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平成 28 年 2 月 22 日 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 

 

平成平成平成平成２２２２８８８８年度再商品化業務年度再商品化業務年度再商品化業務年度再商品化業務にににに係係係係るオンラインるオンラインるオンラインるオンライン操作操作操作操作マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル 

（（（（紙製容器包装紙製容器包装紙製容器包装紙製容器包装））））    

    

実績報告をはじめとする再商品化業務に伴う各種手続きは当協会オンラインシステム「REINS」に

より行います。手続きの方法については以下をご参照ください。 

 

１１１１．．．．登録登録登録登録データのデータのデータのデータの変更変更変更変更についてについてについてについて（（（（ページ４ページ４ページ４ページ４））））    

事業者名、所在地、担当者等、登録データに変更が生じる場合は、紙容器事業部まで電話でご連絡

ください。当協会にて登録データの入力制限解除を行い、解除後、電話でご連絡いたしますので、オ

ンライン画面から変更を行っていただきます。 

    

２２２２．．．．月次実績報告月次実績報告月次実績報告月次実績報告についてについてについてについて（（（（代表事業者用代表事業者用代表事業者用代表事業者用はページ５はページ５はページ５はページ５、、、、構成事業者用構成事業者用構成事業者用構成事業者用はページ７はページ７はページ７はページ７））））    

ジョイントグループを構成する再生処理事業者（代表事業者及び各構成事業者）は当該月の市町村

からの引き取り量、再生処理事業者間の工程間移動量、再商品化製品利用事業者への販売量を、オン

ライン画面から入力していただきます。その後、代表事業者がジョイントグループの入力内容を確認

し、当協会へオンライン画面で報告していただきます（各月のオンライン受付期間は「６．月次実績

報告のオンライン受付期限・時間」をご参照ください）。 

また、オンライン画面からの入力だけでなく、再商品化製品利用事業者の受領書（および別紙）、

計量伝票の写しは、当協会へ郵送していただく必要があります。（提出期限は「６．月次実績報告の

オンライン受付期限・時間」をご参照ください）。  

    

３３３３．．．．再商品化日報等再商品化日報等再商品化日報等再商品化日報等のののの管理帳票管理帳票管理帳票管理帳票についてについてについてについて（（（（ページ２３ページ２３ページ２３ページ２３））））    

（１）「管理帳簿日報・月報」 

ジョイントグループを構成する再生処理事業者（代表事業者及び各構成事業者）は、当該事業者が

担当する再生処理の実施状況（引き取り量、再生処理量、出荷量など）を工場ごとにＥｘｃｅｌファ

イルの管理帳簿に記録し、そのＥｘｃｅｌファイルを「REINS」のお知らせ画面の回答にてアップロ

ードしていただきます。 

    

４４４４．．．．品質調査結果品質調査結果品質調査結果品質調査結果のののの報告手順報告手順報告手順報告手順についてについてについてについて（（（（ページ２７ページ２７ページ２７ページ２７））））    

実施要領に基づき品質調査を実施後、記入済みの「紙容器包装引き取り品の品質評価票」を元にオ

ンライン入力をして頂きます。 

    

５５５５．．．．市町村市町村市町村市町村によるによるによるによる再商品化事業者再商品化事業者再商品化事業者再商品化事業者にににに対対対対するするするする現地確認対応現地確認対応現地確認対応現地確認対応についてについてについてについて（（（（ページページページページ３２３２３２３２））））    

市町村は、再商品化事業者の事業所に立ち入り、再商品化履行に関する現地確認を行うことができ

ます。現地確認の日程確定、実施確認報告につきましては、オンライン画面から入力していただきま

す。 
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６６６６．．．．月次実績報告月次実績報告月次実績報告月次実績報告のののの受付期限受付期限受付期限受付期限・・・・時間時間時間時間    

受付期限 ：  以下を参照   

受付期限 ：  以下を参照  受付時間 ： 7:00 ～ 23:00（土日祝日も利用可能） 

報告月 オンライン  

受付期限 

報告月 オンライン  

受付期限 

報告月  

（繰越分） 

オンライン 

受付期限 

２８年４月分 ５月６日(金) １０月分 １１月７日(月) ４月分 ５月８日（月） 

   ５月分 ６月６日(月)   １１月分 １２月５日(月) ５月分 ６月５日（月） 

   ６月分 ７月５日(火)   １２月分  １月６日（金） ６月分 ７月５日（水） 

   ７月分  ８月５日(金) ２９年１月分  ２月６日（月)   

   ８月分  ９月５日(月)    ２月分  ３月６日（月)   

   ９月分 １０月５日(水)    ３月分  ４月５日（水）   

※各月とも報告月の２５日から上記期限まで入力できます。オンライン入力が上記期限までに完了さ

れていない場合、再商品化実施料金の支払対象となりませんので注意ください。 

※月次実績報告の提出物（再商品化製品受領書、再商品化製品受領書（別紙）、計量伝票の写しにつ

いても、上記期日までに郵送してください（必着）。 

 

 

７７７７．．．．オンラインにオンラインにオンラインにオンラインに関関関関するするするする問合問合問合問合せせせせ先先先先    

 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 

      受付時間：9:30 ～ 17:30（但し下記日時を除く） 

（土日、祝祭日、年末年始 12月 29 日から翌年 1月 3日までを除く） 

※）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。 
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８８８８．．．．オンラインごオンラインごオンラインごオンラインご利用利用利用利用のののの動作環境動作環境動作環境動作環境    

