毛布 電気毛布 電気毛布

電球型蛍光管 電球（蛍光灯・白熱灯） 電球型蛍光管

電球（白熱球） 電球（白熱球）

電源アダプター 電源アダプター 電源アダプター

電子オルガン 電子オルガン・ピアノ 電子オルガン・ピアノ 7 分けて表記

電子ゲーム 電子ゲーム

電子辞書 電子辞書 電子辞書

電子体温計 電子体温計

電磁調理器 電磁調理器

電子手帳 電子手帳

電子ピアノ 電子ピアノ

電子レンジ 電子レンジ 電子レンジ

天体望遠鏡 天体望遠鏡 天体望遠鏡

1,7 分けて表記
分別の細かい記載のものを優先

分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1,7 分別の細かい記載のものを優先

1
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電卓（卓上電子計算機） 電卓 電卓（卓上電子計算機） 5 わかりやすい方優先

電池（乾電池） 電池（乾電池のみ） 電池（乾電池） 8 下に合わせた

電池（充電式電池） 電池（充電式やボタン式） 電池（充電式電池）

電池（ボタン型電池） 電池（ボタン型電池）

点滴針 点滴針

テント テント（支柱部分：金属製） テント（支柱部分：金属製）

テント（支柱部分：プラ製） テント（支柱部分：プラ製）

テント（布地・ビニール部分） テント（布地・ビニール部分）

点灯管（グロー球） 点灯管（グロー球）

電動車椅子 電動車椅子

電動工具類（家庭用） 電動工具類（家庭用）

電動自転車 電動付自転車 電動自転車

電動歯ブラシ 電動ハブラシ 電動歯ブラシ 3 漢字優先

電動ベッド 電動ベッド

てんぷら揚げ機 てんぷら揚げ機

天ぷら油 天ぷら油

天ぷらガード（アルミ箔製） 天ぷらガード（アルミ箔製）

天ぷらガード（金属製） 天ぷらガード（金属製）

電話機 電話機 電話機

電話帳 電話帳 電話帳

ドア（とびら） ドア（戸：金属製） ドア（戸：金属製）

ドア（戸：木製） ドア（戸：木製）

樋（とい：金属製） 樋（とい：金属製）

樋（とい：プラ製） 樋（とい：プラ製）

砥石 砥石（といし） 砥石（といし） 5 わかりやすい方優先

トイレットペーパーの芯 トイレットペーパーの芯

トイレットペーパーの外袋（紙製） トイレットペーパーの外袋（紙製）

トイレットペーパーの外袋（プラ製） トイレットペーパーの外袋（プラ製） トイレットペーパーの外袋（プラ製）

トイレブラシ トイレ用ブラシ トイレ用ブラシ 5 わかりやすい方優先

陶磁器類 陶器（陶磁器） 陶磁器類 5 わかりやすい方優先

籐製家具 籐製品（とうせいひん） 籐製品（とうせいひん） 5 わかりやすい方優先

動物の死体 動物の死体

豆腐のパック 豆腐のパック 豆腐のパック

灯油 灯油

灯油の容器（缶） 灯油の容器（缶）

灯油の容器（ポリタンク） 灯油の容器（ポリタンク）

トースター トースター トースター

毒物 毒物

時計 時計 時計

登山シューズ 登山シューズ

土砂 土砂 土砂

戸棚 戸棚（金属製） 戸棚（金属製）

戸棚（プラ製） 戸棚（プラ製）

戸棚（木製） 戸棚（木製）

トタン板（金属製） トタン板（金属製） トタン板（金属製）

トタン板（樹脂製） トタン板（プラ製） トタン板（プラ製） 8 プラ製に統一

徳利 徳利

土鍋 土鍋 土鍋

土瓶 土瓶

ドライバー ドライバー（ねじ回し） ドライバー（ねじ回し） 5 わかりやすい方優先

ドライヤー ドライヤー ドライヤー

トラクター トラクター

ドラム缶 ドラム缶 ドラム缶

ドラムセット ドラムセット

トランク（旅行鞄） トランク（旅行鞄）

トランクス トランクス

トランシーバー トランシーバー トランシーバー

トランペット トランペット

鳥かご 鳥かご（金属製） 鳥かご（金属製）

鳥かご（プラ製） 鳥かご（プラ製）

鳥かご（木製） 鳥かご（木製）

塗料 塗料 塗料

塗料の容器（金属製） 塗料の容器（金属製）

塗料の容器（スプレー缶） 塗料用スプレー缶 塗料の容器（スプレー缶） 8 上下に合わせる

塗料の容器（ビン） 塗料の容器（ビン）

ドリル ドリル

ドリンク剤のビン ドリンクびん ドリンク剤のビン 5 わかりやすい方優先

ドリンク剤のビンのキャップ（金属製） ドリンク剤のビンのキャップ（金属製）

ドリンク剤のビンのキャップ（プラ製） ドリンク剤のビンのキャップ（プラ製）

トレイ（金属製） トレー（発泡スチロール製） トレイ（金属製）

トレイ（紙製） トレー（発泡スチロール製以外） トレイ（紙製）

トレイ（プラスチック製食品トレイ） トレイ（プラスチック製食品トレイ）

トレイ（発泡スチロール製） α
トレーニングウェア トレーニングウェア

ドレッサー ドレッサー（鏡部分） ドレッサー（鏡部分）

ドレッサー（金属製） ドレッサー（金属製）

ドレッサー（木製） ドレッサー（木製）

ドレッシングなどのビン ドレッシング容器（びん） ドレッシングなどのビン 8 下に合わせる

ドレッシングなどの容器（ノンオイルタイプ）petマーク ドレッシング容器（プラ製） ドレッシングなどの容器（ノンオイルタイプ）petマーク
ドレッシングなどの容器プラマーク ドレッシングなどの容器プラマーク

ドレッシングなどの容器のキャップ（金属製） ドレッシングなどの容器のキャップ（金属製）

ドレッシングなどの容器のキャップ（プラ製） ドレッシングなどの容器のキャップ（プラ製）

トロフィー トロフィー（金属製） トロフィー（金属製）

トロフィー（鉱物・陶器製） トロフィー（鉱物・陶器製）

トロフィー（プラ製） トロフィー（プラ製）

どんぶり（陶磁器製） どんぶり（陶磁器製）

どんぶり（プラ製） どんぶり（プラ製）

ナイフ（包丁） ナイフ ナイフ（包丁） 5 わかりやすい方優先

苗箱 苗箱

苗木用のポット 苗木用のポット

長靴 長靴 長靴

流し台 流し台 流し台

ながもち（金属製） ながもち（金属製）

ながもち（プラ製） ながもち（プラ製）

ながもち（木製） ながもち（木製）

ナタ なた ナタ 4 カタカナ優先

捺染紙（アイロンプリントの紙） 捺染紙（アイロンプリントの紙）

ナット ナット

納豆の容器（紙製） 納豆の容器（紙製）

納豆の容器（プラ製） 納豆の容器（プラ製）

鍋 鍋（金属製） 鍋（金属製）

鍋（陶器・セラミック製） 鍋（陶器・セラミック製）

鍋敷き（金属製・陶磁器製・ガラス製） 鍋敷き（ガラス製）

鍋敷き（金属製）

鍋敷き（陶磁器製）

7 分けて表記

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1,7 分けて表記
分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記
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鍋敷き（木製・プラ製） 鍋敷き（プラ製）

