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再商品化委託の申込要領 
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１． 申込の内容 
 

〔１〕 申込者 － 特定事業者 
〔２〕 申込内容 － 特定分別基準適合物の再商品化の委託を申し込む事業者の名称、代表者氏名、

所在地並びに担当者氏名等と再商品化義務量、資本金等、従業員数、全事業の

売上高、業種区分  等 
〔３〕 申込方法 － 申込用紙の郵送による申込またはインターネットによるオンライン申込 
  （ただし、申込書類を商工会議所・商工会の窓口にて入手された場合には、オ

ン ライン申込はできませんので、郵送によりお申込み下さい。） 
〔４〕 申込期間 － 平成 14 年 12 月 16 日(月)～平成 15 年 2 月 14 日(金)  

(郵送の場合は当日消印有効) 
〔５〕 申込先 － 表書き（同封書類の１枚目）に記載の所属商工会・商工会議所。(または、申込

書類を入手した商工会議所・商工会。) 

 

２． 申込用紙の郵送による申込方法 
 

〔１〕 申込手続  － 郵送によって申込をされる方は、下記の申込書記入要領にしたがって申込用紙

１および申込用紙２に必要事項を記入し、表書き（同封書類の１枚目）に記載

の所属商工会議所・商工会宛にお送り下さい。 

〔２〕 注意事項  ・太枠内の項目につき、楷書体を用い、指定文字数以内で記入して下さい。  
・ 所在地の都道府県名等は、省略せずに明記して下さい。 

・ 申込を行った後、申込内容に変更が生じた場合は、同封の「申込・契約訂正申

請書」に変更・訂正内容を記入し、所属商工会議所・商工会までファックス(契

約書発行済みの場合は、発行済みの契約書を添えて郵送)して下さい。 

〔３〕 申込用紙１（「再商品化委託申込用紙」）の記入要領 

1．記入日 － 記入年月日を邦暦で記入して下さい。 

2．特定事業者コード － 送付資料の表書きに記載されている特定事業者コードを左詰めに

てご記入下さい。 

3．事業者名（カナ） － 法人格を示す名称を省略せずに、事業者名をカナで記入して下さい。 

4．事業者名（漢字） － 法人格を示す名称を省略せずに、事業者名を漢字で記入して下さい。 

  なお、個人で経営されている場合は、個人名（経営者名）をお書き

ください。 

5．代表者役職（カナ） － 代表者の役職名をカナで記入して下さい。  

6．代表者役職（漢字） － 代表者の役職名を漢字で記入して下さい。 

7．代表者氏名（カナ） － 代表者の氏名をカナで記入して下さい。 

8．代表者氏名（漢字） － 代表者の氏名を漢字で記入して下さい。 

9．代表者印 － 代表者印を押印して下さい。 



 

14 

10．所在地（カナ） － 所在地をカナで記入して下さい。都道府県名を必ず記入して下さい。 

11．所在地（漢字） － 所在地を漢字で記入して下さい。郵便番号並びに都道府県名を必ず

記入して下さい。 

12．代表電話番号 － 代表とする電話番号を市外局番から記入して下さい。 

13．資本金等 － 資本の額または出資の総額を千円単位で記入して下さい。個人事業

主の方は、記入の必要ありません。 

14．従業員数 － 常時使用する従業員数を人単位で記入して下さい。 

   常時使用する従業員とは、事業主または法人と雇用関係にある者

であって、その雇用契約上、常雇である旨が積極的ないし消極的に

示されている者をいいます。なお、次に掲げるものは常時使用する

従業員ではありません。 
(1) 事業主又は法人の役員 
(2) 臨時従業員 

ア．日々雇い入れられる者（但し、1 か月を超えて引き続き雇い入れられる場合を除く） 
イ． 2 か月以内の期間を定めて使用される者（但し、2 か月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く） 
ウ．季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者（但し、4 か月を超えて引き続き使用されるに至った

場合を除く） 
エ．試みの使用期間の者（但し、14 日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く） 

15．全事業の売上高 － すべての事業の売上高総額を千円単位で記入して下さい。 

16．決算期（月） － 貴社（組合）の決算月を記入して下さい。 

17．主たる業種 － 下表から貴社（組合）が該当する業種区分をひとつ選択し、番号を

記入して下さい。 

   なお、一定基準以下の小規模事業者は法の適用を除外されます。 

主たる業種の区分 記号 

食料品製造業 ① 

清涼飲料・茶・コーヒー製造業 ② 

酒類製造業 ③ 

油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・    

界面活性剤・塗料製造業 

④ 

医薬品製造業 ⑤ 

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整

品製造業 

⑥ 

農林・漁業 ⑦ 

製造業等 

その他の製造業 ⑧ 

酒類卸売・小売業 ⑨ 

医薬品卸売・小売業 ⑩ 

食料品卸売・小売業 ⑪ 

苗、種子卸売・小売業、花、        

植木卸売・小売業 

⑫ 
卸売・小売業 

その他の卸売・小売業 ⑬ 

サービス業 ⑭ 

上記以外のその他の業種 ⑮ 

18．担当部署（カナ） － 担当の部署名をカナで記入して下さい。 

19．担当部署（漢字） － 担当の部署名を漢字で記入して下さい。 

20．役職（カナ） － 担当者の役職名をカナで記入して下さい。 

21．役職（漢字） － 担当者の役職名を漢字で記入して下さい。 
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22．担当者氏名（カナ） － 担当者の氏名をカナで記入して下さい。 

