
資料 10-1 

平成 25 年 12 月 5 日 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 

 

オンラインオンラインオンラインオンラインによるによるによるによる入札入札入札入札手続手続手続手続きについてきについてきについてきについて（（（（紙製容器包装紙製容器包装紙製容器包装紙製容器包装））））    

    

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。 

１１１１．．．．電子入札電子入札電子入札電子入札にににに伴伴伴伴うううう入札手順入札手順入札手順入札手順    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                                                                                    

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

   

 

 

 

 

１１１１．．．．入札説明会入札説明会入札説明会入札説明会のののの参加申込参加申込参加申込参加申込みみみみ 

        「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    平成平成平成平成 22225555 年年年年 12121212 月月月月    5555 日日日日（（（（木木木木））））    23:0023:0023:0023:00（（（（オンラインオンラインオンラインオンライン終了終了終了終了））））    

９９９９．．．．    入札入札入札入札⑤⑤⑤⑤：：：：入札情報入札情報入札情報入札情報のののの印刷印刷印刷印刷                                （資料 10-17）    

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。 

６６６６．．．．    入札入札入札入札②②②②：：：：運搬事業者情報運搬事業者情報運搬事業者情報運搬事業者情報のののの入力入力入力入力                （資料 10-9） 

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。 

８８８８．．．．    入札入札入札入札④④④④：：：：保管施設保管施設保管施設保管施設ごとのごとのごとのごとの入札価格等入札価格等入札価格等入札価格等のののの入力入力入力入力（資料 10-14） 

保管施設毎に入札価格などの入力を行います。 

２２２２．．．．入札入札入札入札にににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類のののの入手入手入手入手                                                                                                                                    （資料 10-4） 

「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。 

７７７７．．．．    入札入札入札入札③③③③：：：：ジョイントグループジョイントグループジョイントグループジョイントグループ構成構成構成構成事業者情報事業者情報事業者情報事業者情報のののの入力入力入力入力    

（資料 10-12）    

ジョイントグループの構成情報の入力を行います。 

４４４４．．．．ジョイントグループジョイントグループジョイントグループジョイントグループのののの形成形成形成形成    

        入札はジョイントグループごとに行います。入札関連資料をご確認ください。 

３３３３．．．．入札説明会入札説明会入札説明会入札説明会へのごへのごへのごへのご参加参加参加参加        

平成平成平成平成 22225555 年年年年    12121212 月月月月 11112222 日日日日（（（（木木木木））））13:3013:3013:3013:30～～～～15:3015:3015:3015:30    アジュールアジュールアジュールアジュール竹芝竹芝竹芝竹芝 13131313 階階階階「「「「飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥のののの間間間間」」」」    

以下以下以下以下はははは代表事業者代表事業者代表事業者代表事業者がががが入力入力入力入力しますしますしますします。。。。 構成事業者構成事業者構成事業者構成事業者（（（（代表事業者代表事業者代表事業者代表事業者をををを除除除除くくくく））））はははは電子電子電子電子入札入札入札入札委任状委任状委任状委任状

をそれぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれ当該当該当該当該ジョイントグループジョイントグループジョイントグループジョイントグループのののの代表事業者代表事業者代表事業者代表事業者

あてにあてにあてにあてに提出提出提出提出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。（（（（複数複数複数複数ジョイントグルージョイントグルージョイントグルージョイントグルー

ププププにににに所属所属所属所属するするするする場合場合場合場合はははは複数必要複数必要複数必要複数必要））））    

１２１２１２１２．．．．電子入札委任状電子入札委任状電子入札委任状電子入札委任状のののの郵送郵送郵送郵送 

運搬事業者、再生処理事業者とジョイントグループ

を形成する場合、２でダウンロードした「電子入札

委任状」に構成事業者自身が記名・押印のうえ、ジ

ョイントグループの代表事業者がとりまとめて、郵

送してください。 

提出期限        

平成平成平成平成 22226666 年年年年    1111 月月月月 24242424 日日日日（（（（金金金金））））（（（（当日消印有効当日消印有効当日消印有効当日消印有効））））    