鍋敷き（木製）

鍋つかみ 鍋つかみ

鍋焼きうどんのアルミ鍋 鍋焼きうどんのアルミ鍋

生ごみ 生ごみ 生ごみ

生ごみ処理機（電気式） 生ごみ処理機 生ごみ処理機（電気式）

生ごみ処理容器（プラ製） 生ごみ処理容器（プラ製）

波板（金属製） 波板（金属製） 波板（金属製）

波板（樹脂製） 波板（プラ製） 波板（プラ製） 8 プラ製に統一

縄 縄 縄

縄跳び 縄跳び

ニカド電池（充電式電池） ニカド電池 ニカド電池（充電式電池） 5 わかりやすい方優先

ニス ニス ニス

ニスの容器（金属製） ニスの容器（金属製）

ニスの容器（スプレー缶） ニスの容器（スプレー缶）

ニスの容器（ビン） ニスの容器（ビン）

二段ベッド 二段ベッド（金属製） 二段ベッド（金属製）

二段ベッド（木製） 二段ベッド（木製）

ニッケル水素電池（充電式電池） ニッケル水素電池 ニッケル水素電池（充電式電池） 5 わかりやすい方優先

荷造りひも（ビニール製） 荷造りひも（ビニール製）

日本酒のビン 日本酒のビン

乳酸菌飲料の紙パック 乳酸菌飲料の紙パック

乳酸菌飲料のカン 乳酸菌飲料のカン

乳酸菌飲料のビン 乳酸菌飲料のビン

乳酸菌飲料の容器petマーク 乳酸菌飲料のふた（アルミ製） 乳酸菌飲料の容器petマーク
乳酸菌飲料の容器プラマーク 乳酸菌飲料の容器（プラ製） 乳酸菌飲料の容器プラマーク

乳酸菌飲料の容器のふた（金属製） 乳酸菌飲料の容器のふた（金属製）

乳酸菌飲料の容器のふた（プラ製） 乳酸菌飲料の容器のふた（プラ製）

乳酸菌飲料の容器のふた（アルミ箔製） 乳酸菌飲料の容器のふた（アルミ箔製）

入浴剤 入浴剤

入浴剤の缶 入浴剤の缶

入浴剤の袋（プラ製） 入浴剤の袋（プラ製）

人形 人形（木・竹・布・紙製） 人形（紙製） 1,7
人形（金属製） 人形（金属製） 1 分別の細かい記載のものを優先

人形（竹製）

人形（布製）

人形（プラ製） 人形（プラ製） 1
人形（木製） 1,7

人形ケース（ガラス製） 人形ケース（ガラス・金属製） 人形ケース（ガラス製）

人形ケース（金属製）

人形ケース（プラ製） 人形ケース（プラ製） 人形ケース（プラ製）

ぬいぐるみ ぬいぐるみ ぬいぐるみ

ぬか ぬか

布おむつ 布おむつ

布くず，布きれ，布類 布くず，布きれ，布類

ネガ ネガ

ネクタイ ネクタイ ネクタイ

猫砂（紙製，木製） 猫砂（紙製，木製）

猫砂（粘土，砂，石等鉱物性） 猫砂（粘土，砂，石等鉱物性）

ねじ（ビス） ネジ（金属製） ねじ（ビス） 5 わかりやすい方優先

ネズミ捕り器（金属製） ねずみカゴ ネズミ捕り器（金属製）

ネズミ捕り器（シート状） ネズミ捕り器（シート状）

ネッカチーフ ネッカチーフ ネッカチーフ

ネックレス（革・木製） ネックレス（革・木製）

ネックレス（金属製） ネックレス（金属製）

ネックレス（プラ製） ネックレス（プラ製）

ネット（園芸用など） ネット（園芸用など）

ネット袋（ビニール製品） ネット袋（ビニール製品）

寝袋 寝袋 寝袋

練カラシ・練ワサビのチューブ（金属製） 練カラシ・練ワサビのチューブ（金属製）

練カラシ・練ワサビのチューブ（プラ製） 練カラシ・練ワサビのチューブ（プラ製）

粘土（工作用） 粘土（工作用）

農機具類（機械類） 農機具類（機械類）

農業用資材（畦シート等） 農業用資材（畦シート等）

農業用ポリ製品 農業用ポリ製品

農薬 農薬類 農薬類 2 該当範囲の広い方優先

ノート ノート ノート

ノートパソコン ノートパソコン ノートパソコン

のこぎり のこぎり のこぎり

のこぎりの刃 のこぎりの刃

ノズル（金属製） ノズル（金属製）

ノズル（プラ製） ノズル（プラ製）

ノミ ノミ

海苔のカン 海苔の容器（ガラスびん製） 海苔の容器（ガラス製） 8 ガラス製に統一

海苔の容器（ガラス製） 海苔の容器（金属製） 海苔の容器（金属製） 8 金属製に統一

海苔の容器（プラ製） 海苔の容器（プラ製） 海苔の容器（プラ製）

海苔の容器のふた（金属製） 海苔の容器のふた（金属製）

海苔の容器のふた（プラ製） 海苔の容器のふた（プラ製）

海苔の個包装（プラ製） 海苔の個包装（プラ製）

糊の容器（プラ製） 糊の容器（プラ製）

のれん のれん

ノンカーボン紙 ノンカーボン紙

歯 歯

バーベキューコンロ バーベキューコンロ バーベキューコンロ

バーベキューテーブルセット バーベキューテーブルセット

バーベル バーベル

ハーモニカ ハーモニカ ハーモニカ

灰 灰（豆炭・れん炭） 灰（豆炭・れん炭）

バイオリン バイオリン

バイク・バイクの部品 バイク バイク・バイクの部品 2 該当範囲の広い方優先

灰皿（金属製・陶磁器製・ガラス製） 灰皿（ガラス・陶器製） 灰皿（ガラス製）

灰皿（金属製） 灰皿（金属製）

灰皿（陶器製）

灰皿（木製・プラ製） 灰皿（木製）

灰皿（プラ製）

排水管 排水管

パイプ（金属製） パイプ（金属製）

パイプ（プラ製） パイプ（プラ製）

パイプ椅子 パイプ椅子 パイプ椅子

パイプハンガー パイプハンガー パイプハンガー

パイプベッド パイプヘッド パイプベッド

廃油（エンジンオイル） 廃油（エンジンオイル）

廃油（食品油） 廃食油（てんぷら油） 廃油（食品油） 5 わかりやすい方優先

廃油（石油・ガソリン） 廃油（石油・ガソリン）

バインダー（農業用機械） バインダー（農業用機械）

7 分けて表記

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1,7 分けて表記
分別の細かい記載のものを優先

1,7 分けて表記
分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1,7 分けて表記
分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記
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バインダー（文房具） バインダー（ファイル） バインダー（文房具） 5 わかりやすい方優先

