資料７

平成29年度 紙製容器包装分別基準適合物の再生処理事業者 登録申込書（様式１-③）
新規登録申請事業者のみ記入
事 業 者 名

代 表 者 名

作 成 日
平成

経営の見通し等 （業を的確かつ継続して行うに足りる経営的基礎に関する説明）
（１）事業方針

（２）紙製容器包装再生処理事業の全社事業における位置づけ

（３）紙製容器包装再生処理事業の収支見通しについて（様式１－②の収支見通しと関連付けて内容を説明してください）

年

月

日

平成28年7月31日（日）締め切り

平成29年度 紙製容器包装再商品化製品引き取り同意書（選別事業者用） （様式４-1）
殿

平成

（再生処理事業者名）

年

月

日

（ 必ず記入してください）

社 名
工場名
工場所在地 〒
工場責任者役職名
工場責任者

印
（再商品化製品利用事業者）

担当部署
担当者
電話番号
ＦＡＸ番号
当社は再生処理事業者

が紙製容器包装を選別して製紙原料に再商品化し、その内容が当社の提示する品質規格

を満足していることを確認の上、当該再商品化製品を引き取り、利用することに同意します。
トン

引き取り同意量
必
ず
全
て
ご
記
入
く
だ
さ
い

引き取り時の荷姿の形態
引き取り可能な項目に
○を付けてください

引取品の銘柄
紙製容器包装を引き取る際の、
古紙の銘柄に○を付けてください

１．圧縮梱包品（通常の古紙ベール品）
２．特殊な形態のベール品
（小さい寸法でプラスチックバンド締め等）
１．紙製容器包装
２．台紙
３．ボール
４．その他（

）

１．板紙
用途例
該当する項目に○を付けてください

該当する項目にチェックをつけてください

）

□ある

１：本同意書には、引き取り品質規格書（紙製容器包装に関するもの）を添付して提出してください。なお、引き取り
品質規格書にも再商品化製品利用事業者の社名・工場名の明記、押印が必要です。
２：紙製容器包装の選別品品質規格については、協会で取りまとめた『 紙製容器包装再生処理施設ガイドライン』に
「資料①紙製容器包装の製紙原料等向け選別品の品質について」を定めていますので、内容をご確認ください。
３：引き取り同意量には、貴社（再商品化製品利用事業者）が本書持参の再生処理事業者から平成29年度中に引き
取り可能な紙製容器包装再商品化製品（製紙原料等）の量をご記入ください。この数値は、当協会が再生処理
事業者の再商品化受託可能量を査定する際の重要な資料となります。なお、引き取り同意量の記入がなければ、
登録はできませんので十分ご注意ください。
４：再商品化製品につきまして利用状況など調査を行うことがございますがご協力をお願いいたします。
ご不明な点等につきましては、下記までお問い合わせください。

２．段ボール原紙
３．その他（

再商品化製品利用事業者と再生処理事業者
が同一事業者、又は同一のグループ企業で

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会より利用事業者の方へお願い

/

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 紙容器事業部
電話：０３－５５３２－８５８８、８６０９

□ない

※ 製紙原料の利用事業者は製紙会社に限ります。『紙製容器包装再生処理施設ガイドライン』の「資料① 紙製容器包装の製紙原料等向け選別品の品質について」を再商品化製品利用事業者にご提示ください。
※ 本同意書は再商品化製品利用事業者の工場毎に作成してください。また、コピーではなく原本を送付ください。

平成28年7月31日（日）締め切り

平成29年度 紙製容器包装再商品化製品引き取り同意書（選別事業者用） （様式４-２）
殿

平成

（再生処理事業者名）

年

月

（ 必ず記入してください）

社 名
工場名
〒

工場所在地
工場責任者役職名
工場責任者

（直納事業者又は商社）

〒

所在地
社名

印

（再商品化製品利用事業者）

代表者
担当者
電話番号

担当部署

印

担当者
電話番号
ＦＡＸ番号

当社は再生処理事業者

が紙製容器包装を選別して製紙原料に再商品化し、その内容が当社の提示する

品質規格を満足していることを確認の上、本同意書に記載の直納事業者（又は商社）を経由して、当該再商品化製品を引き取り、利用することに同意します。
トン

引き取り同意量
必
ず
全
て
ご
記
入
く
だ
さ
い

引き取り時の荷姿の形態
引き取り可能な項目に
○を付けてください

引取品の銘柄
紙製容器包装を引き取る際の、
古紙の銘柄に○を付けてください

１．圧縮梱包品（通常の古紙ベール品）
２．特殊な形態のベール品
（小さい寸法でプラスチックバンド締め等）
１．紙製容器包装
２．台紙
３．ボール
４．その他（

）

１．板紙
用途例
該当する項目に○を付けてください

該当する項目にチェックをつけてください

１：本同意書には、引き取り品質規格書（紙製容器包装に関するもの）を添付して提出してください。なお、引き取り
品質規格書にも再商品化製品利用事業者の社名・工場名の明記、押印が必要です。
２：紙製容器包装の選別品品質規格については、協会で取りまとめた『 紙製容器包装再生処理施設ガイドライン』
に「資料①紙製容器包装の製紙原料等向け選別品の品質について」を定めていますので、内容をご確認くださ
い。
３：引き取り同意量には、貴社(再商品化製品利用事業者）が本書持参の再生処理事業者から平成27年度中に引
き取り可能な紙製容器包装再商品化製品（製紙原料等）の量をご記入ください。この数値は、当協会が再生処
理事業者の再商品化受託可能量を査定する際の重要な資料となります。なお、引き取り同意量の記入がなけ
れば、登録はできませんので十分ご注意ください。
４：再商品化製品につきまして利用状況など調査を行うことがございますがご協力をお願いいたします。
ご不明な点等につきましては、下記までお問い合わせください。

２．段ボール原紙
３．その他（

再商品化製品利用事業者と再生処理事業者
が同一事業者、又は同一のグループ企業で

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会より利用事業者の方へお願い

）

□ある

/

公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 紙容器事業部
電話：０３－５５３２－８５８８、８６０９

□ない

※ 製紙原料の利用事業者は製紙会社に限ります。『紙製容器包装再生処理施設ガイドライン』の「資料① 紙製容器包装の製紙原料等向け選別品の品質について」を再商品化製品利用事業者にご提示ください。
※ 本同意書は再商品化製品利用事業者の工場毎に作成してください。また、コピーではなく原本を送付ください。

日

平成29年度 紙製容器包装分別基準適合物の再生処理事業者 登録申込書（様式５）
新規に設備を設置する事業者のみ記入してください
事 業 者 名

代 表 者 名

作 成 日
年

平成

月

日

紙製容器包装再生処理事業に関わる設備投資等の経費内訳
１．施設名称・所在地

２．施設設置期日

施設名称
平成

〒

年

月

所在地
３．施設設置に関わる経費内訳
区
土地取得費

（面積：

金

㎡）
建 物

施設関係整備費

分

（延べ床面積：

㎡）

設 備

購入

賃貸

購入

賃貸

購入

賃貸

額
百万円

そ の 他 経 費

百万円

計

百万円

４．資金調達方法
上記経費に関わる資金調達方法について記入してください。
資金の総額

万円

自己資金

万円

借入金

万円

その他（補助金等）

万円

※借入金がある場合は、借入先を確認させていただくことがあります。

ᖹᡂᖺᗘ

༳Ꮠࢧࣥࣉࣝ

⣬〇ᐜჾໟศูᇶ‽㐺ྜ≀ࡢ⏕ฎ⌮ᴗ⪅Ⓩ㘓⏦㎸᭩ ᵝᘧ

సᡂ᪥ ᖹᡂᖺ ᭶ ᪥
࢝ࢼ ࢝ࣈࢩ࢟࢝ࢩ࣐࣐ࣕࣝࣝࢥ࢘ࢠࣙ࢘

⏕ฎ⌮
ᴗ⪅ྡ

₎Ꮠ ᰴᘧ♫ۑۑᕤᴗ
࢝ࢼ ࣚ࢘࢟ࢱࣟ࢘

௦⾲⪅Ặྡ

ᙺ⫋ྡ

₎Ꮠ ᐜჾኴ㑻

࢝ࢼ ࢲࣄࣙ࢘ࢺࣜࢩ࣐ࣜࣖࢡ
₎Ꮠ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ

࢝ࢼ ࠛ ࣐࣐ࣝࣝࢡࢧࣥ࢝ࢡࢧࣥ࢝ࢡ
ᮏ♫ᡤᅾᆅ

₎Ꮠ ᮾி㒔

ۑۑ༊ڹڹ㸯㸫㸰㸫㸱



㟁ヰ␒ྕ

)$;␒ྕ



࢝ࢼ ࣜࢧࢡࣝࢫࢩࣥ࢝

ᢸᙜ㒊⨫ྡ

₎Ꮠ ࣜࢧࢡࣝ᥎㐍ㄢ
࢝ࢼ ࣍࢘ࢯ࢘ࢪࣟ࢘

ᢸᙜ⪅Ặྡ

ᙺ⫋ྡ

₎Ꮠ ໟࠉḟ㑻

࢝ࢼ ࢝ࢳࣙ࢘
₎Ꮠ ㄢ㛗

࢝ࢼ ࠛ ࢩ࢝ࢡࢩ࢝ࢡࢩࣂࢶࣂࢶ
ᢸᙜ⪅ᡤᅾᆅ
㈨ᩱ㏦ඛ ₎Ꮠ ᮾி㒔

ڧڧᕷ㸯㸫㸰㸫㸱

㟁ヰ␒ྕ



)$;␒ྕ



(0DLO

DEF#GHIFRMS

㐃⤡⏝(0DLO

DEF#GHIFRMS

タ❧

 ۑᖺ  ڹ᭶

 ᖺ

タ❧ᚋ

 ༓

㈨ᮏ㔠

ᖺ㛫ୖ㧗

⏘ᴗᗫᲠ≀㞟㐠ᦙ

♫ࡢ
ࡓࡿᴗົ

ᚑᴗဨ

 ࣨᡤ

ᕤሙ ᴗᡤ ᩘ

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

 ே
༓
KWWSZZZMFSUDRUMS

ࠕᴗ⪅Ⓩ㘓つ⛬ࠖ㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿࡇࠊ࡞ࡽࡧࠊࡇࡢ⏦㎸᭩ཬࡧῧ㈨ᩱࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇ┦㐪࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ᖹᡂ
ᴗ⪅

