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再商品化委託の申込要領 
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１．申込について 
 

〔１〕 申込対象者 － 「容器包装リサイクル法」の対象となる特定事業者 
  (別添「容器包装リサイクル法（抜粋）」の p.8～11 の判定フローチャートを 

  ご参照ください。） 

 

〔２〕 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。 
〔３〕 申込期間 － 平成 17 年 12 月 1 日(木)～平成 18 年 2 月 1 日(水)  
  (郵送の場合は当日消印有効) 

〔４〕 申込先 － 申込用紙の郵送による申込の場合は、送付状（同封書類の１枚目）に記載の所属
商工会議所・商工会。 

 

２．契約について 
 

〔１〕 申込用紙の郵送による申込の場合 － 申込受付後、１ヵ月程度の期間を経て当協会より「再商 

品化委託承諾書」を郵送します。 

〔２〕 オンラインによる申込の場合     － 申込受付後、所定の期間内に申込内容をご確認いただき、 

申込時に使用した E－Mail アドレスに「再商品化委託承 

諾書」の発行を通知します。 

 
３．申込用紙の郵送による申込方法 
 

〔１〕 申込提出書類 － 申込用紙１「平成 18 年度 再商品化委託契約申込書」 
          （契約約款はミシン目にて切り離し、貴社（組合）で保管してください。） 

  申込用紙２「平成 18 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１と申込用紙２の両方を提出してください。 

〔２〕 注意事項 － ①申込を行った後、申込内容に変更が生じた場合は、同封の「平成 18 年度 申
込・契約訂正申請書」に変更・訂正内容を記入し、当協会まで郵送してくださ

い。 

  ②再商品化委託承諾書発行済みの場合は、同封の「平成 18 年度 申込・契約訂

正申請書」に変更・訂正内容を記入し、必要書類を添えて郵送してください。 

〔３〕 申込用紙１「平成 18 年度 再商品化委託契約申込書」の記入要領 

（p.5 の記入例（1）をご参照ください。） 

1．特定事業者コード － 送付状に記載されている特定事業者コードを左詰めでご記入くださ

い。 
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2．記入日 － 記入年月日を和暦でご記入ください。 

3．特定事業者名 － 法人格を示す名称を省略せずに、事業者名をご記入ください。 
4．代表者役職・氏名 － 代表者の役職名と氏名をご記入ください。 
5．代表者印 － 代表者印を必ず押印してください。（朱印以外は認められません） 
6．特定事業者名（カナ） － 法人格を示す名称を省略せずに、事業者名をカナでご記入ください。 
7．特定事業者名（漢字） － 法人格を示す名称を省略せずに、事業者名を漢字でご記入ください。 
   なお、個人で経営されている場合は、個人名（経営者名）をご記入

ください。 

8．代表者役職（カナ） － 代表者の役職名をカナでご記入ください。 
9．代表者役職（漢字） － 代表者の役職名を漢字でご記入ください。 
10．代表者氏名（カナ） － 代表者の氏名をカナでご記入ください。  
11．代表者氏名（漢字） － 代表者の氏名を漢字でご記入ください。  
12．特定事業者住所（カナ） 
  － 所在住所をカナでご記入ください。都道府県名を必ずご記入くださ

い。 

13．特定事業者住所（漢字） 
 － 所在住所を漢字でご記入ください。郵便番号並びに都道府県名を必

ずご記入ください。  

14．代表電話番号 － 代表電話番号を市外局番からご記入ください。  
15．資本金等 － 資本の額または出資の総額を千円単位でご記入ください。個人事業

主の方は記入不要です。  
16．ピーク時の従業員数 － 再商品化義務量算定基準決算年月期間中において使用するピーク時

の従業員数を人単位でご記入ください。 
  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） 
17．全事業の売上高 － すべての事業の年間売上高総額（消費税込み）を千円単位でご記入

ください。 
18．主たる業種 － p.4 の添付資料「主たる業種」一覧を参照の上、貴社（組合）が該当

する業種区分をひとつ選択し、番号をご記入ください。 
  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。 
19．所属団体名 － 所属団体がある場合はその名称をご記入ください。（複数ある場合

は複数ご記入ください。） 
20．会社（個人事業）設立年月 
 － 会社（個人事業）を設立した年月をご記入ください。 
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21．再商品化義務量算定基準決算年月 
 － 下記 31の再商品化委託申込量を算定する根拠となった決算年月をご

記入ください。 

22．住所（カナ） － 担当部署住所をカナでご記入ください。都道府県名を必ずご記入く

ださい。なお、特定事業者の住所と同一であれば省略可能です。 

23．住所（漢字） － 担当部署住所を漢字でご記入ください。郵便番号並びに都道府県名

を必ずご記入ください。  

  なお、特定事業者の住所と同一であれば省略可能です。 

24．部署名 － 担当の部署名をご記入ください。   
25．役職（漢字） － 担当者の役職名を漢字でご記入ください。  
26．担当者氏名（カナ） － 担当者の氏名をカナでご記入ください。 
27．担当者氏名（漢字） － 担当者の氏名を漢字でご記入ください。  
28．TEL － 担当者の電話番号を市外局番からご記入ください。  
29．FAX － 担当者の FAX 番号を市外局番からご記入ください。  
30．E-mail － E-mail で連絡が可能な場合は E-mail アドレスをご記入ください。 
 

