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排出者の皆様へ

安全回収の
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安全回収の
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小型充電式電池

電話受付時間 午前9時30分～午後4時30分



安心・安全回収のために！

必 ず 絶 縁
解 体しな い
しっかり梱包

❶
❷
❸

!

●絶縁処置の不十分な電池、不適切な梱包が
確認された場合、該当『排出者』に注意文書で
お知らせします。

●注意文書の発行が続いた場合、回収依頼の受
付を停止させていただくこともあります。

JBRCは「小型充電式電池」の安心・安全な回収・
リサイクル活動を推進しています。
ご理解・ご協力をお願いします。
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電池・ステンレス製品・
耐熱合金などに再利
用されます。

再利用

広域認定
リサイクラー

再資源化処理を行います。
再資源化

広域認定運搬業者が、各
排出者から、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。

運　搬

回収時の着払い伝票の
控えは必ず受領し、保
管してください。

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。

回　収

事業者

P.19～24

回収依頼
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。

ペール缶（白缶）
10kg～20kgで梱包

リサイクルBOX缶（黄缶）
店舗設置のみに使用

リサイクルBOX缶が満杯に
なれば電池をペール缶に

移して梱包

P.15～18

梱 包

P.13・14

金属缶（運搬用ペール缶
または設置用リサイクル
BOX缶）を用途に応じて
注文

金属缶の注文

P.11・12

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。

端子部の絶縁

P.7～10

回収出来ない電池
・回収対象外電池（電池種類）
・破損、解体された電池パック
・水で濡れた電池パック

対象外電池の除外
電池の種類ごとに分別して
ください。リサイクルBOX缶
（黄缶）は分別不要。

P.5・6

電池の分別

排出者の皆様

使用済み小型充電式電池 を適切にリサイクルします。

排出事業者様 ペール缶

ペール缶

ペール缶
※リサイクルBOX缶（黄色い缶）は施設設置用としてご使用ください。

自転車店様

排出協力店様
(店舗回収BOX設置なし)

排出協力店様
(店舗回収BOX設置あり)

ペール缶

ペール缶
※リサイクルBOX缶（黄色い缶）は店舗設置用としてご使用ください。

自治体様

ニカド電池 ニッケル電池 リチウム
イオン電池

回収・リサイクルの流れ
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※メーカーにより表記や位置などは異なります。
　また、リサイクルマークは「無色」のものもあります。
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★対象外電池は着払い返送が原則です。

このような電池は
回収しておりません！
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※1 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

ペール缶で、電池の種類毎に分別されず混載状態
（黄色リサイクルBOX缶の電池をペール缶に移す場合は分別不要）

短絡防止が不完全短絡防止を的確に実施

●自動車用電池（二輪バイク用含）
●定置用蓄電装置
●加熱式タバコ

●一次電池（使い切り電池）
　乾電池（マンガン・アルカリ）/リチウム一次電池/コイン電池・
　ボタン電池・空気電池
●二次電池（充電式電池）
　鉛蓄電池/小形シール鉛蓄電池/アルカリ蓄電池（開放型）/
　コイン型リチウム二次電池など

●打痕や圧壊など外部ダメージがある電池
●電池パックから解体された電池
●機器から破砕機などで取り出された電池●水没・塩水浸漬された電池

梱 包

分 別 状 態

短 絡 防 止

電 池 の 形 態

電 池 の 取 り 扱 い

電 池 の 種 類

機 器 の 用 途

JBRCの会員
（電池メーカー・機器メーカー・輸入メーカー）

★対象外電池は着払い返送が原則です。

破損した電池パックハードケースに入っていない電池

ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウム
イオン電池を分別してペール缶で梱包
(黄色リサイクルBOX缶は分別不要)