 

次ページへ 

５５５５．．．．    入札入札入札入札①①①①：：：：電子証明書電子証明書電子証明書電子証明書のののの事前確認事前確認事前確認事前確認                    （資料 10-6） 

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。 
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２２２２．．．．電子入札電子入札電子入札電子入札受付期間受付期間受付期間受付期間・・・・時間時間時間時間    

受付期間 ： 平成２５年１２月１８日（水）～ 平成２６年１１１１月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（金金金金）））） 

受付時間 ： 7:00 ～ 23:00（土日祝日、年末年始も利用可能） 

但但但但しししし 1111 月月月月 24242424 日日日日（（（（金金金金））））はははは 17:0017:0017:0017:00 までまでまでまで 

※）入札説明会のお申し込みは１２１２１２１２月月月月    ５５５５日日日日（（（（木木木木））））までですのでご注意ください。 

 

 

３３３３．．．．オンラインオンラインオンラインオンラインにににに関関関関するするするする問合問合問合問合せせせせ先先先先    

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２７日まで、年始は１月６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。 

１１１１１１１１．．．．    入札受付入札受付入札受付入札受付メールメールメールメールのののの受信受信受信受信 

  １０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。（（（（メールメールメールメールがががが送信送信送信送信されないされないされないされない場合場合場合場合、、、、問問問問いいいい合合合合

わせわせわせわせ窓口窓口窓口窓口にごにごにごにご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。）。）。）。） 

１０１０１０１０．．．．    入札入札入札入札⑥⑥⑥⑥：：：：入札情報入札情報入札情報入札情報のののの確定確定確定確定                                        （資料 10-19） 

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。 

受付期限受付期限受付期限受付期限    平成平成平成平成 22226666 年年年年    1111 月月月月 24242424 日日日日（（（（金金金金））））    17171717:00:00:00:00    

※※※※１０１０１０１０．．．．はははは代表事業者代表事業者代表事業者代表事業者ががががかかわるかかわるかかわるかかわるジョイントグループジョイントグループジョイントグループジョイントグループ

全全全全てのてのてのての入札情報入札情報入札情報入札情報をををを入力入力入力入力したのちにしたのちにしたのちにしたのちに、、、、一括一括一括一括してしてしてして行行行行いますいますいますいます    

入札完了入札完了入札完了入札完了    

前ページから 
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４４４４．．．．オンラインオンラインオンラインオンラインごごごご利用利用利用利用のののの動作環境動作環境動作環境動作環境    

（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。 

注）IE 10.0 は対応しておりませんので、ダウングレードを実施ください。 

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、 推奨ブラウザのフォントサイズ 中 
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５５５５．．．．オンラインオンラインオンラインオンラインでのでのでのでの操作方法操作方法操作方法操作方法（（（（オンラインオンラインオンラインオンライン操作操作操作操作マニュアマニュアマニュアマニュアルルルル））））    

（（（（１１１１））））入札入札入札入札にににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類のののの入手入手入手入手    

最新のお知らせに掲載されている「平成２６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。 

 

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。 

  

①平成２６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。 

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。 
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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。 

 

入札条件入札条件入札条件入札条件リストリストリストリストはははは１２１２１２１２月月月月１１１１８８８８日日日日（（（（水水水水））））からからからからダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード可能可能可能可能となりますとなりますとなりますとなります。。。。    
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以下以下以下以下はははは代表事業者代表事業者代表事業者代表事業者がががが入力入力入力入力してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。入力入力入力入力をををを開始開始開始開始するとするとするとすると、、、、入力入力入力入力したしたしたした再生処理事業者再生処理事業者再生処理事業者再生処理事業者がががが自動的自動的自動的自動的にににに代代代代

表事業者表事業者表事業者表事業者にににに設定設定設定設定されますされますされますされます。。。。またまたまたまた、、、、各画面各画面各画面各画面ともともともとも[[[[保存保存保存保存]]]]ボタンボタンボタンボタンををををクリッククリッククリッククリックしてしてしてして表示表示表示表示されるされるされるされる確認画面確認画面確認画面確認画面でででで[[[[実実実実

