
資料 13 

平成 24 年 12 月 6 日 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 

 

オンラインによる入札手続きについて（プラスチック製容器包装） 

 

入札は電子入札により実施いたします。電子入札に伴う入札手順については以下をご参照ください。

尚、末尾の今後のオンライン手続きの流れもあわせてご確認をお願いします。 

１．電子入札に伴う入札手順 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 24 年 12 月 13 日（木）13:30～15:30 ホテルJALシティ田町 東京 地下 1階「鸞鳳の間」

３．入札説明会へのご参加  

「最新のお知らせ」から入札に必要な書類のダウンロードを行います。 

      資料は入札説明会に持参頂くものがありますのでご確認ください。 

２．入札に必要な書類の入手                            （ページ 4） 

１．入札説明会の参加申込み 

        「入札説明会出欠入力」で入札説明会の出席者名や連絡先の入力を行います。 
回答期限 平成 24 年 12 月 6 日（木） 23:00（オンライン終了） 
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８． 入札⑤：入札情報の印刷    （ページ 17）

入力した入札情報の印刷を行います。確定する

と入札内容は参照できなくなりますので、印刷

した入札書は大切に保管してください。 

５． 入札②：運搬事業者情報の入力 （ページ 9）

運搬事業者の社名、代表者名、所在地などの入

力を行います。電子入札では、最初に運搬事業

者の入力を行っていただく必要があります。 

７． 入札④：入札情報の入力    （ページ 14）

保管施設毎に入札量、入札価格などの入力を行

います。 

入札情報の確定をするにあたってパソコンの環

境設定と電子証明書のテストを行います。パソ

コン環境が設定されていない場合、確定が行え

ません。電子証明書のテストは、ＩＣカード到

着次第、余裕を持って早めに実施ください。 

４． 入札①：電子証明書の事前確認 （ページ 6）

次ページへ 

１３．「電子入札及び再商品化実施契約締結の受任につ

いて」に「住所」「商号」「代表者役職・氏名」を

記載して「代表者印」を押印の上、とりまとめた

「電子入札・再商品化実施契約締結 委任状」を

同封し、当協会に郵送してください。 

提出期限  

平成 25 年 1 月 18 日（金）（当日消印有効）

１２．ジョイントグループを構成する全ての事業者に

「プラスチック製容器包装再商品化実施契約書

(見本)」をご提示の上、「電子入札・再商品化実

施契約締結 委任状」への代表者印の押印依頼を

行い、正本を回収した上で、とりまとめを行って

ください。 

１１．「電子入札及び再商品化実施契約締結の受任につ

いて」、「電子入札・再商品化実施契約締結 委

任状」及び「プラスチック製容器包装再商品化

実施契約書(見本)」のダウンロード・印刷を行

ってください。 

６． 入札③：入札構成情報の入力  （ページ 12）

運搬事業者を含むジョイントグループの構成

情報の入力を行います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９． 入札⑤：入札情報の確定      （ページ 19）

電子証明書を利用して、入札情報の確定を行い

ます。確定後は、オンライン入力の追加変更入

力・照会・印刷は行えません。 

 受付期限 平成25年 1月18日（金） 23:00

１０． 入札受付メールの受信 

  ９で確定を行うと、入札を受け付けた旨の電子

メールが送信されます。 

前ページから 

 入札完了 

 

 

２．電子入札受付期間・時間 

受付期間 ： 平成２４年１２月１７日（月）～ 平成２５年１月１８日（金） 

受付時間 ： 7:00 ～ 23:00（土日祝日、年末年始も利用可能） 

※）入札説明会のお申し込みは１２月 ６日（木）までですのでご注意ください。 

 

 

３．オンラインに関する問合せ先 

オンライン画面操作、ユーザーＩＤ・パスワードについて 

  公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター 

  ＴＥＬ:03-5610-6261、ＦＡＸ：03-5610-6245 

  （受付時間：平日 9:30 ～ 17:30 土日祝日を除く） 

※年末は１２月２８日 15:00 まで、年始は１月４日からになります。 

   ※オンラインによる受付時間とは異なりますのでご注意ください。 
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４．オンラインご利用の動作環境 

