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平成 29年 12月 5日 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 

 

 

平成 30年度入札における電子入札委任状の取得方法の変更について   

 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。当協会の業務につきましては、日頃よりご

協力賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、平成 30年度入札より電子入札委任状の取得方法が下記の方法へ変更となります。つきまし

ては、平成 30年度入札の際にはくれぐれもお間違えの無いようご注意願います。 

 

敬具 

                    記 

 

【変更前】電子入札委任状（運搬事業者）は白紙フォーマットの委任状を用いて、運搬事業者が署名

捺印したものを、当協会へ入札期限までに郵送。 

                     ↓ 

【変更後】入札説明会資料掲載前より、当協会オンラインシステム（REINS）で運搬事業者の事前登

録を行い、登録した内容にて委任状を印刷し、運搬事業者の捺印を取得後、当協会へ入札

期限までに郵送。 

     ※昨年まで行っていた手書きでの委任状の提出は無効となりますのでご注意願います。 

 

＜現状の運用フロー＞         ＜新しい運用フロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

電子入札・再商品化実施契約 

締結委任状のダウンロード・ 

印刷(白紙フォーマット) 

再生処理事業者(受任者)の 

名称等記載・押印 

提出 

運搬事業者(委任者)の 

名称等記載・押印 

再生処理事業者(受任者)が 

REINS へ情報入力 

入札関連資料の開示 

資料６ 

運搬事業者(委任者)の 

押印 

入札関連資料の開示 

再生処理事業者(受任者)が 

REINS へ情報入力(前年度データよ

り選択) 

電子入札・再商品化実施契約 

締結委任状の出力(入力情報印字) 

 

再生処理事業者(受任者)の 

押印 

提出 

※本資料は 12月１日に送信いたしました、REINSお知らせメール（題名：(お知らせ)

平成 30年度入札における電子入札委任状の取得方法の変更について）と同様の内容と

なります。 
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電子入札・再商品化実施契約締結 委任状の運用の流れ 

（ＰＥＴボトル） 

 

「電子入札・再商品化実施締結 委任状」及び「電子入札及び再商品化実施契約締結の受任につ

いて」が、ＲＥＩＮＳから印刷する仕組みに変更となりました。ジョイントグループを構成する運

搬事業者の情報入力及び運搬事業者選択手順と電子入札・委任状の印刷手順については以下をご参

照ください。 

 

１．電子入札・再商品化実施契約締結 委任状印刷手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完了 

４．「電子入札及び再商品化実施契約締結の受任について」の印刷（ページ 7） 

  運搬事業者画面から印刷できます。 

  ジョイントグループを構成する全ての事業者から「電子入札・再商品化実施契約締結 委任状（代表者印押印

済み」）の正本が回収されましたら、ＲＥＩＮＳから印刷した「電子入札及び再商品化実施契約締結の受任に

ついて」に代表者印押印の上、とりまとめた「電子入札・再商品化実施契約締結 委任状（代表者印押印済

み」）」を同封し、当協会に郵送してください。 

  また、「特定再商品化製品利用事業者登録書類」と「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。（該当者のみ） 

  提出期限  

平成 30年 2月 13日（火）（当日消印有効） 

 

１．運搬事業者情報の入力（ページ 3） 

   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。 

５． 運搬事業者情報の選択  （ページ 8） 

入札に参加する運搬事業者の選択を行います。 

２．入札資料ＲＥＩＮＳ掲載 

「ＰＥＴボトル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。 

   ジョイントグループを構成する全ての事業者に提示してください。（下記３．参照）  

３．「電子入札・再商品化実施契約締結 委任状」の印刷（ページ 6） 

運搬事業者画面から印刷できます。 

ジョイントグループを構成する全ての事業者に、上記２．の「ＰＥＴボトル再商品化実施契約書(見本)」を

ご提示の上、ＲＥＩＮＳから印刷した「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、正本を回収したうえで、とりまとめを行ってください。 

また、「特定再商品化製品利用事業者登録書類」と「再商品化実施契約締結委任状」のとりまとめを行って

ください。（該当者のみ） 

 

 

1.1.  