＜注：以下の 31～33 については、申込用紙２「平成 18年度 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、 
ご記入ください。＞ 

31．再商品化委託申込量 － 平成 18 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（小数点第 1位を四捨五入）でご記入ください。 

   再商品化委託申込量の算定は、p.6～13 をご参照の上、申込用紙２を

用いて算定した後に転記してください。 

32．再商品化委託料金 － 平成 18 年度における再商品化委託料金を、容器包装の区分（素材）
ごとに円単位でご記入ください。 

   再商品化委託料金は、上記 31 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

定した後に転記してください。 

33．再商品化委託料金合計 
 － 上記 32 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、円単位でご記入ください。 

 
34．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、○で囲んでください。  

35．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くださ

い。  



【主たる業種】 

 以下の区分にしたがい、貴社が属する業種の番号を選択し、ご記入願います。 
 

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・石けん・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 

注１）ここにおける「主たる業種」は必ずしも「日本標準産業分類」の業種の区分に準じ

てはおりません。 

 ２）商品を製造し、その場で小売を行う「製造小売」は「小売業」、製造した商品を卸売

業者または小売業者に販売する「製造卸」は「製造業」に該当しますので、その旨

をご勘案の上、「主たる業種」を選択してください。 

 

［主たる業種の記入方法について］ 

 官公庁や民間企業によるアンケート調査等にお答えになる際、通常ご記入され

ている業種の番号をご記入ください。 

なお、貴社における事業内容が複数の業種に該当する場合、売上高の最も多い

業種をお選びください。また、貴社がどの業種に該当するか不明な場合、以下の

事例をご参考にご記入ください。 

  ＜参考事例＞ 

 以下に判断が難しいと思われる業種の判断事例について、参考までに例示

します。 

判断が難しい業態 記号 備考 

農業協同組合 

森林組合 

漁業協同組合 

⑦ 

 

生活協同組合 ⑪  

組

合 

その他 ⑮  

包装材製造関連 ⑧ 
製造する包装材の用途に関わらず

⑧を選択してください。 

外食産業 ⑮  

情報通信業 ⑭ 
 

鉄道業 ⑮ 
 

ガス・電気・水道業 ⑮ 
 

公社・財団法人・社団法人等 ⑭ 
 

製氷店舗 ⑧  

持ち帰り弁当店舗 ⑪  

ピザ宅配店舗 ⑪  

宿泊施設 ⑭  

そ

の

他 

新聞販売所 ⑬  

添付資料 
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財団法人日本容器包装リサイクル協会 御中

□ □ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○

※送付状に記載の「特定事業者コード」を必ず転記してください。

印

●印の項目は必ず記入をするようお願いします。 ※代表者印を必ず押印してください。

  （カナ）   (カナ)   (カナ)

  （カナ）

〒 －

0 3 － 0 0 0 0 － 0 0 0 0

  (カナ）

〒 －

　（カナ）

１．２分割 (4月：50％、7月：50％)

２．４分割 (4月：40％、7月：30％、10月：15％、1月：15％)

３．一括払い (7月)

４．３分割 (7月：50％、10月：25％、1月：25％)

５．一括払い (７月)

（特定事業者→所属商工会議所・商工会→財団法人日本容器包装ﾘｻｲｸﾙ協会） ※処理をした商工会議所名・商工会名、担当者名をご記入ください

円／ｋｇ 円／ｋｇ 円／ｋｇ

都道
府県

●氏名

20.4 89.1

  4.PETボトル

3.9 4.8 7.1 9.1円／ｋｇ

0 3  － 0 0 0 0　－ 0 0 0 1 FAX 0 3  － 0 0 0 0　－ 0 0 0 2 Ｅ-mail

役職

都  道
府  県

平　成

住　所

部署名

●ＴＥＬ

会社（個人事業）
設立年月

明治
大正
昭和
平成

●再商品化義務量算定基準決算年月
（算定の根拠となった決算年月を記入）

月年

　年間の再商品化委託料金が10万円以下

商工会議所名
商工会名

担当者名

　年間の再商品化委託料金が３千万円以上

　年間の再商品化委託料金が10万円超、３千万円未満

●特定事業者名

●特定事業者コード

代表者役職

●再商品化委託料金
(円)

所属団体名
（複数ある場合は
複数記入）

円／ｋｇ

●主たる業種
(再商品化委託の申込要領から該当する番号を選んで記入)