はがき（圧着はがき） はがき（圧着はがき）

袴（はかま） 袴（はかま）

はかり はかり はかり

白色食品トレー（発泡スチロール） 白色食品トレー（発泡スチロール）

剥製（はくせい） 剥製（はくせい）

白熱球 白熱球 白熱球

刷毛 はけ 刷毛 2 漢字優先

バケツ（金属製） バケツ（金属製） バケツ（金属製）

バケツ（プラ製） バケツ（プラ製） バケツ（プラ製）

バケツ（木製） バケツ（木製）

ハサミ はさみ ハサミ 3 カタカナ優先

箸（金属製） 箸（金属製）

箸（木製・プラ製） 箸（プラ製）

箸（木製）

はしご はしご（金属製） はしご（金属製）

はしご（木製） はしご（木製）

箸箱（木・竹製） 箸箱（木・竹製）

箸箱（金属製） 箸箱（金属製）

箸箱（プラ製） 箸箱（プラ製）

バスケット（プラ製容器） バスケット（プラ製容器）

バスケット（木製容器） バスケット（木製容器）

バスケットゴール バスケットゴール

バスタオル バスタオル バスタオル

バスブーツ バスブーツ

バスマット バスマット

パソコン パソコン パソコン

パソコン（ディスプレイ一体型） パソコン（ディスプレイ一体型）

パソコンデスク パソコンデスク（木製）

パソコンデスク（金属製）

パソコンデスク（プラ製）

パソコン用ディスプレイ パソコン用ディスプレイ

パソコンプリンター パソコン用プリンター パソコン用プリンター 5 なんとなく

パソコンラック パソコンラック パソコンラック

はたき はたき

鉢（金属製・陶磁器製・ガラス製） 鉢（ガラス製）

鉢（金属製）

鉢（陶磁器製）

鉢（木製・プラ製） 鉢（プラ製）

鉢（木製）

8ミリ映写機 8ミリ映写機
バッグ バッグ

バックネット（金属製） バックネット（金属製）

バッテリー（自転車・バイク・車用など） バッテリー バッテリー（自転車・バイク・車用など）

バッテリー（充電式電池） バッテリー（充電式電池）

発電機 発電機

バット（木製） バット（調理用）（木製） 8 下に合わせる

バット（調理用）（金属製） バット（金属製） バット（調理用）（金属製）

バット（調理用）（プラ製） バット（プラ製） バット（調理用）（プラ製）

バット（野球用） バッド（野球用）

発泡スチロール 発泡スチロール（食品トレー・電気製品等緩衝材） 発泡スチロール（食品トレー・電気製品等緩衝材） 5 わかりやすい方優先

バドミントンシャトルコック バドミントンシャトルコック

バドミントンラケット バドミントンラケット バドミントンラケット

花火 花火 花火

花火の外袋 花火の外袋

花火の台紙 花火の台紙

歯ブラシ 歯ブラシ 歯ブラシ

歯ブラシの包装パック（紙製） 歯ブラシの包装パック（紙製） 歯ブラシの包装パック（紙製）

歯ブラシの包装パック（プラ製） 歯ブラシの包装パック（プラ製）

歯磨きチューブ（金属製） 歯磨きチューブ（金属製）

歯磨きチューブ（プラ製） 歯磨きチューブ（プラ製） 歯磨きチューブ（プラ製）

刃物（鋭利なもの） 刃物（鋭利なもの）

パラボラアンテナ パラボラアンテナ パラボラアンテナ

ラン（寿司などの中仕切りの緑色のプラスチックフィルム バラン バラン（寿司などの中仕切りの緑色のプラスチックフィルム） 5 わかりやすい方優先

針（縫い針・ミシン針等） 針（縫い針・ミシン針等）

針金 針金（紙・ビニールコーティングされたもの含む） 針金（紙・ビニールコーティングされたもの含む） 5 わかりやすい方優先

針金製のハンガー 針金製のハンガー

バリカン バリカン

パレット（金属製） パレット（金属製）

パレット（プラ製） パレット（プラ製）

パレット（木製） パレット（木製）

ハンガー（金属製） ハンガー（金属製） ハンガー（金属製）

ハンガー（木製・プラ製） ハンガー（プラ製） ハンガー（プラ製）

ハンガー（木製） ハンガー（木製）

ハンガーラック ハンガーラック（金属製） ハンガーラック（金属製）

ハンガーラック（プラ製） ハンガーラック（プラ製）

ハンガーラック（木製） ハンガーラック（木製）

ハンカチ ハンカチ ハンカチ

飯切り（寿司桶） 飯切り（寿司桶）

飯ごう 飯ごう（はんごう） 飯ごう（はんごう） 5 わかりやすい方優先

半紙 半紙（はんし） 半紙（はんし） 5 わかりやすい方優先

半ズボン 半ズボン

絆創膏 絆創膏

ハンダ ハンダ

ハンダコテ ハンダコテ

パンチ（文具） パンチ（文具）

はんてん はんてん（綿入り等） はんてん（綿入り等） 5 わかりやすい方優先

ハンドクリーナー ハンドクリーナー

ハンドクリームの容器（金属製） ハンドクリームの容器（金属製）

ハンドクリームの容器（ガラス製） ハンドクリームの容器（ガラス製）

ハンドクリームの容器（プラ製） ハンドクリームの容器（プラ製）

ハンドバッグ ハンドバッグ ハンドバッグ

ハンドルカバー ハンドルカバー

パンの外袋（紙製） パンの袋（紙製） パンの袋（紙製）

パンの外袋（プラ製） パンの袋（プラ製） パンの袋（プラ製）

パンフレット パンフレット パンフレット

ハンマー ハンマー

パン焼き機 パン焼き機

ピアス（金属製） ピアス（金属製）

ピアス（プラ製） ピアス（プラ製）

ピアニカ ピアニカ

ピアノ ピアノ ピアノ

BS・CSアンテナ BS・CSアンテナ BS・CSアンテナ
BS・CSチューナー BS・CSチューナー

PHS PHS

7 分けて表記

1 分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記

7 分けて表記

7 分けて表記

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記

1 分別の細かい記載のものを優先
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ヒーター ヒーター