●ニカド電池
●ニッケル水素電池
●リチウムイオン電池

打痕や圧壊など外部ダメージのない電池

資源有効利用促進法の対象範囲
JBRCが認めた機器

使用機器
・電動工具
・誘導灯、非常灯
・警報設備
・電動アシスト自転車
・ノートパソコン
・ビデオカメラ
・シェーバー  等

●ペール缶・・・・１０ｋｇ～２０ｋｇ
●ドラム缶使用の場合は事前連絡が必要

●ハードケースに入っていないラミネートタイプの電池
　（機器を分解して取り外したもの等）
●輸送及び保管の安全を担保できないもの
●外装が破損・変形・膨張したもの
●ユーザーが製作した電池、実験用電池

●リサイクルBOX缶は設置用とし回収中止
●フレコンなどの外部衝撃を受けやすい梱包

●ハードケース等に入っている電池パック
●市販タイプの小型充電式電池
●モバイルバッテリー（本体回収）※1
●機器から脱着可能な電池

ラミネートタイプの電池電池パックから外れかけた連結電池解体連結電池

解体に近い状態解体電池

●破損・変形・膨張した電池パック や解体された電池パック。
●電池パックから取り外された 電池。
●水で濡れた電池パック。
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ヒューズ
は外す

端子部の露出

短絡（ショート）による発熱・発火の恐れがあり　ますので絶縁用ビニールテープ※で金属部分が露出しないように
被覆や固定をしてください。

小型充電式電池

電池種類を記入

電池の被覆固定各リード線切断部の被覆

電池の固定
コネクター部の被覆
及び蓋の固定蓋の嵌め込み

コネクター部、金属部
及びヒューズ部の被覆

各金属端子
の被覆

チューブケース破損部の被覆
固定及びコネクター部の被覆電極部及びコネクター部の被覆

端子部の被覆各リード線切断部の被覆
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新しいリサイクルBOX缶・ペール缶は、回収依頼時に WEB（排出者専用サイト）
または電話（03-5777-9780）で注文ください。 ※外装BOXは電話のみの注文となります。
なお、ペール缶は自動電話受付(03-4570-1311) でも注文できます。

①組み立てた外装BOXを缶の上から ②垂直に被せます。

外装BOXの使い方

店舗設置に便利な
外装BOXは繰り返
しお使いください。

外装BOX

リサイクルBOX缶

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）

電器店、ホームセンター、スーパー等　協力店向け
       リサイクルBOX缶（設置用）黄缶

金属缶にはペール缶(白缶)とリサイクルBOX缶(黄缶)   があり、
ペール缶(白缶)は運搬用でリサイクルBOX缶(黄缶)   は店舗及び施設への設置用になります。

金属缶の運用について

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20ℓ、回収重量10ｋｇ～20ｋｇ、
　　　　　直径308ｍｍ、
　　　　　高さ367ｍｍ（寸法は蓋及びバンド含む）
　　　　　　　※ペール缶の絶縁強化策としてポリ袋を樹脂容器に変更。
　　　　　　　※ペール缶のサイズより大きな電池を回収依頼する場合
　　　　　　　　は事前に連絡してください。

ペール缶（運搬用）白缶

●ニカド電池
●ニッケル水素電池
●リチウムイオン電池
●1缶：10kg～20kgで梱包

一度の回収は梱包数を15個以下にしてください。梱包数が40個以上
になる場合、チャーター便にて回収しますので相談願います。

ペール缶 ペール缶内に入れる樹脂容器
(ポリ袋より変更)

樹脂容器(内寸)
・直径256㎜
・深さ330㎜

ペール缶(白缶)は運搬用で回収電池が10㎏～20㎏溜まれば注文してくだ
さい。ペール缶(白缶)で電池を溜めることに使用しないでください。

リサイクルBOX缶(黄缶)は店舗等設置用とし繰り返しお使いください。
リサイクルBOX缶(黄缶)での回収は中止します。リサイクルBOX缶(黄缶)の
電池はペール缶(白缶)に入れ替えて回収依頼してください。
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事業者、協力店等、全ての排出者の方