資本金等
（単位：千円）

●ピーク時の従業員数
（単位：人）

●全事業の売上高（消費税込み）
（単位：千円）

●特定事業者住所

到着日

●再商品化委託料金
合計(円)

商工会議所・商工会使用欄

●代表者
氏名

　●代表電話番号

5.紙製容器包装 6．プラスチック製容器包装

③

月年

単位：㎏
３.その他の色

ガラスびん

2.茶色1.無色

担当部署

※《住所》が《特定事業者
住所》と同一の場合、

省略可

●再商品化委託料金
   の支払方法

（該当する番号を○
で囲んでください）

●再商品化委託申込量
(kg)

平成１８年度
再商品化委託単価

平成18年度　再商品化委託契約申込書 (申込用紙１)

●

●

●※｢特定事業者名」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）をご記入ください。

平成○○年○○月○○日

特定事業者名

代表者役職・氏名

「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」に基づく特定分別基準適合物の再商品化を下記のとおり委託することを申し込みます。なお、別添の再商品化委託契約約款の内容を熟読し、確認しました。
再商品化委託契約は、財団法人日本容器包装リサイクル協会(以下 「協会」 という。）が、本申込書につき記入漏れなどの過誤がないことを協会が確認したうえ、再商品化委託承諾書を発行した時に成立するものとします。
再商品化委託契約には別添の再商品化委託契約約款が適用されるものとします。申込書の記載事項に過誤を発見したときは直ちに協会に書面で通知します。

円／ｋｇ

平成１８年  ２ 月  １ 日（水） 締切

協会使用欄

記入例（１）

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9. 11.

10.

12.

13.

14.

15. 16. 17. 18.

19. 20. 21.

22.

23.

24. 25. 26.

27.

28. 29. 30.

31.

32.

33.

35.34.

株式会社　　容器包装商事

カブシキガイシャ　　ヨウキホウソウショウジ ヨウ　キ　イチ　ロウ

容　器　一　郎

123　　 1111

東京 港区虎ノ門1-14-1　第一ビル２Ｆ

ミナトクトラノモン　　　　　　ダイイチ

ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ

代表取締役社長

清涼飲料水販売商組合
酒類輸入商組合

医薬品製造業会
食料品製造業協会

※申込用紙２を用いて算定
した後に転記してください。 ※左記1.～6.の合計金

額を記入してください。

代表取締役社長 容　器　一　郎

株式会社　　容器包装商事

※　郵便番号・都道府
県名は、必ず記入してく
ださい。

5

※担当部署の電話番号を、
必ず、記入してください。

※担当者氏名を、必ず、
記入してください。

123　　 1112
東京 港区虎ノ門6-1-2

ミナトクトラノモン

○○○部 ○○○課長
ヨウ　キ　ｼﾞ　ロウ

容　器　二　郎

○○○@△△△.co.jp
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〔４〕 申込用紙２「平成 18 年度 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ください。 

 
（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、

ご提出ください。 

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、ご記入

ください。 
 

＜「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 

● 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（p.10 の記入例（2）をご参照ください。） 

 
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

入ください。 

2．特定事業者名 － 事業者名をご記入ください。なお、法人格を示す名称は省略せずに

ご記入ください。 

3．「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①」（利用事業者の場合） 
「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①」 

（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（小数点第 1位を四捨五入）でご記入ください。 

 

 
 
 
 
 

 
 

＜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ください。 
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。 

＜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①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。 

(小数点第１位を四捨五入) ①＝Ａ×Ｂ÷1000 
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4．「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包装の量②」 
 － 前頁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包

装の量」を、各用途ごとに kg 単位（小数点第 1位を四捨五入）でご

記入ください。（０の場合は「０」と記入） 

5．「①のうち事業活動により費消した特定容器包装の量③」 
 － 前頁①のうち、「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（小数点第 1 位を四捨五入）でご記入ください。

（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.6 の説明をご参照ください。 

6．「個々の特定事業者の排出見込量④」 
 － 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（小

数点第１位を四捨五入）でご記入ください。 

 

7．「再商品化義務量④×⑤」 
 － 上記で求めた「個々の特定事業者の排出見込量④」に、算定用紙に

記載の「用途別再商品化義務量自主算定係数⑤」を乗じて「再商品

化義務量」を算出し、kg 単位（小数点第 1 位を四捨五入）でご記入

ください。 

 

＜「排出見込量」の算出方法＞ 

 

＝ ＋ －

 

 

排出見込量 

(kg) 

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） 

① 

①のうち自ら

又は他者への

委託により回

収した量(kg) 
② 

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）

③ 

＜「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⑥」 

 － 上記で用途ごとに求めた「再商品化義務量④×⑤」を合計し、kg 単

位（小数点第 1位を四捨五入）でご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．「再商品化委託料金⑥×⑦」 

 － 上記で求めた「再商品化委託申込量⑥」に、算定用紙に記載の「再

商品化委託単価⑦」を乗じて「再商品化委託料金」を算出し、円単

位でご記入ください。（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18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。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥ =（A)～（Ｉ）の合計