ᖺ

᭶

᪥
௦⾲⪅

༳

㸦௦⾲⪅Ⓩ㘓༳㸦ಶேࡢሙྜࡣᐇ༳㸧㸧
᭱⤊᭦᪂᪥ ᖹᡂᖺ ᭶ ᪥ 

ᖹᡂᖺᗘ ⣬〇ᐜჾໟศูᇶ‽㐺ྜ≀ࡢ⏕ฎ⌮ᴗ⪅ 㑅ู Ⓩ㘓⏦ㄳ᭩ ᵝᘧ㸯㸫ղ
௦⾲⪅ྡ

ᴗ⪅ྡ
ᰴᘧ♫ۑۑᕤᴗ

㔠㢠ࡣ༓༢

ධ
ྂ⣬ྲྀᢅ㈍

ᖹᡂᖺᗘ
ᐇ⦼

ᖹᡂ ᖺᗘ
ぢ㎸ࡳ

ྂ⣬ྲྀᢅ㈍ධ 
ෆ ༠ࡽࡢཷクᩱ
㈍㔞 W
ࡑࡢྂ⣬ᴗ㛵ࡍࡿධ ࣟ
ィ  㸩 ࣟ э ձ

 
 

ே௳㈝
ῶ౯ൾ༷㈝

 ᖹᡂᖺ ᭶ ᪥

ᖹᡂ ᖺᗘ
ィ⏬

ᖹᡂ ᖺᗘ
ᐃ

ᖹᡂ ᖺᗘ
ᐃ



 



 

 





 
 
 

 
 




 
 

 
 

    
ᅵᆅ࣭ᘓ≀࣭タഛ➼ࡢ㈤ᩱ
    
ධ
ࡑࡢ⤒㈝ ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ㈝࣭㐠㈤࣭
    
㟁⇕⏝Ỉ㈝࣭ࡑࡢ

ᨭฟ
ྂ⣬ྲྀᢅ㈍

ィࠉэࠉղ
ᕪᘬᨭᕪ㢠 ձ㸫ղ
㸰㸬༠ᢅ࠸ศࡢࡳࡢᨭ

ධ
㑅ู࣭〇⣬ཎᩱ
㈍

㔠㢠ࡣ༓༢

㸱㸬ᴗయ
ྂ⣬ᴗ௨እࡶྵࡵࡓᴗ

 



 

 



 

ᖹᡂ ᖺᗘ
ᐇ⦼

㔠㢠ࡣ༓༢

ᖹᡂ ᖺᗘ
ぢ㎸ࡳ

ᖹᡂ ᖺᗘ
ィ⏬

ᖹᡂ ᖺᗘ
ᐃ

ᖹᡂᖺᗘ
ᐃ





 





 





 







 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


༠ࡽࡢཷクᩱ ࣁ
〇⣬ཎᩱ㈍ධ ࢽ

ࢺࣥᙜࡓࡾࡢ㈍༢౯㸦ͤ༓༢㸧 
㈍㔞 㹲

ィ ࣁ 㸩 ࢽ
э ճ


ே௳㈝
ῶ౯ൾ༷㈝
ᨭฟ
ᅵᆅ࣭ᘓ≀࣭タഛ➼ࡢ㈤ᩱ
㑅ู࣭〇⣬ཎᩱ
ࡑࡢ⤒㈝ ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ㈝࣭㐠㈤࣭
㈍
㟁⇕⏝Ỉ㈝࣭ࡑࡢ
ィࠉэࠉմ
ᕪᘬᨭᕪ㢠 ճ㸫մ

ୖ㧗
⤒ᖖ┈

సᡂ᪥

ᐜჾኴ㑻

㸯㸬ྂ⣬ᴗಀࡿᨭぢ㏻ࡋ

༳Ꮠࢧࣥࣉࣝ

ᖹᡂ ᖺᗘ
ᐇ⦼

ᖹᡂ ᖺᗘ
ぢ㎸ࡳ

ᖹᡂ ᖺᗘ
ィ⏬

 



 



ᖹᡂ ᖺᗘ
ᐃ

ᖹᡂ ᖺᗘ
ᐃ

 
 

᭱⤊᭦᪂᪥ ᖹᡂᖺ ᭶ ᪥

༳Ꮠࢧࣥࣉࣝ

ᖹᡂᖺᗘ ⣬〇ᐜჾໟศูᇶ‽㐺ྜ≀ࡢ⏕ฎ⌮ᴗ⪅ 㑅ู Ⓩ㘓⏦㎸᭩ ᵝᘧ
⏕ฎ⌮ᴗ⪅   ᰴᘧ♫ۑۑᕤᴗ
ᕤሙ   ➨୍ᕤሙ

సᡂ᪥ ᖹᡂᖺ ᭶ ᪥

ᕤሙྡࡲࡓࡣ

࢝ࢼ

ࢲࢳࢥ࢘ࢪࣙ࢘

ᴗᡤྡ

₎Ꮠ

➨୍ᕤሙ

ᕤሙᡤᅾᆅ

࢝ࢼ

ࠛ ࢩ࢝ࢡࢩ࢝ࢡࢩࣂࢶࣂࢶ

₎Ꮠ

ឡ▱┴

⏕ฎ⌮ 㑅ู

ڧڧᕷ㸯㸫㸰㸫㸱

タࡢᕤሙᡤᅾᆅ
ཬࡧᕤሙᢸᙜ㒊⨫

ᕤሙᢸᙜ㒊⨫ྡ

ᙺ⫋ྡ

㑅ูㄢ

ᕤሙᢸᙜ⪅ྡ

ㄢ㛗

ศูࠉⰋኵ

HPDLO

DEF#GHIFRMS

㟁ヰ␒ྕ



)$;␒ྕ



ᕤሙ ᴗᡤ
ࡢ⥲㠃✚

 ੍

ᙜᕤሙ࠾ࡅࡿྂ⣬ࢆᢅ࠺㒊㛛ࡢேဨᵓᡂ
ົཬࡧ⟶⌮㒊㛛

ேဨᵓᡂ
ࣃ࣮ࢺࢆྵࡴ

 ே

⌧ሙసᴗ㒊㛛

ᕤሙேဨィ

 ே

 ே

ᙜᕤሙ࠾ࡅࡿ᪂⪺࣭㞧ㄅ࣭ẁ࣮࣎ࣝ➼ࡢྂ⣬ཬࡧ⣬〇ᐜჾໟࡢྲྀᢅ࠸ࡢ᭷↓๓ᖺᗘࡢᖺ㛫㈍㔞 ㈗♫ࡢỴ⟬࣮࣋ࢫ

ྂ⣬ࡢྲྀᢅ࠸ࡢ᭷↓

⣬〇ᐜჾໟࡢྲྀᢅ࠸ࡢ᭷↓ ྂ⣬ࡢᖺ㛫㈍㔞 ࠺ࡕ⣬〇ᐜჾໟ㈍㔞

࠶ࡾ

࠶ࡾ

 ࢺࣥ

 ࢺࣥ

ᙜᕤሙ࠾ࡅࡿ⣬〇ᐜჾໟࡢ⏕ฎ⌮⏝ࡍࡿせタഛ࣭㔜ᶵࡢ᭷↓ཬࡧᵝタ⨨ྎᩘ
ྡ⛠
᭷↓ ᐜ㔞࣭⬟ຊ࡞
࠶ࡾ
 ࢺࣥ
ձࢺࣛࢵࢡࢫࢣ࣮ࣝ

⣬〇ᐜჾໟࡢ⏕ฎ⌮ 㑅ู タഛࡢ≧ἣ
ྎᩘ
 ྎ

 ڦ᪤タ

タഛࡢ≧ἣ

ィ㔞タഛ࣭

ղࣇ࢛࣮ࢡࣜࣇࢺ

࠶ࡾ

 ࢺࣥ

 ྎ

 ڧ᪂タ୰

ゎᲕ⏝㔜ᶵ

ճࢡࣛࣥࣉࣜࣇࢺ

࠶ࡾ

 ࢺࣥ

 ྎ

 ڧᨵ㐀୰

մࢩ࣮ࣙ࣋ࣝࣟࢲ࣮

࡞ࡋ

 ࢺࣥ

 ྎ

յࣃ࣮࣡ࢩࣙ࣋ࣝ
ձ㑅ู⏝ࢥࣥ࣋

࡞ࡋ
࠶ࡾ

 ࢺࣥ
 ࢺࣥ

 ྎ
 ྎ

㑅ู⏝ࢥࣥ࣋

࡞ࡋ ᖜ 㹫 㛗ࡉ 㹫  ྎ

ղ㑅ู⏝సᴗྎ

࡞ࡋ ᖜ  㹫㛗ࡉ 㹫  ྎ

ճࡑࡢ

࡞ࡋ ⦪  㹫ᶓ

ձ࣮࣋ࣜࣥࢢ࣐ࢩࣥ
タഛྡ㸸

࠶ࡾ

㑅ูタഛ

ᅽ⦰࣭Ვໟタഛ

タ⨨ᖺ᭶㸸
タ⨨ᖺ᭶㸸

ᡂᮇ
㸫

 㹫  ྎ
 ྎ

 ࢺࣥ

 ྎ

 ࢺࣥ

 ྎ

᭱⤊᭦᪂᪥ ᖹᡂᖺ ᭶ ᪥ 

༳Ꮠࢧࣥࣉࣝ
ᖹᡂᖺᗘ ⣬〇ᐜჾໟศูᇶ‽㐺ྜ≀ࡢ⏕ฎ⌮ᴗ⪅㸦㑅ู㸧Ⓩ㘓⏦㎸᭩㸦ᵝᘧ㸰㸫ղ㸧
௦⾲⪅ྡ

ᴗ⪅ྡ
ᰴᘧ♫ۑۑᕤᴗ

సᡂ᪥

ᐜჾኴ㑻

ᖹᡂᖺ ᭶ ᪥

⣬〇ᐜჾໟ⏕ฎ⌮ᴗಀࡿᴗ㈐௵⪅࠾ࡼࡧ⌧ሙ㈐௵⪅࡞ࡢᴗົ⤒Ṕ
⏦ㄳࡍࡿ⏕ฎ⌮ᴗಀࡿ㈐௵⪅ࡢẶྡ࠾ࡼࡧ࡞ᴗົ⤒Ṕࢆグ㍕ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᴗົ⤒Ṕࡣ༳Ꮠࢧࣥࣉࣝࢆཧ⪃ලయⓗグ㍕ࡃࡔࡉ࠸