23．担当者氏名（漢字） － 担当者の氏名を漢字で記入して下さい。 

24．TEL － 電話番号を市外局番から記入して下さい。 

25．FAX － FAX 番号を市外局番から記入して下さい。 

26．E-mail － E-mail で連絡が可能な場合は E-mail アドレスを記入して下さい。 

27．所属団体名 － 所属団体がある場合はその名称を記入して下さい。（複数ある場合

は複数記入して下さい。） 

 

＜注：以下の 28.項～30.項については、「申込用紙２（再商品化義務量および委託申込量算定用

紙）」を用いて「再商品化委託申込量」及び「再商品化委託料金」の算定を行った上で記

入して下さい。＞ 

28．再商品化委託申込量 － 平成 15 年度における再商品化委託申込量を、容器包装の区分（素

材）ごとに kg 単位で記入して下さい。 

  再商品化委託申込量の算定は、本資料の p.5～p.12 をご参照の上、

申込用紙２（再商品化義務量および委託申込量算定用紙）を用いて

行って下さい。（申込用紙２も、申込用紙１と一緒に提出して下さ

い。） 

29．再商品化委託料金 － 平成 15 年度における再商品化委託料金を、容器包装の区分（素材）

ごとに円単位で記入して下さい。 

  再商品化委託料金は、上記 28.項の再商品化委託申込量に再商品

化委託単価を乗じることにより求められますので、申込用紙２を用

いて算定を行って下さい。（再商品化委託単価は申込用紙２に記載

してあります。） 
30．再商品化委託料金合計 
 － 上記 29.項で記入した容器包装区分（素材）ごとの再商品化委託料

金を合計し、円単位で記入して下さい。 
31．再商品化義務量算定基準決算年月 

 － 上記 28．項の量を算定する基準となった決算年月を記入して下さ

い。 

32．再商品化委託料金の支払方法 

 － 再商品化委託料金の支払方法は、年間の再商品化委託料金が「3 千

万円以上」「10 万円超、3 千万円未満」「10 万円以下」の区分に従

い、1.～5.の中から選択し、○で囲んで下さい。 

33．商工会議所・商工会使用欄  
 － この欄は商工会議所・商工会で使用しますので記入しないで下さい。 



財団法人日本容器包装リサイクル協会宛

平成 □ □ 年 ○ ○ 月 △ △ 日

□ □ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○

3. （カナ） カブシキガイシャ  マルサンカクシカクハンバイ （４０文字以内）

4. 株式会社※2  ○△□販売
（３０文字以内）

5. （カナ） ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ （２０文字以内） 7. (カナ) マルサンカクシカク タロウ （２０文字以内）

6. 8.
（２０文字以内） （２０文字以内）

10. （カナ） トウキョウト  マルサンカクシカクシ マルサンカクシカクチョウ （６０文字以内）

〒 １２３-1111
11. 都 道

府 県

12. 代表電話番号 　　　　　０３－００００－０００００３－００００－００００ （６０文字以内）

18. （カナ） マルマルマルブ  シカクシカクシカクカ （２０文字以内） 20. (カナ) マルマルマルブシカクシカクシカクカチョウ （２０文字以内）

19. 21.
（２０文字以内） （２０文字以内）

22. (カナ) マルサンカクシカク ジロウ （２０文字以内）

23. ○△□  二郎 （２０文字以内）

24. ０３－００００－００００ 医薬品製造業会

25. ０３－００００－００００ 食料品製造業協会

26. abcde@fghij.co.jp （１３０文字以内） （４０文字以内）

平　成 1 1 月

１．　4月（50％）、7月（50％）の２分割 ※処理をした会議所名・商工会名、担当者名をご記入ください

２．　4月（40％）、7月（30％）、10月（15％）、1月（15％）の４分割

３．　7月一括払い

４．　7月（50％）、10月（25％）、1月（25％）の３分割

年間の再商品化委託料が10万円以下 ５．　7月一括払い

（特定事業者→所属商工会・都道府県商工会連合会または所属商工会議所→財団法人日本容器包装ﾘｻｲｸﾙ協会）

到着日会議所名
商工会名

担当者名

年間の再商品化委託料が３千万円以上●再商品化
   委託料金

   の支払方法

（該当する番号を○
で囲んで下さい）

●再商品化委託料金
 （円）

●再商品化委託
申込量 (kg)