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ↑ ③ =（A)～（Ｉ）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）→

再商品化委託料金(円）

⑦＝再商品化委託単価

④ = 再商品化委託単価 ③×④=再商品化委託料金

⑥×⑦＝再商品化委託料金

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）
④ × ⑤

1,868

再商品化委託単価 (円/kg）
（消費税を含みます）

0.63016

0.62324

個々の特定事業者の
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの排出見込量

(kg)

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

0.57183

950

用途

0.63035

用途

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。

容
 
器

②

0.49119

0.62263

0.62256

0.59677

株式会社容器包装商事△ ○○△△ 特定事業者名○○

容
 
器

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)

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
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

 ①

0.24930

0.31928

0.49811

0.25263

0.56694

0.59883

0.53564

0.51465

0.49804

（円未満切り捨て）

89．1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）

（円未満切り捨て）

89．1円/kg

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

再商品化義務量

小数点第１位
を四捨五入（ｋｇ）
① × ②

特定事業者コード □□△

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
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

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
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

②

①のうち、事業活動に
より費消した特定容器

の量 (kg)
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの排出見込量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）
 ④ = ① - (② + ③)

5,000 2,000 0 3,000

600

2,468

0.631583,000 0 2,050

自主算定方式

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、
  「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包装の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

プラスチック製容器包装 利用事業者用

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

1
0

219,898
8.

9.

申込用紙２－プラスチック－利用 平成18年2月1日（水）締切



11 

 ２） 「簡易算定方式」により算定を行う場合の記入要領（p.13 の記入例（3）をご参照ください。） 

 
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

入ください。 

2．特定事業者名 － 事業者名をご記入ください。なお、法人格を示す名称は略さずご記

入ください。 

3．「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①」（利用事業者の場合） 
「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①」 

（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（小数点第 1位を四捨五入）でご記入ください。 

 

 

 

 

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 （小数点第１位を四捨五入） 

＜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①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。 



12 

 

4．「再商品化義務量①×②」 
 － 前頁で求めた「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①」に、算定用紙に記載の「用途別再商品化義務量簡

易算定係数②」を乗じて「再商品化義務量」を算出し、kg 単位（小

数点第 1位を四捨五入）でご記入ください。 

 

5．「再商品化委託申込量③」 
 － 上記で用途ごとに求めた「再商品化義務量①×②」を合計し、kg 単

位（小数点第 1位を四捨五入）でご記入ください。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6．「再商品化委託料金③×④」 
 － 上記で求めた「再商品化委託申込量③」に、算定用紙に記載の「再

商品化委託単価④」を乗じて「再商品化委託料金」を算出し、円単

位でご記入ください。（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） 

前事業年度において当該用

途に利用又は製造等をした

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18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。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥ =（A)～（Ｉ）の合計

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ↑ ③ =（A)～（Ｉ）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）→

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
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

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
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

②

①のうち、事業活動に
より費消した特定容器

の量 (kg)
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの排出見込量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）
 ④ = ① - (② + ③)

特定事業者コード □□△

（円未満切り捨て）

89．1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）

（円未満切り捨て）

89．1円/kg

0.24930

0.31928

0.49811

0.25263

0.56694

0.59883

0.53564

0.51465容
 
器

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)

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
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

 ①

5,000

3,000

株式会社容器包装商事△ ○○△△ 特定事業者名○○

用途

0.63035

用途

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。

容
 
器

②

0.49119

0.62263

0.62256

0.59677

個々の特定事業者の
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの排出見込量

(kg)

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

0.57183

0.63158

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

2,490

0.63016

0.62324

0.49804

再商品化義務量

小数点第１位
を四捨五入（ｋｇ）
① × ②

⑥×⑦＝再商品化委託料金

再商品化義務量

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）
④ × ⑤

再商品化委託単価 (円/kg）
（消費税を含みます）

3,248

再商品化委託料金(円）

⑦＝再商品化委託単価

④ = 再商品化委託単価 ③×④=再商品化委託料金

758

自主算定方式

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、
  「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包装の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

プラスチック製容器包装 利用事業者用

1. 2.

3. 4.

5.
6.

