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オンラインによる事業者登録の手続きについてオンラインによる事業者登録の手続きについてオンラインによる事業者登録の手続きについてオンラインによる事業者登録の手続きについて 

（ガラスびん）（ガラスびん）（ガラスびん）（ガラスびん）    

 

 オンラインでの事業者登録のお申込方法は以下をご参照ください。尚、末尾の２８年度オンライ

ン手続きの流れ（予定）もあわせてご確認をお願いします。 

１．オンラインによる事業者登録申請の流れ１．オンラインによる事業者登録申請の流れ１．オンラインによる事業者登録申請の流れ１．オンラインによる事業者登録申請の流れ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

６．登録申込：工場基本情報の入力６．登録申込：工場基本情報の入力６．登録申込：工場基本情報の入力６．登録申込：工場基本情報の入力                                                                    （ページ 12） 

・・・再生処理施設の名称、所在地などの入力を行います。 

施設ごと

に繰り返

し入力し

ます 

１．１．１．１．    事業者登録に必要な書類の入手事業者登録に必要な書類の入手事業者登録に必要な書類の入手事業者登録に必要な書類の入手                                                                    （ページ 4） 

・・・「最新のお知らせ」から事業者登録に必要な書類のダウンロードを行います。 

      資料は登録説明会に持参いただくものがありますのでご確認ください。 

４．４．４．４．    登録申込：事業者基本情報の入力登録申込：事業者基本情報の入力登録申込：事業者基本情報の入力登録申込：事業者基本情報の入力                                                                （ページ 8） 

・・・貴社の社名、代表者名、所在地などの入力を行います。 

５．５．５．５．    登録申込：本社担当者登録申込：本社担当者登録申込：本社担当者登録申込：本社担当者の入力の入力の入力の入力                                                                        （ページ 11） 

・・・貴社のご担当者名、ご連絡先などの入力を行います。 

７．登録申込：工場属性情報の入力７．登録申込：工場属性情報の入力７．登録申込：工場属性情報の入力７．登録申込：工場属性情報の入力                                                                    （ページ 15） 

・・・再生処理施設の能力などの入力を行います。 

８．登録申込：原料調達方法および用途別販売量の入力８．登録申込：原料調達方法および用途別販売量の入力８．登録申込：原料調達方法および用途別販売量の入力８．登録申込：原料調達方法および用途別販売量の入力                                （ページ 18） 

・・・原料調達方法および販売量の実績および予定の入力を行います。 

９．登録申込：製品利用事業者情報の入力９．登録申込：製品利用事業者情報の入力９．登録申込：製品利用事業者情報の入力９．登録申込：製品利用事業者情報の入力                                                        （ページ 21） 

・・・製品利用事業者の社名、代表者名、所在地などの入力を行います。引取同意書情報引取同意書情報引取同意書情報引取同意書情報 

を入力する前に行っていただく必要があります。を入力する前に行っていただく必要があります。を入力する前に行っていただく必要があります。を入力する前に行っていただく必要があります。    

１０．登録申込：製品利用事業者工場情報の入力１０．登録申込：製品利用事業者工場情報の入力１０．登録申込：製品利用事業者工場情報の入力１０．登録申込：製品利用事業者工場情報の入力                                            （ページ 23） 

・・・製品利用事業者の施設、所在地などの入力を行います。引取同意書情報を入力する前引取同意書情報を入力する前引取同意書情報を入力する前引取同意書情報を入力する前    

に行っていただく必要があります。に行っていただく必要があります。に行っていただく必要があります。に行っていただく必要があります。 

 

３３３３．．．．登録説明会へのご参加登録説明会へのご参加登録説明会へのご参加登録説明会へのご参加        

平成平成平成平成 22227777 年年年年 7777 月月月月 10101010 日（日（日（日（金金金金））））13:3013:3013:3013:30～～～～15:3015:3015:3015:30    アジュール竹芝「飛鳥の間」（１３Ｆ）アジュール竹芝「飛鳥の間」（１３Ｆ）アジュール竹芝「飛鳥の間」（１３Ｆ）アジュール竹芝「飛鳥の間」（１３Ｆ）    