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

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

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

Windows 8.0 / IE 10.0 

Windows 8.1 (Update1) / IE 11.0 

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

さい。 

注 2）Windows および IE環境は、Windows Update にて Windows 用更新プログラムを最新化し

てください。 

注 3）WindowsXPWindowsXPWindowsXPWindowsXP とととと Windows10Windows10Windows10Windows10 はははは対応対応対応対応しておりませんしておりませんしておりませんしておりません。。。。    

ログインにはブラウザのインターネットオプションのログインにはブラウザのインターネットオプションのログインにはブラウザのインターネットオプションの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設定設定設定がががが必要必要必要必要なななな場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。（。（。（。（設定内設定内設定内設定内

容容容容はははは「「「「オンラインオンラインオンラインオンライン手続手続手続手続きききき」」」」画面画面画面画面のののの下欄下欄下欄下欄「「「「ログインできないログインできないログインできないログインできない場合場合場合場合はこちらをごはこちらをごはこちらをごはこちらをご確認確認確認確認くださいくださいくださいください」」」」

をクリックしてオンラインをクリックしてオンラインをクリックしてオンラインをクリックしてオンライン操作操作操作操作Ｑ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａをををを参照参照参照参照してくださいしてくださいしてくださいしてください））））    

 

（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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９９９９．．．．オンラインによるオンラインによるオンラインによるオンラインによる手続手続手続手続きについてきについてきについてきについて    

（（（（１１１１））））登録登録登録登録データのデータのデータのデータの変更手順変更手順変更手順変更手順についてについてについてについて    

事業者名、所在地、担当者等、登録データに変更が生じる場合は、紙容器事業部まで電話でご連

絡ください。当協会にて登録データの入力制限解除を行い、解除後、電話でご連絡いたしますので、

以下のオンライン画面から変更を行ってください。 

 変更になる情報 変更を行うオンライン画面 

再生処理事業者 

 

 

 

事業者名※１ 

所在地※１ 

代表者（氏名、役職）※１ 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

[登録申込]メニュー 

↓ 

[事業者基本情報入力]画面 

※左記の※１の項目が変更になる場合、当協会へ登

記簿謄本を提出してください。 

担当者 

（所在地、氏名、部署、役職、電話番号、

ＦＡＸ番号、メールアドレス） 

 

[登録申込]メニュー 

↓ 

[本社担当者入力]画面 

※ご担当者のメールアドレスが変更になる場合、

当協会からのお知らせが届かなくなる恐れがあり

ますので、速やかに変更を行ってください。 

工場名 

工場所在地 

工場担当者（氏名、部署、電話番号、Ｆ

ＡＸ番号、メールアドレス） 

[登録申込]メニュー 

↓ 

[工場基本情報入力]画面 

 

委託料金振込口座 

 

[契約]メニュー 

↓ 

[口座情報入力]画面 

※変更する場合、「再商品化委託費用の振込口座登

録依頼書」を印刷し、代表者印と金融機関確認印

を押印の上、当協会まで郵送してください。 

（１０日までに当協会に到着しない場合、当該月

の振込には反映されません。変更前の口座は解約

しないでください。） 

運搬事業者 事業者名 

所在地 

代表者（氏名、役職） 

ＦＡＸ番号 

[入札]メニュー 

↓ 

[運搬事業者入力]画面 
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（（（（２２２２））））月次実績報告月次実績報告月次実績報告月次実績報告のののの報告手順報告手順報告手順報告手順についてについてについてについて（（（（代表事業者用代表事業者用代表事業者用代表事業者用））））    

代表事業者の月次実績報告の報告手順は以下のとおりです。 

なお、手順には構成員としての手順も含まれています。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

  

３３３３．．．．製品利用事業者製品利用事業者製品利用事業者製品利用事業者へのへのへのへの販売実績販売実績販売実績販売実績のののの入力入力入力入力  (ページ12) 

当協会へご提出頂いた引取同意書に記載された製品

利用事業者がオンライン画面に一覧表示されますの

で、当該月に販売実績のある製品利用事業者について

販売量を入力してください。 

引引引引きききき取取取取りりりり実績実績実績実績のののの報告報告報告報告についてについてについてについて    販売実績販売実績販売実績販売実績のののの報告報告報告報告についてについてについてについて    

受付締切後に、市町村の報告値と不一致の場合や受領

書等に不備がある場合 

９９９９．．．．訂正依頼訂正依頼訂正依頼訂正依頼のののの通知通知通知通知メールのメールのメールのメールの受信受信受信受信    

入力した引取量と市町村が報告した引渡量が不一致の場合や、製品利用事業者の受領書の不備

などがある場合、訂正依頼のメールをご担当者宛に発信します。 

※構成事業者の入力値に対する訂正依頼も代表事業者へ通知します。 

報
告
内
容
に
問
題
が

な
い
場
合 

 

４４４４．．．．再商品化製品受領書再商品化製品受領書再商品化製品受領書再商品化製品受領書およびおよびおよびおよび別紙別紙別紙別紙のののの印刷印刷印刷印刷(ページ13) 

再商品化製品受領書と別紙をオンライン画面から印

刷します。 

５５５５．．．．製品利用事業者製品利用事業者製品利用事業者製品利用事業者へへへへ受領書受領書受領書受領書のののの記名記名記名記名、、、、押印依頼押印依頼押印依頼押印依頼    

製品利用事業者へ４項で印刷した再商品化製品受領

書への記名、押印依頼を行い、回収してください。 

 