行行行行]]]]ボタンボタンボタンボタンををををクリッククリッククリッククリックするとするとするとすると、、、、入力入力入力入力データデータデータデータはははは保存保存保存保存されますのでされますのでされますのでされますので、、、、入力入力入力入力をををを中断中断中断中断してしてしてしてあとであとであとであとで引引引引きききき続続続続きききき入力入力入力入力

するするするする場合場合場合場合はははは、、、、そのそのそのその画面画面画面画面ををををメニューメニューメニューメニューからからからから選択選択選択選択してしてしてして引引引引きききき続続続続きききき入入入入力力力力をををを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。ジョイントグルージョイントグルージョイントグルージョイントグルー

ププププがががが複数複数複数複数あるあるあるある場合場合場合場合ははははジョイントグループジョイントグループジョイントグループジョイントグループ番号番号番号番号のののの 1111 からからからから順順順順にににに入力入力入力入力してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

（（（（２２２２））））電子証明書電子証明書電子証明書電子証明書のののの事前確認事前確認事前確認事前確認 

最新のお知らせに掲載されている「帝国データバンク電子認証サービス TypeAと REINS電子署名

モジュールの設定方法について」をクリックして、お知らせ内容をご参照頂き、入札にご利用頂くパ

ソコンの設定によって、１）新規インストール方法、若しくは２）更新インストール方法に沿って設

定を行ってください。 

電子署名モジュールのセットアップを行う場合は、内容欄の REINS 電子署名モジュール及び関連資

料の「ダウンロードページ」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、株式会社帝国データバンク発行の電子証明書、及び TypeA ご利用ソフト

V5.0 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。
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お知らせの１）新規インストール方法、若しくは２）更新インストール方法に沿って設定が完了し

たら、内容欄の「電子署名設定確認テスト」をクリックし、下記画面から電子署名設定確認テストを

行ってください。 

 

 

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。 

１．～４．の全ての

項目にチェックを入

ごごごご注意注意注意注意：：：：    

署名実行署名実行署名実行署名実行ボタンクリックボタンクリックボタンクリックボタンクリック前前前前ににににＩＣＩＣＩＣＩＣカードリーダカードリーダカードリーダカードリーダ

ライタライタライタライタががががパソコンパソコンパソコンパソコンにににに接続接続接続接続されていることされていることされていることされていること、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣ

カードカードカードカードがががが挿入挿入挿入挿入されていることをされていることをされていることをされていることを確認確認確認確認してくださしてくださしてくださしてくださ

いいいい。ＩＣ。ＩＣ。ＩＣ。ＩＣカードリーダライタカードリーダライタカードリーダライタカードリーダライタのののの使使使使いいいい方方方方についてについてについてについて

はははは、、、、別途別途別途別途、、、、株式会社帝国株式会社帝国株式会社帝国株式会社帝国データバンクデータバンクデータバンクデータバンクからからからから送付送付送付送付

されているされているされているされている説明書説明書説明書説明書をごをごをごをご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。    

    

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。 

株式会社帝国データバンクからＩＣカードと

ともに送付される書類に記載された 4 桁のＰ

ＩＮ番号を入力してください。 

事前事前事前事前ににににメモメモメモメモ帳帳帳帳などになどになどになどにＰＩＮＰＩＮＰＩＮＰＩＮ番号番号番号番号をををを入力入力入力入力しししし、、、、コピコピコピコピ

ーーーー、、、、貼貼貼貼りりりり付付付付けけけけをををを行行行行うことうことうことうことでででで、、、、入力入力入力入力したしたしたした番号番号番号番号のののの確確確確

認認認認ができができができができ、、、、入力間違入力間違入力間違入力間違いをいをいをいを防止防止防止防止できますできますできますできます。。。。 
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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。ＰＣＰＣＰＣＰＣをををを再起動再起動再起動再起動してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。（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。全て完了したら環境設定したＰＣで入