（１）パソコン：Windows XP、Windows Vista (SP2 以上)、Windows 7 

 

（２）ブラウザ：Windows XP / IE 6.0 (SP1 以上)、IE 7.0、IE 8.0 

Windows Vista (SP2 以上) / IE 7.0、IE 8.0、IE 9.0 

Windows 7 / IE 8.0、IE 9.0 

注）Windows および IE 環境は、Windows Update にて Windows 用更新プログラムを最新化し

てください。 

注）Windows 7 / IE 8.0、IE 9.0 については 32bit 版のみ対応しています、Windows 7 / IE 8.0、

IE 9.0 の 64bit 版は利用できません。 

ログインにはブラウザのインターネットオプションの設定が必要な場合があります。（設定

内容は「オンライン手続き」画面の下欄「ログインできない場合はこちらをご確認ください」

をクリックしてオンライン操作Ｑ＆Ａを参照してください） 

 

（３）印刷時に必要な環境 

プリンタ 

印刷用ソフト：Adobe Acrobat Reader （IE6.0 の場合 6.0 以上、IE 7.0 以上の場合 9.0 以

上） 

※ヘルプページでダウンロードできます。 

※ブラウザの設定についてはヘルプページに詳しい説明があります。 

 

（４）推奨解像度等 

推奨画面解像度 1,024×768 ピクセル、 推奨ブラウザフォントサイズ 中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．オンラインでの操作方法（オンライン操作マニュアル） 

（１）入札に必要な書類の入手 

最新のお知らせに掲載されている「平成２５年度 再商品化に関する入札資料ＲＥＩＮＳ掲載につ

いて」をクリックして、お知らせ内容をご参照ください。 

 

今後も未開封（赤色表示）のお知

らせは必ず表題をクリックして

内容を確認し、開封済にしてくだ

さい。 

①「平成２５年度 再商品化に関

する入札資料ＲＥＩＮＳ掲載に

ついて」をクリックしてくださ

い。 

 

内容欄の「入札関連書類一式」をクリックすると、入札に必要な書類のダウンロード画面に遷移し

ます。 
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 下記画面からダウンロードして、必ず内容をご精読ください。 

 

入札条件リストは１２月１７日（月）からダウンロード可能となります。 
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（２）電子証明書の事前確認 

最新のお知らせに掲載されている「電子署名モジュールとパソコン環境設定方法について」をクリ

ックして、お知らせ内容をご参照ください。内容欄の「電子署名モジュール関連資料のダウンロード」

をクリックすると、ダウンロード画面に遷移します。 

 

下記画面から「電子署名モジュールのインストールとテスト方法について」をダウンロードして、

必ず内容をご精読のうえ、電子署名モジュールのセットアップを行ってください。「電子署名モジュ

ール」のダウンロードは、日本商工会議所又は株式会社帝国データバンク発行の電子証明書のインス

トールが完了しているＰＣで行ってください。なお、ＩＣカードを更新され、ＰＣ内に新旧証明書が

混在している場合には、旧証明書をはじめに必ず削除してください。 

 

※昨年度電子入札でお使いになったＰＣで引き続きご利用になる場合は、本作業は必要ありませんが、

動作不良となる場合には、最新の電子署名モジュールをダウンロードのうえ再インストールしてく

ださい。 
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最新のお知らせに掲載されている「電子署名モジュールとパソコン環境設定方法について」をクリ

ックして、お知らせ内容をご参照ください。内容欄の「電子署名設定確認テスト」をクリックすると、

下記画面に遷移します。昨年度電子入札でお使いになったＰＣで引き続きご利用になる場合も、電子

署名設定確認テストは行ってください。 

 

署名実行ボタンクリック前にＩＣカードリーダ

ライタがパソコンに接続されていること、ＩＣ

カードが挿入されていることを確認してくださ

い。ＩＣカードリーダライタの使い方について

は、別途、日本商工会議所又は株式会社帝国デ

ータバンクから送付されている説明書をご確認

ください。 

ご注意： 

①署名実行ボタンをクリックし、電

子署名設定確認テストを行います。 

１．～４．の全ての項目にチェックを入れ、

署名実行ボタンをクリックし、電子署名設定

確認テストを行います。 

 