年間の再商品化委託料が10万円超、３千万円未満

担当部署

年

役    職

ＦＡＸ

Ｅ-mail

  4.PETボトル
●再商品化委託料金

合計（円）
３.その他の色

③●決算期（月）

5.プラスチック製容器包装 6．紙製容器包装

1 2資本金等
（単位：千円）

ガラスびん

再商品化義務量
算定基準決算年月※

1.無色

 担当者

●氏名

●ＴＥＬ

●全事業の売上高
（単位：千円）

●従業員数
（単位：人）

2.茶色

平成15年度　再商品化委託申込用紙　（申込用紙１）

 ●代表者氏名

  所属団体名
（複数ある場合は

複数記入）

●主たる業種
(裏面または「再商品化委託の申込要領」

２頁の表から、該当する番号を選んで記入)

記入日

○△□ 太郎代表取締役社長

東 京 ○△□市○△□町１－２－３● 所在地

 ●代表者役職

●事業者名※2

●特定事業者コード
※1

○○○部   □□□課 ○○○部□□□課長

清涼飲料水販売商組合
酒類輸入商組合

（単位：ｋｇ）

平成15年２月14日（金）締切

※再商品化義務量算定の根拠となった決算年月日をご記入ください。

印

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づき、財団法人日本容器包装リサイクル協会に対し、特定分別基準適
合物の再商品化を下記のとおり申し込みます。（太線枠内をご記入下さい。●印の箇所は必須項目なので必ず記入してください。）

※１  「特定事業者コード」を、必ず記入してください。
※２  「事業者名」の記入にあたっては、法人格を示す名称（「株式会社」「有限会社」等）を、省略せずに、必ず記入してください。
　　　なお、個人で経営されている場合は、個人名（経営者名）をお書きください。

商工会議所・商工会使用欄
協会使用欄

1.

2.

9.

13. 14. 15.
16. 17.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

4

申込用紙１
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〔４〕 申込用紙２（「再商品化義務量および委託申込量算定用紙」）の記入要領 

  ※ 以下では、1)「自主算定方式」により算定を行う場合と、2)「簡易算定方式」により算定を行う

場合の２とおりについてそれぞれ説明いたしますので、該当する方の説明をお読み下さい。 

 
（1） 申込用紙２の選び方 

－ 申込用紙２は、「どの容器包装について申し込むか」及び「容器包

装を利用しているか、又は製造等しているか」の区分ごとに、12

種類に分かれています。 

下記を参考に、貴社（組合）が該当する用紙のみを選んでご記入、

ご提出下さい。 

容器包装を「利用する」とは… 容器を「製造等する」とは… 

 
１） 販売する商品を特定容器に入れること 
２） 販売する商品を特定包装に包むこと 
３） 販売する商品で特定容器に入れられ、 
    又は特定包装で包まれたものを輸入すること 
４） 上記１）～３）を他者に委託すること 

 
１） 特定容器を製造すること 
２） 特定容器を輸入すること 
３） 販売する商品で、特定容器に入れられたもの

を輸入すること 
４） 上記１）、２）を他者に委託すること 
 
※なお「特定包装」の「製造等」については、 
  法の対象にならず、申込みは不要です。 

 
（２） 算定方式の選び方（「自主算定方式」又は「簡易算定方式」）  

－ 申込用紙２には、上段に「自主算定方式」、下段に「簡易算定方式」

の２種類の記入欄が設けられています。下記を参考の上、各容器包

装区分（素材）、各用途ごとにいずれかの方法を選んで算定、記入

を行って下さい。 
 

＜「自主算定方式」「簡易算定方式」のいずれを用いて算定を行うかについて＞ 
 
・ 前年度において利用又は製造等した容器包装の量のうち、下記の量を把握できる場合は、

「自主算定方式」により算定を行います。（なお、下記量が０の場合は「０」として計算します。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 上記の量が把握できず、「自主算定方式」による算定ができない場合には、「簡易算定方式」
により算定することができます。 

例１） スーパーマーケットや生協が、自ら店頭回収したペットボトルや

プラスチックトレイの量 
例２） 清涼飲料メーカーが販売店に委託して回収したガラスびんの量 

● 自ら又は他者への

委託により回収し

た量（前年度実績） 
 

事業者への販売商品に用いられた容器包装など、不要となった際

に家庭からは排出されず、事業者がエンドユーザーである商品に付

された容器包装の量をいいます。 
例１） レストランの店内で使用されるソースのポリ袋の量 
例２） 病院で事業系ごみとして処分される薬品容器の量 
例３） メーカーや小売店で廃棄される商品流通用梱包材の量 
例４）  