札の確定が行えます。 
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（（（（３３３３））））運搬事業者情報運搬事業者情報運搬事業者情報運搬事業者情報のののの入力入力入力入力    

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。 

 

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。 

 

①検索ボタンをクリックします。 

④一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。 

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。 

ごごごご注意注意注意注意：：：：    

前年度前年度前年度前年度にににに代表事業者代表事業者代表事業者代表事業者としてとしてとしてとして入札入札入札入札したしたしたした全全全全てのてのてのてのジョイントグループジョイントグループジョイントグループジョイントグループ

のののの運搬事業者運搬事業者運搬事業者運搬事業者がががが表示表示表示表示されますがされますがされますがされますが、、、、住所住所住所住所やややや代表者名代表者名代表者名代表者名などのなどのなどのなどの登録内登録内登録内登録内

容容容容をををを確認確認確認確認しししし、、、、必必必必ずずずず最新最新最新最新のののの情報情報情報情報にににに変更変更変更変更してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。またまたまたまた、、、、「「「「業種業種業種業種

分類分類分類分類とととと青青青青・・・・白確認白確認白確認白確認」」」」はははは、、、、運搬事業者運搬事業者運搬事業者運搬事業者よりよりよりより情報情報情報情報をををを入手入手入手入手してしてしてして必必必必ずずずず入入入入

力力力力してからしてからしてからしてから「「「「入札入札入札入札書書書書入力入力入力入力」」」」画面画面画面画面でででで入力入力入力入力をををを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。入力入力入力入力

をしていないとをしていないとをしていないとをしていないと、、、、「「「「入札書入力入札書入力入札書入力入札書入力」」」」画面画面画面画面でででで運搬事業者運搬事業者運搬事業者運搬事業者のののの引用引用引用引用ができができができができ

ませんませんませんません。。。。    

⑤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。一旦、入札書入力画面

で引用された運搬事業者は削除できません。そ

の場合は入札書入力画面で他の運搬事業者に

変更してから削除してください。 

②修正する運搬事業者

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、「運

搬事業者入力」をクリッ

クしてください。 
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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。 

 

  

 

 

 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。 

ごごごご注意注意注意注意：：：：    

ジョイントグループジョイントグループジョイントグループジョイントグループのののの構成員構成員構成員構成員であるであるであるである各再生処理各再生処理各再生処理各再生処理

事業者事業者事業者事業者がががが運搬運搬運搬運搬するするするする場合場合場合場合もももも運搬事業者運搬事業者運搬事業者運搬事業者としてとしてとしてとしてのののの入入入入

力力力力がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。またまたまたまた、、、、自社自社自社自社でででで運搬運搬運搬運搬するするするする場合場合場合場合はははは「「「「運運運運

搬事業者搬事業者搬事業者搬事業者のののの種別種別種別種別」」」」でででで““““自社自社自社自社””””をををを選択選択選択選択するとするとするとすると、、、、運搬運搬運搬運搬

事業者名事業者名事業者名事業者名やややや代表者名代表者名代表者名代表者名などなどなどなど既既既既にににに登録登録登録登録されているされているされているされている事事事事

業者情報業者情報業者情報業者情報がががが自動表示自動表示自動表示自動表示されますされますされますされます。。。。    

「「「「業種分類業種分類業種分類業種分類とととと青青青青・・・・白確認白確認白確認白確認」」」」についてはについてはについてはについては、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ

のののの業種分類業種分類業種分類業種分類についてについてについてについて、、、、資格資格資格資格のののの有無有無有無有無をををを入力入力入力入力してくだしてくだしてくだしてくだ

さいさいさいさい。。。。フェリーフェリーフェリーフェリー等青等青等青等青・・・・白白白白のないのないのないのない場合場合場合場合はははは白白白白をををを選択選択選択選択しししし

てくださいてくださいてくださいてください。。。。    

 

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。 
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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。 

 

 

以上で運搬事業者入力が完了します。

TOP PAGE または REINS-CP

ロゴを押すとトップページ

に戻ります。 

 