以下の画面にＰＩＮダイアログが表示されます。ＰＩＮダイアログに日本商工会議所又は株式会社

帝国データバンクより送付されたＰＩＮ番号を入力し、ＯＫボタンをクリックしてください。

 

 

 

事前にメモ帳などにＰＩＮ番号を入力し、コピ

ー、貼り付けを行うことで、入力した番号の確

認ができ、入力間違いを防止できます。 

① 日本商工会議所 電子証明書をご利用の方

は、ＩＣカードとともに送付される書類に

記載された8桁のＰＩＮ番号を入力してく

ださい。 

株式会社帝国データバンク 電子証明書を

ご利用の方は、ＩＣカードとともに送付さ

れる書類に記載された4桁のＰＩＮ番号を

入力してください。 
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以下の画面が表示されると、電子署名設定確認テストは完了です。ＰＣを再起動してください。（以

下の画面が表示されない場合、お問い合わせ窓口にご連絡ください。）なお、電子署名設定確認テス

トはＩＣカード到着次第、余裕を持って早めに実施ください。 
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（３）運搬事業者情報の入力 

入札書の入力を行う前に、運搬事業者の社名や代表者名などを事前に入力しておく必要があります。

ログイン後に表示される左側のメニューの「運搬事業者入力」から運搬事業者情報入力を開始します。 

①「入札」をクリックす

ると各画面メニューが表

示されますので、「運搬

事業者入力」をクリック

してください。 

 

 

検索ボタンをクリックすると、前年度に入札書に記入した運搬事業者が一覧表示されます。引き続

き運搬事業者の情報変更を行う場合は修正入力ボタンをクリックしてください。一覧にない運搬事業

者を新規に入力する場合は、新規入力ボタンをクリックしてください。 

 

「業種分類と青・白確認」については、それぞれの業種分類について、資格の有

無を入力してください。フェリー等青・白がない場合は白を選択してください。 

自社で運搬する場合も運搬事業者としての入力が必要です。「運搬事業者の種別」

で“自社”を選択すると、運搬事業者名や代表者名など既に登録されている事業

者情報が自動表示されます。 

ご注意： 

前年度の運搬事業者が表示されますが、住所や代表者名などの登録内容を確認し、

必ず最新の情報に変更してください。 

②修正する運搬

事業者をチェッ

クします。 

④運搬事業者を削除

する場合は、削除ボ

タンをクリックして

ください。 

③一覧にある運

搬事業者の情報

変更を行う場合

は、修正入力ボタ

ンをクリックし

ます。 

⑤一覧にない運搬事業者

を新たに入力する場合

は、新規入力ボタンをク

リックします。 

①検索ボタンをクリッ

クします。 
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修正入力ボタンまたは新規入力ボタンをクリックすると、下記の画面が表示されます。入力が完了

しましたら保存ボタンをクリックしてください。 

  ①入力が完了しました

ら保存ボタンをクリッ

クしてください。 

 

 保存ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。入力内容に間違いがないか確認し、間違

いがなければ実行ボタンをクリックしてください。 

 

②訂正を行う場合は戻るボタ

ンをクリックして入力画面に

戻って訂正してください。 

①内容確認したら実行ボタ

ンをクリックしてください。
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実行ボタンクリック後、下記の画面が表示され、運搬事業者入力が完了します。引き続き運搬事業

者の新規入力を行う場合は、新規入力ボタンをクリックして入力を行ってください。修正入力を行う

場合は、一覧ボタンをクリックして、一覧画面に戻って修正入力を行ってください。全ての運搬事業

者の入力が完了しましたら、トップページへ戻ってください。 

 

①運搬事業者一覧に戻

ります。 

TOP PAGE または REINS-CP

ロゴを押すとトップページ

に戻ります。 
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（４）入札構成情報の入力 

入札書の入力を行う前に、運搬事業者を含めたジョイントグループの情報を入力しておく必要があ

ります。ログイン後に表示される左側のメニューの「入札構成入力」から入札構成入力を開始します。 

①「入札」をクリックすると

各画面メニューが表示され

ますので、「入札構成入力」

をクリックしてください。 

 