1
3

289,396

申込用紙２－プラスチック－利用 平成18年2月1日（水）締切
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４．オンラインによる申込・非申込方法 

〔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、毎日 7:00～23:00（土日・祝祭日を含む）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〕動作環境 

インターネットによるオンライン申込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 Second Edition、WindowsNT、Windows2000、WindowsXP 

②ブラウザ：InternetExplorer6.0 SP1 以上 

注）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「平成 18 年度オンライン手続き」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 

Adobe Acrobat Reader 4.0 以上 

※ ヘルプページでダウンロードできます。 

 

〔３〕オンラインによる申込時のご注意 

①初回ログイン時に変更したパスワードは、今後のログインの際に必要になります。 

また、不正なアクセスを防止するため、ユーザＩＤ・パスワードの管理につきましてはご注意

いただきますようお願いいたします。 

②オンラインによる申込においては、『申込用紙１(基本情報) の入力』、『申込用紙２(算定用

紙)の入力』、『再商品化委託料金の支払方法の選択』の順に実施して頂いた後に、申込登録入

力申込画面上の［申込登録］ボタンをクリックしないと申込登録処理を完了したことになりま

せん。必ず［申込登録］ボタンをクリックするようにしてください。 

③平成 17 年度以前の申込登録情報についても、平成 17 年 8 月 31 日時点の情報に限りますが、

照会可能となっておりますのでご確認下さい。 

 

〔４〕再商品化委託の申込に関するお問合せ先 

○オンライン画面操作、ユーザ ID・パスワードについて 

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 

電話番号  ：03-5610-6261 

（受付時間 ：平日 9:30 ～ 17:30 土日・祝祭日を除く） 

ＦＡＸ番号 ：03-5610-6245 

 

○上記以外及び法律の概要、手続きについて 

財団法人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） 

    ＦＡＸ番号 ：03-5532-9698 
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〔５〕web ブラウザの起動 

「InternetExplorer」(インターネットエクスプローラ)を起動してください。 

 

〔６〕URL の入力 

InternetExplorer のアドレスに https://reinscp.jcpra.or.jp/ と入力して［Enter］キー

を押下するか、［更新］ボタンをクリックします。 

 

 

①ここに 

https://reinscp.jcpra.or.jp/ 

と入力します 

②［更新］ボタンをクリックしてくださ

い。 
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〔７〕オンラインシステムへのログイン 

「平成 18 年度オンライン手続き」のページが表示されます。 

画面中央に［＜＜ユーザ ID をお持ちの方はこちらからログインしてください＞＞］というリン

クがあります。このリンクをクリックすると、容器包装リサイクル業務ログイン画面が表示され

ます。 

 

 

①ここをクリックして

ください 
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〔８〕ユーザ ID、パスワード入力 

容器包装リサイクル業務ログイン画面の［ユーザ ID:］欄には、送付状(同封書類の 1枚目)に

記載されている貴社(組合)の特定事業者コード(半角数字 10 文字)を入力してください。 

［パスワード:］欄には、同様に送付状(同封書類の 1枚目)に記載されているパスワードを入力

してください。 

ユーザ ID およびパスワードを入力したら［ログイン］ボタンをクリックしてください。 

パスワード使用がはじめての場合はパスワード変更ページが表示されます。 

パスワード使用が 2回目以降の場合は、TOP PAGE が表示されます。 

 

 

【パスワードの使用が初めての場合】 

 

 

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)を入力してくださ

い。 

②新たにご自分でお決めになった新パス

ワード(半角)を入力してください。 

①［ユーザＩＤ］(特定事業者コード 10 桁)

［パスワード］(初期パスワードは 6桁) 

を入力して［ログイン］ボタンをクリックし

てください 

③新たにお決めになった新パスワード(半

角)を、もう一度この欄に入力してくださ

い。 

④各欄入力後に、［変更する］ボタンをク

リックしてください。 
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〔９〕TOP PAGE 

正しくログインすると、以下の TOP PAGE が表示されます。 

TOP PAGE には「協会からのお知らせ」、および「業務のご案内」が表示されます。 

「業務のご案内」に表示される年度ごとの申込状況が「未入力」または「入力中」の場合には、

申し込みを完了していただく必要があります。 

申込状況欄の「未入力」または「入力中」の文字をクリックしてください。 

 

 

①「未入力」の文字をクリックして

ください。 
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〔10〕申込登録入力年度選択画面 

年度選択画面上で申込対象年度、および申込・非申込の種別にチェックをつけ、［次へ］ボタ

ンをクリックしてください。 

 

 

〔11〕申込登録入力約款画面 

申込登録入力約款画面に表示される約款の内容を確認して、同意される場合には［同意する］

ボタンをクリックしてください。 

 ［同意しない］ボタンをクリックすると、申込処理を中断し年度選択画面に戻ります。 

 

 

①申込・非申込の種別にチェッ

クをつけてください。 

②申込対象年度に

チェックをつけて

ください ③［次へ］ボタンをクリックしてく

ださい。 

①約款内容に同意する場合は、

［同意する］ボタンをクリック

してください。 
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〔12〕新規の申込登録 

約款に同意すると、申込登録入力画面が表示されます。 

この画面から、以下の①から③の順に入力を行い、すべて終了したら［申込登録］ボタンをクリ

ックしてください。 

①申込用紙１(基本情報) 

②素材種別・製造利用種別ごとの申込用紙２(算定用紙) 

③再商品化委託料金の支払方法の選択 

 

 