 

２２２２．．．．工程間移動実績工程間移動実績工程間移動実績工程間移動実績のののの入力入力入力入力                        (ページ 10) 

ジョイントグループ内の前工程の事業者から引き取

った量を入力してください。 

※固形燃料化事業者が入力します。 

１１１１．．．．保管施設保管施設保管施設保管施設からのからのからのからの引引引引きききき取取取取りりりり実績実績実績実績のののの入力入力入力入力    (ページ 8 ) 

契約している保管施設がオンライン画面に一覧表示

されますので、当該月に引取実績のある保管施設に

ついて引取量を入力してください。 

※選別事業者、材料リサイクル事業者が入力します。 

 

６６６６．．．．ジョイントグループジョイントグループジョイントグループジョイントグループ構成員構成員構成員構成員のののの報告書類報告書類報告書類報告書類のののの受領受領受領受領                                                                                                    

ジョイントグループの構成員の販売実績確認のため、「再商品化製品受領書」、「計量伝票（写し）」の写しを 

ＦＡＸ等で受け取り、確認してください。 

 

８８８８．．．．協会協会協会協会へへへへ報告書類報告書類報告書類報告書類のののの郵送郵送郵送郵送                                                                                                                                                                                    

代表事業者自身が作成した「再商品化製品受領書」、「計量伝票（写し）」を当協会へ郵送してください。 

※郵送期限については「６．月次再商品化実績報告のオンライン受付期限・時間」をご参照ください。 

７７７７．．．．代表事業者実績総括報告代表事業者実績総括報告代表事業者実績総括報告代表事業者実績総括報告のののの入力入力入力入力                                                                                                                                                                                                            (ページ 15 )    

ジョイントグループの構成員（自身を含む）が入力した各実績報告値と６項で受領した報告書類を確認してく

ださい。入力値を訂正する場合は、構成事業者へ連絡して、構成事業者が訂正してください。 

 

次ページへ 

代表事業者のみ行います 

代表事業者のみ行います 

代表事業者のみ行います 
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※当該月において、市町村からの引き取り、再商品化製品の製造、販売を全く行わなかった場合でも、

「７．代表事業者実績総括報告」を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 
        

10101010．．．．実績報告値実績報告値実績報告値実績報告値のののの訂正訂正訂正訂正                                                                                                                                                                                                                    (ページ 20 )    

※構成事業者の入力値に対する訂正依頼の場合は、以下の手続きを構成事業者にご連絡してく

ださい。 

＜引取実績を訂正する場合＞ 

市町村の担当者にご連絡いただき、引取量の確認をお願いします（引取実績報告入力画面に市

町村が報告した引渡量が表示されます）。確認の結果、引取量を訂正する場合は、１項の「保

管施設からの引取実績の入力」に戻り、訂正入力を行ってください。 

＜販売実績を訂正する場合＞ 

３項の「製品利用事業者への販売実績の入力」に戻り、訂正入力を行ってください。訂正した

場合は再度、再商品化製品受領書の印刷をし、製品利用事業者の記名・押印後、当協会へ郵送

してください。代表事業者には書類の写しを送付してください。 

 

※上記の訂正を行った場合、代表事業者が再度７項の「代表事業者実績総括報告の入力」を行

ってください。 

11111111．．．．支払通知支払通知支払通知支払通知・・・・請求情報請求情報請求情報請求情報のののの照会照会照会照会                                                                                                                                                                                                                                                (ページ 22)    

オンライン画面で支払通知・請求情報の照会、印刷が行えます。照会可能になりしだい、電子メールでお知ら

せします。 

代表事業者のみ行います 

前ページから 
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（（（（３３３３））））月次実績報告月次実績報告月次実績報告月次実績報告のののの報告手順報告手順報告手順報告手順についてについてについてについて（（（（構成事業者用構成事業者用構成事業者用構成事業者用））））    

構成事業者の月次実績報告の報告手順は以下のとおりです。 

     

３３３３．．．．製品利用事業者製品利用事業者製品利用事業者製品利用事業者へのへのへのへの販売実績販売実績販売実績販売実績のののの入力入力入力入力  (ページ12) 

当協会へご提出頂いた引取同意書に記載された製品

利用事業者がオンライン画面に一覧表示されますの

で、当該月に販売実績のある製品利用事業者について

販売量を入力してください 

６６６６．．．．代表事業者代表事業者代表事業者代表事業者へへへへ報告報告報告報告    

「再商品化製品受領書」および計量伝票をＦＡＸ等で

代表事業者へ送付してください。 

４４４４．．．．再商品化製品受領書再商品化製品受領書再商品化製品受領書再商品化製品受領書およびおよびおよびおよび別紙別紙別紙別紙のののの印刷印刷印刷印刷(ページ13) 

再商品化製品受領書をオンライン画面から印刷しま

す。 

 

５５５５．．．．製品利用事業者製品利用事業者製品利用事業者製品利用事業者へへへへ受領書受領書受領書受領書のののの記名記名記名記名、、、、押印依頼押印依頼押印依頼押印依頼    

製品利用事業者へ４項で印刷した再商品化製品受領

書への記名、押印依頼を行い、回収してください。 

 

２２２２．．．．工程間移動実績工程間移動実績工程間移動実績工程間移動実績のののの入力入力入力入力                            (ページ 10) 