 

 「ジョイントグループを形成する運搬事業者」を（３）「運搬事業者情報の入力」で入力した運搬

事業者から選択します。 

 

③入力が完了し

たら保存ボタン

をクリックしま

す。 

②ジョイントグループを形成する運搬事業者を選択

します。選択ボタンをクリックすると、（３）「運

搬事業者情報の入力」で入力した運搬事業者が一

覧表示されますので、該当する運搬事業者を選択

してください。 

①入力ボタンをクリックします。

また、運搬事業者を削除したい場合はクリアボタ

ンをクリックしてください。 

未入力の項目がある運搬事業者は一覧表示されま

せんので、その場合は「運搬事業者入力」画面に

戻って修正入力を行ってください。 
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 保存ボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。入力内容に間違いがないか確認し、間違

いがなければ実行ボタンをクリックしてください。 

 

①内容確認したら実行ボタン

をクリックしてください。 

②訂正を行う場合は戻るボタ

ンをクリックして入力画面に

戻って訂正してください。 

 

 照会ボタンをクリックすると、入力したジョイントグループ情報が確認できます。 

 

②印刷ボタンをクリックすると、ジョ

イントグループの情報が「入札構成一

覧」として印刷できます。 

①照会ボタンをクリックすると、入力

したジョイントグループ情報が表示

されます。 
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（５）入札情報の入力 

ログイン後に表示されるトップページの「業務のご案内」もしくは左側のメニューの「入札書入力」

から入札書入力を開始します。     

 

 

①“未入力”（赤色表示）をクリック

すると入札書入力画面に遷移します。

②「入札」をクリックすると

各画面メニューが表示され

ますので、「入札書入力」を

クリックしても入札書入力

画面に遷移します。 

 

 検索ボタンをクリックすると入札条件リスト記載の保管施設が一覧表示されます。入札を行う場合

は入札対象となる保管施設を選択し、入力ボタンをクリックしてください。 

 

③入力ボタンをクリックし

ます。入力済みの入札内容に

ついて修正する場合も、入力

ボタンをクリックします。 

チェックした場合、材料リサイクル

優先札として入札を行った札のみ

を表示させることが可能です。 ①検索ボタンをクリックす

ると、入札条件リスト記載の

保管施設が表示されます。 

②入力する保管施設をチェ

ックします。 
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 入力ボタンをクリックすると、下記の画面が表示されます。入力が完了しましたら保存ボタンをク

リックしてください。 

 

 

④入力が完了しましたら保存

ボタンをクリックしてくださ

い。 

⑤「保管施設一覧」画面に戻

ります。 

③再商品化手法を“材料リサイクルタイプⅠ,Ⅱ，Ⅲ”又は“材

料リサイクルタイプⅣ”と選択した場合のみ、入札札の種類の選

択を行ってください。 

②再商品化手法を“材料リサイクル”と選択した場合のみ、入札

札の種類を選択してください。 

③再生処理費や

運搬費などを入

力してください。 

①再生処理を行う工場を選択し

てください 

複数の工場を組み合わせて入札

を行う場合、最初に再生処理を行

う工場を選択してください。 

各項目の入力値については以下を参照ください。 

入札量（t/年） 市町村からの年間引き取り申込数量をトン単位で入力してください。 

再商品化単価（円/t） （ａ）再生処理費＋（ｂ）引取運賃＋（ｃ）納入運賃－（ｄ）販売価格が自動表示されま

す。 

（ａ）再生処理費（円/t） 市町村からの引き取るトレイ及びプラスチック製容器包装のトン当たりの再生処理費（加

工費のみ）を入力してください。（消費税５％込み） 

（ｂ）引取運賃（円/t） 市町村保管施設から最初の再生処理を行う工場までの運搬費を入力してください。 

（消費税５％込み） 

引取距離（km） 市町村保管施設から最初の再生処理を行う工場までの片道運搬距離数（km）を入力してく

ださい。 

（ｃ）納入運賃（円/t） 再生処理を行った工場から販売先である再商品化製品利用事業者までの運搬費を入力して

ください。（消費税５％込み） 

（ｄ）販売価格（円/t） 再商品化製品のトン当たりの販売価格（再商品化率を勘案し、引き取り量に換算した価格）

を入力してください。なお、油化の手法を用いる場合、自家消費分についてもその評価額

を価格に含めてください。（消費税５％込み） 

再商品化率（％）   （製造量） 

  （投入量） 

手法 再商品化の手法を選択してください。 

×１００％（小数点以下第 1位四捨五入） 
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 保存ボタンクリック後は、確認画面で入力内容を確認して実行ボタンをクリックしてください。実