● 事業活動により費

消された商品に用

いられた量 
 

＜容器包装を「利用する」「製造等する」とは何か＞ 
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（３） 申込用紙２の記入要領 

 

 １） 「自主算定方式」により算定を行う場合の記入要領 

 
1．特定事業者コード － 申込用紙１に記入したとおりの特定事業者コードを左詰めにてご

記入下さい。 

2．特定事業者名 － 事業者名を記入して下さい。なお、法人格を示す名称は略さずご記

入下さい。 

3．「① 前事業年度において販売した商品に用いた特定容器包装の量」（利用事業者の場合） 

「① 前事業年度において製造等をして当該業種において用いられた特定容器の量」（製造等

事業者の場合） 

 － 前事業年度において利用又は製造等した特定容器包装の量を、各用

途※ごとに kg 単位で記入して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜用途ごとに異なる算定方式を用いることについて＞ 
 

・ 同一事業者が同一の特定分別基準適合物（素材）の容器包装について２つ以上の用途にま
たがって該当する場合は、用途ごとに「自主算定方式」または「簡易算定方式」のいずれかを

選択して申請することができます。 
・ ただし、一つの用途の中で「自主算定方式」と「簡易算定方式」を混合して用いることはできま

せんので、いずれか一方の方式で申請して下さい。 
例） 同一事業者が、「紙製容器」を「食料品」「医薬品」の２つの用途に利用している場合、「食料品」を

「自主算定方式」、「医薬品」を「簡易算定方式」で算定することは可能です。ただし、「食料品Ａ」を

「自主算定方式」、「「食料品Ｂ」を「簡易算定方式」で算定することはできません。 

（小数点以下第１位を四捨五入） 

＜① 前事業年度において、当該用途に利用又は製造等した特定容器包装の量の算出方法＞ 

＜※再商品化義務量を算出する際の「用途」とは＞ 
 

再商品化義務量は各「用途」ごとに算出しますが、この「用途」は、その容器包装がどんな用途

（業種）に用いられるか、すなわち中身商品により判断します。 

 

 

①：当該用途に利用又は製造等した特定容器包装の量(kg)  

Ａ：特定容器包装の１個当たりの重量（g）注 

Ｂ：当該特定容器包装を用いた商品の販売個数（国外へ輸出される商品の個数を除く） 

 

注）特定容器包装の１個当たりの重量について 
特定容器包装の１個当たりの重量については、複数の特定容器包装の重量を実測（おおむね１０個以

上）し、その平均値をグラム単位（小数点以下第１位を四捨五入する）で求めたものを用います。ただし、

整数１桁以下の場合は、有効数字２桁（３桁目を四捨五入する）の重量とします。また、当該特定容器包

装と取手等が一体となっており、分離が困難な場合には、これらを含めた重量とします。 

①＝Ａ×Ｂ÷1000 (小数点以下第１位を四捨五入) 
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4．「② 自ら又は他者への委託により回収した特定容器包装の量」 

 － 前頁①のうち、「② 自ら又は他者への委託により回収した特定容

器包装の量」を、各用途ごとに kg 単位で記入して下さい。（０の場

合は「０」と記入。） 

5．「③ 事業活動により費消した特定容器包装の量」 

 － 前頁①のうち、「③ 事業活動により費消した特定容器包装の量」を、

各用途ごとに kg 単位で記入して下さい。（０の場合は「０」と記

入。）なお、「事業活動により費消した特定容器包装の量」について

は、本記入要領 p.5 の説明をご参照下さい。 

6．「個々の特定事業者の排出見込量」 

 － 下記の算式により各用途ごとに「排出見込量」を算出し、kg 単位

で記入して下さい。（小数点以下第１位を四捨五入。） 

 

7．「再商品化義務量」 

 － 上記で求めた「排出見込量」に、算定用紙に記載の用途別の「自主

算定係数」を乗じて「再商品化義務量」を算出し、kg 単位で記入

して下さい。 

 

＜「排出見込量」の算出方法＞ 

 

＝ ＋ － 

 
 

排出見込量 

(kg) 

① 
前年度において

利用又は製造等

した特定容器包

装の量（kg） 

② 
① の うち自 ら

又は他者への

委 託 により回

収した量(kg) 

③ 
①のうち事業活

動により費消さ

れた商品に用い

られた量（kg） 

＜「再商品化義務量」の算出方法＞ 

 

＝ × 
再商品化義務量 

（kg） 

排出見込量 

(kg) 
自主算定係数 
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８．「再商品化委託申込量」 

 － 上記で用途ごとに求めた「再商品化義務量」を合計し、kg 単位で

記入して下さい。 

 

９．「再商品化委託料金」 

 － 上記で求めた「再商品化委託申込量」に、算定用紙に記載の「再商

品化委託単価」を乗じて「再商品化委託料金」を算出し、円単位で

記入して下さい。（円未満は切り捨て。） 

 