２．２．２．２．    登録説明会の参加申込み登録説明会の参加申込み登録説明会の参加申込み登録説明会の参加申込み                                                                                （ページ 6） 

     ・・・「登録説明会出欠入力」で登録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 22227777 年年年年    7777 月月月月    8888 日（日（日（日（水水水水））））    23:0023:0023:0023:00（オンライン終了）（オンライン終了）（オンライン終了）（オンライン終了）    

平成 27 年 7 月 1 日 

次ページへ 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 

 

資料１５ 
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登録申込完了登録申込完了登録申込完了登録申込完了    

１２．登録申込：状況確認（印刷および申請）１２．登録申込：状況確認（印刷および申請）１２．登録申込：状況確認（印刷および申請）１２．登録申込：状況確認（印刷および申請）                                                （ページ 27） 

・・・登録申込書を印刷し、登録申込を行います。 

修正を行った場合も再度登録申込書を印刷してください。 

１３．送付書類の確認および郵送１３．送付書類の確認および郵送１３．送付書類の確認および郵送１３．送付書類の確認および郵送 

１でダウンロードした「ガラスびん再生処理事業者登録の申請について」及びその他関連書類をご参

照いただき、「チェックリスト」による確認を行った上で、１２で印刷した書類と手書き記入した提出１２で印刷した書類と手書き記入した提出１２で印刷した書類と手書き記入した提出１２で印刷した書類と手書き記入した提出

書類および添付書類書類および添付書類書類および添付書類書類および添付書類を郵送してください。オンライン入力の訂正を含む書類の訂正が発生した場合は再

度郵送していただく必要があります（いずれも書類は返却しません）。 

提出期限    平成平成平成平成 22227777 年年年年    7777 月月月月 31313131 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）    

前ページから 

１１．登録申込：引取同意書情報の入力１１．登録申込：引取同意書情報の入力１１．登録申込：引取同意書情報の入力１１．登録申込：引取同意書情報の入力                                                            （ページ 25） 

・・・製品利用事業者が引き取りを行う量などの入力を行います。 
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２．オンラインお申込受付期間・時間２．オンラインお申込受付期間・時間２．オンラインお申込受付期間・時間２．オンラインお申込受付期間・時間    

受付期間 ： 平成２７年７月１日（水）～ ７月３１日（７月３１日（７月３１日（７月３１日（金金金金））））   

受付時間 ： 7:00 ～ 23:00（土日祝日も利用可能） 但し但し但し但し 7777 月月月月 31313131 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 

期限までお申込内容の修正が可能です。 

※）登録説明会のお申し込みは７月７月７月７月８８８８日（日（日（日（水水水水））））までですのでご注意ください。    

※）登録申込書を郵送後に修正を行った場合は、登録申込書を再度印刷して 

郵送しください。（７月３１日（金）消印有効） 

    

３．オンラインに関するお問い合わせ先３．オンラインに関するお問い合わせ先３．オンラインに関するお問い合わせ先３．オンラインに関するお問い合わせ先    

 事業者登録申込のオンライン操作のお問い合わせは下記へお願いします。 

     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 

       電話 ０３－５６１０－６２６１ 

      ＦＡＸ ０３－５６１０－６２４５ 

     受付時間 ： 9:30 ～ 17:30（但し下記日時を除く） 

（土日祝日、12 月 27 日～1 月 4 日） 

     ※）オンライン受付時間とは異なりますのでご注意ください。 

 

４．オンラインご利用の動作環境４．オンラインご利用の動作環境４．オンラインご利用の動作環境４．オンラインご利用の動作環境    

（１）パソコン：Windows Vista (SP2 以上)、Windows 7(SP1 以上)、Windows8.0、Windows8.1(Update1) 