①申込用紙１(基本情報)欄の［入力］

ボタンをクリックしてください。 

②素材種別・製造利用種別ごとの申

込用紙２(算定用紙)欄の［入力］ボ

タンをクリックしてください。 

③再商品化委託料金の支払方法を選

択してください。 

④［申込登録］ボタンをクリックし

てください。 
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〔13〕新規の申込登録入力方法 

①申込用紙１(基本情報)欄の［入力］ボタンをクリックすると、入力項目説明画面と、基本情報

の入力画面が重なって表示されます。入力項目説明画面に記載された内容に沿って、基本情報

の入力を行ってください。 

基本情報の入力画面には、事業者名など、当協会で既に把握している事項について表示してお

りますが、表示内容に修正が必要な場合には、修正を行った上で登録してください。 

入力し終わったら、［登録］ボタンをクリックしてください。 

 

 

①入力項目説明画面を閉じる場合に

は、［閉じる］ボタンをクリックしてく

ださい。当画面を閉じても申込用紙１

(基本情報)入力画面はそのまま残りま

す。 
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※ 赤字の※印がついている項目は必須入力項目です。必ず入力してください。 

 

 

 

①申込用紙１

(基本情報)の

内容を確認・

修正してくだ

さい。 

②［登録］ボタンをクリックしてく

ださい。 
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必須入力項目を入力しないで［登録］ボタンをクリックすると、下記のようにエラーが表示さ

れ、入力エラーのある項目の背景色が赤くなります。 

入力エラー項目を正しく入力し、再度［登録］ボタンをクリックしてください。 

 

 

［登録］ボタンをクリックすると、下記の入力内容確認画面が表示されます。 

入力内容に間違いが無ければ、［実行］ボタンをクリックしてください。 

 

 

①入力エラー項目に正

しい値を入力してくだ

さい。 

②［登録］ボタンをクリックしてく

ださい。 

①［実行］ボタンをクリックして

ください。 
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［実行］ボタンをクリックすると以下の確認メッセージが表示されますので、［次へ］ボタン

をクリックして申込登録入力画面に戻ってください。 

 

 

①［次へ］ボタンをクリックして

ください。 
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②申込登録入力画面で、登録が必要な素材の製造利用種別を選択し、［入力］ボタンをクリック

すると、申込登録入力(委託料金)画面が表示されます。 

申込が必要な用途ごとに算定方式および量を入力してください。 

自主算定方式を選択した場合は、使用量・回収量・費消量を、簡易算定方式を選択した場合に

は使用量のみを入力してください。自主算定方式を選択した場合は、回収量・費消量が無しの

場合にも、省略せずに必ず 0を入力してください。 

 

 

使用量・回収量・費消量を入力したら［合計計算］ボタンをクリックしてください。 

再商品化委託申込量、および再商品化委託料金が自動計算表示されます。 

計算された再商品化委託申込量、および再商品化委託料金に間違いが無ければ、［登録］ボタ

ンをクリックしてください。 

 

 

①算定方式を選択し

てください。 

②使用量・回収量・費消量を入

力してください。 

※自主算定方式を選択した場

合、回収量・費消量が無しの場

合にも、必ず 0 を入力してくだ

さい。 

①［合計計算］ボタンをクリッ

クしてください。 

②計算された再商品化委託申込

量、および再商品化委託料金に

間違いが無ければ［登録］ボタ

ンをクリックしてください。 
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［登録］ボタンをクリックすると、入力内容確認画面が表示されます。再度入力内容に間違い

が無いことを確認し、よろしければ［実行］ボタンをクリックしてください。 

 

 

［実行］ボタンをクリックすると以下の確認メッセージが表示されますので、［次へ］ボタン

をクリックして申込登録入力画面に戻ってください。 

 

 

※ 申込登録が必要な素材分だけ、②の処理を繰り返してください。 

 

①［実行］ボタンをクリックし

てください。 

①［次へ］ボタンをクリックし

てください。 
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③申込用紙１(基本情報)、申込用紙２(算定用紙)の入力が終了したら、再商品化委託料金の支払

方法を選択してください。 

 

 

①再商品化委託料金の支払方法

を選択してください。 
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④申込用紙１(基本情報)の入力、申込用紙２(算定用紙)の入力、再商品化委託料金の支払方法選

択が終了したら、［申込登録］ボタンをクリックしてください。 

 

 

［申込登録］ボタンをクリックすると以下の確認画面が表示されます。ここでもう一度再商品

化委託料金および再商品化委託料金の支払方法を確認し、間違いが無ければ［実行］ボタンを

クリックしてください。 

※ ［実行］ボタンをクリックすることで、申込登録の完了となります。 

最後によく確認してください。 

 

 

①［申込登録］ボタンをクリッ

クしてください。 

①［実行］ボタンをクリッ

クしてください。 
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［実行］ボタンをクリックすると下記の確認メッセージが表示されます。［完了］ボタンをク

リックして年度選択画面に戻ってください。 

 

 

