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平成 29 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・材料リサイクル事業者） 
 

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（定められた様式で提出する書類） 

書類名 施設

ごと 
作成方法 提出方法 備考 

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 

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１－②：紙製容器包装分別基準適合物

の再生処理事業者（材料リサ

イクル）登録申請書  

 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２：紙製容器包装分別基準適合物の再

生処理事業者（材料リサイクル）

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の再

生処理事業者（材料リサイクル）

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１－③：紙製容器包装分別基準適合物

の再生処理事業者（材料リサ

イクル）登録申込書 

 書類をダウンロー

ド（印刷）して記

入 

記入した書類を郵送 

 

新規登録申請事業者

のみ 

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（材料リサ

イクル）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４：紙製容器包装再商品化製品引き取

り同意書（材料リサイクル事業者

用） 

 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 

様式５：紙製容器包装分別基準適合物の再

生処理事業者（材料リサイクル）

登録申込書 

○ 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 

提出書類チェックリスト（材料リサイクル

事業者用） 

 同上 同上  

 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。 
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（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 29 年 7月 31 日（月）（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（月）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。 
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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 
（紙製容器包装・材料リサイクル） 

 

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３０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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 7月 1 日 
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 

 

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． 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。 

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。 

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。 

３．登録説明会へのご参加  

平成 29 年 7 月 12 日（水）13:00～15:00 浜松町東京會舘「チェリールーム」 

（世界貿易センタービル３９Ｆ） 

     ※開始時間が昨年とは異なり、13:00 からとなっておりますのでご注意ください。 

 

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 29 年 7月 10 日（月） 23:00（オンライン終了） 

８．登録申込：事業者事業状況情報の入力              （ページ 18） 

・・・貴社の事業状況の入力を行います。 

次ページへ 

資料１２ 
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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

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 29 年 7月 31 日（月）（当日消印有効） 

登録申込完了 

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

前に行っていただく必要があります。 

１１．登録申込：引取同意書情報の入力               （ページ 23） 

・・・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。 

９．登録申込：製品利用事業者情報の入力              （ページ 19） 

・・・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

を入力する前に行っていただく必要があります。 
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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２９年７月３日（月）～ ７月３１日（月）   

受付時間 ： 7:00 ～ 23:00（土日祝日も利用可能） 但し７月３１日（月）は 17:00 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１０日（月）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 

郵送してください。（７月３１日（月）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 7(SP1 以上)、Windows 8.1(Update1) 、Windows 10 

（２）ブラウザ：Windows 7 (SP1 以上) / IE 11.0 

Windows 8.1 (Update1) / IE 11.0 

Windows 10 / IE 11.0 

注１）Windows 8.1 および Windows 10 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。  

   注３）WindowsXP、Windows Vista、Windows 8 は非対応です。 

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 30 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 30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） 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。 

 

 

 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。  

 

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。 

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。 

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。 

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） 
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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）。 

 

 

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、「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。 

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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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。 

 

 

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次へ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

ら次へボタンをクリッ

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。 

 

 

登録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。 

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） 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次へボタンをクリ

ックしてください。 

  

 

次へ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登録

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。 

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次へ

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、「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。 

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

同時に配信されます（必須で

はありません）。 
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（５） 工場基本情報の入力 

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「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。 

 

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。 

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。 



資料 12-13 

 

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次へボタンをクリックしてください。 

 

 

 次へボタンクリック後は、確認画面で入力内容を確認して登録ボタンをクリックしてください。登

録ボタンクリック後、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次

へ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） 工場属性情報の入力（様式２、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。 

 

 

 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てください。 

 

②工場属性情報の入力画面

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。 

「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。 
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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次へボタンをク

リックしてください。  

 

 

 次へボタンクリック後は、確認画面で入力内容を確認して登録ボタンをクリックしてください。登

録ボタン押下後、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 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。 

③前年度申請した情報が初

期表示されます。 

 

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） 事業者事業状況入力 

 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。 

 

 

 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。 

 

 

次へボタンクリック後は、確認画面で入力内容を確認して登録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。 

②「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。 

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次へ

ボタンをクリックしてくださ

い。 
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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。 

 

 

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。 

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。 

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。 
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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。 

  

 

次へボタンクリック後は、確認画面で入力内容を確認して登録ボタンをクリックしてください。登

録ボタンクリック後、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。 

  

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。 

①製品利用事業者一覧

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。 

 