ビー玉 ビー玉

ビーチサンダル ビーチサンダル ビーチサンダル

ビーチパラソル ビーチパラソルの布 ビーチパラソルの布

ビーチパラソルの骨（金属製） ビーチパラソルの骨（金属製）

ビーチパラソルの骨（プラ製） ビーチパラソルの骨（プラ製）

ビーチパラソルの骨（木製） ビーチパラソルの骨（木製）

ビート板 ビート板 ビート板

ビールケース（缶ビール） ビールケース（缶ビール）

ビールケース（びんビール） ビールケース（びんビール）

ビールのマルチパック（缶ビールの6本入りパック） ビールのマルチパック（缶ビールの6本入りパック）
ビールビン ビールびん ビールビン 4 カタカナ優先

ビールビンのふた ビールびんのふた ビールビンのふた 4 カタカナ優先

皮革製品 皮革製品

ひげそり（T字など） ひげそり（金属製・プラ製） ひげそり（T字など）
ひげそり（T字など）の替え刃 ひげそり替え刃 ひげそり（T字など）の替え刃

ひげそり（電気式） ひげそり機 ひげそり（電気式）

ピザの紙箱 ピザの紙箱

ひしゃく（金属製） ひしゃく（金属製）

ひしゃく（竹・木製） ひしゃく（竹・木製）

ひしゃく（プラ製） α
ビデオカメラ ビデオカメラ ビデオカメラ

ビデオテープ・テープケース ビデオテープ ビデオテープ

ビデオテープケース（金属製） ビデオテープケース（金属製）

ビデオテープケース（プラ製） ビデオテープケース（プラ製）

ビデオテープケース（木製） ビデオテープケース（木製）

ビデオデッキ ビデオデッキ ビデオデッキ

雛人形 雛人形

ビニール（商品包装など） ビニール（商品包装など）

ビニール傘 ビニール傘

ビニールコート紙 ビニールコート紙

ビニールシート ビニールシート

ビニールテープ・ひも ビニールテープ・ひも

ビニールプール ビニールプール

ビニール袋 ビニール袋

ビニールホース ビニールホース ビニールホース

避妊具（コンドーム） 避妊具（コンドーム）

火箸 火箸

火鉢 火鉢

非発泡性食品トレー 非発泡性食品トレー

百科事典 百科事典

びょうぶ びょうぶ

肥料 肥料

肥料袋（紙製） 肥料袋（紙製）

肥料袋（布製） 肥料袋（布製）

肥料袋（プラ製） 肥料袋（プラ製）

ビン（飲料用・化粧品） びん（化粧品用） びん（化粧品用）

びん（食用・飲料用） びん（食用・飲料用）

ビン（上記以外） ビン（上記以外）

ビン（割れたもの） ビン（割れたもの）

ビンのふた（金属製） ビンのふた（金属製）

ビンのふた（プラ製） ビンのふた（プラ製）

ピンポンセット ピンポンセット

ピンポン玉 ピンポン玉

ファイル（紙製） ファイル（紙製） ファイル（紙製）

ファイル（プラ製） ファイル（プラ製） ファイル（プラ製）

ファクシミリ ファックス・ファクシミリ ファックス・ファクシミリ 2 該当範囲の広い方優先

ファミコン本体 ファミコン本体

ファンシーケース ファンシーケースの布部分 ファンシーケースの布部分

ファンシーケースの本体部分（金属製） ファンシーケースの本体部分（金属製）

ファンデーションのケース（鏡付） ファンデーションのケース（鏡付）

ファンデーションのケース（鏡なし） ファンデーションのケース（鏡なし）

ファンヒーター（石油・ガス） ファンヒーター（石油） ファンヒーター（石油）

ファンヒーター（電気） ファンヒーター（電気）

フィルター（空気清浄機・換気扇など） フィルター（空気清浄機・換気扇など）

フィルム（カメラ用） フィルム（ネガ） フィルム（カメラ用） 5 わかりやすい方優先

フィルム（カメラ用）の紙箱 フィルム（カメラ用）の紙箱

フィルム（カメラ用）のケース フィルムケース（プラ製） フィルム（カメラ用）のケース 5 わかりやすい方優先

フィルム（商品包装用） フィルム（商品包装用）

ブースターケーブル ブースターケーブル

風船 風船

ブーツ ブーツ

封筒 封筒 封筒

フードプロセッサー フードプロセッサー

プール（幼児用） プール（幼児用）

笛（紙・コルク製） 笛（紙・コルク製）

笛（金属製） 笛（金属製） 笛（金属製）

笛（木製・プラ製） 笛（プラ製） 笛（プラ製）

笛（木製）

フェンス フェンス

フォーク（金属製） フォーク（金属製） フォーク（金属製）

フォーク（木製・プラ製） フォーク（プラ製） フォーク（プラ製）

フォーク（木製） フォーク（木製）

フォークギター フォークギター

ふきん ふきん

服 服

ふすま 襖（ふすま） 襖（ふすま） 5 わかりやすい方優先

ふた（紙・木・コルク製） ふた（紙・木・コルク製）

ふた・キャップ（金属製） ふた（金属製） ふた（金属製） 5 わかりやすい方優先

ふた・キャップ（プラ製） ふた（プラ製） ふた（プラ製） 5 わかりやすい方優先

腹筋台 腹筋台

仏具（金属製） 仏具（金属製）

仏具（プラ製） 仏具（プラ製）

仏具（木製） 仏具（木製）

仏壇 仏壇 仏壇

筆 筆 筆

筆箱（金属製） 筆箱（金属製） 筆箱（金属製）

筆箱（木製・プラ製） 筆箱（布・木製） 筆箱（布・木製）

筆箱（プラ製） 筆箱（プラ製）

ぶどうの房の木の部分 ぶどうの房の木の部分

布団 布団（ふとん） 布団（ふとん） 5 わかりやすい方優先

布団カバー 布団カバー 布団カバー

布団乾燥機 布団乾燥機 布団乾燥機

布団たたき 布団たたき

布団袋 布団袋

5 わかりやすい方優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記

1,7 分けて表記
分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記

7 分けて表記
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布団干し 布団干し（金属製） 布団干し（金属製）