（２）ブラウザ：Windows Vista (SP2 以上) / IE 7.0、IE 8.0、IE 9.0 

Windows 7 (SP1 以上) / IE 8.0、IE 9.0、IE 10.0、IE 11.0 

Windows 8.0 / IE 10.0 

Windows 8.1 (Update1) / IE 11.0 

注１）Windows 8.0 および Windows 8.1 をご利用の方はデスクトップモードの IE をご利用く

ださい。 

注２）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。  

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「オンラ内容は「オンラ内容は「オンラ内容は「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くだくだください」さい」さい」さい」

をクリックしてオンライン操作Ｑ＆Ａを参照してをクリックしてオンライン操作Ｑ＆Ａを参照してをクリックしてオンライン操作Ｑ＆Ａを参照してをクリックしてオンライン操作Ｑ＆Ａを参照してくだくだくだください）さい）さい）さい）    

（３）印刷時に必要な環境 

プリンタ 

印刷用ソフト：Adobe Reader 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 1024×768 ピクセル、 推奨ブラウザフォントサイズ 中 

 

    

    

    

    

    

    



4 

５．オンラインでの操作方法（オンライン操作マニュアル）５．オンラインでの操作方法（オンライン操作マニュアル）５．オンラインでの操作方法（オンライン操作マニュアル）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）（１）（１）（１）    事業者登録に必要な書類の入手事業者登録に必要な書類の入手事業者登録に必要な書類の入手事業者登録に必要な書類の入手    

ログインすると以下のトップページが表示されます。 

最新のお知らせに掲載されている「平成 28 年度 再生処理事業者の事業者登録について」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「登録申請書類一式」をクリックすると、登録申込に必要な書類のダウンロードが行えま

す。必ずダウンロードして内容をご精読ください。ダウンロードが終了したら、「登録説明会出欠入

力」をクリックして登録説明会の開催日時、場所のご確認と出席者のお名前などを入力してくださ

い。 

    

    

①「平成 28 年度 再生処理事業者

の事業者登録について」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。 

登録申込でご登録頂くメールア

ドレスへ協会からのお知らせ通

知メールが送信されます。 

①クリックすると登録申

込に必要な書類のダウン

ロード画面が表示されま

す。 

③クリックするとトップ

ページへ戻ります。 

TOP PAGE または REINS-CP

のロゴをクリックすると

トップページへ戻りま

す。 ②クリックすると登録説

明会出欠入力画面が表示

されます。 
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下記画面から書類をダウンロードして、必ず内容をご精読ください。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

①クリックすると登録申

込に必要な書類の一括ダ

ウンロードが始まりま

す。 
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（２）（２）（２）（２）    登録説明会の参加申込み登録説明会の参加申込み登録説明会の参加申込み登録説明会の参加申込み    

 前項（１）のお知らせ画面または、左側のメニューの「登録説明会出欠入力」から登録説明会出

席入力を開始します。開催場所、開催日時などをご確認いただき、該当欄へ入力してください。入

力が完了しましたら、申請ボタンをクリックしてください。 

 

    

    申請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。  

 

 

 

 

③入力が完了しまし

たら申請ボタンをク

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。 

①「登録説明会」をクリ

ックすると登録説明会

出欠入力メニューが表

示されますので、「登録

説明会出席入力」をクリ

ックしても登録説明会

出欠入力画面に遷移し

ます。 
誤入力の確認のためメールアドレス誤入力の確認のためメールアドレス誤入力の確認のためメールアドレス誤入力の確認のためメールアドレス

は同じものを２度入力ください。は同じものを２度入力ください。は同じものを２度入力ください。は同じものを２度入力ください。    

（２名分ではありません）（２名分ではありません）（２名分ではありません）（２名分ではありません）    

②クリックすると会

場までの交通のご案

内が表示されます。 
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 以下の画面が表示されると、登録説明会の出欠入力は完了です。入力していただいたメールアド

レスへ確認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）。 
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（３）（３）（３）（３）    事業者基本情報の入力（様式１）事業者基本情報の入力（様式１）事業者基本情報の入力（様式１）事業者基本情報の入力（様式１）    

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「事業者基

本情報入力」から事業者基本情報入力を開始します（画面中央の赤字の未入力またはメニューの事

業者基本情報入力をクリックします）。 

 

 

