目黒区からのお知らせです。

ご家 庭で不用となつた
JJヽ :型!家

てぃます
電を回J又 し

ごみ 減量キャラクター
「ゴミラス &ク リンJ

小型家電には貴重な資源 (金 銀 銅 レアメタルな ど)が 含まれて います。区では、使用済小型家電の うち携帯電話
ソコンについては、国の認定事業者で
などの9品 目については、区内10カ 所 に設置 したボ ックスで回J又 しています。ノヾ
12月
(ン
による自宅回収を令和元年
か ら実施 しています。
ある リネ ッ トジャノ 機 と協定を締結 し、宅配便

¨
0携 帯電話

⑥ポータブルビデオカメラ
④デジタルカメラ
0コ ー ド類 (ACア グプター 延長コー ド等)

③携帯音楽プ レーヤー
③ポ ータフリレカーナ ビ

②携帯ゲーム機
②卓上計算機

⑥電子辞書

ボックスによる拠点回収

岡

×回収ができないもの
の小型家電
対象の9品 日以タト
事業者か ら出されたもの
回収ボ ックスの投入口に入らないもの (― 辺の長さが 30cm以 上のもの )

0駒 場住区センター (駒 場1224)
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21319) 15目 黒区清掃事業所2階 事務室
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12526 田道ふれあい館地下1階
②北部地区サービス事務所 (大 橋151 クロスエアタワー9階
0中 央地区サービス事務所 (中 央町2913 食販ビル内
0南 部地区サービス事務所 (碑 文谷11814 碑小学校内南西側
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(中 目黒
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⑩西BF地 区サービス事務所 (柿 の本坂 12810)
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宅配便 による自宅回収

鬱

宅配便 による自宅回収
区では、国の認定事業者「リネ ッ トジャパ ン0」 と協定を締結 し、
宅配便 によるノく
ソコンを含む小型家電の 自宅回1又 を実施 しています。
パソコンが含まれる場合 は無料でご利用いただけます。宅配便の箱 は
3辺合計 140セ ンチ以内 重量 20キ ロ以内であれば何点でも詰め られます。

◎′ヽ
ソコンに含まれる個人情報等は 消去 してお出しください.
◎プラウン管 (CRT)モ ニターは 処理等に費用がかかるため別料金が必要です.

詳 しくは裏面を
ご覧 ください

〉〉〉

回覧 印
問い合わせ先 :清 掃 リサイクル課

電話 5722‑9572

目黒区清掃事務所

電話

:3719‑5345

宅配便 での回収 だから便利 です

!

ソコン、
使つていなOν く
やつと捨てることができました

!

家で,峰 になってい″ tソ コン。で
も個人情報が心配で捨て方が分から
な くて因つていま した。だから国が
認定の安心できる会社に任せること
ができて本当に良かつたです。
(東 京都 50● 男性 )

インターネッ トから
お申込み

ソコンも宅配便
重いデスク トツカ ￡
で送るだけなのでとつてもラクで し
た。la● たモニターも一緒に処分で
きてお部屋もスッキ リしま した。
(兵 庫県40代 女性)

宅￨・L業 者が、こ希望日時に
回収へお伺いします。

段ボール箱等に
詰めるだけでOK♪

※段ボール箱は、ご自身でご用意ください。有料オプシヨンで、専用段ボール (1箱 398円 ※税抜)も ご用意しております。
※インターネッ トからお中込みできない方は、リネッ トお書様センター (0570085800)に お問い合わせください。

どんなパソコン・ Jヽ 型家電でも回収します

箱 に入れば何 点詰めて も OK!
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パソコンの初期イ
ヒだけでは個人情報などのデータは消えていません。

※群しくはリネツ トジヤバンHP
をご確認ください。

リネツトジヤバン株式会社 。習露´
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リネ ッ トジャノく
ン

1箱

リネツ トジヤパンが消去作業を
行tヽ 、消本証明書を発行する
サービスもあります.(別 料金)

※w ndowsXP′ フ等に対応(パ ソコンによつてはご利用いただけません.)
※作業 はお客様にてお願いいた します.
※グウンロー ドや消去の操件等については,ボ ー ト対象外です.

7r

その他小型家電
だけの場合

▼データが心配な方には…

お申し込み後、パソコンのデータ消去
ソフトが無料でダウンロー ドできます。

Lヨ ロ厖鬱Я輌ヨ■■ロ

無 料

※無料の対象 ￨夕 (ソ ヨン本体を含む回収 1回 につき
1箱の宅配回収料金 となります.
Xプ ラウン管 (CRT)モ ニターは 処理等に費月が
かかるため別料金が必要です

※回収はご家庭からのみとな ります 事業所からの回1又 は受け付けてお りません.
※家酔 品日 (Ⅳ など)は 対象外です。×詳 しくはリネ ツ トジヤバンHPを ご確認くださoヽ

:お

′ヽ
ソコンと
一緒の場合

電話 :0570‑085‑800 メール I Ca‖ @renetjp
(受 付時間

110時 〜17時 )

