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回収・リサイクルの流れ

使用済み小型充電式電池 を適切にリサイクルします。

ニカド電池 リチウムイオン電池ニッケル水素電池

金属缶の注文 分　別

梱 包

運　搬広域認定運搬業者 再資源化 再利用

広域認定
リサイクラー

対象外電池の除外 端子部の絶縁
金属缶（ペール缶または
リサイクルBOX缶）を
用途に応じて注文

リサイクル
BOX缶

ペール缶
10kg～20kg
で梱包

段ボール
10kg～20kg
で梱包

電池の種類ごとに分別して
ください。
黄色いBOX缶は分別不要。

ショートの恐れがあります
ので、+極、－極の金属端子
部を絶縁テープで
被覆してください。

回収出来ない電池
・対象外電池
・破損、解体された電池パック
・水漏れ電池パック

P.3・4

P.13・14

P.9・10
P.11・12

P.5～8

P.19～24
P.15・16 P.17・18
リチウムイオン電池はペール缶、ニカド電池、ニッケル
水素電池は段ボール箱で梱包してください。

準備が整ったらJBRCに回
収依頼（電話またはWEB)
ご依頼の際は、必ず正確な
梱包数をお知らせください。

広域認定運搬業者が、記入
済み着払い伝票を持って
回収に伺います。

再資源化処理を行います。 電池・ステンレス製品・
磁石などに再利用さ
れます。

広域認定運搬業者が、各
回収拠点から、小型充電式
電池を回収し、広域認定リ
サイクラーに運びます。

協力店のみ

事業者

自転車店

協力店
（BOX設置あり）

協力店
（BOX設置なし）

または または または







定置用

小型
モバイルバッテリー（本体回収）※
機器から脱着可能な電池

ラミネートタイプの電池

リチウムイオン電池はペール缶、ニカド電池、
ニッケル水素電池は段ボール箱で梱包。
（黄色リサイクルBOX缶は分別不要）
黄色リサイクルBOX缶・・・・満杯
ペール缶・・・・１０ｋｇ～２０ｋｇ
段ボール箱・・・・１０ｋｇ～２０ｋｇ
ドラム缶使用の場合は事前連絡が必要
※携帯電話・スマートフォンへの充電を主　機能とする小型充電式電池が組み込まれたポータブル蓄電装置

外装が破損・変形したもの

小形 形

使用機器

形

電動アシスト自転車

誘導灯、非常灯

ハードケースに入っていない電池

ラミネートタイプの電池

JBRCの会員
（電池メーカー・機器メーカー・輸入メーカー）

機 器 の 用 途

電 池 の 種 類

電 池 の 取 り 扱 い

電 池 の 形 態

短 絡 防 止

分 別 状 態

梱 包



小型充電式電池

電池種記入

電池種記入



①組み立てた外装BOXを缶の上から ②垂直に被せます。

電器店、ホームセンター、スーパ等　協力店向け

リサイクルBOX缶（店頭設置用）
事業者・自転車店、大量に回収依頼する協力店向け

ペール缶・段ボール箱
①対象電池 ： リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、
　　　　　ニカド電池
②仕　様 ： 容量約７ℓ、（満杯回収）、
　　　　　直径１８５ｍｍ、
　　　　　高さ２６４ｍｍ（寸法は蓋含む）

●ペール缶
①対象電池 ： リチウムイオン電池
②仕　様 ： 容量約20ℓ、回収重量10ｋｇ～20ｋｇ、
　　　　　直径308ｍｍ、
　　　　　高さ367ｍｍ（寸法は蓋及びバンド含む）
●段ボール
①対象電池 ： ニカド電池、ニッケル水素電池
　　　　　段ボールはあらかじめご用意ください。

店頭設置に便利な
外装BOXは繰り返
しお使いください。

新しいリサイクルBOX缶・ペール缶が必要な場合は、　回収依頼時または必要時にWEB（回収拠点専用サイト）
または電話（03-5777-9780）でお申し出ください。　※外装BOXはお電話のみの注文となります。

外装BOX

BOX缶の使い方

●リチウムイオン電池
●1缶：10kg～20kgで梱包

●ニッケル水素電池、ニカド電池
●1箱：10kg～20kgで梱包

ペール缶

段ボール箱
（準備願います）

梱包容器について



リサイクルBOX缶※ での梱包方法
（※電器店、ホームセンター、スー  パー等　店頭設置用）

●梱包前に電池の絶縁状態の
　チェックをお願いします。

リサイクルBOX缶での梱包方法
① 絶縁処理した電池をポリ袋に入れ開口部をテープ
等で止める（ポリ袋はBOX缶と同時にJBRCより送付）

②ポリ袋に入れた電池をリサイクルBOX缶に入れる
③リサイクルBOX缶に蓋をしてガムテープで止める
（BOX缶の梱包方法はBOX缶に記載）

注意事項 ： 外装BOXでは梱包・回収はできません。

リサイクルBOX缶に入りきらない場合は、次
ページの「ペール缶・段ボールでの梱包方
法」をご覧ください。
※ペール缶の注文、段ボール箱のご用意をお願いします。

新しいリサイクルBOX缶・ペール缶が必要な
場合は、回収依頼時または必要時にWEB
（回収拠点専用サイト）または
☎03-5777-9780でお申し出ください。
※外装BOXはお電話のみの注文となります。