事業者基本情報入力画面が表示されますので、入力ボタンをクリックします。 

 

 

下記の事業者登録規程が表示されましたら、規程についてご精読いただき、ご了承される場合は

了承ボタンをクリックし、入力画面に進んでください。ご了承されない場合は登録申込が行えませ

①入力ボタンをクリックすると、事業

者登録規程が表示されます。 

「登録申込」をクリックする

と各画面メニューが表示さ

れますので、「事業者基本情

報入力」をクリックしても事

業者基本情報入力画面に遷

移します。 

 ①「未入力」（赤色表示）をクリック

すると事業者基本情報入力画面に遷

移します。 
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ん。 

  

  

事業者登録規程について了承すると事業者基本情報入力画面が表示されますので該当欄へ入力を

してください。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。なお、前年度登録され

ている方は、過去情報引用ボタンをクリックすると該当欄に前年度の内容が表示されますので、確

認のうえ変更があれば修正してください。 

 

 

 

 

 

①事業者登録規程についてご了承さ

れる場合は了承ボタンをクリックし、

入力画面に進んでください。 

①前年度登録されてい

る方は前年度の申込情

報が初期表示されます。 

②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。 
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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。 

 

 

保存が完了すると下記の画面が表示されます。次の入力画面を選択します。 

 

 

以上で事業者基本情報入力が完了します。 

 

 

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。 

①TOP PAGE または REINS-CP

ロゴを押すとトップページ

に戻ります。 

 メニューから直接次の本社

担当者入力を行うこともで

きます。 
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（４）（４）（４）（４）    本社担当者の入力（様式１）本社担当者の入力（様式１）本社担当者の入力（様式１）本社担当者の入力（様式１）    

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「本社担当

者入力」から本社担当者入力を開始します。 

 

 

 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。    

  

保存ボタンクリック後は、事業者基本情報入力画面と同様に、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。以上で本社担当者入力が完了します。 

 

「登録申込」をクリックする

と各画面メニューが表示さ

れますので、「本社担当者入

力」をクリックしても本社担

当者入力画面に遷移します。 

①入力ボタンをクリックする

と、下記入力画面が表示されま

す。 

②前年度の申込情報が初期表

示されます。 

③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「未入力」（赤色表示）をクリック

すると本社担当者入力画面に遷移し

ます。 

連絡用連絡用連絡用連絡用 eeee----mailmailmailmail についてについてについてについて    

ご担当者以外にもう１名のメご担当者以外にもう１名のメご担当者以外にもう１名のメご担当者以外にもう１名のメ

ールアドレスをご登録いただくールアドレスをご登録いただくールアドレスをご登録いただくールアドレスをご登録いただく

とお知らせ通知メールがとお知らせ通知メールがとお知らせ通知メールがとお知らせ通知メールが eeee----mailmailmailmail

アドレスと連絡用アドレスと連絡用アドレスと連絡用アドレスと連絡用eeee----mailmailmailmailアドレアドレアドレアドレ

スに同時に配信されます（必須スに同時に配信されます（必須スに同時に配信されます（必須スに同時に配信されます（必須

ではありません）。ではありません）。ではありません）。ではありません）。    
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（５）（５）（５）（５）    工場基本情報の入力（様式２）工場基本情報の入力（様式２）工場基本情報の入力（様式２）工場基本情報の入力（様式２） 

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「工場基本

情報入力」から工場基本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までに申請したことのある工場が一覧表示されます。引き続

き申請を行う場合は引用登録ボタンをクリックしてください。一覧にない工場を新規に申請する場

合は、新規入力ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

「登録申込」をクリックする

と各画面メニューが表示さ

れますので、「工場基本情報

入力」をクリックしても工場

基本情報入力画面に遷移し

ます。 

 

①検索ボタンをクリックす

ると、前年度以前に登録申請

した工場が表示されます。 

②一覧にない工場を新たに

申請する場合は、新規入力ボ

タンをクリックします。 

③一覧にある工場を当該年

度も引き続き登録申込を行

う場合は「基本情報入力状

況」が未入力になっている工

場を選択して引用登録ボタ

ンをクリックします。 

①「未入力」（赤色表示）をクリック

すると工場基本情報入力画面に遷移

します。 
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 引用登録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（引用登録