 

＜「再商品化委託料金」の算出方法＞ 

 

＝ × 
再商品化委託料金 

（円） 

再商品化委託申込量 

(kg) 

再商品化委託単価 
（円／kg） 

＜「再商品化委託申込量」の算出方法＞ 

 

＝ ＋ 
再商品化委託 

申込量 

（kg） 

用途ごとの 

再商品化義務量(kg) 
＋ ・・・・ 
 

用途ごとの 

再商品化義務量(kg) 

各用途ごとの再商品化義務量の合計 

 



記入例（２）・・・自主算定方式を用いた例

平成15年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙 （申込用紙２）  平成15年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙 （申込用紙２）  平成15年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙 （申込用紙２）  平成15年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙 （申込用紙２）  
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

用途

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥ =（A)～（F）の合計

再商品化委託申込量（ｋｇ）→再商品化委託申込量（ｋｇ）→再商品化委託申込量（ｋｇ）→再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③ =（A)～（F）の合計
注２）簡易算定方式の場合は、一切控除することができません。

再商品化委託申込量（ｋｇ）→再商品化委託申込量（ｋｇ）→再商品化委託申込量（ｋｇ）→再商品化委託申込量（ｋｇ）→

300,000300,000300,000300,000 0000 205,000205,000205,000205,000 95,00095,00095,00095,000

500,000500,000500,000500,000 200,000200,000200,000200,000 0000 300,000300,000300,000300,000

○○○○○○○○△△△△△△△△ 特定事業者名 株式会社○△□販売株式会社○△□販売株式会社○△□販売株式会社○△□販売○○○○○○○○

小数点以下第１位を四捨五入

①

特定事業者コード □□□□□□□□

小数点以下第１位を四捨五入

②
小数点以下第１位を四捨五入

③
小数点以下第１位を四捨五入

④ = ① - (② + ③)

△△△△△△△△

小数点以下第１位を四捨五入

①

用途別再商品化義務量
自主算定係数

再商品化義務量
（ｋｇ）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）  「簡易算定方式」の場合も同様です。

⑤
小数点以下第１位を四捨五入

④ × ⑤

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器の量 (kg)

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器の量 (kg)

①のうち、事業活動に
より費消した特定容器

の量 (kg)

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量(kg)

0.40367

0.37932

0.36616

0.39105

0.36222

0.39594

②

0.39105

0.34312

3．0円/kg

0.32242

0.23800

0.25355

0.19797

（円未満切り捨て）

3．0円/kg

④ = 再商品化委託単価 ③×④ =再商品化委託料金③×④ =再商品化委託料金③×④ =再商品化委託料金③×④ =再商品化委託料金

再商品化委託料金(円）

再商品化義務量
（ｋｇ）

（円未満切り捨て）

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器の量 (kg)

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器の量 (kg)

①のうち、事業活動に
より費消した特定容器

の量 (kg)

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量(kg) 再商品化委託単価 (円/kg）
（消費税を含みます）

小数点以下第１位を四捨五入

① × ②

147,462147,462147,462147,462

⑦＝再商品化委託単価 ⑥×⑦＝再商品化委託料金⑥×⑦＝再商品化委託料金⑥×⑦＝再商品化委託料金⑥×⑦＝再商品化委託料金

再商品化委託単価 (円/kg）
（消費税を含みます）

再商品化委託料金(円）

109,848109,848109,848109,848

37,61437,61437,61437,614

簡易算定方式簡易算定方式簡易算定方式簡易算定方式

自主算定方式自主算定方式自主算定方式自主算定方式

簡易算定方式簡易算定方式簡易算定方式簡易算定方式 ※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自主回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）  には、※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自主回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）  には、※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自主回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）  には、※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自主回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）  には、
   「簡易算定方式」による算定を行って下さい。この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。   「簡易算定方式」による算定を行って下さい。この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。   「簡易算定方式」による算定を行って下さい。この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。   「簡易算定方式」による算定を行って下さい。この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

ガラスびん・無色ガラスびん・無色ガラスびん・無色ガラスびん・無色 利用事業者用利用事業者用利用事業者用利用事業者用

9

442,386442,386442,386442,386

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用 平成15年２月14日（金）締切
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 ２） 「簡易算定方式」により算定を行う場合の記入要領 

 

1．特定事業者コード － 申込用紙１に記入したとおりの特定事業者コードを左詰めにてご

記入下さい。 

2．特定事業者名 － 事業者名を記入して下さい。なお、法人格を示す名称は略さずご記

入下さい。 

3．「① 前事業年度において販売した商品に用いた特定容器包装の量」（利用事業者の場合） 

「① 前事業年度において製造等をして当該業種において用いられた特定容器の量」（製造等

事業者の場合） 

 － 前事業年度において利用又は製造等した特定容器包装の量を、各用

途※ごとに kg 単位で記入して下さい。 

 