1種類の電池で10㎏に満たない場合は複数種類の
電池を同時(一緒)に入れて10㎏以上にしてください。
その際は電池種類名を明記したポリ袋などに分別し
て入れてください。

ペール缶での複数種類の電池梱包

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（排出者専用サイト）
或いは 　03-5777-9780
自動電話 03-4570-1311
にてお申し出ください。

準備が整いましたら回収を
ご依頼ください（P.19～P.20参照）

ペール缶での梱包方法（10～20kgで回収）
①樹脂容器をペール缶に入れる。
②絶縁処理した電池を樹脂容器に入れる。
　ペール缶内の隙間は埋める必要ありません。
③ペール缶に蓋をしてバンドで止める
　(ペール缶の開け方、閉め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。

 樹脂容器だけでは回収できません。

樹脂容器をペール缶
に入れる

ペール缶の梱包方法
金属の
バンド

●梱包前に電池の絶縁状態のチェックをお願　いします。
●ペール缶は運搬用でありペール缶で電池　を溜めることに使用しないでください。
●梱包前に電池の絶縁状態のチェックをお願　いします。
●絶縁強化策として電池を入れていたポリ袋　を樹脂容器に変更しています。

ペール缶での 回収方法白缶

ペール缶（白缶）について
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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
（排出者専用サイト）或いは
03-5777-9780でお申し出ください。
※外装BOXは電話のみの注文となります。
　なお、ペール缶は自動電話受付(03-4570-1311)でも注文
　できます。

準備が整いましたら回収を
ご依頼ください（P.19～P.20参照）

リサイクルBOX缶による電池の梱包方法
①リサイクルBOX缶での梱包・運搬を中止します。

②リサイクルBOX缶が満杯になればペール缶を注
文しペール缶に電池を移して梱包してください。

③ペール缶での梱包は前ページをご確認ください。

④ペール缶に移す場合は電池の分別は不要です。
店舗での設置時は絶縁用ポリ袋を
リサイクルBOX缶の中に入れてください。

リサイクルBOX缶による回収を中止し
店舗等での設置用とし繰り返しお使いください

●リサイクルBOX缶の電池はペール缶
　 (樹脂容器入り)に移して梱包してください。

●梱包前に電池の絶縁状態のチェックを
　お願いします。

（※電器店、ホームセンター、スーパ  ー等　店舗及び施設への設置用）
　　リサイクルBOX 缶※の使用方法黄缶

リサイクルBOX缶(黄缶)について

リサイクルBOX缶の
電池を樹脂容器入り
ペール缶に移して回収

リサイクルBOX缶
による回収中止
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ご登録内容に誤りや変更がありますと、荷物の引き取りや、
適切な処理に支障をきたす場合があります。ご担当者様や
ご住所、ご連絡先などに変更がある場合は、必ず排出者
登録内容変更届をご提出ください。

登録内容の変更は必ずお知らせください！

 03-5777-9780
電話受付時間 午前9時30分～午後4時30分
 （正午～午後1時、土日祝は休み）

 (24時間受付)
なお、離島、北海道(札幌市以外)、電話番号が重複登録の場合、ご利用できません。

 03-4570-1311自動電話受付

推 奨 O S
推奨ブラウザ

Windows7 以上
Internet Explorer11

下記のOS、ブラウザに対応しております。

●スマートフォンからもご依頼できます。
排出者専用QRコード

https://www.jbrc-sys.com/brsb/a2a/
（使用環境によりご利用できない場合があります）

メンバーID、パスワードがわからなくなったらJBRCにお問い合わせください。

アクセスし、メンバーIDとパスワードにてログインしてください。

受付時間 午前7時～翌0時50分

メンバーIDまたは電話番号、
拠点名称、ご担当者名、電池の種類、
絶縁処置、正確な梱包数（荷物個数）

メンバーID、パスワードがわからなくなったらJBRCにお問い合わせください。

ホームページまたは電 話でご依頼する前に！
●回収対象電池に絶縁処理、安全・適正な梱包 ●梱包個数の確定
 ※梱包個数が40個以上の場合は電話にてご連絡ください。
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※サイトのデザイン等は変更される場合があります。