ボタンをクリックした場合は前年度までに登録した情報が初期表示されます。内容を確認のうえ、

変更があれば修正してください）。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、工場基本情報入力が完了します。一覧ボタンをク

リックすると、工場一覧画面に戻ります。 

 

 

 

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。 

②工場一覧画面に戻ります。 
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他にも申請する工場がある場合、引き続き工場基本情報の入力を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

①入力が完了すると入力済

となります。 

②入力済みの工場基本情報

を訂正する場合にクリック

します。 

③入力済みの工場の申請を

取りやめる場合にクリック

します。 
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（６）（６）（６）（６）    工場属性情報の入力（様式２）工場属性情報の入力（様式２）工場属性情報の入力（様式２）工場属性情報の入力（様式２） 

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「工場属性

情報入力」から工場属性情報入力を開始します。 

 

    

検索ボタンをクリックすると工場基本情報入力画面で入力した工場が一覧に表示されます。 

属性情報入力状況が「未入力」の工場の選択チェックをして入力ボタンをクリックします。 

    

    

    

    

    

「登録申込」をクリックする

と各画面メニューが表示さ

れますので、「工場属性情報

入力」をクリックしても工場

属性情報入力画面に遷移し

ます。 

 

①クリックすると工場基本

情報入力で入力した工場が

一覧に表示されます。 

②工場属性情報の入力画面

に遷移します。 

①「未入力」（赤色表示）をクリック

すると工場属性情報入力画面に遷移

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。工場属性情報の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、下記の画面が表示され、工場属性情報入力が完了します。一覧ボタンをクリッ

クすると、工場一覧画面に戻ります。 

    

 

 

 

 

 

①前年度申請した情報が初

期表示されます。 

 

③工場一覧画面に戻ります 

 

②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。 
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他にも申請する工場がある場合、引き続き工場属性情報の入力を行ってください。    

    

    

①入力が完了すると入力済

となります。 

②入力済みの工場の申請を

取りやめる場合にクリック

します。 
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（７）（７）（７）（７）    原料調達方法および用途別販売量の入力（様式２の付属書）原料調達方法および用途別販売量の入力（様式２の付属書）原料調達方法および用途別販売量の入力（様式２の付属書）原料調達方法および用途別販売量の入力（様式２の付属書） 

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「原料調達

方法および用途別販売量」から原料調達方法および用途別販売量の入力を開始します。 

    

    

    検索ボタンをクリックすると工場基本情報入力画面で入力した工場が一覧に表示されます。 

未入力の工場の選択チェックをしてから入力ボタンをクリックします。        

    

    

    

    

 

「登録申込」をクリックする

と各画面メニューが表示さ

れますので、「原料調達方法

および用途別販売量」をクリ

ックしても入力画面に遷移

します。 

①クリックすると工場基本

情報入力で入力した工場が

一覧に表示されます。 

②原料調達方法および用途

別販売量の入力画面に遷移

します。 

①「未入力」（赤色表示）をクリック

すると原料調達方法および用途別販

売量入力画面に遷移します。 
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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。 

    

    

    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。

実行ボタン押下後、下記の画面が表示され、原料調達方法および用途別販売量入力が完了します。

一覧ボタンをクリックすると、工場一覧画面に戻ります。    

    

    

    

    

    

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。 

②工場一覧画面に戻りま

す。 
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他にも申請する工場がある場合、引き続き原料調達方法および用途別販売量の入力を行ってくだ

さい。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①入力が完了すると入力済

となります。 
②入力済みの工場の申請を

取りやめる場合にクリック

します。 
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（８）製品利用事業者情報の入力（様式３）（８）製品利用事業者情報の入力（様式３）（８）製品利用事業者情報の入力（様式３）（８）製品利用事業者情報の入力（様式３）    

引取同意書の入力を行う前に、製品利用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「製品利用事業者基本情報入力」から製品

利用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、過去に引取同意書に記入した製品利用事業者が一覧表示されます。