①運搬事業者一覧に戻

ります。 



資料 10-12 

 

（（（（４４４４））））ジョイントグループジョイントグループジョイントグループジョイントグループ構成構成構成構成事業者事業者事業者事業者情報情報情報情報のののの入力入力入力入力    

  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「構成事業者

入力」から構成事業者入力を開始します。 

 

 

当該ジョイントグループを構成する構成事業者を選択します。 

 

 

 

  

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、「構成事業者入

力」をクリックしても「構成

事業者入力」画面に遷移しま

す。 

 

①“未入力”（赤色表示）をクリック

すると「構成事業者入力」画面に遷移

します。 

②ジョイントグループ名を入力しま

す。(入札の注意事項を参照してくださ

い) 

③工程別工程別工程別工程別にににに構成事業者構成事業者構成事業者構成事業者をををを選択選択選択選択しますしますしますします。。。。選択選択選択選択ボボボボ

タンタンタンタンををををクリッククリッククリッククリックするとするとするとすると、、、、再生処理事業者再生処理事業者再生処理事業者再生処理事業者のののの一一一一

覧覧覧覧がががが表示表示表示表示されますのでされますのでされますのでされますので、、、、該当該当該当該当するするするする再生再生再生再生処理事処理事処理事処理事

業者業者業者業者をををを選択選択選択選択してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。（（（（代表事業者自身代表事業者自身代表事業者自身代表事業者自身

のののの入力入力入力入力もももも必要必要必要必要ですですですです）））） 

⑤入力が完了したら保存ボタンをク

リックします。 

①新規ボタンをクリックすると、入力

画面が表示されます。 

④ ③の「構成する再生処理事業者」を選択すると、

手法別に該当する再生処理事業者の工場が一

覧表示されますので、ご確認ください。 

誤って再生処理事業者を選択したときは、③の

「構成する再生処理事業者」のクリアボタンを

クリックして消去できます。 
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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、構成事業者入力が完了します。引き続き別のジョイン

トグループの入力を行う場合は、新規ボタンをクリックしてください。 

 

 

以上でジョイントグループ構成事業者情報の入力が完了します。 
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（（（（５５５５））））保管施設保管施設保管施設保管施設ごとのごとのごとのごとの入札価格等入札価格等入札価格等入札価格等のののの入力入力入力入力    

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。     

 

 

 

 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。 

 

 

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。 

 

 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入札する保管施設をチェ

ックします。 

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。 

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。 
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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。 

 

 

 

各項目の入力値については以下を参照ください。 

入札価格 トン当たりの入札価格が自動計算されます。 

入札量（t/年） 市町村からの年間引き取り量が自動表示されます。 

保管施設からの運搬距離（km） 保管施設から最初の処理を行う再生処理工場までの引き取りの片道運搬距離数

(km)を入力してください。 

保管施設からの運搬費用（円/t） 保管施設から最初の処理を行う再生処理工場までのトン当たりの運搬費を入力し

てください。（消費税８％込み） 

（ａ）処理量あたり再生処理費（円/t） 市町村から引き取った紙製容器包装のトン当たりの再生処理費を、「選別」「固形

燃料化」「材料リサイクル」の工程別に入力してください。（消費税８％込み）      

なお、ジョイントグループの代表再生処理事業者が担当する工程にかかる費用につ

いては、代表管理にかかる費用を加えてください。（消費税８％込み） 

再生処理費用（円/t）＝（代表事業者管理費＋再生処理にかかる費用＋関連運搬費

用－再商品化製品の販売収入）÷処理量 

（ｂ）再生処理量比率（％） 手法ごとの再生処理量比率は次のようにしてください。 

①①①①「「「「選別選別選別選別」」」」とととと「「「「固形燃料化固形燃料化固形燃料化固形燃料化」」」」ののののジョイントジョイントジョイントジョイントのののの場合場合場合場合    