①年度選択画面に戻る場合

には［完了］ボタンをクリ

ックしてください。
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〔14〕申込登録内容変更方法 

①一旦申込登録を行った再商品化委託契約申込内容を変更する場合には、画面左側のメニューか

ら、「登録内容変更」をクリックしてください。 

※ 「業務のご案内」欄の「登録内容変更画面へ」のリンクをクリックすることによっても登

録内容変更画面に移ることができます。 

 

 

①「登録内容変更」をクリック

してください。 

※「登録内容変更画面へ」リン

クをクリックすることによって

も画面遷移します。 
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申込内容を変更する場合は、申込変更入力年度選択画面で変更内容および申込内容変更対象の

年度を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 

申込状況が「申込受付待」又は「異議申立期間」となっている年度のみ選択可能です。 

※ 約款への同意以降の入力方法については、新規登録時と同じ手順になりますので、〔13〕新

規の申込登録入力方法をご参照願います。 

 

 

①変更内容を選択して

ください。 

②申込内容変更対

象の年度を選択し

てください。 

③［次へ］ボタンをクリ

ックしてください。 
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〔15〕非申込登録入力方法 

平成 18 年度手続きより、非申込登録もオンラインから行うことが可能になります。 

TOP PAGE から申込登録入力画面を表示し、以下の①から③の順に入力を行ってください。 

①申込種別「非申込」、非申込登録を行う年度を選択して非申込入力画面を表示します。 

②非申込内容を登録してください。 

③選択した非申込理由によっては、確証送付状の出力を行います。 

 

①申込登録入力年度選択画面で、申込種別「非申込」、非申込対象年度を選択し、［次へ］ボタン

をクリックしてください。 

 

 

①申込種別で非申込を選択して

ください。 

②非申込登録する

年度を選択してく

ださい。 

③［次へ］ボタンをクリックし

てください。 
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②申請する非申込理由にチェックを付け、基本情報・今後の連絡先を入力し、［登録］ボタンを

クリックします。 

 

 

 

①申請する

非申込理由

にチェック

を付けてく

ださい。 

②基本情報・

今後の連絡先

を入力してく

ださい。 

③［登録］ボタンをクリックし

てください。 
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［登録］ボタンをクリックすると、下記確認画面が表示されます。選択した非申込理由および

基本情報・今後の連絡先の内容に間違いが無いことを確認して、［実行］ボタンをクリックし

てください。 

 

 

③確証が必要な非申込理由(廃業、又は自主ルートの申請)を選択した場合、下記の非申込確証送

付状出力画面が表示されます。［印刷］ボタンをクリックし、非申込確証送付状を出力してく

ださい。確証不要の非申込理由を選択した場合には、この画面は表示されず、④の確認メッセ

ージが表示されます。 

 

 

①［実行］ボタンを

クリックしてくだ

さい。 

①［印刷］ボタンをクリックしてく

ださい。 
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④非申込登録処理が終了すると以下の確認メッセージが表示されます。［完了］ボタンをクリッ

クして申込登録入力年度選択画面に戻ってください。 

 

 

①［完了］ボタンをクリック

してください。 
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〔16〕申込状況照会方法 

登録済みの申込情報について、オンライン画面から照会することができます。 

 

①画面左側のメニューから、「申込状況照会」をクリックしてください。 

※「申込状況照会画面へ」のリンクをクリックすることによっても申込状況照会画面に移るこ

とができます。 

 

 

②申込状況照会を行いたい年度を選択し、［次へ］ボタンをクリックしてください。 

 

 

①「申込状況照会」をクリッ

クしてください。 

※「申込状況照会画面

へ」リンクをクリック

することによっても画

面遷移します。 

①照会したい申込年度を選

択してください。 

②［次へ］ボタンをク

リックしてください。
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③申込用紙１(基本情報)の内容を照会する場合には、申込用紙１(基本情報)欄の［詳細］ボタン

をクリックしてください。 

 

 

申込用紙１(基本情報)の内容が表示されます。元の画面に戻りたい場合は［戻る］ボタンをク

リックしてください。 

 

①［詳細］ボタンをク

リックしてください。

①元の画面に戻りたい

場合は［戻る］ボタン

をクリックしてくださ

い。 
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④申込用紙２(算定用紙)の内容を照会する場合には、素材ごとの製造利用種別を選択し［詳細］

ボタンをクリックしてください。 

 

 

申込用紙２(算定用紙)の内容が表示されます。元の画面に戻りたい場合には［戻る］ボタンを

クリックしてください。 

 

 

①申込用紙２(算定用紙)の内容を

照会したい素材の製造利用種別を

選択してください。 

②［詳細］ボタンをクリックし

てください。 

①元の画面に戻りたい場合に

は［戻る］ボタンをクリックし

てください。 
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〔参考資料〕ブラウザ（InternetExplorer）のインターネットオプションの設定 

 