引き続き製品利用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

ない製品利用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登録申込」をクリックする

と各画面メニューが表示さ

れますので、「製品利用事業

者基本情報入力」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。 

②修正する製品利

用事業者をチェッ

クします。 

⑤一覧にない製品利用事業者工場

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。 

③一覧にある製品利用事業者の情報

変更を行う場合は、修正入力ボタンを

クリックします。 

ご注意：ご注意：ご注意：ご注意：    

過去に申請した製品利用事業者が表示されます過去に申請した製品利用事業者が表示されます過去に申請した製品利用事業者が表示されます過去に申請した製品利用事業者が表示されます

が、住所や代表者などの登録内容を確認し、必ずが、住所や代表者などの登録内容を確認し、必ずが、住所や代表者などの登録内容を確認し、必ずが、住所や代表者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。入力をしていな最新の情報に変更してください。入力をしていな最新の情報に変更してください。入力をしていな最新の情報に変更してください。入力をしていな

いと、「引取同意書入力」画面で引用ができませいと、「引取同意書入力」画面で引用ができませいと、「引取同意書入力」画面で引用ができませいと、「引取同意書入力」画面で引用ができませ

ん。ん。ん。ん。    

④製品利用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。 
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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。 

        

実行ボタンクリック後、下記の画面が表示され、製品利用事業者入力が完了します。引き続き製

品利用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。

全ての製品利用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。 

        

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製品利用事業者一覧

に戻ります。 

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。 
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（９）製品利用事業者工場情報の入力（様式３）（９）製品利用事業者工場情報の入力（様式３）（９）製品利用事業者工場情報の入力（様式３）（９）製品利用事業者工場情報の入力（様式３）    

引取同意書の入力を行う前に、製品利用事業者の工場名や所在地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「製品利用事業者工場情報入力」から製品

利用事業者工場情報入力を開始します。 

 

検索ボタンをクリックすると、過去に引取同意書に記入した製品利用事業者工場が一覧表示され

ます。引き続き製品利用事業者工場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。一覧にない製品利用事業者工場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「登録申込」をクリックす

ると各画面メニューが表示

されますので、「製品利用事

業者工場情報入力」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。 

②修正する製品利

用事業者工場をチ

ェックします。 

⑤一覧にない製品利用事業者工場

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。 

③一覧にある製品利用事業者工場の

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。 

ご注意：ご注意：ご注意：ご注意：    

過去に申請した製品利用事業者工場が表示され過去に申請した製品利用事業者工場が表示され過去に申請した製品利用事業者工場が表示され過去に申請した製品利用事業者工場が表示され

ますますますますが、住所などの登録内容を確認し、必ず最新が、住所などの登録内容を確認し、必ず最新が、住所などの登録内容を確認し、必ず最新が、住所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。入力をしていないの情報に変更してください。入力をしていないの情報に変更してください。入力をしていないの情報に変更してください。入力をしていない

と、「引取同意書入力」画面で引用ができません。と、「引取同意書入力」画面で引用ができません。と、「引取同意書入力」画面で引用ができません。と、「引取同意書入力」画面で引用ができません。    

 

④製品利用事業者工場を削除する場

合は、削除ボタン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。入力完了

しましたら保存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、製品利用事業者工場入力が完了します。引き続

き製品利用事業者工場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。全ての製品利用事業者工場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。 

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製品利用事業者工場

一覧に戻ります。 



25 

（１０）引取同意書情報の入力（様式３）（１０）引取同意書情報の入力（様式３）（１０）引取同意書情報の入力（様式３）（１０）引取同意書情報の入力（様式３）    

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「引取同意書

入力」から引取同意情報入力を開始します。    

 

 

検索ボタンをクリックすると、前年度の引取同意書が一覧表示されます。引き続き引取同意書の

情報変更を行う場合は修正ボタンをクリックしてください。一覧にない引取同意書を新規に入力す

る場合は、工場を選択し、新規入力ボタンをクリックしてください。 

  

 

 

 