ジョイントグループ内の前工程の事業者から引き取

った量を入力してください。 

※固形燃料化事業者が入力します。 

１１１１．．．．保管施設保管施設保管施設保管施設からのからのからのからの引引引引きききき取取取取りりりり実績実績実績実績のののの入力入力入力入力    (ページ 8)                                                                 

契約している保管施設がオンライン画面に一覧表示

されますので、当該月に引取実績のある保管施設につ

いて引取量を入力してください。 

※選別事業者、材料リサイクル事業者が入力します。 

７７７７．．．．協会協会協会協会へへへへ報告書類報告書類報告書類報告書類のののの郵送郵送郵送郵送    

「再商品化製品受領書（原本）」および「計量伝票（写し）」を当協会へ送付してください。 

※郵送期限については「６．月次再商品化実績報告のオンライン受付期限・時間」をご参照ください。 

 

引引引引きききき取取取取りりりり実績実績実績実績のののの報告報告報告報告についてについてについてについて    販売実績販売実績販売実績販売実績のののの報告報告報告報告についてについてについてについて    

９９９９．．．．実績報告値実績報告値実績報告値実績報告値のののの訂正訂正訂正訂正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

＜引取実績を訂正する場合＞ 

市町村の担当者にご連絡いただき、引取量の確認をお願いします（引取実績報告入力画面に市町村が報告した

引渡量が表示されます）。確認の結果、引取量を訂正する場合は１項の「保管施設からの引取実績の入力」に戻

り、訂正入力を行ってください。 

＜販売実績を訂正する場合＞ 

３項の「製品利用事業者への販売実績の入力」に戻り、訂正入力を行ってください。訂正した場合は再度、再

商品化製品受領書の印刷をし、製品利用事業者の記名・押印後、当協会へ郵送してください。代表事業者には

書類の写しを送付してください。    

受付締切後に、市町村の報告値と不一致の場合や受領書

等に不備がある場合 

８８８８．．．．代表事業者代表事業者代表事業者代表事業者からからからから訂正依頼訂正依頼訂正依頼訂正依頼のののの連絡連絡連絡連絡    

入力した引取量と市町村が報告した引渡量が不一致の場合や、製品利用事業者の受領書の不備などがある場合、

訂正依頼のメールを当協会から代表事業者のご担当者宛に発信しますので代表事業者からご連絡を受けてくだ

さい。 
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１１１１））））オンラインでのオンラインでのオンラインでのオンラインでの操作方法操作方法操作方法操作方法    

①①①① 保管施設保管施設保管施設保管施設からのからのからのからの引引引引きききき取取取取りりりり実績実績実績実績のののの入力入力入力入力    ((((選別選別選別選別・・・・材料材料材料材料リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事業者事業者事業者事業者がががが入力入力入力入力))))    

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「引取実

績報告入力」から引取実績報告入力を開始します。     

    

 

下記の画面が表示されたら、当該ジョイントグループ分の当該月の引取量を入力してください。 

    

    

    

    

    

    

    

②検索ボタンをクリックする

と、画面の下段に契約保管施設

の一覧が表示されます。 

※引き取りを行わない再生処理

事業者の場合は何も表示されま

せん。 

③月間引取量（ｋｇ）に当該月

の引き取り量を入力してくださ

い。 

①対象年度、報告年月を選択し

ます（初期値で当該月が表示さ

れます）。 

①「未入力」（赤色表示）

をクリックすると引取実

績報告入力画面に遷移し

ます。 

選別在庫情報は選別工程での計

算上の各ジョイントグループの

月末在庫量です。（実際の各ジョ

イントグループの在庫量と異な

ることがあります。 



 資料 10-9

    

下記の確認画面で入力内容を確認し、入力内容が正しければ実行ボタンをクリックしてくださ

い。訂正を行う場合は、戻るボタンをクリックして入力画面で訂正を行ってください。 

 

  

以下の画面が表示されると、引き取り実績の入力は完了です。トップページに戻って次の処理

を行ってください。 

 

  

①入力内容が正しけ

れば実行ボタンをク

リックしてください。 

①入力した内容を印

刷したり、ＣＳＶファ

イルに出力できます。 



 資料 10-10

②②②② 工程間移動実績工程間移動実績工程間移動実績工程間移動実績のののの入力入力入力入力((((固形燃料化事業者固形燃料化事業者固形燃料化事業者固形燃料化事業者がががが入力入力入力入力))))    

左側のメニューの「工程間移動実績入力」から工程間移動実績入力を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該ジョイントグループの前工程の再生処理事業者から引き取った数量を入力してください。 

 

  

①工程間移動実績

入力をクリックし

ます。 

②対象年度、報告年

月を選択します（初

期値で当該月が表

示されます）。 

③検索ボタンをクリッ

クすると、前工程にあた

る再生処理事業者が一

覧表示されます。 

⑤入力が終わったら保

存ボタンをクリックし

ます。 

④数量（ｋｇ）に前工程

の再生処理事業者から引

き取った数量を入力しま

す。 

工程在庫情報は計算上の各ジョ

イントグループの月末在庫量で

す。（実際の各ジョイントグルー

プの在庫量と異なることがあり

ます。 
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下記の確認画面で入力内容を確認し、入力内容が正しければ実行ボタンをクリックしてくださ

い。訂正を行う場合は、戻るボタンをクリックして入力画面で訂正を行ってください。 

 

 

以下の画面が表示されると、工程間移動実績の入力は完了です。トップページに戻って次の処

理を行ってください。 

 

  