1.2.  
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２．オンラインでの操作方法（オンライン操作マニュアル） 

（１）運搬事業者情報の入力 

入札前に引き取りを行う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。 

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。 

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。 

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。 

 

 

未印刷を選択して、検索

すると、委任状を印刷し

ていない運搬事業者が

検索されます。 

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。また、「業種分類と青・白確認」の項目は、

運搬事業者より情報を入手して必ず入力してください。入力をしていないと、「入

札書入力」画面で運搬事業者の引用ができません。 
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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

しましたら次へボタンをクリックしてください。 

  

 

 

 次へ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

いがなければ登録ボタンをクリックしてください。 

  

  

①内容確認したら登録ボタ

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入力が完了しました

ら次へボタンをクリッ

クしてください。 

ご注意： 

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。 

「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・白のない場合、白をチェッ

クしてください。 
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登録ボタンクリック後、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、委任状を印刷しますので、再度一覧ボタンをクリックしてください。 

 

  

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。 
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（２）「電子入札・再商品化実施契約締結 委任状」の印刷 

運搬事業者入力画面から、委任状を印刷します。印刷したい事業者の印刷選択にチェックを入れ、

委任状印刷ボタンをクリックしてください。全ての事業者の委任状を印刷する場合は、一括チェック

ボタンをクリックすると、全ての事業者の印刷選択にチェックされます。 

  
 

委任状印刷ボタンをクリックすると、以下のように、「電子入札・再商品化実施契約締結 委任

状」 

が表示されますので、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。 

運搬事業者の「住所」「商号」「代表者役職・氏名」「電話番号」「ＦＡＸ番号」は印字されます。 

また、受任者（再商品化事業者）の「住所」「商号」「代表者役職・氏名」も印字されます。 

 運搬事業者に代表印の押印、年月日の記入を依頼してください。 

 依頼時に、「ＰＥＴボトル再商品化実施契約書(見本)」も提示してください。 

  

運搬事業者に年月日を記入頂い

てください。 

運搬事業者に代表者印を押印頂

いてください。 

ご注意： 

運搬事業者から送られてきた委任状に、 

「住所」「商号」「代表者役職・氏名」「電話番号」

「ＦＡＸ番号」いずれかが訂正されている場合

は、運搬事業者入力画面で、修正を行い、再度、

委任状を印刷し、代表者印を押印頂いてくださ

い。 

印刷ボタン（プリンタの絵）を押

して印刷してください。 

印刷せずに PDF形式でファイルと

して保存することもできます。 

②委任状印刷ボタンを

クリックしてくださ

い。 
①運搬事業者をチェッ

クします。 
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（３）「電子入札及び再商品化実施契約締結の受任について」の印刷 

「電子入札・再商品化実施契約締結委任状（代表者印押印済み）」のとりまとめが完了したら、運

搬事業者入力画面から、「電子入札及び再商品化実施契約締結の受任について」を印刷します。 

運搬事業者画面の送付状印刷ボタンをクリックしてください。 

  
送付状印刷ボタンをクリックすると、以下のように、「電子入札及び再商品化実施契約締結の受任

について」が、表示されますので、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。 

受任者（再商品化事業者）の「住所」「商号」「代表者役職・氏名」は印字されます。 

代表者印を押印、年月日を記入、先にとりまとめた、「電子入札・再商品化実施契約締結 委任

状」の枚数を記入し、期限（平成 30年 2月 13日（火））までに、当協会へ提出してください。 

  
  

印刷ボタン（プリンタの絵）を押

して印刷してください。 

印刷せずに PDF形式でファイルと

して保存することもできます。 

代表者印を押印してください。 

枚数を記入してください。 

年月日を記入してください。 

送付状印刷ボタンをク

リックしてください。 
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（４）運搬事業者情報の選択 

入札に参加する運搬事業者を選択します。ログイン後に表示される左側のメニューの「運搬事業者

選択」から運搬事業者の選択を開始します。 

  

 

 「ジョイントグループを形成する運搬事業者」を（１）「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。 

 電子入札・委任状を印刷していないと、運搬事業者を選択できないので、ご注意ください。 

  

 

  

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。 

 

 

③入力が完了し

たら次へボタン

をクリックしま

す。 

①入力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、（１）「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。 

また、「電子入札・委任状」を印刷していない場合

も一覧表示されませんので、必ず印刷し、代表者

印の押印をお願いします。 

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。 
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 次へ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

いがなければ登録ボタンをクリックしてください。 

  

 

 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。 

 

以上で運搬事業者の選択は完了です。 

 

①内容確認したら登録ボタン

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。 

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「運搬事業者

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。 



平成　　年　　月　　日

受任者（再商品化事業者）：

住　所：

商　号：

代表者役職・氏名：

以上

※１）この委任状は、受任者においてジョイントグループごとに取りまとめのうえ、入札期限（

※２）なお、受任者が、ＰＥＴボトル再商品化実施契約書（　　　年度上期）の第１条の丙に該当す

送付先：

印刷日：

（ＰＥＴボトル用）

委任者（運搬事業者）：

住　所：

商　号：

 代表者役職・氏名： 代表者印

 Tel　　　　　　　　 Fax　　　　　　　　

1. 電子入札に関する一切の件

2.