布団干し（プラ製） 布団干し（プラ製）

布団干し（木製） 布団干し（木製）

踏み台（金属製） 踏み台（金属製）

踏み台（木製・プラ製） 踏み台（プラ製）

踏み台（木製）

腐葉土 腐葉土

腐葉土の袋（紙製） 腐葉土の袋（紙製）

腐葉土の袋（プラ製） 腐葉土の袋（プラ製）

フライ返し（金属製） フライ返し フライ返し（金属製）

フライ返し（プラ製） フライ返し（プラ製）

フライパン フライパン フライパン

ブラインド ブラインド（金属製） ブラインド（金属製）

ブラインド（木製） ブラインド（木製）

ブラウス ブラウス

ブラウン管テレビ（リモコン含む） ブラウン管テレビ（リモコン含む）

プラグ（スパークプラグ） プラグ（スパークプラグ）

ぶら下がり健康機 ぶら下がり健康機

ブラシ（金属製） ブラシ ブラシ（金属製）

ブラシ（木製・プラ製） ブラシ（プラ製）

ブラシ（木製）

プラスチック製包装フィルム プラスチック製包装フィルム

プラズマ（液晶）テレビ プラズマ（液晶）テレビ

フラッシュメモリー フラッシュメモリー

プラモデル プラモデル プラモデル

プラモデルの紙箱 プラモデルの外箱（紙箱） プラモデルの紙箱 5 わかりやすい方優先

プラモデルの中仕切り プラモデルの中仕切り

フラワースタンド（金属製・陶磁器製・ガラス製） フラワースタンド（金属製） フラワースタンド（ガラス製）

フラワースタンド（金属製）

フラワースタンド（陶磁器製）

フラワースタンド（木製・プラ製） フラワースタンド（プラ製） フラワースタンド（プラ製）

フラワースタンド（木製） フラワースタンド（木製）

ブランコ（子供用品） ブランコ（子供用：金属製） ブランコ（子供用：金属製）

ブランコ（子供用：プラ製） ブランコ（子供用：プラ製）

プランター（陶磁器製） プランター（陶器製） プランター（陶磁器製） 8 「陶磁器製」に統一

プランター（木製・プラ製） プランター（プラ製） プランター（プラ製）

プランター（木製）

フリース（衣類） フリース（衣類） フリース（衣類）

ブリキ ブリキ

プリンター（パソコン用） プリンター プリンター（パソコン用） 5 わかりやすい方優先

プリント（学校などの配布物） プリント（学校などの配布物）

プリントゴッコ プリントゴッコ

プリンのカップ（アルミ箔製） プリン等容器（アルミ箔製） 8 下に合わせる

プリン等容器（紙製） プリン等容器（紙製）

プリンのカップ（金属製・ガラス製・陶磁器製） プリン等容器（ガラス製）

プリン等容器（金属製）

プリン等容器（陶磁器製）

プリンのカップ（プラ製） プリン等容器（プラ製） プリン等容器（プラ製） 2 該当範囲の広い方優先

プリンの外装フィルム プリンのカップ外包装フィルム プリン等の外装フィルム 2,6 上にあわせる，該当範囲の広い方優先

プリンの中台紙 プリンの台紙 プリンの台紙 2,6 上にあわせる，該当範囲の広い方優先

プリンのふた（アルミ箔） プリン等容器のフタ（プラ製） プリン等容器のフタ（プラ製） 2 該当範囲の広い方優先

プリンのふた（プラ製） プリン等容器のフタ（プラ製以外） プリン等容器のフタ（プラ製以外） 2 該当範囲の広い方優先

ブルーシート ブルーシート

フルート フルート

古着 古着

フローリングカーペット フローリングカーペット

風呂釜 風呂釜（金属製） 風呂釜（金属製） 1 分別の細かい記載のものを優先

風呂釜（金属製以外） α
プロジェクター プロジェクター プロジェクター

風呂敷 ふろしき 風呂敷 3 漢字優先

風呂すのこ（金属製） 風呂すのこ（金属製）

風呂すのこ（プラ製） 風呂すのこ（プラ製）

風呂すのこ（木製） 風呂すのこ（木製）

ブロック（おもちゃ）（木製・プラ製） ブロック（おもちゃ）（プラ製）

ブロック（おもちゃ）（木製）

ブロック（コンクリート） ブロック（コンクリート）（少量） ブロック（コンクリート） 2 該当範囲の広い方優先

フロッピーディスク フロッピーディスク フロッピーディスク

フロッピーディスクのケース フロッピーディスクのケース

風呂の椅子 風呂の椅子

風呂のふた 風呂のふた（金属製） 風呂のふた（金属製）

風呂のふた（プラ製） 風呂のふた（プラ製）

風呂のふた（木製） 風呂のふた（木製）

風呂のマット 風呂マット 風呂のマット

プロパンガスボンベ プロパンガスボンベ

風呂用ポンプ 風呂用ポンプ

文庫本 文庫本

噴霧器（家庭用） 噴霧器 噴霧器（家庭用） 5 わかりやすい方優先

文鎮 文鎮（ガラス製） 文鎮（ガラス製）

文鎮（金属製） 文鎮（金属製）

文房具（金属製） 文房具（金属製）

文房具（布・木製） 文房具（布・木製）

文房具（プラ製） 文房具（プラ製）

ヘアスプレー（金属製） ヘアスプレーの缶 ヘアスプレーの缶 5 わかりやすい方優先

ヘアスプレーのキャップ（プラ製） ヘアスプレーのキャップ（プラ製） ヘアスプレーのキャップ（プラ製）

ヘアスプレーの外装フィルム ヘアスプレーの外装フィルム

ヘアドライヤー ヘアドライヤー ヘアドライヤー

ヘアバンド ヘアバンド

ヘアピン ヘアピン

ヘアブラシ ヘアブラシ

ベッド ベッド（金属製・二段ベッド含む） ベッド（金属製・二段ベッド含む）

ベッド（木製・二段ベッド含む） ベッド（木製・二段ベッド含む）

ペットシート ペットシート

ペットの小屋 ペットの小屋（プラ製） ペットの小屋（プラ製）

ペットの小屋（木製） ペットの小屋（木製）

ペットのふん ペットのふん

ベッドパッド ベッドパッド

ペットフードの紙箱 ペットフード ペットフードの紙箱

ペットフードの缶 ペットフードの缶

ペットフードの袋（紙製） ペットフードの袋（紙製）

ペットフードの袋（プラ製） ペットフードの袋（プラ製）

ペットボトル ペットボトル（PETマーク） ペットボトル 5 わかりやすい方優先

ペットボトルのキャップ ペットボトルのフタ ペットボトルのキャップ 5 わかりやすい方優先

ペットボトルのラベル ペットボトルのラベル（紙製） ペットボトルのラベル（紙製）

ペットボトルのラベル（プラ製） ペットボトルのラベル（プラ製）

ヘッドホーン ヘッドホン ヘッドホン 5 一般に使う言葉優先

1 分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1,7 分けて表記
分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記

1,7 分けて表記
分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1

6,7 下に合わせる
分けて表記

7 分けて表記

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先
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ベッドマットレス ベッドマットレス（スプリング入り）