①入力内容が正しけ

れば実行ボタンをク

リックしてください。 
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③③③③ 製品利用事業者製品利用事業者製品利用事業者製品利用事業者へのへのへのへの販売実績販売実績販売実績販売実績のののの入力入力入力入力((((販売実績販売実績販売実績販売実績があったがあったがあったがあった全全全全てのてのてのての構成事業者構成事業者構成事業者構成事業者がががが入力入力入力入力をををを行行行行ってくだってくだってくだってくだ

さいさいさいさい))))    

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「販売（引

き渡し）実績報告入力」から販売実績報告入力を開始します。  

    

    

当協会へご提出いただいた引き取り同意書に記載された再商品化製品利用事業者が一覧表示さ

れますので、当該月の販売量を入力してください。 

 

  

 

①対象年度、報告年

月を選択します。 

②検索ボタンをクリックする

と、画面下段に製品利用事業者

の一覧が表示されます。 

③販売した製品種類を

選択します。 
④月間販売量（ｋｇ）、

引き取り伝票合計枚

数、引き取り伝票合計

数量を入力します。 

①「未入力」（赤色表示）を

クリックすると販売実績報

告入力画面に遷移します。 

 

⑤入力が終わったら保存ボタン

をクリックします。 
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下記の確認画面で入力内容を確認し、入力内容が正しければ実行ボタンをクリックしてくださ

い。訂正を行う場合は、戻るボタンをクリックして入力画面で訂正を行ってください。 

 

 

以下の画面が表示されると、販売実績の入力は完了です。再商品化製品受領書の印刷を行って

ください。 

 

  

①商品化製品受領書を一括で

印刷できます。クリックする

と、再商品化製品受領書のプレ

ビュー画面が表示されますの

で、印刷ボタンをクリックして

印刷を行ってください。 

一緒に実績報告書が印刷でき

ますが、入力結果の確認用です

ので提出する必要はありませ

ん。 

②再商品化製品受領書（別紙）

を一括で印刷できます。 

提出の必要はありません。 

 

①入力内容が正しけ

れば実行ボタンをク

リックしてください。 

③入力した内容をＣＳＶファ

イルに出力することができま

す。 
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＜再商品化製品受領書のプレビュー画面＞ 

 

  

製品利用事業者に月間

購入量を確認していた

だき、記名押印の依頼

をしてください。 
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④④④④ 代表事業者実績総括代表事業者実績総括代表事業者実績総括代表事業者実績総括報告報告報告報告のののの入力入力入力入力((((代表事業者代表事業者代表事業者代表事業者がががが入力入力入力入力をををを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください))))    

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「実績総

括報告」から実績総括入力を開始します。 

 

 

自身が代表事業者を務めるジョイントグループが一覧表示されますので、自身を含む各構成事

業者の入力状況および入力内容の確認を行ってください。 

 

  

③確認するジョ

イントグループ

を選択します。 

④各ボタンをクリックし、当該ジョイントグルー

プの自身を含む構成事業者の入力内容を確認し

てください。 

各画面のイメージは以降を参照。 

②検索ボタンをクリックする

と、画面下段に代表事業者を務

めるジョイントグループの一覧

が表示されます。 

 

①対象年度、報

告年月を選択

します。 

 

①「未報告」（赤色表示）

をクリックすると代表

事業者実績報告入力画

面に遷移します。 
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●「引取実績報告入力」画面 

当該ジョイントグループの構成事業者が入力した当該月の市町村からの引取量が表示されます。

内容を確認し、正しければ確認ボタンをクリックしてください。 

 

 

●「工程間移動実績入力」画面 

当該ジョイントグループの構成事業者が入力した当該月の工程間移動量が表示されます。内容

を確認し、正しければ確認ボタンをクリックしてください。 

 

 

  

①内容に間違いがなけれ

ば確認ボタンをクリック

してください。 ②一度確認したものを取り消

す場合は確認取消ボタンをク

リックしてください。 

①内容に間違いがなけれ

ば確認ボタンをクリック

してください。 

②一度確認したものを取

り消す場合は確認取消ボ

タンをクリックしてくだ

さい。 
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●「販売実績報告入力」画面 

当該ジョイントグループの構成事業者が入力した当該月の製品利用事業者への販売量が表示さ

れます。内容を確認し、正しければ確認ボタンをクリックしてください。 

※当該画面の「月間販売量」はシステムでジョイントグループごとに按分した後の販売量です。（再

商品化製品受領書（別紙）に印刷される販売量と同じ値が表示されます） 

 

 

上記の３画面（「引取実績入力」画面、「工程間移動実績入力」画面、「販売実績入力」画面）で確

認を行うと、一覧画面の表示が“確認済”になります。 

 

  

①内容に間違いがなけれ

ば確認ボタンをクリック

してください。 

②一度確認したものを取

り消す場合は確認取消ボ

タンをクリックしてくだ

さい。 

①上記画面で確認ボ

タンをクリックする

と、「確認済」と表示

されます。 
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●「実績総括入力」画面 

当該ジョイントグループの各報告値が総括表形式で確認できます。 

 

 

各報告値の確認が全て終わったら、報告ボタンをクリックしてください。 

 

  

①確認が終わったら

戻るボタンをクリッ

クしてください。 

①報告するジ

ョイントグル

ープを選択し

ます。 ②報告ボタンをクリ

ックします。 
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以下の確認画面が表示されたら、実行ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の完了画面が表示されたら、当該ジョイントグループのオンライン報告は完了です。他のジョ