タྡ
➨୍ᕤሙ

ᴗ㈐௵⪅Ặྡ
ᴗኴ㑻

⌧ሙ㈐௵⪅Ặྡ
⌧ሙኴ㑻

㸯㸬ᴗ㈐௵⪅ࡢᴗົ⤒Ṕ
࡞ᴗົ⤒Ṕ
ᖹᡂۑᖺᰴᘧ♫ۑۑᕤᴗධ♫ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ᖹᡂۑᖺۑۑᕤሙ␗ື➨୍〇㐀ㄢົࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ᖹᡂۑᖺۑۑᕤሙ➨୍〇㐀ㄢㄢ㛗ࢆᣏࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ᖹᡂۑᖺ➨୍ᕤሙ␗ືࠊ〇㐀㒊㛗ࢆᣏࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ᖹᡂۑᖺ➨୍ᕤሙ㛗ࢆᣏࠊ⌧ᅾ⮳ࡿ

㸱㸬⏕ฎ⌮ᴗࡢᐇಀࡿ㈨᱁ᡤ᭷⪅
㈨᱁

Ặྡ
ᴗኴ㑻

ᗫᲠ≀ฎ⌮タᢏ⾡⟶⌮⪅

ໟኴ㑻
ࣇ࢛࣮ࢡࣜࣇࢺࠊࢡࣛࣥࣉ
ࣜࣇࢺ

㸰㸬⌧ሙ㈐௵⪅ࡢᴗົ⤒Ṕ
࡞ᴗົ⤒Ṕ
ᖹᡂۑᖺᰴᘧ♫ۑۑᕤᴗධ♫ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ᖹᡂۑᖺۑۑᕤሙ␗ື➨〇㐀ㄢົࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ᖹᡂۑᖺۑۑᕤሙ➨〇㐀ㄢ௵ࢆᣏࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ᖹᡂۑᖺ➨୍ᕤሙ␗ືࠊ〇㐀ㄢ㛗ࢆᣏࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ᖹᡂۑᖺ➨୍ᕤሙ〇㐀㒊㛗ࢆᣏࠊ⌧ᅾ⮳ࡿ

⌧ሙኴ㑻ࠊໟኴ㑻
ࣃ࣮࣡ࢩࣙ࣋ࣝ➼

༳Ꮠࢧࣥࣉࣝ

ᖹᡂᖺᗘ ⣬〇ᐜჾໟศูᇶ‽㐺ྜ≀ࡢ⏕ฎ⌮ᴗ⪅ 㑅ู Ⓩ㘓⏦㎸᭩ ᵝᘧ
⏕ฎ⌮ᴗ⪅   ᰴᘧ♫ۑۑᕤᴗ
సᡂ᪥ ᖹᡂᖺ ᭶ ᪥

ᕤሙ   ➨୍ᕤሙ
ᕷ⏫ᮧࡽᘬࡁྲྀࡗࡓ⣬〇ᐜჾໟ ศูᇶ‽㐺ྜ≀ ࡢゎᲕ࣭㑅ูసᴗሙᡤ
సᴗሙᡤࡢู

సᴗ㠃✚

ゎᲕసᴗሙᡤ

 ੍
㑅ูసᴗሙᡤ ᖹሙ ࣇࣟ ࡛㑅ูసᴗࡍࡿሙྜࡢࡳグධ  ੍ ͤࢥ࡛ࣥ࣋㑅ูసᴗࡍࡿሙྜࡣグධせ
ࠉڦゎᲕసᴗሙᡤྠࡌ
ᙜᕤሙ࠾ࡅࡿ⣬〇ᐜჾໟ ศูᇶ‽㐺ྜ≀ ࡢ㑅ูసᴗࡢෆᐜ࣭⏕ฎ⌮ 㑅ู ⬟ຊ࣭〇⣬࣓࣮࣮࢝ࡢᘬࡁྲྀࡾྠព᭩ྜィ㔞
⏕ฎ⌮ 㑅ู ⬟ຊ
㑅 ู స ᴗ ࡢ ෆ ᐜ

㑅ูࢥࣥ࣋ࢆ⏝

ၟရ〇ရ⏝

ே㛫ᙜࡾࡢ

㑅ูసᴗ

㛫ᙜࡾࡢ

᪥ᙜࡾࡢ

᪥ᙜࡾࡢ

ᖺ㛫✌ື

ᖺ㛫ࡢ

ᖺ㛫⏕ฎ⌮

ᴗ⪅ 〇⣬♫➼

㑅ู⬟ຊ

ேဨ ͤ

㑅ู⬟ຊ

సᴗ㛫

㑅ู⬟ຊ

ணᐃ᪥ᩘ

㑅ู⬟ຊ

ᘬཷ⬟ຊ

ࡢᘬࡁྲྀࡾྠព㔞ྜィ

༢NJ

༢ே

༢NJ

༢㛫









༢ࢺࣥ᪥


༢᪥ᖺ


༢ࢺࣥᖺ

༢ࢺࣥᖺ





༢ࢺࣥᖺ


ͤ ࣃ࣮ࢺࢆྵࡴேဨᩘ
⣬〇ᐜჾໟ ศูᇶ‽㐺ྜ≀ ࡢᘬࡁྲྀࡾရ࣭㑅ูရࡢಖ⟶ሙᡤ
ಖ⟶ሙᡤࡢู

ಖ⟶ሙᡤࡢ㠃✚ ᒇෆ

ᕷ⏫ᮧࡽᘬࡁྲྀࡗࡓศูᇶ‽㐺ྜ≀

 ੍

ಖ⟶ྍ⬟㔞 ᒇෆ
ࢺࣥ

㑅ูရ 〇⣬ཎᩱཬࡧᅛᙧ⇞ᩱྥࡅ

 ੍

ࢺࣥ

᭱⤊᭦᪂᪥ ᖹᡂᖺ ᭶ ᪥ 

ᖹᡂᖺ ᭶᪥ ᪥ ⥾ࡵษࡾ

༳Ꮠࢧࣥࣉࣝ

ᖹᡂᖺᗘ ⣬〇ᐜჾໟၟရ〇ရᘬࡁྲྀࡾྠព᭩㸦㑅ูᴗ⪅⏝㸧㸦ᵝᘧ㸲㸯㸧
ᖹᡂ

Ẋ

ᰴᘧ♫ۑۑᕤᴗ

♫
ᕤ

㸦⏕ฎ⌮ᴗ⪅ྡ㸧

ᖺ

᭶

᪥

ྡ ᰴᘧ♫⏝ᕤᴗ
ྡ ᮏ♫ᕤሙ

ሙ

ࠛ 

ᕤ ሙ ᡤ ᅾ ᆅ ᮾி㒔ڧڧᕷ㸯㸫㸰㸫㸱
ᕤሙ㈐௵⪅ᙺ⫋ྡ ᕤሙ㛗
ᕤ ሙ ㈐ ௵ ⪅ ⏝ḟ㑻

༳

㸦ၟရ〇ရ⏝ᴗ⪅㸧

ᢸ
ᢸ

⨫ ࣜࢧࢡࣝ㒊
⪅ ໟኴ㑻
㟁 ヰ ␒ ྕ 
㹄 㸿 㹖 ␒ ྕ 
ᙜ♫ࡣ⏕ฎ⌮ᴗ⪅ ᰴᘧ♫ۑۑᕤᴗ

ᙜ

㒊

ᙜ

ࡀ⣬〇ᐜჾໟࢆ㑅ูࡋ࡚〇⣬ཎᩱၟရࡋࠊࡑࡢ

ෆᐜࡀᙜ♫ࡢᥦ♧ࡍࡿရ㉁つ᱁ࢆ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆࡢୖࠊᙜヱၟရ〇ရࢆᘬࡁྲྀࡾࠊ⏝ࡍࡿࡇྠពࡋࡲࡍࠋ
ᘬࡁྲྀࡾྠព㔞

ᘬࡁྲྀࡾࡢⲴጼࡢᙧែ

 ࢺ ࣥ
 ڧ㸯㸬ᅽ⦰Ვໟရ㸦㏻ᖖࡢྂ⣬࣮࣋ࣝရ㸧
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資料８
平成 28 年 7 月 1 日
（改定日：平成 28 年 7 月 1 日）