ベッドマットレス（スプリングなし）

ペットのトイレ用砂（紙製などの可燃性のもの） ペット用の砂（紙・木製） ペット用の砂（紙・木製） 8 下にあわせた

ペット用の砂（粘土・砂・鉱物製） ペット用の砂（粘土・砂・鉱物製）

ヘドロ ヘドロ

ベニヤ板 ベニヤ板 ベニヤ板

ベビーカー ベビーカー ベビーカー

ベビータンス ベビーダンス ベビータンス

ベビーチェアー ベビーチェア（椅子） ベビーチェアー 5 わかりやすい方優先

ベビーパウダー ベビーパウダー

ベビーバス ベビーバス（プラ製） ベビーバス（プラ製） 1 分別の細かい記載のものを優先

ベビーフェンス（金属製） ベビーフェンス（金属製）

ベビーフェンス（プラ製） ベビーフェンス（プラ製）

ベビーフェンス（木製） ベビーフェンス（木製）

ベビー布団 ベビー布団

ベビーベッド ベビーベッド（金属製） ベビーベッド（金属製）

ベビーベッド（プラ製） ベビーベッド（プラ製）

ベビーベッド（木製） ベビーベッド（木製）

ヘルスメーター ヘルスメーター（体重計） ヘルスメーター（体重計） 5 わかりやすい方優先

ベルト ベルト（衣服用） ベルト 5 わかりやすい方優先

ヘルメット ヘルメット（金属製） ヘルメット（金属製）

ヘルメット（プラ製） ヘルメット（プラ製）

ペンキ ペンキ ペンキ

ペンキのカン（中身のないもの） ペンキのカン（中身のないもの）

ペンキのスプレー缶（中身のないもの） ペンキのスプレー缶（中身のないもの）

ペンケース ペンケース

便座・温水便座 便器 便座・温水便座 5 わかりやすい方優先

便座カバー 便座カバー

ベンジン ベンジン

ペンチ ペンチ

弁当・惣菜の容器（紙製） 弁当容器（紙製） 弁当・惣菜の容器（紙製）

弁当・惣菜の容器（プラ製） 弁当容器（プラ製） 弁当・惣菜の容器（プラ製）

弁当・惣菜の容器の外装フィルム 弁当容器等のおかず保護フィルム 弁当・惣菜の容器の外装フィルム

弁当箱（金属製） 弁当箱（金属製） 弁当箱（金属製）

弁当箱（木製・プラ製） 弁当箱（プラ製） cf
弁当箱（木製）

ホイール（バイク・車用など） ホイール（自動車用） ホイール（バイク・車用など） 2 該当範囲の広い方優先

ホイールキャップ・カバー ホイールキャップ・カバー

ボイラー ボイラー ボイラー

ホイル（アルミホイル・アルミ箔） ホイル（アルミホイル・アルミ箔）

望遠鏡 望遠鏡 望遠鏡

望遠レンズ 望遠レンズ

ほうき ほうき（木・竹製） ほうき（木・竹製）

ほうき（金属製） ほうき（金属製）

ほうき（プラ製） ほうき（プラ製）

芳香剤などのケース（金属製・陶磁器製・ガラス製） 芳香剤容器（ガラス製・陶器製） 芳香剤などのケース（ガラス製）

芳香剤などのケース（金属製）

芳香剤などのケース（陶磁器製）

芳香剤などのケース（プラ製） 芳香剤容器（プラ製） 芳香剤などのケース（プラ製） 2 該当範囲の広い方優先

帽子 帽子 帽子

防塵マスク（簡易なもの） 防塵マスク（簡易なもの）

防水加工紙 防水加工紙

包装紙（紙製） 包装紙 包装紙（紙製） 1 分別の細かい記載のものを優先

包装紙（紙製以外） α
包装フィルム（商品用） 包装フィルム（商品用）

包帯 包帯

防虫剤 防虫剤（タンス用） 防虫剤（タンス用） 5 わかりやすい方優先

防虫剤のケース（プラ製） 防虫剤のケース（プラ製）

防虫シート 防虫シート

防虫スプレー 防虫スプレー

包丁 包丁類 包丁類 2 該当範囲の広い方優先

ボウル（金属製・ガラス製） ボウル（台所用品：金属製） ボウル（ガラス製）

ボウル（金属製）

ボウル（木製・プラ製） ボウル（台所用品：プラ製） ボウル（プラ製）

ボウル（木製）

ホース（ビニール・ゴム） ホース（ビニール・ゴム製） ホース（ビニール・ゴム製） 8 「ビニール・ゴム製」に統一

ホースリール（金属製） ホースリール（金属製） ホースリール（金属製）

ホースリール（プラ製） ホースリール（プラ製） ホースリール（プラ製）

ポータブルコンロ ポータブルコンロ

ポータブルトイレ ポータブルトイレ

ポータブルプレイヤー（CD，MDなど） ポータブルプレイヤー（CD，MDなど）
ポーチ ポーチ

ボードゲーム ボードゲーム

ホームベーカリー ホームベーカリー ホームベーカリー

ボウリングの球 ボーリングの玉 ボーリングの玉 5 一般に使う言葉優先

ボール（野球・サッカー・バレー・テニス・ゴルフなど） ボール（野球・サッカー・バレー・テニス・ゴルフなど）

ボール紙 ボール紙 ボール紙

ボールペン（金属製） ボールペン（金属製） ボールペン（金属製）

ボールペン（プラ製） ボールペン（プラ製） ボールペン（プラ製）

ホーロー鍋 ホーロー鍋 ホーロー鍋

墨汁 墨汁

墨汁の容器 墨汁の容器

木刀 木刀

ポケットティッシュの包装フィルム ポケットティッシュ ポケットティッシュの包装フィルム

ポケットティッシュの中台紙 ポケットティッシュの袋 ポケットティッシュの中台紙

歩行器 歩行器（乳幼児用含む） 歩行器 5 わかりやすい方優先

ポスター ポスター ポスター

ポスターカラー ポスターカラー

ポスターカラーの容器（ガラス製） ポスターカラーの容器（ガラス製）

ポスターカラーの容器（プラ製） ポスターカラーの容器（プラ製）

ポスト（郵便受け）（金属製） ポスト（金属製） ポスト（金属製） 8 下に合わせる

ポスト（郵便受け）（木製・プラ製） ポスト（プラ製） ポスト（プラ製）

ポスト（木製） ポスト（木製）

ボストンバッグ ボストンバッグ

ボタン型電池 ボタン電池 ボタン電池 5 一般に使う言葉優先

補聴器 補聴器 補聴器

ホッチキス ホッチキス ホッチキス

ポット ポット（魔法瓶） ポット（魔法瓶） 5 わかりやすい方優先

ホットカーペット ホットカーペット

ホットカーラー ホットカーラー

ホットプレート ホットプレート ホットプレート

ポテトチップス等の袋 ポテトチップス等の袋

ほ乳ビン（ガラス製） ほ乳びん（ガラス製） ほ乳ビン（ガラス製） 4 カタカナ優先

ほ乳ビン（プラ製） ほ乳びん（プラ製） ほ乳ビン（プラ製） 4 カタカナ優先

ポラロイドカメラ ポラロイドカメラ

2 該当範囲の広い方優先

7

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1,7 分けて表記
分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1,7 分けて表記
分別の細かい記載のものを優先

1,7 分けて表記
分別の細かい記載のものを優先

1,7 分けて表記
分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

分けて表記
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ポリタンク ポリタンク（灯油等の容器） ポリタンク（灯油等の容器） 5 わかりやすい方優先