「登録申込」をクリックする

と各画面メニューが表示され

ますので、「引取同意書入力」

をクリックしてください。 

 
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。 

①検索ボタンをクリックします。 

②修正する引取同

意書をチェックし

ます。 

⑤一覧にない引取同意書を新たに

入力する場合は、新規入力ボタンを

クリックします。 

③一覧にある引取同意書の情報変更

を行う場合は、修正ボタンをクリック

します。 

ご注意：ご注意：ご注意：ご注意：    

前年度の引取同意書情報が表示されますが、引取前年度の引取同意書情報が表示されますが、引取前年度の引取同意書情報が表示されますが、引取前年度の引取同意書情報が表示されますが、引取

同意予定量などの登録内容を確認し、必ず最新の同意予定量などの登録内容を確認し、必ず最新の同意予定量などの登録内容を確認し、必ず最新の同意予定量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。情報に変更してください。情報に変更してください。情報に変更してください。    

 

④引取同意書を削除する場合は、削除

ボタン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

了しましたら登録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、引取同意書入力が完了します。引き続き引取同

意書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。全ての引

取同意書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入力が完了しました

ら登録ボタンをクリッ

クしてください。 
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（１１）登録申込状況確認（１１）登録申込状況確認（１１）登録申込状況確認（１１）登録申込状況確認 

    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「登録申込

状況確認」から登録申込書類の印刷および登録申込を行います。 

        

 

 入力状況が全て「入力済」となっていることを確認して、印刷ボタンをクリックして登録申込書

の印刷を行います。印刷した登録申込書の内容を確認し、間違いなければ登録申込ボタンをクリッ

クしてください。本社担当者入本社担当者入本社担当者入本社担当者入力にて力にて力にて力にて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）。（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）。（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）。（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）。なお、登録申込書を印刷し

ていないと登録申込ボタンがクリックできませんのでご注意ください。 

 

 

 

「登録申込」をクリックする

と各画面メニューが表示さ

れますので、「登録申込状況

確認」をクリックしても確認

画面に遷移します。 

 

①手順に従い入力すると、全

て「入力済」と表示されます。 

③登録申込書の印刷を行いま

すと、「印刷済」となります。 

②Adobe Reader が起動し、

登録申込書の印刷画面が表

示されます。 

 

④入力した内容で登録

申込を行います。 

①「未入力」（赤色表示）をクリック

すると登録申込状況確認画面に遷移

します。 

ご注意：ご注意：ご注意：ご注意：    

各帳票右下に印字されている最終更新日時と画面の最終更新日時が同一である各帳票右下に印字されている最終更新日時と画面の最終更新日時が同一である各帳票右下に印字されている最終更新日時と画面の最終更新日時が同一である各帳票右下に印字されている最終更新日時と画面の最終更新日時が同一である

必要があります。印字後、入力の修正を行った場合はご注意ください。必要があります。印字後、入力の修正を行った場合はご注意ください。必要があります。印字後、入力の修正を行った場合はご注意ください。必要があります。印字後、入力の修正を行った場合はご注意ください。    

様式１は事業者基本情報入力と本社担当者入力の日時のいずれか様式１は事業者基本情報入力と本社担当者入力の日時のいずれか様式１は事業者基本情報入力と本社担当者入力の日時のいずれか様式１は事業者基本情報入力と本社担当者入力の日時のいずれか最新のもの最新のもの最新のもの最新のもの    

様式２は工場基本情報入力と工場属性情報入力の日時のいずれか最新のもの様式２は工場基本情報入力と工場属性情報入力の日時のいずれか最新のもの様式２は工場基本情報入力と工場属性情報入力の日時のいずれか最新のもの様式２は工場基本情報入力と工場属性情報入力の日時のいずれか最新のもの    

様式２の付属書は原料調達方法および用途別販売量入力の日時様式２の付属書は原料調達方法および用途別販売量入力の日時様式２の付属書は原料調達方法および用途別販売量入力の日時様式２の付属書は原料調達方法および用途別販売量入力の日時    
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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。印刷画面は様式１、様式２、様式２の付属書、様式３(様式３

