
印字サンプル分別基準適合物の再生処理事業者登録申込書(様式1)

作成日

(カナ)再生処理

(漢字)

(カナ)(カナ)
代表者氏名 役職名

(漢字)(漢字)

〒(カナ)

本社所在地
(漢字)

電話番号 FAX番号

(カナ)
担当部署名

(漢字)

(カナ) (カナ)
役職名担当者氏名

(漢字)(漢字)

(カナ)〒

担当者所在地

(資料送付先) (漢字)

電話番号 FAX番号

E-Mail 連絡用E-Mail

設立 設立後 年 従業員 人

資本金 年間売上高

工場(事業所)数 ヶ所 ホームページ会社の

「事業者登録規程」に適合していること、ならびに、この申込書及び添付資料の内容については、事実と相違ありません。

平成 年 月 日

（代表者登録印（個人の場合は実印））事業者 代表者 印

最終更新日時

事業者名

年 月

千円 千円

主たる業務

 PETボトル

平成25年 7月 1日

カブシキカイシャマルマルコウギョウ

株式会社○○工業

ヨウキタロウ ダイヒョウトリシマリヤク

容器太郎 代表取締役

123-4567マルマルクサンカクサンカク

○○区△△１－２－３東京都

03-5678-8901 03-5678-8901

リサイクルスイシンカ

リサイクル推進課

ホウソウジロウ カチョウ

包装　次郎 課長

156-7890 シカクシカクシバツバツ

東京都 □□市××１－２－３

0234-567-8901 0234-567-8901

abc@def.co.jp abc@def.co.jp

昭和60  1  26        30

      1,000      1,000,000

産業廃棄物収集運搬   1 http://www.jcpra.or.jp/

平成25年 7月 1日 11:02:03



PETボトル分別基準適合物の再生処理事業者登録申込書(様式2)

再生処理事業者 :

作成日工場 :

内 容種 類

工場名 (カナ)

(漢字)
施設の所在地

(カナ) 〒

所在地

(漢字)

担当部署名 電話番号

担当者名 FAX番号

年度登録事業者の施設：再生処理施設の状況 平成 一般廃棄物処理施設設置許可証

なし )あり 申請中(許可取得予定

完成) 完成予定)新規登録申請事業者の施設： 完成( 未完成(

フレーク

製品の種類 ペレット

ポリエステル原料

フレーク 操業能力 トン/年( トン/時間× 時間/日 × 日/年) 注：

1.複数ラインある場合は、合算した能力とすること再商品化率 %

施設の能力 2.フレーク量の内、ペレットに加工する量はポリエステル原料 操業能力 トン/年( トン/時間× 時間/日 × 日/年)

再商品化率 %

※ペレタイザー 設備能力 トン/年( トン/時間× 時間/日 × 日/年) 3.又、ペレタイザーの設備の能力を下記※の行に示す

備考

最終更新日時

印字サンプル

登録施設

未登録施設 完成 ( 完成)
未完成( 完成予定)

トン/年

   1234567 株式会社○○工業

第一工場 平成25年 7月 1日        01

ダイイチコウジョウ

第一工場

156-7890 シカクシカクシバツバツ

東京都 □□市××１－２－３

リサイクル推進課 0234-567-8901

包装　次郎 0234-567-8901

□□ 25

□□ ■ □ □
□

■ 平成25年 2月 □■

■

■

□

■    10    3,000        1 300

 78

□                          

       1,000

     0.5    10 300    1,500

平成25年 7月 1日 11:02:03



公益財団法人日本容器包装リサイクル協会　殿

※１

年度ＰＥＴボトル再商品化製品利用事業者リスト（様式３－１）

再生処理事業者名

予定量
再商品化製品の利用事業者名 利用事業者工場名 引き取り品目 製品例

※１　様式３－１は様式３－２，様式３－３に記載した再商品化製品の引き渡し先を一覧表にしたものです。
最終更新日時

印字サンプル

ページNo ／

再生処理事業者工場名

用途 （トン／年）

（再生処理事業者→公益財団法人日本容器包装リサイクル協会）

平成26

株式会社○○工業

第一工場

平成25年 7月 1日 11:32:19

 1 株式会社○○利用工業 本社工場 ○○ボトル
フレーク ボトル     1,000

 2 株式会社○○工業 第一工場 ○○繊維
ペレット 繊維     1,000

合計         2,000



年度ＰＥＴボトル再商品化製品引き取り同意書（様式３-２）

平成利用事業者承認日 年 月 日受付番号：
（自動採番されます）

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会御中 ページNo ／

再商品化製品利用事業者 と再生処理事業者 は、

下記の内容のＰＥＴボトルの再商品化製品の引き取りについて、同意しております。

また、上記記載の再商品化製品利用事業者は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の実施する利用状況の調査に誠意をもって協力いたします。