3. その他前各号に付帯又は付随する一切の件

　　　　　　　　）迄に、受任者から公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に送付されるもの

電子入札・再商品化実施契約締結 委任状

当社は、下記の受任者を代理人と定め、　　　年度上期（　　　年4月1日から同年9月30日）にかけ

て公益財団法人日本容器包装リサイクル協会が実施する分別基準適合物の再商品化の電子入札及び当

該入札の落札結果に基づくＰＥＴボトル再商品化実施契約書（　　　年度上期）の締結に関して、次

　委任事項：

運搬事業者が自社の場合は提出不要

の権限を委任します。

る委任者を、　　　年度下期（　　　年10月1日から　　　年3月31日）にも継続して同じ運搬

事業者として使用する場合に限り、本委任状をもって、下期の委任状と読み替えることができ

るものとします。　　　年上期に実施契約を締結しない再商品化事業者は、　　　年度下期入

札の際には委任状を、改めて提出する必要があります。

　　です。

印字サンプル

手書きで記入

〒105-0001 東京都港区虎ノ門１丁目１４番１号 郵政福祉琴平ビル

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 ＰＥＴボトル事業部

平成30 平成30

平成30

東京都港区虎ノ門１－１４－１

株式会社○○○○

代表取締役  容器　太郎

平成

平成29年11月20日

東京都○○区△△１－１－１

株式会社○○運送

代表取締役  運送　太郎

03-1111-0012 03-1111-0112

 別途受任者から提示を受けたＰＥＴボトル再商品化実施契約書（平成30年度上期）（見本）

（公益財団法人日本容器包装リサイクル協会から受任者に対し「日容包リ発第29-283号」に

より提示したもの）に示された当該契約書（同契約書に基づき特定再商品化製品利用事業者

を新たに契約当事者に加えるためのその変更契約を含む）の当事者として、当該契約書を締

結する手続きに関する一切の件

30年02月13日

平成30

平成30 平成30 平成31

平成30 平成30
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平成　　年　　月　　日

受任通知人：

住　所：

商　号：

代表者役職・氏名： 代表者印

添付：電子入札・再商品化実施契約締結委任状 正本　　通（委任状枚数）

以上

※１）ジョイントグループごと取りまとめのうえ、入札期限までに送付してください。

印刷日：

※２）なお、運搬事業者（ＰＥＴボトル再商品化実施契約書（　　　年度上期）の第１条の丙

に該当する事業者）については、　　　年度下期（　　　年10月1日から　　　年3月31

日）も同一の事業者を使用する場合に限り、　　　年度上期に提出した委任状をもって、

　　　　　　年度下期の委任状とみなすことができるため、再提出を行う必要はありません。

本受任状には、運搬事業者が追加となった場合のみ、当該事業者からの「電子入札・再

商品化実施契約締結委任状」を添付の上、新たに追加となった委任状の枚数を記載して

ください。

分別基準適合物の　　　年度再商品化電子入札及び再商品化実施契約締結の

受任について

当社は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会が実施する分別基準適合物の　　　年度上

期（　　　年4月1日から同年9月30日）ＰＥＴボトル再商品化の電子入札及び当該入札の落札

結果に基づくＰＥＴボトル再商品化実施契約（　　　年度上期）の締結に関して、添付の「電

子入札・再商品化実施契約締結委任状」のとおり受任しましたので、ご通知します。

印字サンプル

手書きで記入

手書きで記入

〒105-0001

東京都港区虎ノ門１丁目１４番１号　郵政福祉琴平ビル

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会

ＰＥＴボトル事業部　御中

平成30

平成30

平成30

東京都港区虎ノ門１－１４－１

株式会社○○○○

代表取締役  容器　太郎

平成30

（平成30年02月13日（火）消印有効）

平成29年11月20日

平成30

平成30 平成30 平成31

平成30

平成30
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