 

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。 

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。 

 



資料 12-22 

 

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

ましたら次へボタンをクリックしてください。 

 

 

次へボタンクリック後は、確認画面で入力内容を確認して登録ボタンをクリックしてください。登

録ボタンクリック後、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。 

50 

TOP PAGE または REINS-CP

ロゴを押すとトップページ

に戻ります。 

 

②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。 

①製品利用事業者一覧

に戻ります。 
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（１０） 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。 

 

 

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、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」

をクリックしても引取同意書

入力画面に遷移します。 

 

①“未入力”（赤色表示）をクリック

すると引取同意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。 

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。 

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。 

ご注意： 

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、必ず最新の情報に変更してくださ

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。製品利用事

業者を選択し、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。 

 

 

次へボタンクリック後は、確認画面で入力内容を確認して登録ボタンをクリックしてください。登

録ボタンクリック後、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。 

 

②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。 

①事前に登録した製品

利用事業者を選択しま

す。 
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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。 

  

 

 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。 

 

②「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。 

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： 

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の６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。  

 

（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

おしてください。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。 
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インドウを閉じて必要な

帳票のみ印字してください。 
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ご参考）３０年度オンライン手続きの流れ（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 品質調査結果入力   平成 30 年 5月～平成 30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。 

＜３０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          平成 30 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     平成 30 年 5 月～平成 31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 平成 30 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      平成 29 年 7 月 1 日～平成 29 年 7 月 31日 

審査結果表示     平成 29 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 平成 29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    平成 30 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  平成 29 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 29年 12 月下旬～平成 30 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。 

＜３０年度業務＞ 



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 番号FAX

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 番号FAX

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

印字サンプル

事業者名

年 月

千円 千円

主たる業務

平成 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30 ( 1)

平成 年 月 日29 7 3

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○ △ 30 30

1,000 1,000,000

産業廃棄物収集運搬 1 http://www.jcpra.or.jp/

平成 年 月 日29 7 3 11:02:03



印字サンプル

紙製容器包装分別基準適合物の再生処理事業者 材料リサイクル 登録申請書 様式１－②( ) ( )

代表者名事業者名 作成日

１．紙類を原料とした材料リサイクル事業に係る収支見通し 年度 年度 年度 年度 年度
金額は千円単位( ) 実績 見込み 計画 想定 想定

再生処理委託料 イ( )

内 協会からの受託料)
収入

販売収入 ロ( )
材料リサイクル製品(

販売量(t)
製造販売)

その他紙類事業に関する収入 ハ( )

計　 イ ＋ ロ ＋ ハ 　⇒　①( ) ( ) ( )

人件費

減価償却費
支出

土地・建物・設備等の賃借料
材料リサイクル製品(

その他経費 メンテナンス費・運賃・(
製造販売)

電熱用水費・その他)

計　⇒　②

差引収支差額 ①－②( )

年度 年度 年度 年度 年度２．協会扱い分のみの収支
金額は千円単位( ) 実績 見込み 計画 想定 想定

協会からの受託料 ニ( )

再商品化製品販売収入 ホ( )収入

材料リサイクル製品( トン当たりの販売単価（※千円単位）
製造販売) 販売量(t)

計　 ニ ＋ ホ 　⇒　③( ) ( )

人件費

減価償却費
支出

土地・建物・設備等の賃借料材料リサイクル製品(
その他経費 メンテナンス費・運賃・(製造販売)
電熱用水費・その他)

計　⇒　④

差引収支差額 ③－④( )