ポリバケツ ポリバケツ ポリバケツ

ポリ袋 ポリ袋

ポリ容器 ポリ容器

ボルト・ナット ボルト ボルト・ナット 2 該当範囲の広い方優先

保冷剤 保冷剤 保冷剤

ポロシャツ ポロシャツ

ホワイトボード ホワイトボード ホワイトボード

本 本 本

盆（木・竹製） 盆（木・竹製）

盆（金属製） 盆（金属製）

盆（プラ製） 盆（プラ製）

本立て（金属製） 本立て（金属製）

本立て（木製・プラ製） 本立て（プラ製）

本立て（木製）

本棚 本棚（金属製） 本棚（金属製）

本棚（木製） 本棚（木製）

ボンド ボンド

ボンドの紙箱 ボンドの紙箱

ボンドのチューブ ボンドのチューブ

ボンドの容器（金属製） ボンドの容器（金属製）

ボンドの容器（プラ製） ボンドの容器（プラ製）

ポンプ（エンジン付き） ポンプ（エンジン付き）

ポンプ（家庭用電気式 ポンプ（家庭用電気式

ボンベ（LP・高圧） ボンベ ボンベ（LP・高圧）
ボンベ（カセットコンロ用） ボンベ（カセットコンロ用）

マーガリンの外箱 マーガリンの空き容器（プラ製） マーガリンの外箱 5 わかりやすい方優先

マーガリンの容器 マーガリンの外箱（紙製） マーガリンの容器 5 わかりやすい方優先

マーガリンの容器のふた マーガリンの容器のふた

マーガリンの容器の内ふた（アルミ箔） マーガリンの容器の内ふた（アルミ箔）

麻雀卓 麻雀卓 麻雀卓

麻雀パイ 麻雀牌（鉱物製） 麻雀牌（鉱物製）

麻雀牌（プラ製） 麻雀牌（プラ製）

麻雀マット 麻雀マット

マイク マイク マイク

マウス（パソコン用） マウス（パソコン用） マウス（パソコン用）

マウスパッド マウスパッド

巻尺（測る部分が金属製） 巻尺（測る部分が金属製）

巻尺（測る部分が布製） 巻尺（測る部分が布製）

マグネット マグネット

枕 枕 枕

枕カバー 枕カバー

マジックペン（金属製） マジックペン（金属製）

マジックペン（プラ製） マジックペン（プラ製）

マスカラ マスカラ

マッサージチェアー マッサージ機（いす型） マッサージチェアー 5 わかりやすい方優先

マッサージャー マッサージ機（いす型以外） マッサージャー 5 わかりやすい方優先

マッチ・マッチ箱 マッチ マッチ・マッチ箱 5 わかりやすい方優先

マットレス マットレス（スプリング入り） マットレス（スプリング入り）

マットレス（スプリングなし） マットレス（スプリングなし）

窓あき封筒 窓あき封筒 窓あき封筒

窓ガラス 窓ガラス

窓枠 窓枠

まな板（木製・プラ製） まな板（プラ製） まな板（プラ製）

まな板（木製） まな板（木製）

マニキュアのビン マニキュアのびん マニキュアのビン 4 カタカナ優先

マフラー（襟巻き） マフラー（襟巻き）

マフラー（バイク・車用など） マフラー（バイク・車用など）

魔法瓶 魔法瓶 魔法瓶

まめ炭 まめ炭

豆電球 豆電球 豆電球

マヨネーズの容器 マヨネーズ等の容器（プラ製） マヨネーズの容器 5 わかりやすい方優先

マヨネーズのキャップ マヨネーズのキャップ マヨネーズのキャップ

マヨネーズの外袋 マヨネーズの外袋 マヨネーズの外袋

まんが本 まんが本

マンガン乾電池 マンガン乾電池

万年筆 万年筆 万年筆

マンホールのふた マンホールのふた

万歩計 万歩計 万歩計

みかん等を入れた網・ネット みかん等を入れた網・ネット

ミキサー ミキサー ミキサー

ミシン ミシン ミシン

水着 水着

水切りかご（金属製） 水切りかご（金属製）

水切りかご（プラ製） 水切りかご（プラ製）

水差し（金属製・陶磁器製・ガラス製） 水差し（ガラス製）

水差し（金属製）

水差し（陶磁器製）

水差し（プラ製） 水差し（プラ製）

ミニカー（金属製） ミニカー（金属製）

ミニカー（プラ製） ミニカー（プラ製）

ミニコンポ ミニコンポ

耳かき（金属製） 耳かき（金属製）

耳かき（木製・プラ製） 耳かき（プラ製）

耳かき（木製）

みりん類の紙パック みりん類の紙パック

みりん類のビン みりん類のビン

みりん類の容器petマーク みりん類の容器petマーク
みりん類の容器プラマーク みりん類の容器プラマーク

みりん類の容器のキャップ（金属製） みりん類の容器のキャップ（金属製）

みりん類の容器のキャップ（プラ製） みりん類の容器のキャップ（プラ製）

ミルクの缶 ミルクの缶

虫かご（木・竹製） 虫かご（木・竹製）

虫取かご（金属製） 虫かご（金属製） 虫かご（金属製）

虫取りかご（プラ製） 虫かご（プラ製） 虫かご（プラ製）

蒸し器（金属製） 蒸し器（木・竹製） 蒸し器（木・竹製） 2 該当範囲の広い方優先

蒸し器（木製） 蒸し器（金属製） 蒸し器（金属製）

虫取り網（金属製） 虫取り網（金属製）

虫取り網（木製・プラ製） 虫取り網（プラ製）

虫取り網（木製）

虫眼鏡 虫めがね（金属製） 虫めがね（金属製）

虫めがね（プラ製） 虫めがね（プラ製）

むしろ むしろ

無線機 無線機 無線機

名刺 名刺 名刺

7 分けて表記

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記

7 分けて表記

7 分けて表記

7 分けて表記

8 下に合わせる

1 分別の細かい記載のものを優先
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名刺ケース（金属製） 名刺ケース（金属製）