Ｑ１：ログイン画面にＩＤ、パスワードを入力すると、セキュリティの警告のあと、ログイン画

面から進まなくなる。 

Ａ ：プロキシを経由してインターネット接続している場合にブラウザの設定が正しくない可能

性があります。以下のＩＥの設定をご確認ください。  

   ＜＜ＩＥ設定変更方法＞＞ 

(1)[スタート]ボタン →「すべてのプログラム(P)」→「Internet Explorer」をクリックし

Internet Explorer を起動します。（クラシック スタート メニューの場合は、[スター

ト]ボタン →「プログラム(P)」→「Internet Explorer」です。） 

(2)Internet Explorer の「ツール(T)」→「インターネット オプション(O)」をクリックし

ます。「インターネット オプション」ウィンドウが開きます。 
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(3)「詳細設定」タブをクリックし、タブを切り替えます。 

 

 



41 

(4)「プロキシ接続で HTTP 1.1 を使用する」にチェックします。 

 

 

(5)[OK]ボタンをクリックします。 

 

(6) Internet Explorer でインターネットのページが見られることを確認してください。 
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Ｑ２：＜＜ユーザ ID をお持ちの方はこちらからログインしてください＞＞のリンクをクリックし

た際にログイン画面が一瞬表示されるが、すぐに消えてしまう。 

Ａ ：WindowsXP SP2 を使用している場合にブラウザの設定が正しくない可能性があります。以

下のＩＥの設定をご確認ください。 

   ＜＜ＩＥ設定変更方法＞＞ 

(1)[スタート]ボタン →「すべてのプログラム(P)」→「Internet Explorer」をクリックし

Internet Explorer を起動します。（クラシック スタート メニューの場合は、[スター

ト]ボタン →「プログラム(P)」→「Internet Explorer」です。） 

 

(2)Internet Explorer の「ツール(T)」→「インターネット オプション(O)」をクリックし

ます。「インターネット オプション」ウィンドウが開きます。 

 



43 

(3)「プライバシー」タブの「ポップアップをブロックする」のチェックをはずします。 

 

 

(4)[OK]ボタンをクリックします。 

 

(5)Internet Explorer でインターネットのページが見られることを確認してください。 
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Ｑ３：パスワード変更ページで「変更する」ボタンをクリックすると、画面に「Error 500--Internal 

Server Error」と表示される。 

ログイン画面にＩＤ、パスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックすると、画面が

切り替わった後に画面の左上に「ログインしていないか、セッションがタイムアウトにより

切断されました。」と表示される。 

Ａ ：ブラウザが Cookie が使用できない設定になっている可能性があります。以下のＩＥの設定

をご確認ください。 

＜＜ＩＥ設定変更方法＞＞ 

(1)[スタート]ボタン →「すべてのプログラム(P)」→「Internet Explorer」をクリックし

Internet Explorer を起動します。（クラシック スタート メニューの場合は、[スター

ト]ボタン →「プログラム(P)」→「Internet Explorer」です。） 

(2)Internet Explorer の「ツール(T)」→「インターネット オプション(O)」をクリックし

ます。「インターネット オプション」ウィンドウが開きます。 
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(3)「プライバシー」タブの「設定」つまみを「中-高」以下に設定します。 

 

 

(4)[OK]ボタンをクリックします。 

 

(5) Internet Explorer でインターネットのページが見られることを確認してください。 

 

 

 

以上 



申込～契約までのフローチャート

１．申込用紙の郵送による申込の場合

①申込

申込用紙1，2に必要事項を記入し、所属商工会議所・商工会宛返信用

封筒に入れて郵送してください。

（申込用紙１，２の記入方法については、「再商品化委託の申込要領」

をご参照ください。）

②契約

申込受付後、１ヵ月程度の期間を経て当協会より「再商品化委託承諾書」を郵送します。

申込内容に相違が無いかをご確認ください。

申込内容に相違があった場合

・申込内容に相違があった場合、「再商品化委託承諾書」を当協会に返送してください。

申込内容に変更が生じた場合

・申込内容に変更が生じた場合、「申込・契約訂正申請書」の他、必要な書類をご用意

　のうえ、当協会に送付してください。

ご参考資料
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２.オンラインによる申込の場合

①申込

インターネットを利用し、オンラインにより申込を行ってください。

（操作方法については、「再商品化委託の申込要領」をご参照ください。）

②申込受付通知

申込の受付後、当協会より申込受付通知が発信されますので、申込内容に相違が無いかを

ご確認ください。

申込内容に変更が生じた場合

・申込内容に変更が生じた場合は、所定の期間内に、オンラインにより

　変更を行ってください。

③契約

申込受付後、所定の期間内に申込内容をご確認いただき、申込時に使用した

Ｅ-Ｍａｉｌアドレスに「再商品化委託承諾書」の発行を通知します。

契約内容に変更が生じた場合

・契約内容に変更が生じた場合、「申込・契約訂正申請書」の他、必要な書類をご用意

　のうえ、当協会に送付してください。
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