３．事業全体 年度 年度 年度 年度 年度
材料リサイクル以外も含めた全事業( ) 実績 見込み 計画 想定金額は千円単位( ) 想定

売上高

経常利益

最終更新日時

平成 年度30

株式会社○○工業 容器太郎 平成 年 月 日29 7 3

平成29 平成30 平成31 平成32 平成33

1,200 7,000 7,000 7,000 7,000

1,200 7,000 7,000 7,0007,000

15,000 21,000 21,000 21,00021,000

1,000 1,400 1,400 1,400 1,400

53,000 55,000 55,000 55,00055,000

83,000 83,00083,00083,00069,200

26,000 26,000 26,000 26,000 26,000

22,000 22,000 22,00022,000 22,000

600 600 600 600600

15,000 15,000 15,000 15,00015,000

63,600 63,600 63,600 63,60063,600

5,600 19,400 19,400 19,40019,400

平成33平成29 平成30 平成31 平成32

7,000 7,000 7,0001,200 7,000

3,750 6,000 6,000 6,000 6,000

15 15 15 15 15

250 400 400 400400

13,000 13,00013,0004,950 13,000

800 4,800 4,800 4,800 4,800

3,200 3,200 3,200800 3,200

0 0 0 00

800 3,200 3,200 3,2003,200

2,400 11,200 11,20011,200 11,200

2,550 1,800 1,800 1,8001,800

平成29 平成30 平成31 平成32 平成33

2,100,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

50,000 50,00080,000 50,000 50,000

平成 年 月 日29 7 3 11:02:03



印字サンプル

紙製容器包装分別基準適合物の再生処理事業者 材料リサイクル 登録申込書 様式( ) ( 2)

再生処理事業者 :

工場 : 作成日

工場名又は カナ( )

事業所名 漢字( )

再生処理施設の カナ( ) 〒

所在地及び担当部署 所在地

漢字( )

担当部署名 電話番号役職名

担当者名 番号FAX

e-mail 工場 事業所( ) ㎡

の総面積

当工場における再生処理施設の人員構成1.

交替制勤務の場合は交替数人員構成 事務及びその他部門 現業部門 パートを含む( ) 工場人員計

人 人 人 交替

当工場における2. 当該リサイクル製品に使用する紙類の有無3. 材料リサイクル製品の製造に際して4.

紙製容器包装の配合予定比率

トン 年間使用量 うち当該リサイクル製品への使用量( )紙類の使用の有無 他材料紙製容器包装

トン( % %トン)

当工場における紙製容器包装の再生処理工程・施設の状況・再生処理能力5.

再生処理工程 紙製容器包装 再生処理能力 原料としての紙製容器包装

再生処理設備の状況 時間の処理能力1 日の処理能力1 年間の処理能力1 引受処理能力※

古紙再生ボード 既設
トン 日/ トン 年/

古紙破砕解繊物 新設中( 完成予定)
時間kg/ トン 年/

溶鋼用鎮静剤 改造中( 完成予定) 日の稼動時間：1 年の稼動日数：1

( 時間) ( 日)その他

最終更新日時

当該リサイクル製品の年間販売量 前年度実績( ) 前年度の年間使用量 貴社の決算ベース( )

※引受処理能力 年の処理能力 × 紙製容器包装の配合比率=1

再商品化利用事業者の

引き取り同意量合計

トン 年/

平成 年度30

1234567株式会社○○工業

01第一工場 平成 年 月 日29 7 3

ダイイチコウジョウ

第一工場

457-1234シカクシカクシバツバツ

愛知県 □□市××１－２－３

材料課 0234-567-8901課長

分別　良夫 0234-567-8901

300abc@def.co.jp

20 30 50 2

100

80 20あり 20 0

■ □
1 100

□ ■ 平成 年 月 日29 9 20
100 80 100

□ □

10 100□

平成 年 月 日29 7 3 11:02:03



代表者名事業者名 作成日

印字サンプル

紙の再生処理事業者（選別、固形、材料）登録申込書（様式２－②）

紙製容器包装再生処理事業に係る事業責任者および現場責任者などの業務経歴
申請する再生処理事業に係る責任者の氏名および主な業務経歴を記載してください。業務経歴は印字サンプルを参考に具体的に記載ください( )

施設名 事業責任者氏名 現場責任者氏名

１．事業責任者の業務経歴

３．再生処理事業の実施に係る資格所有者
主な業務経歴

資格 氏名

廃棄物処理施設技術管理者

フォークリフト、クランプ

リフト２．現場責任者の業務経歴

主な業務経歴

パワーショベル等

平成 年度　紙製容器包装分別基準適合物の再生処理事業者（材料リサイクル）登録申込書（様式２－②）30

株式会社○○工業 容器太郎 平成 年 月 日29 7 3

第一工場 事業太郎 現場太郎

平成○年株式会社○○工業入社　　　　　　　　　　　
平成○年○○工場へ異動第一製造課に勤務　　　　　　 事業太郎
平成○年○○工場第一製造課課長を拝命　　　　　　　
平成○年第一工場へ異動、製造部長を拝命　　　　　　
平成○年第一工場長を拝命、現在に至る