①十字に止める ②外周を止める

BOX缶の梱包方法

準備が整いましたら
回収をご依頼ください。

※電池が動かないように
　テープ等で止める



ペール缶での  梱包方法
（事業者・自転車店、お店で大量に  回収依頼する場合も含む）

●梱包前に電池の絶縁状態の  チェックをお願いします。

ペール缶での梱包方法
①リチウムイオン電池をポリ袋にいれ開口部をテー
プ等で止める（ポリ袋はペール缶と同時にJBRCより送
付）

② ポリ袋に入れたリチウムイオン電池をペール缶に
入れる

③ ペール缶に蓋をしてバンドで止める（ペール缶の閉め
方、開け方はペール缶に記載）

注意事項 ： ペール缶の封止はバンド止めのみで、ガム
テープ等は使わないでください。

　　　　　ペール缶の開け、閉めする際には安全の
ため軍手を装着してください。

ペール缶の梱包方法
金属の
バンド

自転車店の方／店頭にBOX設置をしていない  協力店の方

※電池が動かないように
　テープ等で止める

新しいペール缶が必要な場合は、回収依頼
時または必要時にWEB（回収拠点専用サイ
ト）または
☎03-5777-9780でお申し出ください。

準備が整いましたら
回収をご依頼ください。



段ボール箱で の梱包方法
（事業者・自転車店、お店で大量に  回収依頼する場合も含む）

梱包箱の隙間は梱包箱破損の原因になりますので、緩
衝材（段ボール等）を充填または段ボールを追加工して、
隙間がないようにしてください。

【緩衝材】

段ボール等の緩衝材
を入れずに梱包　

充填材が無く梱包箱が
破損

隙間に段ボール材等を充填　

【追加工】

電池の高さまで箱の
4角に切れ目を入れる

切れ目の高さで
上蓋を閉じる

上蓋をガムテープで止め、
4角をガムテープで補強

※

2010

5kg 7kg 12kg

破損リスクがあるので、
20kg超の梱包はお控えください。
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Windows7 以上

受付時間 午前7時～翌0時50分
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電話による依頼は
平日の午前１０時～午後5時
（正午～1時、土日祝は休み）

梱包が完了したら、回収依頼
依頼から10日以内に運搬業者が送り状を持って登録住所に
回収に伺います。（沖縄を含む一部離島は除く）

WEB入力することで、簡単に回収  依頼/梱包材の注文が出来ます。
●回収拠点専用サイトからは平日・休日に関係な
く、午前7時～翌午前0時50分の時間帯に依頼
可能です。

一週間程度で登録住所にお届けします。

登録内容を変更をする際は、■ダウンロードはこちらから→
「回収拠点登録内容変更届」を提出してください。

金属缶（ペール缶または
リサイクルBOX缶）の注文

登録のご住所・担当者
などの確認

「承諾事項」
「広域認定証（写し）」
「安全処置方法」
「回収拠点登録内容変更届」
サイト操作のマニュアルなどを掲載。必要に応じて増
補していきます。

データ出力登録のご住所・
担当者などの確認

回収実績（年度）からは年度ごとの回収量合計、回収実績
（詳細）からは回収依頼受付単位（受付番号ごと）の電池種
類回収量実績を確認・印刷可能です。
処理依頼実績のエビデンスとしてご活用ください。

回収実績の
確認・印刷 データ確認

：実績確認

登録情報確
認

梱包材依頼
入力

回収依頼入
力

［JBRCホームページ］
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梱包完了後、梱包数が確定した状態で入力してください。

梱包材依頼入力 新しいリサイクルBOX缶・
ペール缶が必要な場合は
「梱包材依頼入力」より
注文してください。

回収依頼入力画面

ご注意
●必須項目はすべて入力と　 が必要です。
●ニカド電池・ニッケル水素電池は同時に依頼可能
　（段ボールの中でビニール袋で２種区別すれば同梱可）
●ペール缶（リチウムイオン電池）と、段ボール（ニカド電
池・ニッケル水素電池）は別々に依頼入力してください

●送信後、登録されているメールアドレスに受付メールが届きます。

ご注意
●必須項目はすべて入力と　 が必要です。
●黄色リサイクルBOX缶使用時のみ、３種類同梱可
●ニカド電池・ニッケル水素電池は同時に依頼可能（段ボールの
中でビニール袋で２種区別すれば同梱可）

●ペール缶（リチウムイオン電池）と、段ボール（ニカド電池・
ニッケル水素電池）は別々に依頼入力してください。

●送信後、登録されているメールアドレスに受付メールが届きます。

〈協力事業者・協力店〉 〈黄色リサイクルBOX缶のある協力店〉

WEB入力の注意

※サイトのデザイン等は変更される場合があります。
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依頼数
ペール缶2缶、
段ボール3箱

正確な梱包
個数を
お知らせ
ください！

（午前１０時～午後５時
※正午～午後１時・土日祝
は休み）