「紙製容器包装分別基準適合物の再生処理事業者登録」の申請方法について
選別事業者用
１．登録対象者
（１）登録対象者は、再生処理事業を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
する者に限ります。
（２）再生処理施設は、平成 28 年 9 月 30 日までに完成し、商業運転が可能であることが必要で
す。
（平成 28 年 10 月１日以降に施設完成を予定している事業者は、翌年度以降の登録申請
となります。）
（３）平成 28 年 7 月 31 日時点において、法人の場合は、会社設立後、１年を経過していること、
また個人の場合は、事業開始後、１年を経過していること。但し、当協会の登録事業者で
ある法人が、合併又は分社化等により再生処理事業を承継させ又は分離独立させた場合あ
るいは別の法人が当協会の登録事業者を買収した場合において、当協会が当該事業の承継
又は分離独立あるいは買収に伴う事業の継続性を認めた場合はこの限りではありません。
（４）登録対象者は、「事業者登録規程」に適合している事業者に限ります。
（５）新規登録申請事業者は平成 27 年度（平成 27 年 4 月から平成 28 年 3 月末日迄の期間）に古
紙の取扱い販売実績があることが必要です。
２．「平成 28 年度登録事業者」と「新規登録申請事業者」に関する注意事項
提出書類は、
「平成 28 年度登録事業者」と「新規登録申請事業者」とで異なるものがあります。
平成 28 年度に再生処理事業者登録を受けた事業者は、「平成 28 年度登録事業者」
、事業者登録
を受けていない事業者は、
「新規登録申請事業者」にあたりますので、注意のうえ書類を提出して
ください。
３．申請先・申請期限
登録申請にあたっては、下記「４．」項に記載の必要書類を、当協会紙容器事業部宛に配達記録が
残る（当協会が受取時に押印又は署名を行う）方法で郵送してください。
（事業者登録申請書類は
「信書」に該当することから、料金別納等発送記録の残らない郵便やゆうパックを含む一般の宅配
便の利用は認められません。「定形外郵便」
（書留）や「レターパックプラス」で送付してください。
また、配達記録が残る（当協会が受取時に押印又は署名を行う）必要がありますので、料金別納
等発送日の残らない郵便や配達記録が残らない「レターパックライト」は利用できません。
なお、書類全体の大きさ又は重量が、定形外郵便の制限（縦／横／高さの合計が 90cm 以内で且つ
４kg 以下）を超過している場合は、複数に分割した上で郵送するか、
「特定信書便」で送付してく
ださい。）提出期限は平成 28 年 7 月 31 日（日）
（当日消印有効）です。
４．提出書類
登録申請には、下記書類の正，副（コピー）2 部の提出が必要です。提出にあたっては「提出書
類チェックリスト」により書類の有無を確認するとともに、当協会からの問い合わせがあった場合
に対応が可能なように書類一式（チェックリストを含む）のコピーをとり、控えとして保管してお
いてください。
提出書類に不備がある場合には、事業者登録が行えない場合がありますのでご注意ください。
注）説明の中で参考資料についての記載がありますが、詳細につきましては、「紙製容器包装再生
処理施設ガイドライン」の「Ⅱ.再生処理手法毎の施設ガイドライン」をご確認ください。
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（１） 登記簿謄本（法人の場合）又は住民票（個人の場合）
「平成 28 年度登録事業者」
「新規登録申請事業者」双方
・申請者が法人である場合には登記簿謄本（取得後 3 ヵ月以内。法務局等から取り寄せた
原本）
・申請者が個人である場合には、住民票の写し（取得後 3 ヵ月以内。市役所等から取り寄
せた原本）及び給与支払い事業者の開設届けなど、事業開始後一年を経過していること
が証明できる書類
（２）財務諸表類
「平成 28 年度登録事業者」
・申請者が法人である場合には、直前の事業年度における貸借対照表、損益計算書を提出
してください。
・申請者が個人である場合には、直前の事業年度における資産に関する調書（法人の貸借
対照表に相当するもの）を提出してください。
「新規登録申請事業者」
・申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書
（設立後三年を経過していない場合には、設立後のもの）を提出してください。
・申請者が個人である場合には、直前三年の各事業年度における資産に関する調書(法人の
貸借対照表に相当するもの)、事業開始後三年を経過していない場合には、事業開始後の
ものを提出してください。
（３）国税、地方税、社会保険料、労働保険料等の支払いに係る申告書及び納税証明書等
「国税、地方税、社会保険料、労働保険料等の支払いに係る申告書」
・本資料に添付された「納税証明等について」を参照の上、
「国税、地方税、社会保険料、
労働保険料等の支払いに係る申告書」に事業者名、日付、代表者名を記入して、代表者
登録印（個人の場合は実印）を押印したものを提出してください。
「納税証明書等」
 平成 28 年度登録事業者であり且つ債務超過でない場合には、「法人税または所得税」
「消費税及び地方消費税」に係る証明書類（正本・直前年度分）を提出してください。
 平成 28 年度登録事業者で債務超過の事業者並びに新規登録申請事業者の場合には、「法
人税または所得税」「消費税及び地方消費税」「法人都道府県民税または個人都道府県
民税」「固定資産税」に係る証明書類（正本・３ヵ年分、ただし設立３年を経過してい
ない場合は設立後のもの）、及び社会保険料納入確認書又は納入証明書と労働保険料納
入証明書（正本・２ヵ年分、ただし設立２年を経過していない場合は設立後のもの。社
会保険料については直近の５月分を含めた２ヵ年分のもの）を提出してください。
注：法人の場合には、法人税、法人都道府県民税に係る証明書類を、個人の場合には所得
税、個人都道府県民税に係る証明書類を提出
（４）印鑑証明書（取得後３ヵ月以内）
「平成 28 年度登録事業者」
、「新規登録申請事業者」双方
法人の場合には法人の印鑑証明書、個人事業主の場合には個人の印鑑証明書を提出して
ください。
（５）財政的基礎審査について
直近期が債務超過である事業者及び民事再生、会社更生等、法的状況のいかんによらず、
平成 28 年 6 月 30 日現在で、対外債務の不履行あるいは履行遅延の発生後 1 年未経過である
事業者については、
「財政的基礎審査について」の別紙を参照の上、関係書類を提出してくだ
さい。
「新規登録申請事業者」で、申請者が非上場企業又は個人である場合には、下記の（６）、
（７）の書類を提出してください。
（上場企業の場合、下記の（６）、
（７）の書類の提出は
必要ありません）
（６）相談役又は顧問に関する書類
• 申請事業者に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所
を記載した書類（該当者がいない場合は、その旨を記した書類）を提出してください。
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（７）百分の五以上の出資者に関する書類
• 申請事業者が法人である場合において、発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する
株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株
主又は出資者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出
資の金額を記載した書類（該当者がいない場合は、その旨を記した書類）を提出してくだ
さい。
（８）再生処理事業者登録申込書（様式１～３：うち様式１－③については新規登録申請事業者
のみ）
（９）再商品化製品引き取り同意書（様式４－1．様式４－２）
日付の記載並びに引き取り先の押印が必要です。
（10）引き取り先の品質規格書
日付の記載並びに引き取り先の押印が必要です。
（11）一般廃棄物処理施設設置許可証のコピー（資料 10「紙製容器包装再生処理施設ガイドライ
ン」内の参考資料１を参照）
申請する再生処理施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設であ
る場合は同項の許可を受けていることが必要です。
取得済みの場合は一般廃棄物処理施設設置許可証のコピーを提出してください。
許可申請中の場合には 9 月 30 日までに許可を受けて、使用前検査も完了していることが
必要ですので、申請手続の進捗状況記載書面、および許可取得、使用前検査完了時期等の
見込み時期を記載した詳細なスケジュール表を提出してください。
なお、事業協同組合等で、再商品化事業を実施する場合は、組合として一般廃棄物処理
施設設置許可を取得する必要があります。
また、一般廃棄物処理施設設置許可証の取得後に変更申請を行った場合は一般廃棄物処
理施設変更許可証及び変更内容が明記された書類、軽微変更を届け出た場合には、行政当
局の受理印が押印された一般廃棄物処理施設軽微変更届出書及び変更内容が明記された
書類のコピー等もあわせて提出してください。但し、平成 28 年度登録事業者の登録工場
については、平成 28 年度の事業者登録申請書類等として既に提出された軽微変更届出書
のコピーは提出不要です、それ以降に届出された軽微変更届出書のコピーを提出してくだ
さい。
なお、新規登録申請事業者及び平成 28 年度登録事業者であって新規に再生処理施設を
申請する事業者の場合は、使用前検査を完了し合格したことについての通知書ないしは確
認済証のコピーも提出願います。
※「廃棄物再生事業者登録証明書」、
「一般廃棄物収集運搬業許可証」、
「一般廃棄物処分
業許可証」等は該当書類ではありませんので提出不要です。
（12）指定可燃物貯蔵・取扱届出書のコピー（資料 10「紙製容器包装再生処理施設ガイドライン」
内の参考資料２を参照）
指定可燃物に該当する紙製容器包装、古紙あるいは紙くず等を条例に規定される数量以
上当該再生処理施設に貯蔵する場合は該当するものを対象とした「指定可燃物貯蔵・取扱
届出書」のコピーを提出してください。
また、届出書に添付した保管場所を示す図面及び消防設備の配置図のコピーもあわせて
提出してください。なお、申請書類の作成にあたっては、この届出書に記載の品名、最大
数量、1 日の最大取扱数量等との整合性を確認してください。
（13）施設審査関係書類一式
詳細は下記「６．」項を参照してください。
（14）土地の公図(法務局発行)の写し・建築確認済証の写し・土地及び建物の登記簿謄本
①土地の公図(法務局発行)の写し
・公図は平成
公図は平成 28 年 4 月以降発行の法務局発行のものとします。
月以降発行の法務局発行のもの
・土地を賃貸している場合も必ず提出してください。
・対象となる配置図(参考資料-5)又は立地付近図(参考資料-4)に示されている施設敷地