包装太郎

現場太郎、包装太郎
平成○年株式会社○○工業入社　　　　　　　　　　　
平成○年○○工場へ異動第二製造課に勤務　　　　　　
平成○年○○工場第二製造課主任を拝命　　　　　　　
平成○年第一工場へ異動、製造課長を拝命　　　　　　
平成○年第一工場製造部長を拝命、現在に至る



印字サンプル

紙製容器包装分別基準適合物の再生処理事業者 材料リサイクル 登録申込書 様式( ) ( 3)

再生処理事業者 :

工場 : 作成日

紙製容器包装 分別基準適合物 の保管場所1. ( )

市町村等から引き取った 保管場所の面積 屋内( ) 保管可能量

分別基準適合物 ㎡ トン

保管場所の面積、保管量

主要設備の仕様 当該リサイクル製品の製造に必要な主要設備を工程順に表示2. ( )

設備名 製造メーカー・型式 能力 処理量( ) 動力

1

2 時kg/ kw

時kg/3 kw

4 時kg/ kw

5 時kg/ kw

6 時kg/ kw

7 時kg/ kw

8 時kg/ kw

9 時kg/ kw

10 時kg/ kw

当該リサイクル製品の保管場所3.

保管場所の面積、保管可能量 保管場所の面積 屋内( ) 保管可能量

㎡ トン

最終更新日時

kw―

平成 年度30

1234567株式会社○○工業

01第一工場 平成 年 月 日29 7 3

100 100

0計量設備（トラックスケール） コマツ 10トン

100 100

平成 年 月 日29 7 3 11:02:03



印字サンプル

年度　紙製容器包装再商品化製品引き取り同意書（材料リサイクル事業者用）（様式４）

平成 年 月 日
殿

社 名（再生処理事業者名）

購 入 部 署 又 は 工 場 名

〒
所 在 地

購 入 部 署 又 は 工 場 の 責 任 者 印

（再商品化製品利用事業者）

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

当社は再生処理事業者 の再商品化製品について、当社が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。

年度　引き取り同意量

ある　/ ない）

締め切り

購入部署又は工場の責任者の役職名

担 当 部 署
担 　 当 　 者
電 話 番 号

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、
前年の総利用量・販売量

又は同一のグループ企業で（　引き取り品名 引き取り同意量 用途例

商社等、最終ユーザー以外の引き取り同意書の場合は、１．古紙再生ボード
その先の主要販売先を記入してください

２．古紙破砕解繊物
トン トン

３．溶鋼用鎮静剤 最終販売先①：

４．その他 最終販売先②：

最終販売先③：

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

　１：本同意書には、引き取り品質規格書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（事業所）名の明記、押印が必要です。

　２：引き取り同意量は、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 年度中に引き取り可能な紙製容器包

装再商品化製品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。

　３：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。

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）

※ 本同意書は再商品化製品利用事業者の工場（事業所）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 年 月 日 月29 7 31 ( )

平成30

株式会社○○工業

株式会社利用工業
本社工場
123-4567

東京都□□市××１－２－３

工場長

利用次郎

リサイクル部
包装太郎

03-9876-5430

03-9876-5429

株式会社○○工業

平成30

□ ■

□

□
6,000 486古紙敷料

□ （道内各農協）

■
（品名：ーーーー
ーーーーーーー）

平成30



1資料13-

電子証明書の取得・更新について

平成２９年７⽉

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

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
3.電子証明書の有効期間・利⽤料⾦
4.パソコン要件
5.Windows10について
6.お問合せ先

資料１３
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１．電子証明書購入前の確認事項
平成３０年度再商品化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。

対象者 電子証明書（ＩＣカード） ＩＣカードリーダ

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

電子証明書のご購入の必要はありません
（※１）

ICカードリーダのご購入の必要はあ
りません（※２）

②
平成２９年度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

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。

「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」でご⽤意ください。
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。

※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点いずれかに変更がある場合には、電子証明書の買い直しが必要となります。

※２スマートワイヤレス製、および富士通製（右画像）をお使いの場合は、
現⾏品への買換が必要です。

資料13-
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電子証明書（ICカード）等の受け取り確認と受領書の返送

２．電子証明書の購入方法

・準備するもの ①代表者個⼈の住⺠票 ②代表者個⼈の印鑑登録証明書
③商業登記簿謄本 ④会社代表印の印鑑証明書
⑤日本商工会議所割引クーポン券（日商会員のみ）

・作成するもの ⑥TDB電子証明書利⽤申込書 ⑦在職証明書
⑧ICカードリーダ申込書（必要な場合）

※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。
※⑥には②と同一の実印、⑦には④と同一の実印の押印をお願いします。