イントグループがある場合、一覧に戻って繰り返し確認を行ってください。 

 

上記画面で報告ボタンをクリックすると、一覧画面の表示が“報告済”になります。 

 

    

※※※※画面画面画面画面のののの表示表示表示表示がががが““““報告済報告済報告済報告済””””とならないととならないととならないととならないと、、、、再商品化実施料金再商品化実施料金再商品化実施料金再商品化実施料金のののの支払対象支払対象支払対象支払対象となりませんとなりませんとなりませんとなりません。。。。    

    またまたまたまた、、、、ごごごご自分自分自分自分のジョイントグループでのジョイントグループでのジョイントグループでのジョイントグループで引引引引きききき取取取取りりりり、、、、販売販売販売販売ががががないないないない月月月月についてもについてもについてもについても内容内容内容内容をををを確認確認確認確認    

    のののの上上上上、、、、必必必必ずずずず総括報告総括報告総括報告総括報告をををを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

①表示が“報告済”に変

わります。 

①実行ボタンをク

リックします。 

②引き続き他のジョイント

グループの実績総括の入力

を行う場合は一覧ボタンを

クリックして一覧画面に戻

ってください。 
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⑤⑤⑤⑤ 実績報告値実績報告値実績報告値実績報告値のののの訂正訂正訂正訂正((((代表事業者代表事業者代表事業者代表事業者またはそのまたはそのまたはそのまたはその他他他他のののの構成事業者構成事業者構成事業者構成事業者がががが入力入力入力入力をををを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください))))    

報告値に誤りがある場合、訂正依頼メールを発信します。メールを受信したら、「代表事業者実

績報告入力」画面で確認してください。 

 

＜代表事業者の確認方法：引取実績の差戻しの場合＞ 

 

 

 

  

①報告値が正しい場合は「受付済」

と表示されます。報告値に誤りがあ

る場合は「差戻」と表示されます。 

②「差戻」となっている報告内容を

確認します。例では引取実績が「差

戻」となっているため、「引取実績

入力」ボタンをクリックします。 

①「差戻」となってい

る保管施設を確認し

てください。 

②市町村が報告した「月間引渡量」

が参照できます。差分を確認し、引

取りを行った構成事業者に連絡し、

市町村担当者に確認してください。 

③構成事業者が訂正を行う場合は、確

認取消ボタンをクリックしてくださ

い。 

※ 構成事業者が引取量を訂正する場

合は、引取実績入力画面で訂正し

てもらってください。（①保管施設

からの引き取り実績の入力を参

照） 

※ 代表事業者が当該画面で直接訂正

することもできます。 
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＜代表事業者の確認方法：販売実績の差戻しの場合＞ 

上記、代表事業者実績報告入力画面から、販売実績入力ボタンをクリックします。 

 

 

※構成事業者が訂正入力を行った後、代表事業者は「④ 代表事業者実績報告の入力」」」」に戻って構成

事業者の入力値の確認および再度、実績総括報告を行ってください。 

※訂正依頼のメールは、当協会にて訂正結果の確認が完了するまで毎日発信されますのでご了承願い

ます。 

  

①差戻となっている再生処

理事業者、製品利用事業者を

確認してください。 

②差戻理由を確認してください。例で

は郵送した再商品化製品受領書に押

印がされていません。オンライン入力

値が誤っている場合は、構成事業者に

連絡して、販売実績入力画面で訂正し

てもらってください。 

 

③構成事業者が訂正する場合は、確認

取消ボタンをクリックしてください。 

※構成事業者が販売量を訂正する場

合は、代表事業者は構成事業者に対

し、販売実績入力画面で訂正を行うよ

う依頼してください。（「③製品利用事

業者への販売実績の入力）を参照） 
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⑥⑥⑥⑥ 支払通知支払通知支払通知支払通知のののの照会照会照会照会((((代表事業者代表事業者代表事業者代表事業者がががが照会照会照会照会をををを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください))))    

ログイン後に表示される左側のメニューの「支払通知照会」から支払通知照会を開始します。 

当該月の支払金額の照会が可能となりましたら、お知らせ画面にも掲載いたします。 

 

 

 

 

請求の場合、左側メニュー「請求情報照会」から請求内容の照会ができます。 

 

        

①支払通知照

会を選択しま

す。 

②支払年月を

選択します。 

③検索ボタンをクリックす

ると、選択された支払年月

の自身が代表事業者となる

ジョイントグループの支払

情報が一覧表示されます。 

⑦次月繰越明

細が照会でき

ます。 

⑥支払明細

が照会でき

ます。 

⑤支払通知書が

印刷できます。 ④照会するジョ

イントグループ

を選択します。 
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（（（（４４４４））））管理帳票類管理帳票類管理帳票類管理帳票類のののの報告手順報告手順報告手順報告手順についてについてについてについて((((全全全全てのてのてのての構成事業者構成事業者構成事業者構成事業者がががが対象対象対象対象となりますとなりますとなりますとなります。。。。))))    

月次で報告する「管理帳簿日報・月報」の報告手順は以下のとおりです。 

 

    

 

 

 

 

    

    

    

    

        

１１１１．．．．管理帳票管理帳票管理帳票管理帳票のののの様式様式様式様式のダウンロードのダウンロードのダウンロードのダウンロード                                                                                                            (ページ 24)                                                                 