－１、様式３－１－１、様式３－２、様式３－２－１、様式３－２の付属書)が表示されますので、

それぞれ印刷を行ってください。印刷が終了したら、ウインドウを終了させてください。印刷物を

ご確認のうえ、よろしければ、登録申込状況照会画面に戻り、「登録申込」ボタンをクリックしてく

ださい。 

    

（１２）ログアウト（１２）ログアウト（１２）ログアウト（１２）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。 

    

以上でオンラインによる登録申込が完了します。登録申込締切（７月３１日 １７：００）まで修

正入力ができますが、修正した場合は、登録申込書を再度印刷し、登録申込ボタンをクリックしな、修正した場合は、登録申込書を再度印刷し、登録申込ボタンをクリックしな、修正した場合は、登録申込書を再度印刷し、登録申込ボタンをクリックしな、修正した場合は、登録申込書を再度印刷し、登録申込ボタンをクリックしな

おしておしておしておしてくださいくださいくださいください。必ず修正後の登録申込書を郵送してください。。必ず修正後の登録申込書を郵送してください。。必ず修正後の登録申込書を郵送してください。。必ず修正後の登録申込書を郵送してください。    

①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印刷が終了したらウインドウ

を閉じてください。 

①クリックするとトッ

プページに戻ります。 

②全て「入力済」（青色

表示）となっていること

を確認してください。 

印刷は全ての帳票が出力されます。印刷は全ての帳票が出力されます。印刷は全ての帳票が出力されます。印刷は全ての帳票が出力されます。    

提出書類を出力する場合は、全て印刷してくだ提出書類を出力する場合は、全て印刷してくだ提出書類を出力する場合は、全て印刷してくだ提出書類を出力する場合は、全て印刷してくだ

さい。確認用に印字する場合で不要な帳票があさい。確認用に印字する場合で不要な帳票があさい。確認用に印字する場合で不要な帳票があさい。確認用に印字する場合で不要な帳票があ

る場合は当該帳票のウィンドウを閉じて必要なる場合は当該帳票のウィンドウを閉じて必要なる場合は当該帳票のウィンドウを閉じて必要なる場合は当該帳票のウィンドウを閉じて必要な

帳票のみ印字してください。帳票のみ印字してください。帳票のみ印字してください。帳票のみ印字してください。    
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ご参考）２ご参考）２ご参考）２ご参考）２８８８８年度オンライン手続きの流れ（予定）年度オンライン手続きの流れ（予定）年度オンライン手続きの流れ（予定）年度オンライン手続きの流れ（予定）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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 28 年 5月～平成 28 年 10 月下旬 

  28 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による報告を行います。 

＜２８年度準備業務＞ 

＜２１年度業務＞ 

以上 

入札選定結果によって以降の手続きは行なえない場合があります 

契約書署名契約書署名契約書署名契約書署名             平成 28 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。 

 

    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 28 年 5月～平成 29 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。 

事業者説明会参加申込み事業者説明会参加申込み事業者説明会参加申込み事業者説明会参加申込み    平成 28 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。 

事業者登録事業者登録事業者登録事業者登録      平成 27 年 7 月 1 日～平成 27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 27 年 11 月中旬 

審査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。 

入札説明会参加申込み入札説明会参加申込み入札説明会参加申込み入札説明会参加申込み    平成 27 年 11 月中旬 

事業者登録説明会と同様にオンラインで申込していただきます。ご登録メールアドレスへ

掲載の連絡をいたします。 

審査結果によって以降の手続きは行なえない場合があります 

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 28 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。 

査定再商品化能力の通知査定再商品化能力の通知査定再商品化能力の通知査定再商品化能力の通知  平成 27 年 12 月下旬 

査定再商品化能力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。 

    入札入力入札入力入札入力入札入力         平成 27 年 12 月下旬～平成 28年 1月下旬 

電子証明書による電子入札をしていただきます。（ジョイントを構成する事業者の委任状

は別途必要）。 

※）別途電子証明書（ＩＣカード）、ＩＣカードリーダライタが必要になります。 

＜２８年度業務＞ 