行ボタンクリック後、下記の画面が表示され、入札書入力が完了します。一覧ボタンをクリックする

と、保管施設一覧画面に戻ります。 

 

入札内容を訂正する場

合は、一覧ボタンをク

リックして対象の保管

施設を選択し、前ペー

ジの入力画面に戻り、

訂正してください。 

印刷ボタンをクリック

すると、入力した入札

情報を「入札保管施設

一覧」として印刷でき

ます。 

①保管施設一覧に戻

ります。 

 

 他にも入札する保管施設がある場合、引き続き入札情報の入力を行ってください。 

 

②材料リサイクル優先札と

して入力した場合、優先札の

札種類が表示されます。 

③入力済みの保管施設の入

札を取り消す場合、対象の

保管施設を選択して、削除

ボタンをクリックします。

①入力が完了すると入力状

況が”入力済”となります。 
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（６）入札情報の印刷 

ログイン後に表示される左側のメニューの「入力書印刷」から入札書印刷を開始します。 

 

 

 検索ボタンをクリックすると入札書入力画面で入力した入札情報が表示されます。 

印刷状況が”未印刷”の保管施設の選択チェックをして印刷ボタンをクリックします。 

 

③印刷確認画面に遷移しま

す。 

１保管施設でも入札書入力

を行うと、“入力済”となり

ます。 

①クリックすると「入

札書入力」画面で入力

した保管施設が一覧に

表示されます。 

②印刷する保管施設をチェ

ックします。 

①「入札」をクリックすると

各画面メニューが表示され

ますので、「入札書印刷」を

クリックして入札書印刷画

面に遷移します。 

 

資料 13-17 



 

 印刷ボタンクリック後は、確認画面で入力内容を確認して実行ボタンをクリックしてください。実

行ボタン押下後、以下の印刷画面が表示されたら印刷ボタンをクリックしてプリンタに出力してくだ

さい。用紙のサイズはＡ４横で設定されています。印刷が終了したら、ウインドウを終了させてくだ

さい。 

 

②印刷が終了したらウイン

ドウを閉じてください。 

ご注意： 

入札書確定後は、開札されるまでシステムで

入札内容を照会することはできませんので、

大切に保管してください。 

開札後は、入札内容の照会、及び印刷が再度

可能になります。 

クリックすると、印刷せずに

pdf 形式でファイルとして保

存することができます。 

①印刷ボタン（プリンタの絵）

を押して印刷してください。 

入札書の印字イメージについては、巻末の印字サンプルをご参照ください。 
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（７）入札情報の確定 

ログイン後に表示されるトップページの「業務のご案内」もしくは左側のメニューの「入札書確定」

から｢入札書確定｣画面を表示し、入力した入札内容を確定します。確定するには、ＩＣカードリーダ

ライタがパソコンに接続され、ＩＣカードが挿入されている必要があります。 

 

①“未入力”（赤色表示）をクリック

すると入札書確定画面に遷移します。

②「入札」をクリックすると

各画面メニューが表示され

ますので、「入札書確定」を

クリックしても確認画面に

遷移します。 

 

 

 未印刷件数が「０」となっていることを確認して、入札書確定ボタンをクリックして入札の確定を

行います。印刷した入札書の内容を確認し、間違いなければ入札書確定ボタンをクリックしてくださ

い。登録申請時に入力いただいたメールアドレスへ受付メールが送信されます。（メールが送信され

ない場合は、お問い合わせ窓口にご連絡ください。） 

 

