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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：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「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』、『再商品化実施委託料金の支払方法の選択』の順に実施していただいた後に、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１９年度以前の申込登録情報については、オンラインで照会可能となっておりますのでご

確認ください。 

 

〔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。 

 

 

〔７〕オンラインシステムへのログイン 

「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ここに 

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

と入力します 

①ここをクリックして

ください 

②［更新］ボタン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・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。 

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。 

②申込対象年度に

チェックをつけて

ください 
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〔12〕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・利用製造種別ごとの申込用紙２(算定用紙) 

③再商品化実施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・利用製造種別ごとの申

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再商品化実施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〕申込登録入力方法 

①申込用紙１(基本情報)欄の入力方法 

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申込用紙２(算定用紙)の入力方法 

申込登録入力画面で、登録が必要な素材の利用製造種別を選択し、［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・回収量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、および再商品化実施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、および再商品化実施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

再商品化実施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再商品化実施委託料金の支払方法の選択 

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、再商品化実施委託料金の

支払方法を選択してください。 

 

 
①再商品化実施委託料金の支払

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、再商品化実施委託料金の支払方

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

化実施委託料金および再商品化実施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「入力済み」又は「修正可能期間中」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〕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 

非申込登録もオンラインから行うことが可能です。 

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(事業の廃止、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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非申込確証送付状が画面上に表示されますので、通常使用するプリンタより出力してください。 

 

 



36 

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、素材ごとの利用製造種別を選択し［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

照会したい素材の利用製造種別を

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。 

 

 

(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。 

 

(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。 

(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 