再商品化製品利用事業者： 再生処理事業者：

住　　　所住　　　所

社　　　名 社　　　名

代表者役職・氏名 代表者役職・氏名

印 印

電 話 番 号 電 話 番 号

ＦＡＸ番号 ＦＡＸ番号

◎　再商品化製品利用事業者は、再生処理した物を国内（再生処理した物がペレットである場合を除く）で製品等に加工する製造事業者

◎　自社取引の場合は、再商品化製品を使用した製品の販売を証する資料を「ＰＥＴボトル再生処理事業者登録申請書類の作成要領」に従って添付すること。

２．荷姿 ３．予定価格（運搬費含む） ４．品質規格１．製品の種類

：再商品化製品利用事業者と合意した規格円／Ｋｇ：フレーク

：ペレット 円／Ｋｇ ：自社の規格

円／Ｋｇ：ポリエステル原料

1. 繊維 引取り量は再生処理事業者各工場･製品利用事業者
５．再商品化製品利用事業者の各工場ごとに作成される様式３－３の合計値となり2. フィルム･シート 総利用量（単位：トン／年）６．用途及び ます。

3. ボトル
１． 年度の実績量引取り量

4. 成型品

（単位：トン／年） 5. その他
２． 年度の見込量

合計

３． 年度の計画量７．取引条件　：

別途提出

（再生処理事業者→公益財団法人日本容器包装リサイクル協会） 最終更新日時

印字サンプル

（メーカー）に限ります。

平成26

1234567

株式会社○○利用工業 株式会社○○工業

東京都○○区△△１－２－３東京都□□市××１－２－３

株式会社○○利用工業 株式会社○○工業

代表取締役　容器　太郎代表取締役　利用　太郎

03-1234-567803-1234-7890

03-1234-7891 03-1234-8765

■○○荷姿     1,000■

         □ □

         □

■      1,000
■

□           

□           
平成24

          □
      1,000

          □
平成25

      2,000        1,000

平成26

      3,000

□

平成25年 7月 1日 11:32:02



提出先：公益財団法人日本容器包装リサイクル協会

受付番号： 年度ＰＥＴボトル再商品化製品引き取り同意書（様式３－３）
（自動採番されます）

再生処理事業者名： 平成利用事業者承認日 年 月 日

殿再生処理事業者工場名：
／ページNo

(再生処理事業者名及び工場名)

再商品化 （カナ） （カナ）
代表者

製品利用
氏　名

事業者名

（カナ）
　

本社所在地

　 （カナ）（カナ）
担当部署名 担当者名

電話番号 ＦＡＸ番号 E-mail

（カナ）
工場名

　（カナ）

工場所在地

　（カナ） （カナ）
担当部署名 担当者名

電話番号 ＦＡＸ番号 E-mail

用途別・製品別の引き取り量(トン／年)

用途 製品例 フレーク ペレット ポリエステル原料

1.繊維 ﾄﾝ/年ﾄﾝ/年 ﾄﾝ/年

2.フィルム・シート ﾄﾝ/年ﾄﾝ/年 ﾄﾝ/年
3.ボトル ﾄﾝ/年ﾄﾝ/年 ﾄﾝ/年
4.成型品 ﾄﾝ/年ﾄﾝ/年 ﾄﾝ/年

5.その他 ﾄﾝ/年ﾄﾝ/年 ﾄﾝ/年

（再生処理事業者→公益財団法人日本容器包装リサイクル協会） 最終更新日時

印字サンプル

印

平成26
1234567

株式会社○○工業

第一工場

カブシキカイシャマルマルリヨウコウギョウ リヨウ　タロウ

（漢字）（漢字）
株式会社○○利用工業 利用　太郎

トウキョウトシカクシカクシバツバツ１－２－３

〒123-4567（漢字）
東京都□□市××１－２－３

リヨウ　ジロウリサイクルスイシンカ
（漢字） （漢字）リサイクル推進課 利用　次郎

03-1234-7890 03-1234-7891 xxxxx＠xx.co.jp

ホンシャコウジョウ

（漢字）
本社工場

トウキョウトミナトクバツバツ１－２－３

（漢字）〒123-5678
東京都港区××１－２－３

ホウソウ　タロウリサイクルブ
（漢字） （漢字）リサイクル部 包装　太郎

03-9876-5430 03-9876-5429 xxxxx＠xxxx.co.jp

○○繊維     1,000         0         0

        0         0         0

        0         0         0

        0         0         0

        0         0         0

平成25年 7月 1日 11:32:22



自社取引の場合の最終製品の販売を証する資料（様式４）
（様式３の補足資料）

ページNo ／

再生処理事業者名：

再商品化製品を使用した製品の
販売量（単位；ﾄﾝ/年）

販売先、用途および製品名 再生処理事業者
との関係（＊１） 年度 年度 年度

販売先 (最終）製品名用途 予定量実績量 見込量

＊１．「グループ企業」とは、両事業者間に①資本関係がある、②役員の兼任関係がある、③再商品化製品利用事業者の代表者が、再生処理事

印字サンプル

業者の代表者の親族（父母、配偶者、子）

である場合を指します。

最終更新日時

グループ企業
％出資）（

資本関係なし

グループ企業
％出資）（

資本関係なし

株式会社○○工業

平成24 平成25 平成26

       2,200        4,300        6,400

平成25年 7月 1日 11:33:02

■ 1.△△株式会社 繊維 ○○繊維
80        1,200        2,300        3,400

□

□ 2.株式会社○×産業 ボトル ○○ボトル
       1,000        2,000        3,000

■