①検索ボタンをクリッ

クすると、下の画面が表

示されます。 

②未印刷件数が０となっているこ

とを確認してください。未印刷件数

が 1 件でもある場合は確定できま

せんので、（６）「入札情報の印刷」

に戻って全て印刷してください。 

入札書確定後は、追加の入札や入札内容の変更、照

会及び入札書の印刷はできません。入札内容に間違

いないか確認の上、入札書確定ボタンをクリックし

てください。入札内容の訂正、取り消しを行う場合

は（５）「入札情報の入力」に戻ってください。 

開札後は、入札内容の照会、及び印刷が再度可能に

なります。 

③入力した内容で入札確定

を行います。 
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入札書確定ボタンをクリックすると、以下の確認画面が表示されます。入札内容を確認して間違い

がなければ実行ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

実行ボタンクリック前にＩＣカードリーダライ

タがパソコンに接続されていること、ＩＣカー

ドが挿入されていることを確認してください。

ＩＣカードリーダライタの使い方については、

別途、日本商工会議所又は株式会社帝国データ

バンクから送付されている説明書をご確認くだ

さい。 

ご注意： 

②確定せず、前画面に戻る

場合は戻るボタンをクリッ

クしてください。 

①印刷した入札書の内容を

確認し、間違いなければ実

行ボタンをクリックしてく

ださい 

 正しくＩＣカードリーダライタが接続され、ＩＣカードが挿入された状態で、実行ボタンをクリッ

クすると、以下のＰＩＮ番号入力画面が表示されます。ＰＩＮ番号を入力してＯＫボタンをクリック

してください。 

 

 

① 日本商工会議所 電子証明書をご利用の方

は、ＩＣカードとともに送付される書類に

記載された8桁のＰＩＮ番号を入力してく

ださい。 

株式会社帝国データバンク 電子証明書を

ご利用の方は、ＩＣカードとともに送付さ

れる書類に記載された4桁のＰＩＮ番号を

入力してください。 

事前にメモ帳などにＰＩＮ番号を入力し、コピ

ー、貼り付けを行うことで、入力した番号の確

認ができ、入力間違いを防止できます。 
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以下の画面が表示されると、入札書確定は完了です。登録申請時に入力していただいたメールアド

レスへ受付メールが送信されます。（メールが送信されない場合、お問い合わせ窓口にご連絡くださ

い。） 

 

 

（８）ログアウト 

 画面の左上のロゴをクリックするとトップページが表示されます。下記のように全て“入力済”

となっていることを確認し、ログアウトしてください。 

 
①クリックするとトッ

プページに戻ります。 

②すべて“入力済”となって

いることを確認してくださ

い。 

以上で電子入札が完了します。開札まで入札書の追加、変更、照会及び印刷はできません。印刷し

た入札書は大切に保管してください。 
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ご参考）２５年度オンライン手続きの流れ 

前述の入札以降の業務手続きに関してもオンラインの利用が可能となります。 

 

 事業者登録申請    平成 24 年 7 月 1日～平成 24 年 7 月 31 日 

           

審査結果表示     平成 24 年 11 月 16 日 

 入札入力         平成 24 年 12 月 17 日～平成 25 年 1 月 18 日 

入札選定結果表示   平成 25 年 2 月下旬 

入札選定結果をオンライン画面上で照会できます。ご登録メールアドレスへ掲載連絡をメ

ールで送付いたします。 

 実績報告入力     平成 25 年 5 月～平成 26 年 7 月上旬（利用時期） 

  オンラインによる実績報告が可能です。市町村の報告値と異なる場合は自動でメールにて

ご連絡し、オンライン画面で市町村の報告値がご参照いただけます。 

入札説明会参加申込み 平成 24 年 11 月 16 日～平成 24 年 12 月 6 日 

＜２５年度業務＞ 

入札選定結果によって以降の手続きは行えない場合があります 

事業者説明会参加申込み 平成 25 年 3 月上旬 

事業者登録説明会と同様にオンラインによる申込が可能です。ご登録メールアドレスへ掲

載連絡をメールで送付いたします。 

契約書署名          平成 25 年 3 月末 

入札時に使用した電子証明書（ＩＣカード）による電子契約となります。 

落札可能量、材料リサイクル優先結果の通知     平成 24 年 12 月 17 日 

落札可能量、材料リサイクル優先結果(材料リサイクル事業者のみ)をオンライン画面上で

照会できます。ご登録メールアドレスへ掲載連絡をメールで送付いたします。 

 品質調査結果入力   平成 25 年 5 月～平成 25 年 10 月下旬 

  25 年度分別基準適合物の品質調査結果についてオンラインで報告して頂きます。 

＜２５年度準備業務＞ 

以上 
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印字サンプル

分別基準適合物（プラスチック製容器包装）の再商品化実施に関する入札書（集計表）
（ / )