名刺ケース（プラ製） 名刺ケース（プラ製）

名刺ケース（木製） 名刺ケース（木製）

めがねケース（金属製） めがねケース（金属製）

めがねケース（皮革製・布製・プラ製） めがねケース（革製）

めがねケース（プラ製）

めがねケース（布製）

めがね めがねのフレーム（金属製） めがねのフレーム（金属製）

めがねのフレーム（プラ製） めがねのフレーム（プラ製）

めがねのレンズ（ガラス製） めがねのレンズ（ガラス製）

めがねのレンズ（プラ製） めがねのレンズ（プラ製）

メガホン（プラ製） メガホン（プラ製）

目薬の携帯ケース・容器 目薬の容器（ガラス製） 目薬の容器（ガラス製）

目薬の容器（プラ製） 目薬の容器（プラ製）

目覚まし時計 目覚まし時計

メジャー（巻き尺）（金属製） メジャー（測る部分が金属製） メジャー（巻き尺）（金属製）

メジャー（巻き尺）（プラ製） メジャー（測る部分が布製） メジャー（巻き尺）（プラ製）

綿棒 綿棒 綿棒

綿棒の容器（プラ製） 綿棒の容器（プラ製）

毛布 毛布 毛布

餅つき機（電気） もちつき機 もちつき機 5 わかりやすい方優先

モップ モップ モップ

モニター（パソコン） モニター（パソコン）

物置 物置 物置

物干し（洗濯物干し）（金属製） 物干し（室内用：金属製） 物干し（洗濯物干し）（金属製）

物干し（洗濯物干し）（プラ製） 物干し（室内用：プラ製） 物干し（洗濯物干し）（プラ製）

物干し竿 物干し竿（金属製） 物干し竿（金属製）

物干し竿（竹製） 物干し竿（竹製）

物干し台（コンクリート台は除く） 物干台 物干台 5 わかりやすい方優先

門扉（もんぴ） 門扉（もんぴ）

やかん やかん やかん

野球用グローブ 野球用グローブ

野球用ボール（軟式・硬式とも） 野球用ボール（軟式・硬式とも）

薬品・農薬類 薬品・農薬類

野菜くず 野菜くず

野菜などの外装フィルム 野菜の外袋（プラ製） 野菜などの外装フィルム 5 わかりやすい方優先

野菜などの結束テープ 野菜などの結束テープ

やすり（金属製） ヤスリ やすり（金属製）

やすり（紙製） やすり（紙製）

郵便受け（ポスト）（金属製） 郵便受け（ポスト）（金属製）

郵便受け（ポスト）（木製・プラ製） 郵便受け（ポスト）（プラ製）

郵便受け（ポスト）（木製）

浴衣 浴衣（ゆかた） 浴衣（ゆかた） 5 わかりやすい方優先

湯たんぽ（金属製） 湯たんぽ（金属製） 湯たんぽ（金属製）

湯たんぽ（プラ製） 湯たんぽ（プラ製） 湯たんぽ（プラ製）

ユニホーム ユニホーム

湯飲み茶碗 湯のみ茶碗 湯飲み茶碗 3 漢字優先

ゆりかご ゆりかご（乳幼児用：金属製） ゆりかご（乳幼児用：金属製）

ゆりかご（乳幼児用：木製） ゆりかご（乳幼児用：木製）

湯沸しポット 湯沸し器（家庭用） 湯沸しポット 5 わかりやすい方優先

容器のキャップ（アルミ箔製） 容器のキャップ（アルミ箔製）

容器のキャップ（金属製） 容器のキャップ（金属製）

容器のキャップ（プラ製） 容器のキャップ（プラ製）

洋酒のビン 洋酒ビン 洋酒のビン 5 なんとなく

洋服ダンス（金属製） 洋服ダンス（金属製）

洋服ダンス（プラ製） 洋服ダンス（プラ製）

洋服ダンス（木製） 洋服ダンス（木製）

ヨーグルトの外装フィルム ヨーグルトの外装フィルム

ヨーグルトの台紙 ヨーグルトの台紙

ヨーグルトのふた（アルミ箔） ヨーグルトのふた（アルミ箔）

ヨーグルトのふた（プラ製） ヨーグルトのふた（プラ製）

ヨーグルトの容器（紙製） ヨーグルトの容器（紙製）

ヨーグルトの容器（プラ製） ヨーグルトの容器（プラ製）

浴槽 浴槽

よしず よしず（すだれ） よしず（すだれ） 5 わかりやすい方優先

ライサー（米びつ：金属製） ライサー（米びつ：金属製）

ライサー（米びつ：プラ製） ライサー（米びつ：プラ製）

ライサー（米びつ：木製） ライサー（米びつ：木製）

ライター ライター（金属製） ライター（金属製）

ライター（プラ製） ライター（プラ製）

ライト ライト

落葉 落葉

ラケット（卓球） ラケット（金属製） ラケット（金属製） 5 なんとなく

ラケット（テニス・バドミントン） ラケット（プラ製） ラケット（プラ製） 5 なんとなく

ラケット（木製） ラケット（木製） 5 なんとなく

ラジオ ラジオ ラジオ

ラジカセ ラジカセ ラジカセ

ラジコン ラジコン

ラッカースプレー缶 ラッカースプレー缶

ラック ラック（金属製） ラック（金属製）

ラック（プラ製） ラック（プラ製）

ラック（木製） ラック（木製）

ラッピングフィルム（商品包装用） ラッピングフィルム（商品包装用）

ラップ（食品ラップ） ラップ ラップ（食品ラップ） 5 わかりやすい方優先

ラップケース（紙箱） ラップケース（紙箱）

ラップの芯 ラップの芯

ラベル（ペットボトル） ラベル（ペットボトル）

ラミネート加工紙 ラミネート加工紙

ラムネの空きびん ラムネの空きびん

ランチジャー ランチジャー

ランドセル ランドセル ランドセル

ランニングマシーン ランニングマシーン ランニングマシーン

ランプ ランプ

リール（釣り用） リール（釣り用） リール（釣り用）

リコーダー リコーダー（笛：プラ製） リコーダー（笛：プラ製）

リコーダー（笛：木製） リコーダー（笛：木製）

リチウムイオン電池（充電式電池） リチウムイオン電池 リチウムイオン電池（充電式電池） 5 わかりやすい方優先

リチウム電池（使い切り電池） リチウム電池（使い切り電池）

リモコン（家電製品） リモコン リモコン（家電製品） 5 わかりやすい方優先

リュックサック リュックサック リュックサック

料理くず 料理くず 料理くず

リンス容器（プラ製） リンス容器（プラ製）

ルアー ルアー

ルーフキャリア ルーフキャリア

ルーフボックス ルーフボックス

7 分けて表記

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

5 わかりやすい方優先

5 わかりやすい方優先

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先

7 分けて表記

1

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先
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ルーペ ルーペ（ガラス製） ルーペ（ガラス製）

ルーペ（プラ製） ルーペ（プラ製）

ルームエアコン ルームエアコン

ルームランナー ルームランナー ルームランナー

冷温庫（ポータブル） 冷温庫（ポータブル）

冷蔵庫・冷凍庫 冷蔵庫 冷蔵庫 7 分けて表記

冷蔵庫脱臭剤 冷蔵庫脱臭剤

冷凍庫 冷凍庫 7 分けて表記

冷凍食品の外袋（プラ製） 冷凍食品の外袋（プラ製）

冷凍食品の外箱・中トレイ（紙製） 冷凍食品の外箱・中トレイ（紙製）

冷凍食品の中トレイ（プラ製） 冷凍食品の中トレイ（プラ製）

冷風機・冷風扇 冷風機・冷風扇

レインコート（雨合羽） レインコート レインコート（雨合羽） 5 わかりやすい方優先

レインコートジャケット レインコートジャケット

レーザーディスク レーザーディスク

レコード盤 レコード盤 レコード盤

レコードプレイヤー レコードプレーヤー レコードプレイヤー 5 一般に使う言葉優先

レジ袋 レジ袋

レジャーシート レジャーシート レジャーシート

レジャーテーブル（金属製） レジャーテーブル（金属製）

レジャーテーブル（プラ製） レジャーテーブル（プラ製）

レジャーテーブル（木製） レジャーテーブル（木製）

レターケース（金属製） レターケース（金属製）

レターケース（木製） レターケース（木製）

レターケース（プラ製） レターケース（プラ製）

レトルトパック（カレーなど） レトルトパック（カレー等） レトルトパック（カレー等） 3 漢字優先

レトルトパックの外箱 レトルトパック（カレー等）の外箱 レトルトパック（カレー等）の外箱 8 下に合わせる

れんが 煉瓦（レンガ） 煉瓦（レンガ） 5 わかりやすい方優先

れんげ（陶磁器製） れんげ（陶磁器製）

れんげ（プラ製） れんげ（プラ製）

レンジ（電気・ガス） レンジ（電気・ガス）

レンジガード（アルミ箔製） レンジガード（アルミ箔製）

レンジガード（金属製） レンジガード（金属製）

レンジ台 レンジ台 レンジ台

レンジフード レンジフード

レンズ（ガラス製） レンズ（ガラス製）

レンズ（プラ製） レンズ（プラ製）

練炭（れんたん） 練炭（れんたん）

ろうそく ローソク ろうそく 5 一般に使う言葉優先

ロープ ロープ ロープ

ローラースケート ローラスケート ローラースケート

ロッキングチェアー（金属製） ロッキングチェアー（金属製）

ロッキングチェアー（木製） ロッキングチェアー（木製）

ワープロ ワープロ ワープロ

ワープロのインクリボン ワープロのインクリボン

Yシャツ ワイシャツ Yシャツ 5 一般に使う言葉優先

Yシャツの衿部分の固定サポーター（紙製） Yシャツの衿部分の固定サポーター（紙製）
Yシャツの衿部分の固定サポーター（プラ製） Yシャツの衿部分の固定サポーター（プラ製）

Yシャツの外袋 Yシャツの外袋
Yシャツの中台紙 Yシャツの中台紙

ワイヤー ワイヤー

ワインセラー ワインセラー

ワインのビン ワインびん ワインのビン 4 カタカナ優先

輪ゴム 輪ゴム 輪ゴム

輪ゴムの紙箱 輪ゴムの紙箱

ワゴン ワゴン（金属製） ワゴン（金属製）

ワゴン（プラ製） ワゴン（プラ製）

ワゴン（木製） ワゴン（木製）

わさびなどのチューブ容器 わさびなどのチューブ容器

和紙 和紙

わた 綿 綿 3 漢字優先

和ダンス 和ダンス

ワックスの容器（金属製） ワックスの容器（金属製）

ワックスの容器（プラ製） ワックスの容器（プラ製）

ワッシャー ワッシャー

和服 和服

割りばし 割りばし 割りばし

割りばしの袋（紙製） 割りばしの個袋（紙製） 割りばしの袋（紙製） 2 該当範囲の広い方優先

割りばしの袋（プラ製） 割りばしの外袋（プラ製） 割りばしの袋（プラ製） 2 該当範囲の広い方優先

割れたビン 割れたビン

わん（陶器製） わん（陶器製）

わん（プラ製） わん（プラ製）

わん（木製） わん（木製）

ワンピース ワンピース

1 分別の細かい記載のもの

2 該当範囲の広い方

3 漢字

4 カタカナ

5 わかりやすい・一般に使う方

6 並べる・あわせる

7 分けて表記

8 表現の統一

α 付け加える

1 分別の細かい記載のものを優先

1 分別の細かい記載のものを優先
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