全体の形状を公図上に縮尺と方位を合わせ図示してください。
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②建築確認済証の写し
・敷地内の対象となる建築物の全てについて、
敷地内の対象となる建築物の全てについて、建築基準法第
6 条 1 項による建築
建築確認
敷地内の対象となる建築物の全てについて、
建築確認申
確認申
請に係る確認済証（第七号様式）または確認通知書
または確認通知書(旧第
1 号様式副本)の写しを提出
の写しを提出
請に係る確認済証
または確認通知書
してください。
・確認済証と対象建築物との照合を出来る様に配置図(参考資料‐5)上の建築物のそれぞ
れに確認済証の番号を付記してください。
・対象建築物の増改築のため、確認申請が複数回行われている場合には、その経緯を明
らかにし、その都度の確認済証の写し(または確認通知書の写し)を全て提出してくだ
さい。なお、直近の確認済証で現存する建物が全て照合できれば、以前の都度の確認
済証の提出は必要ありません。
・主要処理工程が主要用途を「倉庫」とする建築物内に収納されている場合には、「工場」
への用途変更につき都道府県の建築関係部署や指定確認検査機関又は建築主事の指示
を仰ぎ、必要な手続きを済ませておいてくだい。
・建築物を賃貸している場合も同様に、建築確認済証の写しを提出してくだい。
・確認済証を紛失した場合には、都道府県の建築関係部署か建築主事等より所定の内容
を記載した建築確認済証交付証明書(建築確認済証等が発行済であることの証明)等の
交付を受け、提出してください。
・地域や用途(仮説など)又は構造により建築確認は不要と考える場合は、都道府県の建
築関係部署か建築主事等と確認し不要であるとの証明書の交付を受け、提出してくだ
さい。
・建築物は土地に定着しているものとされます。移動のための保守がされていないもの
や配管等の取り外しに工具を要するもの又は公道への移動のために通路がない場合は
建築物とみなされます。
・なお、市町村(長)が発行する、課税や消防に係る証明類は、建築基準法関係の証明に
代わるものとはなりませんので、都道府県の建築関係部署か建築主事等と相談してく
ださい。
③土地及び建物の登記簿謄本
・平成
平成 28 年 4 月以降発行
月以降発行のもの
発行のものを提出してください。
のもの
・土地及び建物の広さが、配置図(参考資料-5)等と合致していることを確認ください。
・土地または建物を賃貸している場合は、所有者の登記簿謄本及び賃貸契約書の写しの
両方を必ず提出してください。
・賃貸借
賃貸借契約書
賃貸借契約書に明記されている
契約書に明記されている対象物件の
に明記されている対象物件の地番
対象物件の地番、
地番、住居表示が現在の表示と異なる場合
は、写しに現在の
は、写しに現在の地番、住居表示
現在の地番、住居表示を添え書き
地番、住居表示を添え書きしてください。
を添え書き
・登録申請のための様式類の様式 2 に入力された工場の所在地と照合してください。
・登記簿謄本に複数の物件が記載されている場合は、どの物件が対象の土地及び建物に
該当するか丸で囲むなどして明示してください。
上記(1)
上記(1)～
(1)～(7)及び
(7)及び(8)
及び(8)の様式１、
(8)の様式１、1
の様式１、1－②、1
－②、1－③、(9)
－③、(9)、
(9)、(10)については事業者ごとに一式、
(10)については事業者ごとに一式、(8)
については事業者ごとに一式、(8)の様
(8)の様
式２、２－②、様式３及び(11)
様式３及び(11)～
(11)～(14
(14)については登録しようとする（再生処理を行う予定の）工場（事
業所）ごとに一式提出してください。
５．申込書の作成方法
平成 29 年度の登録申込書は、選別事業者、材料リサイクル事業者及び固形燃料化事業者等それぞ
れの事業者ごとに専用の申込書となっていますので、作成の際はご注意ください。（同一工場内に
おいて、選別事業と材料リサイクル事業等複数の事業を行う場合には、それぞれの登録申込書を作
成、提出する必要があります。
）
なお不備がある場合には、事業者登録できませんので十分ご注意ください。
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（１）
（様式１）について
① 「再生処理事業者名」欄での法人の種類を表わす文字及びそのカナ名称は省略せず、正
式名称を入力してください。
（例） 誤…（株）○○
正…株式会社 ○○
② 代表者が担当者を兼任する場合には、担当者氏名欄にも代表者の氏名を入力してくださ
い。
③ 資本金及び年間売上高は、直前の事業年度の金額を入力してください。（売上高の入力
にあっては損益計算書と整合させてください。資本金については期末時点での資本金を
入力してください。
）
④ 従業員数は、作成日現在で入力してください。
⑤ 「会社の主たる業務」には、例えば「古紙販売業」
、「廃棄物処理業」等と入力してくだ
さい。
⑥ 工場（事業所）数は、申請する工場（事業所）を含め全ての工場数を入力してください。
⑦ ホームページをお持ちの場合にはホームページのＵＲＬを入力してください。
⑧ 「代表者登録印」は、法人の場合には法人の、個人事業主の場合には個人の印鑑登録印
を押印してください。
⑨ 代表者の署名欄の日付を記入してください（オンライン入力はできません）
。
（２）
（様式１－②）について
①古紙の取扱いに関する収支を入力してください。新規登録申請事業者は平成 27 年度（平
成 27 年 4 月から平成 28 年 3 月末日迄の期間）に古紙の取扱い販売実績があることが必
要です。
（３）
（様式１－③）について
「新規登録申請事業者」のみ提出してください。
①事業方針を記入してください。
②紙製容器包装処理事業の全社事業における位置づけを記入してください。
③紙製容器包装再生事業の収支見通しについて、様式１－②の収支見通しと関連付けて、
記入してください。
（４）
（様式２）について
様式２については、登録しようとする（再生処理を行う予定の）工場（事業所）すべて
についてそれぞれ作成してください。
① 「工場名または事業所名」は、○○株式会社△△工場（あるいは△△支店、△△営業所）
等の場合のように工場（あるいは支店、営業所）名がついている場合、△△工場（ある
いは△△支店、△△営業所）と入力してください。なお、本社と工場が同一の場合、あ
るいは固有名称がない場合には「本社工場」と入力してください。
② 施設の所在地が様式１に記入したものと同じ場合でも、その所在地を入力してください。
（工場担当者名、電話番号、ＦＡＸ番号等も同様です。
）
③ 古紙を扱う部門の人員構成について、工場（事業所）内でいくつかの事業を行っている
場合は古紙再生処理部門のみ対象に入力してください。
（パートを含む）
④ 紙製容器包装の取扱いの有無は、平成 12 年度以降に市町村から紙製容器包装を引き取
り、選別し製紙会社（工場）に販売したことの有無です。
⑤ 「古紙の年間販売量（うち紙製容器包装販売量）
」には、新聞・雑誌・段ボール及びそ
の他の古紙全てをあわせた前年度の販売量を入力してください。ただし、工場（事業所）
を経由しない代納分は除いてください。
⑥ 「3.主要設備・重機の有無及び仕様と設置台数」には、紙製容器包装の再生処理（選別）
に使用予定の主要設備・重機について、設備・重機毎に、設備・重機の有無、最大荷重・
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容量、台数を該当欄に入力してください。
選別用コンベアは、紙製容器包装の選別作業に必要な設備であり、圧縮梱包機付帯の搬
送コンベアは該当しません。なお、仕様の異なる選別用コンベアがある場合には、分け
て入力してください。また、選別用コンベアの寸法は、コンベアの全長ではなく選別作
業員を配置して選別作業が行われる部分のコンベア寸法を入力してください。
圧縮梱包機の処理能力については、一般廃棄物処理施設設置許可証との整合性を取って
ください。設置年月は実際に設置した年月を記入してください。
⑦「4.紙製容器包装の再生処理（選別）設備の状況」には、工場ごとに該当する項目をチ
ェックし、
「新設中」
、
「改造中」の場合には完成予定年月日を入力してください。登録
申請施設は当該年度に使用予定の施設についてです
（５）
（様式２－②）について
様式２－②については、登録しようとする(再生処理を行う予定の)工場（事業所）すべ
てについてそれぞれ作成してください。
①工場（事業所）の事業責任者および現場責任者の古紙再生事業に係る主な業務経歴を記
入してください。
②再生処理事業の実施に係る資格（廃棄物処理施設技術管理者の資格、フォークリフト、
クランプリフト、パワーショベル等の運転に関する資格）の所有者全員の氏名を記入し
てください。
（６）
（様式３）について
様式３については、登録しようとする（再生処理を行う予定の）工場（事業所）すべて
についてそれぞれ作成してください。
① 紙製容器包装（分別基準適合物）の選別作業の内容は、該当する 1 つの選別作業を選
択し、再生処理（選別）能力、および製紙メーカーの引き取り同意量の合計を入力して
ください。
② 紙製容器包装の再生処理（選別）能力は、引き取った紙製容器包装の中から製紙原料に
なるものを選別するにあたっての処理能力です。一般の古紙取扱い能力や圧縮機の能力
のことではありません。申請される施設で見込まれる紙製容器包装の処理能力を想定し
て入力してください。（参考：実態調査の代表的な例では選別コンベアで約 400kg／
人・時、平場作業で約 250kg／人・時）
「選別作業人員」は、紙製容器包装分別基準適合物の選別の作業場所に実際に配置され
る人員数のことです。但し、保管施設を兼ねている事業所の場合は、保管施設の業務と
して紙製容器包装以外の異物を除去する等の前処理に従事する作業員数は含まれませ
ん。
③「年間再生処理引受能力（単位：トン/年）」（Ａ）は、「1 年間の選別能力（単位：トン/
年）」（Ｂ）としてください。
なお、この再生処理（選別）引受能力を超えて再商品化事業を受託することはできませ
ん。
④ 紙製容器包装（分別基準適合物）の保管場所は、申請した紙製容器包装（分別基準適合
物）の「年間再生処理引受能力」に対応して、充当する予定の面積・保管量を入力して
ください。また、面積・保管量を「再生処理ブロックフロー図」に、その位置・場所・
寸法面積・保管量を「設備レイアウト図」に記載してください。なお、保管場所は指定
可燃物貯蔵・取扱届出書に明記された場所とし、且つ屋内であることが必須です。
※「指定可燃物貯蔵・取扱届出書」の内容・数字を踏まえて入力してください。
⑤ 選別品の保管場所は、
再生処理（選別）
を行った後の紙製容器包装の保管場所について、
その面積と保管可能量を入力してください。また、面積・保管量を「再生処理ブロック
フロー図」に、その位置・場所・寸法面積・保管量を「設備レイアウト図」に記載して
6