電子証明書代⾦の⽀払い

・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。

・電子証明書（ICカード）は「本人限定受取郵便」により、代表者個⼈の住⺠票住所宛に発送さ
れます。
・ICカードの暗証番号（ＰＩＮ）は「⼀般書留」で代表者個⼈の住⺠票住所宛に発送されます。
・ICカードリーダは、申込時に指定された場所に宅配便にて発送されます。
・受領後、必要となるソフトのインストールを⾏い、電子証明書の記載内容および動作を
確認のうえ、電子認証局宛に受領書を送信します。

申請書類を作成・準備し、提出をお願いします。

資料13-
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３．電子証明書の有効期間・利⽤料⾦

１．電子証明書（ＩＣカード）

２．ＩＣカードリーダ

•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枚）を利⽤した割引が適⽤されます。
（割引内容はクーポン券参照）

（⾦額：本体価格、税抜き）

USBタイプ ６,５００円／1台（本体価格、税抜き）

2年版 3年版 4年版 5年版

料
金
（
1
枚
あ
た
り
）

有効期間
価格体系

約2年1ヶ⽉
（760日）

約3年1ヶ⽉
（1,125日）

約4年1ヶ⽉
（1,490日）

約4年10ヶ⽉
（1,765日）

1枚目 28,000円 33,000円 42,000円 48,000円
1年あたりの参考価格 13,440円 10,703円 10,286円 9,931円

2枚目以降 26,000円 30,000円 38,000円 43,000円
1年あたりの参考価格 12,480円 9,730円 9,306円 8,897円

10枚以上同時申込 20,000円 28,000円 36,000円 41,000円
1年あたりの参考価格 9,600円 9,081円 8,816円 8,483円

資料13-
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項目 仕様

パソコン本体

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）
※シンクライアント等の仮想OSはサポート外です。

Windows 7 Home Premium SP1 / Professional SP1
Windows 8.1 エディションなし/Pro
Windows 10 Home/Pro

Windows XP、Windows Vista、Windows 8は非対応です。

CPU CoreDuo 1.6GHz 同等以上推奨
メモリ 1.0GB以上推奨

HDD 1ドライブに1.0GB以上の空き容量

ブラウザ
Internet Explorer 11（32bit版）

Windows 10のMicrosoft Edgeは非対応です。
Windows 8.1のModern UI版Internet Explorerは非対応です。

インターフェイス USBポート×1（空いていること）

解像度 1024×768（XGA）以上

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

４．パソコン要件

資料13-
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５．Windows10について

•以下のカードリーダ４種類はメーカーのサポート終了により、Windows10非対応となります。
ご利⽤の事業者様は現⾏のカードリーダをお求めください。

•ICカードリーダについて

•ブラウザについて

•Windows10の標準ブラウザであるMicrosoft Edgeは非対応です。
Internet Explorer11をご利⽤ください。

EdgeIE11

シャープ製：RW-5100
対応：Windows8.1まで

シャープ製：SSC-001
対応：Windows7まで

富士通製：F3972G403
対応：Windows7まで
（現ICカード非対応）

スマートワイヤレス製：ACR-30U
対応：WindowsVistaまで
（現ICカード非対応）
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TEL：０５７０－０１１９９９
受付時間： 平日9：00から17：00まで
（⼟日、祝祭日、年末年始12⽉30日から

翌年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不可能な電話をご利⽤の
場合は、お手数ですが発信可能な電話、
またはFAX、E-mailをご利⽤ください。

FAX ： 03-5775-3128
E-mail：certinfo@mail.tdb.co.jp
ＵＲＬ：http://www.tdb.co.jp/typeA/

株式会社帝国データバンク
電子認証局ヘルプデスク

６．お願いとお問合せ先

最寄の商工会議所へ

提携電子証明書の割引販売制度のご案内
http://www.jcci.or.jp/it/toritsugi.html

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

「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」

後日、電子署名に関する設定方法のお知らせがREINSで通知されますので、過去に電子
署名を⾏っている場合でもご⼀読のうえ、電子署名の動作確認を極⼒早めに実施いただき
ますよう、お願い申しあげます。
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