 「選別」の再生処理量比率は１００％とします。「選別」後に「固形燃料化」で

再生処理される比率を想定して入力してください。 

②②②②「「「「材料材料材料材料リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル」」」」とととと「「「「固形燃料化固形燃料化固形燃料化固形燃料化」」」」ののののジョイントジョイントジョイントジョイントのののの場合場合場合場合    

 「材料リサイクル」と「固形燃料化」の比率を想定して入力してください。 

「材料リサイクル比率」＋「固形燃料化比率」＝１００％ 

（ａ）×（ｂ）引取量あたり費用 

÷１００ 

「選別」「固形燃料化」「材料リサイクル」の各工程において、 

上記の（ａ）×（ｂ）÷１００の数値が自動計算されます。 

 

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。 

①再商品化を行うジョイントグ

ループを選択してください。 

③「保管施設からの引き取りを行う運搬事業者」について 

保管施設から引き取りを行う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。未入力の項目

がある運搬事業者は一覧表示されません。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。

また、一度選択し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。 

②再生処理費や運搬費などを

入力してください。 
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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。 

 

 

 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下さい。  

 

以上で入札情報の入力が完了します。 

    

①入力が完了すると入力状

況が”入力済”となります。 

②入力済みの保管施設の入

札を取り消す場合にクリッ

クします。 

TOP PAGE または REINS-CP

ロゴを押すとトップページ

に戻ります。 

 

①保管施設一覧に戻り

ます。 

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。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。 
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（（（（６６６６））））入札情報入札情報入札情報入札情報のののの印刷印刷印刷印刷 

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。 

    

    

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。 

 

 

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。 

1 保管施設でも入札書入力

を行うと、“入力済”となり

ます。 

③確認画面に遷移します。 
②印刷する保管施設をチェ

ックします。 
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 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。 

 

入札書入札書入札書入札書のののの印字印字印字印字イメージイメージイメージイメージについてはについてはについてはについては、、、、巻末巻末巻末巻末のののの印字印字印字印字サンプルサンプルサンプルサンプルをごをごをごをご参照参照参照参照くださいくださいくださいください。。。。    

 

以上で入札情報の印刷が完了します。 

ここ迄完了した各入力情報は変更可能ですが、以降の（７）「入札情報の確定」で確定した後は、一

切変更できません。 

①印刷ボタン（プリンタの絵）

を押して印刷してください。 

 

②印刷が終了したらウイン

ドウを閉じてください。 

 

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。 

ごごごご注意注意注意注意：：：：    

入札書確定後入札書確定後入札書確定後入札書確定後はははは、、、、開札開札開札開札されるまでされるまでされるまでされるまでシステシステシステシステ

ムムムムでででで入札内容入札内容入札内容入札内容をををを照会照会照会照会することはできますることはできますることはできますることはできま

せんのでせんのでせんのでせんので、、、、大切大切大切大切にににに保管保管保管保管してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

開札後開札後開札後開札後はははは、、、、入札内容入札内容入札内容入札内容のののの照会照会照会照会、、、、及及及及びびびび印刷印刷印刷印刷がががが

再度可能再度可能再度可能再度可能になりますになりますになりますになります。。。。    
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（（（（７７７７））））入札入札入札入札情報情報情報情報のののの確定確定確定確定    

    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。またまたまたまた、、、、入札情報入札情報入札情報入札情報

のののの確定確定確定確定はははは代表事業者代表事業者代表事業者代表事業者がががが関関関関わるわるわるわる全全全全てのてのてのてのジョイントグループジョイントグループジョイントグループジョイントグループについてについてについてについて一括一括一括一括でででで行行行行いますいますいますいます。。。。 

    

 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

れない場合は、問い合わせ窓口にご連絡ください）。 

 

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。 

②入力した内容で入札

確定を行います。 

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。 

ごごごご注意注意注意注意：：：：    

入札内容入札内容入札内容入札内容のののの訂正訂正訂正訂正、、、、取消取消取消取消しをしをしをしを行行行行うううう場合場合場合場合はははは、（、（、（、（４４４４）「）「）「）「保管施保管施保管施保管施