ください。なお、保管場所は指定可燃物貯蔵・取扱届出書に明記された場所とし、且つ
屋内であることが必須です。
※「指定可燃物貯蔵・取扱届出書」の内容・数字を踏まえて入力してください。
（７）（様式 4－１、４－２） 引き取り同意書について
本同意書は、再商品化製品（製紙原料）の利用先である国内の再商品化製品利用事業者
（製紙会社等）に工場毎に作成していただくと共に、利用先工場の担当部署、担当者名、
電話番号、ＦＡＸ番号も記入をしてもらってください。

◆再商品化製品引き取り同意書
・再商品化製品引き取り同意書とは、再商品化製品利用事業者が、再生処理事業者の製造
する再商品化製品について、引き取り利用することへの同意を証明した書類です。
・再生処理事業者は、登録審査提出書類の一つとして、自らの再商品化製品の利用に同意
する事業者から、再商品化製品引き取り同意書を受け取り、協会に提出してください。
・このとき、再商品化製品利用事業者は、複数の再生処理事業者への引き取り同意書の提
出が可能です。
（再生処理事業者の能力（施設能力・販売能力）を超えた量についても、引き取り同意書
を提出して構いません。
）

再商品化製品利用事業者に対して『紙製容器包装再生処理施設ガイドライン』の 18 ペー
ジ、「資料① 紙製容器包装の製紙原料等向け選別品の品質について」をご提示ください。
① 登録には、再商品化製品の利用先（販売先）が確保されていることが条件となります。
選別した製品（製紙原料等）の利用先（販売先：製紙会社、直納事業者、商社）の引き
取り同意書（貴社が直納事業者の場合には様式４－１、貴社が直納事業者あるいは商社
を通じて販売する場合は様式４－２）を提出してください。なお、ジョイントを組む予
定の事業者
（材料リサイクル事業者、
固形燃料化事業者）の引き取り同意書は不要です。
② 引き取り同意量の記入がなければ登録はできませんので十分ご注意ください。また、引
き取り同意量の合計を超えて再商品化業務を受託することはできません。
③ 引き取り同意書には、利用先製紙会社（工場）の品質規格書を添付してください。
④ 引き取り同意書には、引取先製紙工場の責任者名と印が必要です。
⑤ 「同一のグループ企業」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。
（注１）再商品化製品利用事業者の要件
平成 28 年 9 月 30 日までに、再商品化製品を利用する施設が設置されていることが
必要です。
（注２）再商品化製品利用事業者の調査
当協会は、再生処理事業者から提出された引き取り同意書に基づき、登録審査期間
中に再商品化製品利用事業者に対して調査を行うことがあります。
当協会は、必要に応じて、直接、再商品化製品利用事業者への再商品化製品利用状
況等の調査を行うことがあります。
また、当協会は、再商品化製品引き取り同意書の有効性を判断し、再生処理事業者
の登録の可否・能力査定への反映を行います。
（注３）引き取り品質規格について
引き取り同意書に添付する引き取り品質規格書には下記が必要です。
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・ 紙製容器包装に関する事項が記載されていること（一般古紙に関する品質規格で
は不可です。『紙製容器包装再生処理施設ガイドライン』の中の「資料①紙製容器
包装の製紙原料等向け選別品の品質について」を利用先に掲示等して納入品質の
確認をしてください。）
・ 利用先の製紙会社（工場）の発行した書類であること
・ 利用先の事業社名・工場名を明記、押印があること
６．施設審査関係書類の作成方法
施設審査関係書類については、登録しようとする（再生処理を行う予定の）工場（事業所）毎
に、下記の書類一式を提出してください。なお、各書類は、添付の参考資料に準じて作成してくだ
さい。また、用紙は定められたサイズとし、文字・数字がはっきりと見えるような、見やすい資料
で提出してください。
注）説明の中で参考資料についての記載がありますが、詳細につきましては、「紙製容器包装
再生処理施設ガイドライン」の「Ⅱ.再生処理手法毎の施設ガイドライン」をご確認ください。
（１） 現在、再生処理施設を有する事業者
現在、再生処理施設を有する事業者については、下記①～⑤の書類の提出が必要です。
① 再生処理工程ブロックフロー図（参考資料３－１・３－２を参照）
② 立地付近見取図（参考資料４を参照）
方位・道路及び目標となる地物を明示してください。また、最寄駅からのアクセス方法
を余白に記入してください。
③ 工場配置図（参考資料５に準じて作成してください）
工場敷地と敷地境界線及び敷地に接する道路、幅員を明示すると共に縮尺、方位を記載
し、敷地内における事務所、再生処理設備が設置されている建屋、倉庫、トラックスケ
ール、設備レイアウト図の範囲外に設置される市町村から引き取った分別基準適合物及
び選別品（製紙原料向け、固形燃料向け）の保管場所等の位置を図示してください。建
築物、保管場所等については、枠線で囲い縦横の寸法を記入してください。
④ 設備レイアウト図（参考資料６に準じて作成してください）
様式２に明示されている主要設備の設置位置、様式３に明示されている開梱作業場所、
選別作業場所、市町村から引き取った分別基準適合物及び選別品（製紙原料向け、固形
燃料向け）等の保管場所を明示してください。開梱作業場所、平場での選別作業場所に
ついては枠で囲い縦横の寸法、面積を明示してください。
保管場所については枠で囲い、品名、様式３に明示されている面積、保管可能量等を明
示してください。
なお、指定可燃物貯蔵取扱届出書の添付図面として消防用設備の設置場所を示す図が添
付されていない場合は設備レイアウト図に消防用設備の設置場所を明示してください。
⑤ 主要設備の図面
紙製容器包装の再生処理（選別）に使用予定の主要設備（圧縮梱包機、選別用コンベア
が該当）ごとにカタログではなく設備の「製造メーカー名」、
「型式」、
「寸法」、「動力」、
「処理能力」等が記載されているメーカー作成の図面を提出してください。図面に「製
造メーカー名」、
「型式」、
「寸法」、「動力」、「処理能力」等が記載されていない場合は余
白に記入してください。
圧縮梱包機についてはメーカー作成の図面に「油圧ユニットの動力（単位：ｋｗ）」が
記載されていない場合は余白に記入してください。
選別コンベアについては、様式２に明示した長さ（選別作業員を配置して選別作業が行
われる部分の長さ）に相当する部分について寸法線と長さを図に明記してください。
（２）施設の新設または改造中の事業者について
現在、施設の新設または改造中の事業者については、（１）に記載された①～⑤の書
類に加え、下記⑥～⑪を提出してください。
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なお、平成 28 年 9 月 30 日までに使用前検査も完了して稼動できることが必要です。ま
た、法的手続きには相当の時間を必要としますので、計画には十分に期間を見込んでくだ
さい。
⑥ 施設設置スケジュール
⑦ 施設発注請書および発注仕様書のコピー
⑧ 試運転開始予定日および試作スケジュール
⑨ 建築確認申請による“確認通知書”交付書のコピー
⑩ 土地、建物の登記簿謄本および公図のコピー
・ 土地、建物を賃借している場合は、それらの賃借契約書一式のコピーも提出する
こと。
⑪ 再生処理事業者登録申込書（様式５）
・ 「新規に設備を設置する事業者」のみ記入してください。
・ 登録しようとする(再生処理事業を行う予定)工場すべてについてそれぞれ作成し
てください。
以上
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添付資料

納税証明等について
平成２８年７月１日
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 事業者登録規程」３．四には、再生処理事
業者としての登録を行えない事由の一つとして、「法人税、所得税、消費税、地方消費税、
法人事業税、個人事業税、固定資産税等の国税又は地方税を滞納しているとき、又は社会
保険料、労働保険料等もしくは法令に基づき支払が義務付けられているものを滞納してい
るとき」が挙げられています。
当協会では、平成２６年度再生処理事業者登録申請より、納税証明書等に係る書類審査
等の運用基準を厳格化しております。平成２９年度の登録申請における事業者区分に応じ
た書類審査の対象は、下表のとおりです。事業者区分に応じて、全て正本のご提出をお願
いいたします。
事業者区分

債務超過でない場合に
必要となる証明書類

債務超過の場合に
必要となる証明書類

［（１） ３ヵ 年分（ 設立 ３年を 経過し て
いない場合は設立後のもの）
① 法人税または所得税
②消費税及び地方消費税
③法人事業税または個人事業税
④法人都道府県民税または個人都道
直前年度分
府県民税
平成２８年度の登録
① 法人税または所得税
⑤固定資産税
事業者（既存の登録
に係る証明書類
② 消費税及び地方消費税
事業者）
（２）２ヵ年分（設立２年を経過して
に係る証明書類
いない場合は設立後のもの）
⑥社会保険料納入確認書又は納入証
明書（直近の５月分を含めた２ヵ年
分）
⑦労働保険料等納入証明書
に係る証明書類
（１）３ヵ年分（設立３年を経過していない場合は設立後のもの）
①法人税または所得税
②消費税及び地方消費税
③法人事業税または個人事業税
④法人都道府県民税または個人都道府県民税
⑤固定資産税
新規登録申請事業者
に係る証明書類
（２）２ヵ年分（設立２年を経過していない場合は設立後のもの）
⑥社会保険料納入確認書又は納入証明書（直近の５月分を含めた
２ヵ年分）
⑦労働保険料等納入証明書
に係る証明書類
表中の各証明書類には、次ページの「国税、地方税、社会保険料の支払いに係る申告書」
を添付の上、代表者印を押印した上でご提出をお願いいたします。

1

納税証明書・保険料納入証明書等についての取得方法
税目・保険料
法人税・所得税
消費税・地方消
費税

区分
国税

国税・地方税

税・保険料の内容

納税証明書・保険料についての取得方法

法人等の事業年度における利益に課税
される

税務署宛の納税証明書交付請求書の「その１」の中の「法人税」
「申

間接税であり、国にいったん納税後、

告所得税」
「消費税及び地方消費税」を選択して申請し納税証明書を

国から地方消費税相当分が地方公共団

取得し提出願います。

体に交付される

法人事業税・個

法人・個人の行う事業の利益に対して、 都道府県税事務所宛の納税証明申告書の「法人事業税」・「個人事業

人事業税

事業の所在地の都道府県が課す税金

法人都道府県民
税・個人都道府
県民税

地方税
※地方税は、登録施設所
在地に係る納税証明

法人の存在する事業所に対して都道府
県が課税する税金（個人の場合には市
町村税と併せて課税される）

税」を選択して申請し納税証明書を取得し提出願います。

都道府県税事務所宛の納税証明申告書の「法人都道府県民税」
（法人
市民税は除く）を選択して申請納税証明書を取得し提出願います。

2
書を提出願います。

土地建物については市町村が課税、土
地以外の有形固定資産（償却資産）に

固定資産税

ついて、一定額を超える場合は市町村
を包括する都道府県が課税

都道府県・市町村税事務所宛の納税証明申告書の「固定資産税（土
地家屋）：市町村税務署宛」、「固定資産税（償却資産）：都道府県税
事務所宛」を選択して申請し納税証明書を取得し提出願います。
日本年金機構の各年金事務所長の発行する社会保険料納入確認書

社会保険料

保険料

日本年金機構が管理運営する健康保険

※原則として保険料は、

料や厚生年金保険料等。

登録施設所在地に係る
納入証明書等を提出願
労働保険料

います。

（「各月の納入額内訳」でなく、「未納の有無」を確認する証明書で
直近の 5 月分を含めた 2 ヵ年分）を提出願います。なお、一括適用
事業所の場合には、厚労省年金局の発行する社会保険料納入証明書
を発行願います。

厚生労働省が管理運営する労災保険と

都道府県の労働局長が発行する労働保険料納入証明書を提出願いま

雇用保険の双方に係る保険料。

す。

注）地方税については、地方公共団体によって納税証明書の様式が異なる場合があります。 詳しくは所轄の都道府県・市町村の税事務所にお尋ねください。

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会

御中

国税、地方税、社会保険料、労働保険料等の支払いに係る申告書

（事業者名）
は、
「公益財団法人日本容器包装
リサイクル協会 事業者登録規程」の３．四に記載の通り法人税、所得税、消費
税、地方消費税、法人事業税、個人事業税、固定資産税等の全ての国税又は地
方税、及び社会保険料、労働保険料等もしくは法令に基づき支払が義務付けら
れているもののいずれについても、本書面の提出日の段階で、過去分も含めて
一切滞納していないことを申告いたします。万一、本申告書提出後に、上記税
及び保険料等の滞納の事実が発覚した場合には、
「再商品化実施に関する不適正
行為等に対する措置規程」の「別表 再商品化実施に関する不適正行為等に関
する措置規程上限基準」の一．（６）の定めに従い、契約解除、当該年度登録取
消しおよび次年度以降最長３年間登録停止の処分を受けても異議は申しません。