 

 

 

①：当該用途に利用又は製造等した特定容器包装の量(kg)  

Ａ：特定容器包装の１個当たりの重量（g）注 

Ｂ：当該特定容器包装を用いた商品の販売個数（国外へ輸出される商品の個数を除く） 

 

注）特定容器包装の１個当たりの重量について 

特定容器包装の１個当たりの重量については、複数の特定容器包装の重量を実測（おおむね１０個以

上）し、その平均値をグラム単位（小数点以下第１位を四捨五入する）で求めたものを用います。ただし、

整数１桁以下の場合は、有効数字２桁（３桁目を四捨五入する）の重量とします。また、当該特定容器包

装と取手等が一体となっており、分離が困難な場合には、これらを含めた重量とします。 

 

①＝Ａ×Ｂ÷1000 （小数点以下第１位を四捨五入） 

＜① 前事業年度において、当該用途に利用又は製造等した特定容器包装の量の算出方法＞

＜※再商品化義務量を算出する際の「用途」とは＞ 

再商品化義務量は各「用途」ごとに算出しますが、この「用途」は、その容器包装がどんな用途

（業種）に用いられるか、すなわち中身商品により判断します。 
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4．「①×② 再商品化義務量」 

 － 前頁で求めた「① 前事業年度において当該用途に利用又は製造等

した容器包装の量」に、算定用紙に記載の用途別の「② 簡易算定

係数」を乗じて「再商品化義務量」を算出し、kg 単位で記入して

下さい。 

 

5．「再商品化委託申込量」 

 － 上記で用途ごとに求めた「再商品化義務量」を合計し、kg 単位で

記入して下さい。 

 

6．「再商品化委託料金」 

 － 上記で求めた「再商品化委託申込量」に、算定用紙に記載の「再商

品化委託単価」を乗じて「再商品化委託料金」を算出し、円単位で

記入して下さい。（円未満は切り捨て。） 

 

＜「再商品化義務量」の算出方法＞ 

 

＝ × 
再商品化義務量 

（kg） 

①前事業年度において当該

用途に利用又は製造等した

容器包装の量(kg) 

 
簡易算定係数 

＜「再商品化委託申込量」の算出方法＞ 

 

＝ ＋ 
再商品化委託 

申込量 

（kg） 

用途ごとの 

再商品化義務量(kg) 
＋ ・・・・ 
 

用途ごとの 

再商品化義務量(kg) 

各用途ごとの再商品化義務量の合計 

 

＜「再商品化委託料金」の算出方法＞ 

 

＝ × 
再商品化委託料金 

（円） 

再商品化委託申込量 

(kg) 

再商品化委託単価 
（kg／円） 



記入例（３）・・・簡易算定方式を用いた例

平成15年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙 （申込用紙２）  平成15年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙 （申込用紙２）  平成15年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙 （申込用紙２）  平成15年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙 （申込用紙２）  
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

用途

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ⑥ =（A)～（F）の合計

再商品化委託申込量（ｋｇ）→再商品化委託申込量（ｋｇ）→再商品化委託申込量（ｋｇ）→再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

医薬品 （Ｄ）

化粧品等 （Ｅ）

上記以外の用途 （Ｆ）

↑ ↑ ③ =（A)～（F）の合計
注２）簡易算定方式の場合は、一切控除することができません。

再商品化委託申込量（ｋｇ）→再商品化委託申込量（ｋｇ）→再商品化委託申込量（ｋｇ）→再商品化委託申込量（ｋｇ）→

0.34312

特定事業者コード △△△△

59,39159,39159,39159,391

0.39105

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）  「簡易算定方式」の場合も同様です。

0.25355

0.19797

500,000500,000500,000500,000

300,000300,000300,000300,000

□□□□□□□□

0.39594

0.39105

用途別再商品化義務量
自主算定係数

△△△△

0.40367

0.32242

0.37932

0.36616

0.36222

株式会社○△□販売株式会社○△□販売株式会社○△□販売株式会社○△□販売○○○○

⑤

○○○○○○○○ 特定事業者名○○○○△△△△△△△△

小数点以下第１位を四捨五入

④ × ⑤

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器の量 (kg)

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器の量 (kg)

①のうち、事業活動に
より費消した特定容器

の量 (kg)

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量(kg)

小数点以下第１位を四捨五入

①
小数点以下第１位を四捨五入

②
小数点以下第１位を四捨五入

③
小数点以下第１位を四捨五入

④ = ① - (② + ③)

再商品化義務量
（ｋｇ）

小数点以下第１位を四捨五入

①

（円未満切り捨て）

3．0円/kg

小数点以下第１位を四捨五入

① × ②
②

119,000119,000119,000119,000

178,391178,391178,391178,391

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器の量 (kg)

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器の量 (kg)