設設設設ごとのごとのごとのごとの入札価格等入札価格等入札価格等入札価格等のののの入力入力入力入力」」」」にににに戻戻戻戻ってくださいってくださいってくださいってください。。。。入札入札入札入札

書確定後書確定後書確定後書確定後はははは、、、、追加追加追加追加のののの入札入札入札入札やややや入札内容入札内容入札内容入札内容のののの変更変更変更変更、、、、照会及照会及照会及照会及びびびび

入札書入札書入札書入札書のののの印刷印刷印刷印刷はできませんはできませんはできませんはできません。。。。入札内容入札内容入札内容入札内容にににに間違間違間違間違いないかいないかいないかいないか

確認確認確認確認のののの上上上上、、、、入札書確定入札書確定入札書確定入札書確定ボタンボタンボタンボタンををををクリッククリッククリッククリックしてくださしてくださしてくださしてくださ

いいいい。。。。    

開札後開札後開札後開札後はははは、、、、入札内容入札内容入札内容入札内容のののの照会照会照会照会、、、、及及及及びびびび印刷印刷印刷印刷がががが再度可能再度可能再度可能再度可能になになになにな

りますりますりますります。。。。    

①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。 
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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。 

 

    

 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印刷した入札書の内容を

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。 

事前事前事前事前ににににメモメモメモメモ帳帳帳帳などになどになどになどにＰＩＮＰＩＮＰＩＮＰＩＮ番号番号番号番号をををを入力入力入力入力しししし、、、、コピコピコピコピ

ーーーー、、、、貼貼貼貼りりりり付付付付けけけけをををを行行行行うことうことうことうことでででで、、、、入力入力入力入力したしたしたした番号番号番号番号のののの確確確確

認認認認ができができができができ、、、、入力間違入力間違入力間違入力間違いをいをいをいを防止防止防止防止できますできますできますできます。。。。    

 

 

ごごごご注意注意注意注意：：：：    

実行実行実行実行ボタンクリックボタンクリックボタンクリックボタンクリック前前前前ににににＩＣＩＣＩＣＩＣカードリーダライカードリーダライカードリーダライカードリーダライ

タタタタががががパソコンパソコンパソコンパソコンにににに接続接続接続接続されていることされていることされていることされていること、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣカーカーカーカー

ドドドドがががが挿入挿入挿入挿入されていることをされていることをされていることをされていることを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

ＩＣＩＣＩＣＩＣカードリーダライタカードリーダライタカードリーダライタカードリーダライタのののの使使使使いいいい方方方方についてはについてはについてはについては、、、、

別途別途別途別途、、、、株式会社帝国株式会社帝国株式会社帝国株式会社帝国データバンクデータバンクデータバンクデータバンクからからからから送付送付送付送付されされされされ

ているているているている説明書説明書説明書説明書をごをごをごをご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。    

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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以下以下以下以下のののの画面画面画面画面がががが表示表示表示表示されるとされるとされるとされると、、、、入札書確定入札書確定入札書確定入札書確定はははは完了完了完了完了でででですすすす。。。。登録申請時登録申請時登録申請時登録申請時にににに入力入力入力入力していただいたしていただいたしていただいたしていただいたメールアメールアメールアメールア

ドレスドレスドレスドレスへへへへ受付受付受付受付メールメールメールメールがががが送信送信送信送信されますされますされますされます。。。。（（（（メールメールメールメールがががが送信送信送信送信されないされないされないされない場合場合場合場合、、、、問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ窓口窓口窓口窓口にごにごにごにご連絡連絡連絡連絡くださくださくださくださ

いいいい。）。）。）。）    

    

受付メールは下記メールになります。 

 

以上で入札情報の確定が完了します。
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（（（（８８８８））））ログアウトログアウトログアウトログアウト    

    画面画面画面画面のののの左上左上左上左上ののののロゴロゴロゴロゴををををクリッククリッククリッククリックするとするとするとするとトップページトップページトップページトップページがががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。下記下記下記下記のようにのようにのようにのように全全全全てててて““““入力済入力済入力済入力済””””