平成

年

月

日

事業者名：

代表者名：

印

（代表者登録印、または個人の場合は実印）

3

平成

年

月

日

暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
代表理事理事長

足立

直樹殿
事業者名：

代表者名：

印

（代表者登録印、または個人の場合は実印）
１． 当社は、本書面「暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」について、十分に理解
し、誠実に、かつ偽りなく表明、確約いたします。
２． 当社は、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約
いたします。
① 暴力団、② 暴力団員、③ 暴力団準構成員、④ 暴力団関係企業、⑤ 総会屋等、社会運動等標榜ゴ
ロ、⑥ 暴力団員でなくなってから５年を経過していない者、⑦ その他前号に準ずる者
３． 当社は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にあるもの
（以下、「反社会的勢力等」という）と次の各号のいずれかに該当する関係がないことを表明、確約い
たします。
①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係、②反社会的勢力等が、その経営に実質的に
関与している関係、③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるな
ど、反社会的勢力等を利用している関係、④反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供
与するなどの関係、⑤その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との社会
的に非難されるべき関係
４． 当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明、確約いたします。
①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して脅迫的な言動をし、ま
たは暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計又は威力を用いて貴協会の信用を毀損し、又は貴協会
の業務を妨害する行為、⑤その他前各号に準ずる行為
５．当社は、下請け又は委託先業者との関係において、次の各号のとおりであることを表明、確約いたし
ます。
①下請け又は委託先業者が現時点においても、将来においても前第１項、第２項及び第３項に該当し
ないこと、②下請け又は委託先業者が前号に該当することが判明した場合には、直ちに契約を解除し、
又は契約解除のための措置をとること
６．当社は、下請け又は委託先業者が、反社会的勢力等から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた
場合はこれを拒否し、又は下請け又は委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、速やかにその事
実を貴協会に報告し、貴協会の捜査機関への通報に協力することを表明、確約いたします。
７．当社は、上記各項のいずれかに反したと認められることが判明した場合及び、この表明、確約が虚偽
の申告であることが判明した場合は、催告なしで貴協会との取引が停止され又は解約されても一切異
議を申し立てず、また賠償ないし補償を求めないとともに、これにより貴協会に損害が生じた場合は、
一切当社の責任とすることを表明、確約いたします。
以上
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資料９
平成 28 年 7 月 1 日
平成 29 年度 紙製容器包装再商品化能力査定に関する基本的考え方
（選別）
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
紙容器事業部
１．再生処理事業者落札可能量の査定の概要

落札可能量
（Ａ,B の小さい方）

Ａ.施設引受可能量
（C,D の小さい方）

C.再生処理引受能力（申請量）
D.施設再生処理能力（査定量）

Ｂ.販売可能量 （引取同意書に基づく利用先の利用可能量）
ただし、リスク対策等から、入札対象総量の 1/5 を１施設（工場）の落札上限の目安、
入札対象総量の 1/4 を１事業者の落札上限の目安とする。
２．施設再生処理能力の査定方法について
施設再生処理能力 ＝（作業員時間当たり処理量）×（年間の作業時間）×（投入人員）
(1) 作業員時間当たり処理量
①フロアー作業
２５０ｋｇ／時間・人
②コンベア作業
４００ｋｇ／時間・人
・引取り品質が多少悪くても、適正確実に選別を行える処理量（実態調査等に基づく）
・ただし、現地調査で施設の状況を確認、評価し、上記処理量が無理と判断した場合
は実態に合わせる。
(2) 年間の作業時間
①２,１００時間／年
（7 時間／日 ＊ 300 日）
・選別は人手による作業であり、1 日実働７時間として査定する。
・また、協会からの委託量は、1 直で処理可能な量とする。
(3) 投入人員
①フロアー作業
選別作業面積４㎡あたり 1 人として査定する。
②コンベア作業
コンベア長さ(選別作業部分)1m あたり両側で２人として査定する。
③選別作業面積、コンベア長さは申請値を基本とする。
(4) 施設再生処理能力の上限
①フロアー作業
３,０００ｔ／年
・大量処理にはコンベア導入を促進すべく、今後実態をみて下方修正の予定
・新規事業者については、現地調査を踏まえ評価する。
②コンベア作業
６,７２０ｔ／年・ライン （投入人員 8 名相当）
なお、(1)(2)(3)については、登録時この数値より低い数値で申請している場合、申請の数値
を採用する。
また、フロアー作業、コンベア作業が、どちらでも対応可能な施設（工場）についてはいず
れか大きい方の能力を採用する。
３．販売可能量
引取同意書の引取同意合計量を販売可能量とする。
ただし、利用先の規模・実績・実態確認等に基づき、下方修正することがある。
以上

資料１１
平成 28 年 7 月 1 日
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
紙容器事業部
（改定日：平成 28 年 7 月 1 日）

オンラインによる事業者登録申請の概要
（紙製容器包装・選別事業者）
オンラインによる事業者登録の申込方法は以下をご参照ください。なお、
「オンラインによる事業者
登録の手続きについて」もあわせてご確認をお願いします。
（１）事業者登録申請書類の構成
① 様式類
書類名

施設
ごと

作成方法

提出方法

様式１：紙製容器包装分別基準適合物の再
生処理事業者登録申込書

オンライン入力後
印刷

オンライン
及び印刷書類を郵送

様式１－②：紙製容器包装分別基準適合物
の再生処理事業者（選別）登
録申込書

オンライン入力後
印刷

オンライン
及び印刷書類を郵送

備考
印刷した書類に必ず
代表者の署名押印を
してください

様式２：紙製容器包装分別基準適合物再生
処理事業者（選別）登録申込書

○

オンライン入力後
印刷

オンライン
及び印刷書類を郵送

様式３：紙製容器包装分別基準適合物再生
処理事業者（選別）登録申込書

○

オンライン入力後
印刷

オンライン
及び印刷書類を郵送

書類をダウンロー
ド（印刷）して記
入

記入した書類を郵送

オンライン入力後
印刷

オンライン
及び印刷書類を郵送

オンライン入力後
印刷

オンライン
及び印刷書類を郵送

再商品化製品利用事業
者の署名押印必要

書類をダウンロー
ド（印刷）して記
入

記入した書類を郵送

施設（工場）の新設又
は改造実施中の事業
者のみ

同上

同上

様式１－③：紙製容器包装分別基準適合物
の再生処理事業者（選別）登
録申込書
様式２－②：紙製容器包装分別基準適合物
の再生処理事業者（選別）登
録申込書

○

様式４：紙製容器包装再商品化製品引き取
り同意書（選別事業者用）
様式５：紙製容器包装分別基準適合物再生
処理事業者（選別）登録申込書

○

提出書類チェックリスト（選別事業者用）

新規登録申請事業者
のみ

② その他提出書類
経営関連の提出書類、施設関連の提出書類等は、全て紙の書類で提出していただきます。オンラ
インの対象ではありません。

1

（２）書類の提出
上記の提出書類チェックリストを確認の上、様式１～５、提出書類チェックリスト、経営関連、施設
関連等の全ての書類をそろえた上で、正副（コピー）２部を平成 28 年 7 月 31 日（日）（当日消印有
効）までに簡易書留にて書類を郵送してください。なお、オンラインによる入力や修正は 31 日の 17:00
まで可能ですが、送付書類に 31 日（日）までの消印がない場合はオンライン入力データが無効とな
りますのでご注意ください。
（３）注意事項
オンラインで入力した様式１、様式１－②、様式２、様式３のデータと協会へ郵送で提出する様式１、
様式１－②、様式２、様式３の内容は必ず同一となるようにしてください。印刷後にオンライン修正
した場合は、必ず修正後の書類を再度印刷し、期日までに郵送いただく必要があります。

2

資料１２
平成 28 年 7 月 1 日
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会

オンラインによる事業者登録の手続きについて
（紙製容器包装・選別）

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２９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． 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頂くものがありますのでご確認ください。

２． 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 28 年 7 月 8 日（金
日（金） 23:00（オンライン終了）
23:00（オンライン終了）
３．登録説明会へのご参加
平成 28 年 7 月 11 日（月
日（月）13:30～
13:30～15:30 浜松町東京會舘「オリオンルーム」
（世界貿易センタービル３９Ｆ）

４． 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． 登録申込：本社担当者の入力

（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。

（ページ 12）

６．登録申込：工場基本情報の入力

施設ごとに
繰り返し入
力します

・・・再生処理施設の名称、所在地などの入力を行います。

（ページ 15）

７．登録申込：工場属性情報の入力
・・・再生処理施設の能力などの入力を行います。

（ページ 18）

８．登録申込：事業者事業状況情報の入力
・・・貴社の事業状況の入力を行います。

（ページ 19）

９．登録申込：製品利用事業者情報の入力

・・・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
を入力する前に行っていただく必要があります。

次ページへ
1

前ページから

１０．登録申込：製品利用事業者工場情報の入力

（ページ 21）

・・・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
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。

（ページ 23）

１１．登録申込：引取同意書情報の入力
・・・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。

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 25）

・・・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
１でダウンロードした「
「紙製容器包装分別基準適合物の再生処理事業者登録」の申請方法について」
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
１２で印刷した
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を郵送してください。オンライン入力の訂正を含む書類
書類と手書き記入した提出書類および添付書類
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 28 年 7 月 31 日（日
日（日）
（当日消印有効）
登録申込完了
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２．オンラインお申込受付期間・時間
受付期間 ： 平成２８年７月１日（金）～ ７月３１日（日
７月３１日（日）
受付時間 ： 7:00 ～ 23:00（土日祝日も利用可能）
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
７月８日（金
日（金）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
郵送して下さい。（７月３１日（日）消印有効）

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（土日祝祭日は除く）
※）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
（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 をご利用下
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。
WindowsXP と Windows10 は対応しておりません。
注３）WindowsXP
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 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
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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） 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 29 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。

①「平成 29 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。

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。

③クリックするとトップ
ページへ戻ります。

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。

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） 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」から登録説明会出欠
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、次へボタンをクリックしてください。
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。

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
説明会出欠入力」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。

③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。

誤入力の確認のためメールアドレス
は同じものを２度入力してください。
（２名分ではありません）

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。
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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） 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）。

「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。

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。

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。
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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ん。

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。

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
して下さい。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下さい。
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。

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内容確認したら実行ボタン
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。

①TOP PAGE または REINS-CP
ロゴを押すとトップページ
に戻ります。

②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。

以上で事業者基本情報入力が完了します。
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（４） 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。

「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「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。