①のうち、事業活動に
より費消した特定容器

の量 (kg)

個々の特定事業者の
ガラスびん（無色）の

排出見込量(kg)

再商品化義務量
（ｋｇ）

0.23800

（円未満切り捨て）

⑦＝再商品化委託単価 ⑥×⑦＝再商品化委託料金⑥×⑦＝再商品化委託料金⑥×⑦＝再商品化委託料金⑥×⑦＝再商品化委託料金

3．0円/kg

再商品化委託単価 (円/kg）
（消費税を含みます）

再商品化委託料金(円）再商品化委託単価 (円/kg）
（消費税を含みます）

再商品化委託料金(円）

④ = 再商品化委託単価 ③×④ =再商品化委託料金③×④ =再商品化委託料金③×④ =再商品化委託料金③×④ =再商品化委託料金

簡易算定方式簡易算定方式簡易算定方式簡易算定方式

自主算定方式自主算定方式自主算定方式自主算定方式

簡易算定方式簡易算定方式簡易算定方式簡易算定方式 ※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自主回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）  には、※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自主回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）  には、※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自主回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）  には、※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自主回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）  には、
   「簡易算定方式」による算定を行って下さい。この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。   「簡易算定方式」による算定を行って下さい。この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。   「簡易算定方式」による算定を行って下さい。この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。   「簡易算定方式」による算定を行って下さい。この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

ガラスびん・無色ガラスびん・無色ガラスびん・無色ガラスびん・無色 利用事業者用利用事業者用利用事業者用利用事業者用

12

535,173535,173535,173535,173

申込用紙２－ガラスびん（無色）－利用 平成15年２月14日（金）締切
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３．オンラインによる申込方法 

    〔１〕オンラインによる申込受付時間  
オンラインによる申込受付時間は、平日 8:30～20:30（土日・祝祭日を除く）となってお

り、その他の時間帯には受付いたしておりません。 
 

   〔２〕推奨動作環境 
   インターネットによるオンライン申込みの場合の推奨動作環境は以下のとおりです。 

【動作環境】 
①ＯＳ：Windows98、ME、NT4.0、2000 
②ブラウザ：インターネットエクスプローラ Ver.5.5(SP2) 日本語版～Ver.6 日本語版 
③その他：ブラウザが Java を動作可能な設定であること。 

       注：上記以外の環境でも基本的には動作いたしますが、画面の乱れ、一部機能が使え
ない等の不具合の発生することがあります。 

         また、ウィルス対策等セキュリティソフトを新たに導入、入替を行った場合、設
定によって接続エラーの発生する場合があります。（この場合、セキュリィティソ
フトを無効にする／プライバシー保護を解除する等の対応が必要になります。） 

         何かありましたら、協会分室までお問い合わせ下さい。 
 
    〔３〕インターネットの起動 

「Internet Explorer」（インターネット・エクスプローラ）のインターネット web ブラウ
ザ（ホームページ閲覧ソフト）を起動してください。 

 
    〔４〕ＵＲＬの入力 

起動した web ブラウザのアドレス入力欄に「http://www.jcpra.or.jp/」と入力し「Enter」
キーを押してください。入力は半角英数小文字で行ってください。リサイクル協会ホームペ
ージのトップページが表示されます。 

 
 
 

ここに URL（アドレス）「http://www.jcpra.or.jp/」（下線部分半角）

を入力し、「Enter」キーを押してください。 
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    〔５〕申請業務画面の表示 

 
リサイクル協会ホームページのトップページ左下に「申請業務画面へ」というボタンがあ

りますので、このボタンをクリックしてください。「リサイクル協会 各種申込書 オンライ
ン登録 総合メニュー」が表示されます。 

 
〔６〕オンライン登録 総合メニューの表示 

総合メニュー画面の左側に「特定事業者」というボタンがあります。このボタンをクリッ
クすると、ユーザＩＤ入力画面が表示されます。 

ここをクリックしてください。

ここをクリックしてください。
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〔７〕ユーザ ID、パスワード入力 
ユーザＩＤ入力画面の「ユーザＩＤ：」と表示されている隣の入力欄に、表書き（同封書

類の１枚目）に記載されている貴社（組合）のユーザＩＤ（半角大文字アルファベット３文
字＋半角数字５文字の合計８文字）を入力し、「送信」ボタンをクリックしてください。 
続いて「パスワード入力画面」が表示されますので、ユーザＩＤと同様にパスワード（半

角大文字小文字アルファベットと半角数字の混在で１０文字以上）を入力し、「送信」ボタ
ンをクリックしてください。 
なお、ユーザＩＤおよびパスワードは「半角英数字」で入力してください。 
また、英字の大文字・小文字は指定されており、区別して入力してください。 
ユーザＩＤおよびパスワードが正しく入力されていれば、「申込書を登録する上での注意