となっていることをとなっていることをとなっていることをとなっていることを確認確認確認確認しししし、、、、ログアウトログアウトログアウトログアウトしてくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

    

        

以上で電子入札が完了します。入札書確定以降、入札書の追加、変更はできません。また、開札ま

で入札書の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。 

①全て“入力済”となっている

ことを確認してください。 

クリックするとトップ

ページに戻ります。 
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ごごごご参考参考参考参考））））平成平成平成平成２２２２６６６６年度年度年度年度オンラインオンラインオンラインオンライン手続手続手続手続きのきのきのきの流流流流れれれれ    

前述の入札入力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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

事業者登録申請事業者登録申請事業者登録申請事業者登録申請    平成 25 年 7 月 1 日～平成 25年 7月 31 日 

 

審査結果表示審査結果表示審査結果表示審査結果表示        平成 25 年 11 月 14 日 

    入札入力入札入力入札入力入札入力         平成 25年 12 月 18 日～平成 26 年 1 月 24 日 

入札選定結果表示入札選定結果表示入札選定結果表示入札選定結果表示    平成 26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の連絡を

いたします。 

    実績報告入力実績報告入力実績報告入力実績報告入力     平成 26年 5月～平成 27 年 7月上旬（利用時期） 

  オンラインによる実績報告を行います。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確認いただけます。 

入札説明会参加申込入札説明会参加申込入札説明会参加申込入札説明会参加申込みみみみ    平成 25 年 11 月 14 日～平成 25年 12 月 5 日 

＜平成２６年度準備業務＞ 

＜平成２６年度業務＞ 

落札できなかった場合は、以降の手続きは行えません 

事業者説明会参加申込事業者説明会参加申込事業者説明会参加申込事業者説明会参加申込みみみみ    平成 26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です。ご登録メールアドレスへ掲載の連

絡をいたします。 

契約書署名契約書署名契約書署名契約書署名             平成 26 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。（ジョイントグ

ループの代表事業者は電子契約を締結する前にジョイントグループ協定書の写しを当協

会に提出していただく必要があります。） 

落札可能量落札可能量落札可能量落札可能量のののの通知通知通知通知   平成 25 年 12 月 18 日 

落札可能量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の連絡をい

たします。 

    品質調査結果入力品質調査結果入力品質調査結果入力品質調査結果入力   平成 26年 4月～平成 26 年 10 月末 

  平成 26 年度分別基準適合物の品質調査結果についてはオンラインによる報告を行いま

す。 
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２０１３年１１月１日 

REINS-CP ご利用者 各位 

株式会社帝国データバンク 

TDB 電子認証局 TypeA 

    

（（（（重要重要重要重要））））InternetInternetInternetInternet    ExplorerExplorerExplorerExplorer    9999 をををを利用利用利用利用されるされるされるされる際際際際のののの注意点注意点注意点注意点    

 

「TypeA ご利用ソフト V5.0」と Internet Explorer 9（以下、IE9）の組み合わせで、IC カードの

PIN（暗証番号）を入力する際に、誤って入力しますと、画面がフリーズする現象が発生いたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINを正しく入力すれば本問題は発生しませんが、もし誤って入力した場合は、以下手順を実施

したうえで、IE9を再起動、REINS-CPにログインし、改めて電子署名の PIN入力を正しく行っ

てください。 

 

① キーボードの[Ctrl][Alt][Del]の３つを同時に押下し、Windows の[タスクマネージャ

ー]を起動します。 
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② 下図が表示されます。[タスク マネージャの起動]をクリックします。 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

③ 下図が表示され、[アプリケーション]の[タスク]にある[インターネットエクスプロー

ラ]が表示されています。 
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④ [アプリケーション]の[タスク]にある[インターネットエクスプローラ]を選択し、[タ

スクの終了]を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 下図のように[インターネットエクスプローラ]がなくなれば、手順は終了です。 
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※ 以上の操作を行っても、まれにフリーズしたプログラムが残ったままとなり回復しない場合

があります。その場合は、パソコンを再起動してください。 

 

以上 