最新のお知らせ「平成 28 年度 再商品化事業者説明会のご案内について」から内容欄の再商品化事業者説明

会関連書類一式をクリックし、各管理帳票の様式（Ｅｘｃｅｌファイル）をダウンロードします。 

２２２２．．．．各管理帳票各管理帳票各管理帳票各管理帳票のののの作成作成作成作成                                                                                                                                                             

１でダウンロードしたＥｘｃｅｌファイルにそれぞれの管理項目を入力してください。 

 

 

３３３３．．．．入力済入力済入力済入力済のののの各管理帳票各管理帳票各管理帳票各管理帳票のアップロードのアップロードのアップロードのアップロード                                  (ページ 25) 

入力したＥｘｃｅｌファイルをオンライン画面からアップロードします。 

※報告期限については「６．月次再商品化実績報告のオンライン受付期限・時間」を参照ください。 
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１１１１））））オンラインでのオンラインでのオンラインでのオンラインでの操作方法操作方法操作方法操作方法    

①①①① 管理帳票類管理帳票類管理帳票類管理帳票類のののの様式様式様式様式のダウンロードのダウンロードのダウンロードのダウンロード    

最新のお知らせ「平成 28年度再商品化事業者説明会関連資料一式のご案内」をクリックし、お

知らせ内容を参照ください。 

※本マニュアルでは「管理帳簿日報・月報」を例にしていますが、他の管理帳票についても、同じ

ようにダウンロードしてください。 

 

 

内容欄の「平成 28 年度再商品化事業者説明会関連書類一式」をクリックすると、書類のダウン

ロード画面に遷移します。「資料１１．管理帳簿日報・月報」からダウンロードしてパソコンにＥ

ｘｃｅｌファイルを保存してください。 

    

    

 

 
        

①表題をクリックします 
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②②②②    入力済入力済入力済入力済みのみのみのみの管理帳票類管理帳票類管理帳票類管理帳票類のアップロードのアップロードのアップロードのアップロード((((全全全全てのてのてのての構成事業者構成事業者構成事業者構成事業者がアップロードをがアップロードをがアップロードをがアップロードを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください))))    

毎月、月末に「最新のお知らせ」に「平成 28 年度○月 再商品化日報・月報のご提出について

（仮称）」等、提出依頼のお知らせが掲載されます。そのお知らせを選択し、「お知らせ内容確認」

画面から、入力済みのＥｘｃｅｌファイルをアップロードしてください。 

※本マニュアルでは「管理帳簿日報・月報」を例にしていますが、他の管理帳票についても、同様に

お知らせに掲載しますので、同じようにアップロードしてください。 

 

    

 

 

※アップロードは３ファイルまで可能です。複数の工場の管理帳票が４ファイル以上ある場合は、

Excel ファイルを１つにまとめてアップロードしてください。 

     

①表題をクリックします。 

②内容を確認後、参照ボタ

ンをクリックします。 

③再商品化日報のＥｘｃｅｌ

ファイルを選択し、開くボタ

ンをクリックします。 

④必要があれば、コメント

を入力してください。 

⑤登録ボタン

をクリックし

ます。 

指定したファイル名を確認

の上、実行ボタンをクリッ

クしてください。 
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（（（（５５５５））））実績担当者入力実績担当者入力実績担当者入力実績担当者入力についてについてについてについて    

ログイン後に表示される左側のメニューの「実績担当者入力」から実績担当者入力を開始しま

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。 

以上で実績担当者入力が完了します。 

 

※データ変更する場合は、協会への連絡と入力制限の解除なしに入力が可能です。担当者が変更に

なった場合は、必ず入力してください。 

①「実績報告」をクリ

ックすると各画面メニ

ューが表示されますの

で、「実績担当者入力」

をクリックし、実績担

当者入力画面に遷移し

ます。 

③前年度の登録情報が

初期表示されます。 

④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入力ボタンをクリッ

クすると、下記入力画

面が表示されます。 
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（（（（６６６６））））品質調査結果品質調査結果品質調査結果品質調査結果のののの報告手順報告手順報告手順報告手順についてについてについてについて    

オンラインによる品質調査結果の報告手順は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

手続き完了 

２２２２．．．．調査結果調査結果調査結果調査結果のののの入力入力入力入力                                         

１項で実施した調査内容および調査結果について、記入済みの「紙製容器包装引き取り品の品質評価票」

を元にオンライン入力を行います。 

報告期限    平成平成平成平成 28282828 年年年年 11111111 月月月月 7777 日日日日（（（（月月月月））））    23:0023:0023:0023:00（（（（オンラインオンラインオンラインオンライン終了終了終了終了））））    

品質調査結果品質調査結果品質調査結果品質調査結果はははは、、、、上記期限上記期限上記期限上記期限までにまでにまでにまでに報告報告報告報告してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

１１１１．．．．品質調査品質調査品質調査品質調査のののの実施実施実施実施                                            

実施要領に基づき、品質調査を実施してください。調査結果は「紙製容器包装引き取り品の品質評価票」

に記入してください。 

３３３３．．．．調査結果調査結果調査結果調査結果のののの報告報告報告報告                                         

２項で入力し作成した評価表に写真を添付し、協会・市町村へ郵送します。 
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１１１１））））オンラインでのオンラインでのオンラインでのオンラインでの操作方法操作方法操作方法操作方法 

①①①① 品質調査結果品質調査結果品質調査結果品質調査結果のののの入力入力入力入力    

ログイン後に表示される左側のメニューの「調査結果入力」から品質調査結果入力を開始しま

す。 

 

 