事項画面」が表示されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ①本年度パスワードの使用が初めての場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①ユーザ ID（半角）を
入力して下さい。 

②ユーザ ID 入力後に、「送信」
ボタンをクリックして下さい。 

①初期パスワード（半角）（リ

サイクル協会から送付された

もの）を入力して下さい。 

②新たにご自分でお決めにな

った新パスワード（半角）を入

力して下さい。 ④各欄入力後に、「実行」ボタンを

クリックして下さい。 

③新たにお決めになったパスワ

ード（半角）を、もう一度この

欄に入力して下さい。 
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      ②本年度パスワードの使用が２度目以降の場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    〔８〕業務選択画面（申込書を登録する上での注意事項画面） 

「申込書を登録する上での注意事項画面」で注意事項を必ずお読みになり、「同意」ボタ
ンをクリックしてください。「業務選択画面」が表示されますので、必要な登録画面を選択
してください。 
オンラインによる申込においては、以下の順で登録画面の選択・入力が必要になります。 
 
①再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）（素材別） 

業務選択画面では、左側にボタンがならんでいる中から、貴社（組合）が再商品化をリ
サイクル協会に申込みたい素材（例えば、「ガラスびん」等）の「登録画面」ボタンをク
リックすると、申込の登録画面が表示されますので引き続き入力を行います。 
また、１素材分入力が完了し登録・確認を行うと、再び業務選択画面に戻りますので、

別素材の入力が必要な場合は、上記処理を繰り返します。 
なお、申込用紙２のオンライン登録画面で入力後、登録を行うと入力内容の変更ができ

ません。このため、事前に入力内容を計算画面（素材別）で確認することをお勧めします。 
 

②再商品化委託申込用紙（申込用紙１） 
       申込用紙２の入力・登録が該当素材分終了した後、申込用紙１の入力を行うために「登

録画面（再商品化委託申込書）」ボタンをクリックします。  
 

 
 
 

 
 

※入力作業中、登録（「登録」ボタンをクリック）前に、ブラウザを終了すると、入力
途中の情報がすべて消去されてしまいます。ブラウザの終了は、必ず入力を終え、登録
後に行ってください。 

①パスワード（半角）を
入力して下さい。 

②パスワード入力後に、「送信」
ボタンをクリックして下さい。 
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 〔９〕入力 

①「再商品化義務量および委託申込量算定用紙」の具体的な入力方法等については、オンラ
イン上のヘルプ機能をご参照ください。 

②「再商品化委託申込用紙」の入力内容は、申込用紙の記入内容と共通であるため、前項の
「２．申込用紙の郵送による申込方法」をご参考ください。なお、登録画面には、事業者
名等、当協会において既に把握している事項について表示しておりますが、表示内容に修
正の必要がある場合には、登録画面上において修正を行った上で登録してください。 

③「委託料金の合計が０円の場合は、申込の必要がありません。」のメッセージが表示された
場合は、同封の「非申込ＦＡＸ返信票」に必要事項を記入の上、協会分室までＦＡＸ送信
をお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

申込みを行う容器包装の「登録画面」

ボタンをクリックしてください。 

事前に計算する内容を確認す

る場合はここをクリックして

ください。 
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〔10〕再商品化委託の申込に関するお問い合わせ先 

○ オンライン申込等、コンピュータ操作について 
（財）日本容器包装リサイクル協会 分室  
電話番号 ：０３－５２５１－４４５１ 

（受付時間：平日 9:30～17:30 土日・祝祭日を除く） 
ＦＡＸ番号：０３－５２５１－４４５２ 

 
○ 上記以外及び法律の概要、手続きについて 

本申込用紙を入手した商工会議所・商工会 
または（財）日本容器包装リサイクル協会 コールセンター  

電話番号 ：０３－５２５１－４８７０ 
（受付時間：平日 9:30～17:30 土日・祝祭日を除く） 

 オンラインによる申込に
おいては、①再商品化義務
量および委託申込量算定用
紙（必要素材分）、②再商品
化委託申込用紙の両方を登
録・確認する必要がありま
すので、それぞれの登録画
面にて必ず「登録」ボタン
をクリックしてください。
 
 なお、上記①および②で
各々登録を行うと、当該登
録画面で入力した内容を
オンラインでは変更でき
なくなります。内容を十分
確認のうえ登録するようお
願いいたします。 
 万一誤った内容で登録
し、入力内容の修正を行う
場合は、商工会議所・商工
会へ「申込・契約訂正申請
書」で変更依頼をしていた
だくことになります。 

①再商品化義務量および委託申込量算定用紙
  の 登 録 画 面 （ 素 材 別 ）

②再商品化委託申込用紙の登録画面 

「登録」ボタンをクリックす
ると登録完了となります 

「登録」ボタンをクリック 
すると１素材分登録となり
ます。（必要素材分行う） 

オンラインによる申込み時のご注意 