［JBRCホームページ］

「承諾事項書」
「広域認定証（写し）」
「安全処置方法」
「排出者登録内容変更届」
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。

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

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

登録のご住所・担当者
などの確認

一週間程度で登録住所にお届けします。

金属缶（ペール缶または
リサイクルBOX缶）の注文

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、北海道札幌市以外は除く）

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。

電話による依頼は平日の午前9時30分～午後4時30分（正午～午後1時、土日祝は休み）
自動電話03-4570-1311(24時間受付)もご利用ください。
なお、離島、北海道(札幌市以外)、電話番号が重複登録の場合、ご利用できません。

●排出者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。

排出者専用サイトの活用排出者専用サイトの活用

回収依頼入力

梱包材依頼入力

登録情報確認

データ確認：実績確認データ確認：実績確認

データ出力データ出力
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※サイトのデザイン等は変更される場合があります。

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、リチウムイオン電池は同時に
依頼が可能です。
　(ペール缶の中でポリ袋で電池種別に区分すれば同梱可能)
●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。

＜排出協力事業者・排出協力店等＞

梱包完了後、梱包数が確定し た状態で入力してください。

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

梱包材依頼入力

回収依頼入力画面

WEB入力の注意

引取をスムーズに行うために
担当者名・部署名などを入力
してください。
（全角のみ12文字まで）

2020年8月1日より回収を中止しています。

リサイクルBOX缶の回収中止

電池の種類を
確認！

ニカド電池

ニッケル水素電池

リチウムイオン電池

電池の種類
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Q：登録されている場所
　と違う住所に引取に
　来て欲しい！
A：受付出来ません。新た
に新規登録して頂く必要
があります。住所変更の場
合は排出者登録内容変更
届をご提出ください。

Q：引取日時、時間の指定
　は出来ますか？
A：指定できません。
回収依頼受付の翌日以降
10日以内の回収となります。

Q：回収依頼送信後、
　依頼内容を変更したい。
　キャンセルしたい！
A：電話で連絡をお願いい
たします。
（午前9時30分～午後4時
30分※正午～午後1時・土
日祝は休み）

Q：電池の種類が分から
　ないが、回収してもら
　えるの？
A：種類が不明の電池は
JBRCでは回収できません。
各電池メーカーへお問い
合わせください。

＜ご依頼の際のQ&A＞

※デザインは変更の可能性があります。

正確な梱包
個数を
お知らせ
ください！

依頼数
ペール缶2缶

JBRC指定の
運搬業者が、ご依頼後
10日以内に集荷します。
● 一度の回収は15缶以下にしてください。　　

● 運搬業者(宅配便等)が必要事項を印刷した
　 専用伝票にて回収します。
　 ※その他の伝票は回収不可。

● お持ちする伝票の控えは、貴社の廃棄物処理
　 の重要な証明となります。

● 運搬業者に必ず伝票の控えを要求し、大切に
　 保管してください。

● 法令に則した適切な処理手配を行うために、
　 回収はご依頼の個数となります。

● お持ちする伝票には、ご依頼の個数が記入
　 されています。
　 運搬業者は、ご依頼の個数しか引き取れませ
　 んのでご注意ください。

● 回収電池は確実に運搬業者に手渡ししてくだ
　 さい。電池を引き渡すまでが排出者の責任に
　 なりますので適切な保管、確実な引き渡しを
　 お願いします。　　

● ご依頼個数と引き取り個数が異なる場合は、
　 再度、回収依頼をして頂くことになります。

伝票の控えは
必ず保管！

回収時の注意
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