報告状況を選択して、検索ボタンをクリックすると保管施設の一覧が表示されます。保管施設

を選択し「入力」ボタンをクリックして調査結果を入力します。 

 

 

 

 

 

 

メニューより「調査結果入力」

をクリックすると、品質調査結

果入力画面に遷移します。 

 

①検索ボタンをクリックすると、保管

施設一覧が表示されます。 

②保管施設を選択します。 
③入力ボタンをクリックすると、調査

結果入力画面が表示されます。 

※内容を修正するときには、修正ボタ

ンで入力画面を表示して、入力してく

ださい。 

調査実施済の保管施設に対して再度

調査を実施した場合、入力ボタンをク

リックして入力してください。 
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入力ボタンをクリックすると下記の調査結果入力画面が表示されます。入力が完了しましたら

「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

 

保存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ので、内容の確認をしていた

だき、正しく入力されていれば実行ボタンをクリックしてください。 

 

  

入力が完了しましたら保存ボタ

ンをクリックしてください。 

正しく入力されていれば実行

ボタンをクリックしてくださ

い。 

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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（（（（７７７７））））現地確認対応現地確認対応現地確認対応現地確認対応のののの日程確定日程確定日程確定日程確定およびおよびおよびおよび報告方法報告方法報告方法報告方法についてについてについてについて    

オンラインによる現地確認の対応手順は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１１１１．．．．市町村市町村市町村市町村からのからのからのからの現地確認申込通知現地確認申込通知現地確認申込通知現地確認申込通知    

市町村から現地確認が申し込まれると、登録の工場担当者メールアドレス宛に現地確認申込メールが送

信されます。 

２２２２．．．．現地確認現地確認現地確認現地確認のののの日程確定日程確定日程確定日程確定    

1 項で申込のあった日時の確認と確定を行ってください。 

※希望日時に不都合がある時は、市町村と調整し、確定日時を入力してください。 

３３３３．．．．現地確認現地確認現地確認現地確認のののの実施実施実施実施、、、、現地確認実施報告現地確認実施報告現地確認実施報告現地確認実施報告のののの入力入力入力入力    

実施した現地確認対応内容を報告してください。 

手続き完了 
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１１１１））））オンラインでのオンラインでのオンラインでのオンラインでの操作方法操作方法操作方法操作方法 

①①①① 現地確認現地確認現地確認現地確認のののの日程確定日程確定日程確定日程確定    

市町村から現地確認が申し込まれると、工場担当者宛に「現地確認申込通知」のメールが送信

されます。 

当該メールを受領後、ログイン後に表示される左側のメニューの「現地確認日程確定」から現

地確認日程確定を開始します。 

 

 

検索ボタンをクリックすると現地確認の申込を行っている市町村の一覧が表示されます。市町

村を選択し「入力」ボタンをクリックして現地確認日程確定を行います。 

 

 

①メニューより「現地確認日

程確定」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、市町

村一覧が表示されます。 

②市町村を選択します。 

③入力ボタンをクリックすると、現地

確認日程確定画面が表示されます。 
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入力ボタンをクリックすると下記の現地確認日程確定画面が表示されます。日程の確認が完了

しましたら「日程確定」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

日程確定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ので、内容の確認をし、間違

いなければ実行ボタンをクリックしてください。 

 

②市町村の申込み内容がよけれ

ば、日程確定ボタンをクリック

してください。 

①間違い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市町村の申込み日時を確認してください。 

市町村が希望する日時に不都合があれば、市町村と日程調整を

行い、確定日時を入力してください。 
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保存が完了すると下記の画面が表示されます。 

 

 

以上で現地確認日程確定が完了します。 

 

一度確定した日時等を変更する場合は、一覧画面で市町村を選択し、「入力」ボタンをクリック

して修正してください。 

 

①現地確認日程確定した市町村

（確定済となっている）を選択

し、入力ボタンをクリックするこ

とで、修正が可能です。 

市町村の一覧を表示する場合

は一覧ボタンをクリックして

ください。 
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②②②② 現地確認現地確認現地確認現地確認のののの実施報告実施報告実施報告実施報告のののの入力入力入力入力    

現地確認対応後、左側のメニューの「現地確認報告」から現地確認対応報告を開始します。 

 

 

検索ボタンをクリックすると市町村の一覧が表示されます。市町村を選択し「入力」ボタンを

クリックして現地確認対応報告を行います。 

 

 

①メニューより「現地確認対応報告」

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、市町

村一覧が表示されます。 

②市町村を選択します。 

③入力ボタンをクリックすると、現地

確認対応報告画面が表示されます。 
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入力ボタンをクリックすると下記の現地確認報告画面が表示されますので、現地確認対応内容

を入力してください。入力が完了しましたら「報告」ボタンをクリックしてください。 

 

 

報告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ので、内容の確認をし、正しく入

力されていれば実行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報告ボ

タンをクリックしてください。 

①正しく入力されていれば実

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実際に現地確認に参加した市町村の代表

者名と参加人数を入力してください。 
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入力した現地確認対応報告の内容を照会することができます。 

一覧画面で「照会」ボタンをクリックしてください。 

 

 

「照会」ボタンをクリックしますと、照会画面が表示されます。報告した内容を修正する場合

は、一覧画面で市町村を選択し、「入力」ボタンをクリックしてください。 

一覧に戻る場合は、「一覧」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

①市町村を選択します。 

②照会したい場合は、照会ボタン

をクリックします。 

③現地確認対応報告の内容を修

正したい場合は、入力ボタンをク

リックします。 