対象年度 年度

再生処理事業者名

所在地

電話 ＦＡＸ

代表者役職 代表者氏名

再生処理事業者 保管施設から引き取り

入札量(t)入札件数再生処理を行う工場工場

合計

＜注＞ A()内は、優先Ａ札として入札した入札件数、入札量となります

B()内は、優先Ｂ札として入札した入札件数、入札量となります

1 1
平成25年 1月18日14:02 印刷日時：

平成25

1234567 株式会社○○工業

東京都○○区△△１－２－３

03-5678-8901 03-5678-8901

代表取締役 容器太郎

再生処理手法

           2,599         18
            A(190)         A(4)
            B(350)         B(5)

           1,000       101 01 第一工場 プラスチック製容器包装
○              A(50)       A(2)

材料リサイクル             B(100)       B(1)

              99        32 02 第二工場 プラスチック製容器包装
             A(40)       A(1)

コークス炉科学原料化（アグロマレート化）              B(50)       B(1)

           1,500        53 03 第三工場 プラスチック製容器包装
○             A(100)       A(1)

材料リサイクル             B(200)       B(3)



分別基準適合物（プラスチック製容器包装）の再商品化実施に関する入札書（運搬事業者一覧）
（ / )

対象年度 年度

再生処理事業者名

運搬事業者名
所在地

業種分類と青・白確認
代表者氏名代表者役職

ＴＥＬ ＦＡＸ ※１運搬の種類 ※２運搬事業者の選択理由

※１ 1．保管施設からの運搬 ※２ （ア）　価格

2．再生処理施設以降の運搬(上記｢1.」以外の運搬） （イ） 積載トン数別の車両保有台数（専用車両台数、兼用車両台数等）、形式（平ボディー、ダンプタイプ等）

（ウ） 入札対象となる容器包装の引取運搬業務を実施した経験の有無

印字サンプル

（エ）　入札対象となる市町村において一般廃棄物等の運搬若しくは許可を受けてその業務を実施した経験の有無

 １．運送業（ 青 白）
 ２．産業廃棄物収集運搬業（ 青 白）
 ３．一般廃棄物収集運搬業
　 許可業者（ 青 白） 市町村委託業務（ 青 白）

 １ ２  ア イ ウ エ  ４．その他（ ）（ 青 白）

1 1
平成25年 1月18日14:02 印刷日時：

平成25

株式会社○○工業1234567

420312345678 株式会社リサイクル運送 ■ ■ □
東京都○△□市○△□町１－２－３ □ □ □

■
■■ ■ □ ■■運送太郎代表取締役

03-1234-5678 03-1234-5677 □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □



印字サンプル
分別基準適合物（プラスチック製容器包装）の再商品化実施に関する入札書（明細）

（ / )

対象年度 年度

再生処理事業者名

市町村名

保管施設名

引取申込量(t)

保管施設から引き取り再生処理を行う工場

再生処理事業者工場

入札量 再商品化単価 (a)再生処理費 (b)引取運賃 引取距離 (c)納入運賃 (d)販売価格
(t/年) (円/t) (円/t) (円/t) (km) (円/t) (円/t)

(a+b+c-d)

再商品化率

再商品化手法

1 1

平成25年 1月18日14:02 印刷日時：

平成25

1234567 株式会社○○工業

01001 容器リサイクル市

01 容器包装リサイクルプラザ

99

01 第一工場

             99         1,998         1,000        99           829     1,234        2,593

 80%

 材料リサイクル

■優先札として入札を行う


	13-1_入札操作手順書（プラ）_pu_121204_00.pdf
	コピー ～ 13-2_平成25年度用_入札帳票印字サンプル_04_プラスチック_pu_121204_00