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。
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。
連絡用 e-mail について
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
だくとお知らせ通知メールが
e-mail ア ド レ ス と 連 絡 用
e-mail アドレスに同時に配信
されます（必須ではありませ
ん）
。

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。
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（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）
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。

「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「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。

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。
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。
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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
があれば修正して下さい）
。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。
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。

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。
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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下さい。

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。
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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。

（６） 工場属性情報の入力（様式２、様式３
工場属性情報の入力（様式２、様式３）
、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「工場属性情
報入力」から工場属性情報入力を開始します。

「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「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。

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。
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。
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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。
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。

③ 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。

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。
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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下さい。

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） 事業者事業状況の入力
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「事業者事
業状況入力」から事業者事業状況入力を開始します。

「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、「事業者事業状
況入力」をクリックしても事
業者事業状況入力画面に遷
移します。

①「未入力」（赤色表示）をクリック
すると事業者事業状況入力画面に遷
移します。

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。

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。
以上で事業者事業状況入力が完了します。
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（８） 製品利用事業者情報の入力
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。

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。

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検索ボタンをクリックします。

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。

②修正する製品利
用事業者をチェッ
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。

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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ご注意：
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ん。

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。

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。

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。一度登
録したデータの修正入力を行う場合は、検索ボタンをクリックして、一覧画面より該当製品利用事業
者を選択し、修正を行ってください。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。

①製品利用事業者一覧
に戻ります。
TOP PAGE ま た は REINS-CP
ロゴを押すとトップページ
に戻ります。
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（９） 製品利用事業者工場情報の入力
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。

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。

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検索ボタンをクリックします。

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。

②修正する製品利
用事業者工場をチ
ェックします。

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。

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。

ご注意：
過去に申請した製品利用事業者工場が表示され
ますが、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
と、
「引取同意書入力」画面で引用ができません。
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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。入力完了し
ましたら保存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。

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。
一度登録したデータの修正入力を行う場合は、検索ボタンをクリックして、一覧画面より該当製品利
用事業者工場を選択し修正を行ってください。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製品利用事業者一覧
に戻ります。

TOP PAGE ま た は REINS-CP
ロゴを押すとトップページ
に戻ります。
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（１０） 引取同意書情報の入力（様式４
引取同意書情報の入力（様式４）
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。

「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
クすると引取同意書入力画面に
遷移します。

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。
①検索ボタンをクリックします。

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。

②修正する引取同
意書をチェックし
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：

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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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
が、引取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。

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。

①事 前に登録 した製品
利用 事業者を 選択しま
す。

③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。
②直納／代納を選択いただき、代納で
あれば、代納者の情報を入力する欄に
カーソルが位置づきますので、情報を
入力してください。

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。一度登録したデ
ータの修正入力を行う場合は、検索ボタンをクリックして、一覧画面より該当製品利用事業者を選択
し、修正を行ってください。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。
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（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。

「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「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。

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。本社担当者入力にて
本社担当者入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（メ
本社担当者入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（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。

②Adobe Reader が起動
し、登録申込書の印刷画
面が表示されます。

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。

④入 力した内 容で登録
申込を行います。

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３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
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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１－②、様式２、様式２－②、様式３、
様式４－１、様式４－２の７種類表示されますので、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。

②印刷が終了したらウインドウ
を閉じてください。

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。

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
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
な帳票のみ印字してください。

（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。

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。

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）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
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下さい。
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下さい。
必ず修正後の登録申込書を郵送してください。
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ご参考）２９
ご参考）２９年度オンライン手続きの流れ（予定）

＜２９年度準備業務＞

事業者登録

平成 28 年 7 月 1 日～平成 28 年 7 月 31 日

審査結果表示

平成 28 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。
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

入札説明会参加申込み 平成 28 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。

査定再商品化能力の通知

平成 28 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

平成 28 年 12 月下旬～平成 29 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。

入札選定結果表示

平成 29 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。
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

事業者説明会参加申込み 平成 29 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。

平成 29 年 3 月末
契約書署名
＜２１年度業務＞
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。

＜２９年度業務＞

実績報告入力
実績報告入力

平成 29 年 5 月～平成 30 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。

品質調査結果入力

平成 29 年 5 月～平成 29 年 10 月下旬

29 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。

以上
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１

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会

REINS-cp(レインズ)：REcycling INformation System for containers and packaging

電子入札・契約対応

電子証明書の取得・更新について
1.電子証明書購入前の確認事項
2.電子証明書の購入方法(新規購入ユーザ様)
3.電子証明書の
間・
4.パソコン要件
5.お問合せ先

平成２

月
1

１．電子証明書購入前の確認事項
平成２
商
事業者入札にあたり、新規登録事業者の方で帝国データバンクの電子
証明書（ICカード）をお持ちでない方は、購入が必要となります。
電子証明書（ＩＣカード）

対象者
①

帝国データバンクの電子証明書
（ＩＣカード）をすでにお持ちの方

平成２
新規登録事業者の方
② で帝国データバンクの電子証明書
（ＩＣカード）をお持ちでない方

電子証明書のご購入の必要はありません
（※
※１）

ＩＣカードリーダ
ICカードリーダのご購入の必要はあ
りません（※
※２）

電子証明書（ＩＣカード）、ＩＣカードリーダのご購入が必要です。
ジョイントグループの代表事業者はご購入が必要ですが、代表以外の事業者はご
購入の必要はありません。

※１ ご購入時より １、名義人氏名 ２、名義人住所 ３、商号 ４、商業登記簿謄本記載の本店所在地
以上4 い
に
がある 合には、電子証明書の い しが必要となります。
※２ SmartWireless社製ICカードリーダ/富士通製ICカードリーダ/一部シャープ製ICカードリーダをお使
いの 合は、
取
への
が必要です。

「ICカードの名義人に関するご注意」
ICカードの名義人は、入札に参加する企業の「代表者」としてください。
実際にパソコンで電子入札の操作をする方ではありませんので、ご注意ください。
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２．電子証明書の購入方法（未購入ユーザさま）
申請書類を作成・準備し、提出をお願いします。

・準備するもの

①代表者個人の
③商業登記簿謄本

・作成するもの

⑤TDB電子証明書

②代表者個人の印鑑登録証明書
④会社代表印の印鑑証明書
申込書 ⑥在職証明書 ⑦ICカードリーダ申込書

※①の住民票は個人番号（マイナンバー）の記載がないもの
①の住民票は個人番号（マイナンバー）の記載がないもののご用意をお願いします。
個人番号（マイナンバー）の記載がないもののご用意をお願いします。
※⑤には②と同一の実印、⑥には④と同一の実印の押印をお願いします。
電子証明書（ICカード） の

取り確認と

書の

・電子証明書（ICカード）は「本人
取
」に り、代表者個人の
に発送
されます。
・ICカードの暗証番号（ＰＩＮ）は「一 書 」で代表者個人の
に発送されます。
・ICカードリーダは、申込時に
された場 に
にて発送されます。
作を
・受 後、必要となるソ トのイン トールを い、電子証明書の記 内容お
確認の
、電子認証
に受 書を送信します。
電子証明書代 の

い

・電子証明書（ICカード）、ICカードリーダの発送後に請求書を発送いたします。

3

３．電子証明書の有効期間・
•新規に必要な方は、「電子証明書（ＩＣカード）」とICカードリーダの購入が必須です。
•日商ユーザ様にはクーポン券（A4判1 ）を
（割引内容はクーポン券参照）。

した割引が

されます

１．電子証明書（ＩＣカード）

（

2

料金（

価格体系

有効期間

約2 1ヶ月
（760日）

1枚目
1 あたりの参

1

版

枚あたり）

2枚目以
1 あたりの参

10枚以上同時申込
1 あたりの参

3

版

4

：本

版

、

5

）

版

約3 1ヶ月
（1,125日）

約4 1ヶ月
（1,490日）

約4 10ヶ月
（1,765日）

28,000円

33,000円

42,000円

48,000円

13,440円

10,703円

10,286円

9,931円

26,000円

30,000円

38,000円

43,000円

12,480円

9,730円

9,306円

8,897円

20,000円

28,000円

36,000円

41,000円

9,600円

9,081円

8,816円

8,483円

２．ＩＣカードリーダ
USBタイプ

６,５００円／1台（本体価格、税抜き）
4

４．パソコン要件
４．パソコン要件
項目

仕様
以下のOS(全て日本語）のいずれかをサポートしているPC/AT互換機（DOS/V）

パソコン本体

Windows Vista Home Premium SP2
Windows Vista Business SP2
Windows 7 Home Premium SP1
Windows 7 Professional SP1
Windows 8 エディションなし/Pro
Windows 8.1 エディションなし/Pro
Windows XPとWindows 10は非対応です。
CoreDuo 1.6GHz 同等以上推奨

CPU
メモリ

1.0GB以上推奨
1ドライブに1.0GB以上の空 容

HDD

ブラウザ

OSがWindows Vistaの場合,
Internet Explorer 7 または 8 または 9
OSがWindows 7の場合,
Internet Explorer 8 または 9または 10または 11
OSがWindows 8の場合,
Internet Explorer 10
OSがWindows 8.1の場合,
Internet Explorer 11
Internet Explorerは全て「32bit版」のみ対応。またWindows 8/Windows 8.1のInternet
Explorerについてはデスクトップ版のみ対応（Modern UI版は非対応）。

インターフェイス

USBポート×1（空いていること）
1024×768（XGA）以上

※最新情報はTypeAホームページ（http://www.tdb.co.jp/typeA/application/02.html）にてご確認ください。

5

５．お願いとお問合せ先
電子

名の

作確認は、

に

いただきますよう、お願い申しあげます。

「電子証明書取得に関するご質問」

「割引クーポン券取得依頼」

株式会社帝国データバンク

最寄の商工会議所へ

電子認証局ヘルプデスク

TEL：０５７０－０１１９９９
受付時間： 平日9：00から17：00まで
（ 日、
日、
12月30日から
1月4日までを除く）
上記の電話番号はナビダイヤルです。
ナビダイヤルに発信 可能な電話をご
の
場合は、お手数ですが発信可能な電話、
またはFAX、E-mailをご
ください。

FAX

提

電子証明書の割引

のご

http://www.jcci.or.jp/it/toritsugi.html

各地会議所一覧
http://www.jcci.or.jp/it/bcs-toi.html

： 03-5775-3128

E-mail：certinfo@mail.tdb.co.jp
ＵＲＬ：http://www.tdb.co.jp/typeA/
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