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JBRC の産業廃棄物広域認定の「排出者」としてご登録申請いただく際の

承 諾 事 項 書
小型充電式電池（ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池）の再資源化処理を希望する事業者等は、『登録申請書』の一般社団法人 JBRC（以
下、JBRC と記載）への提出をもって、本書記載の各事項を確認・承諾の上、JBRC に再資源化処理業務を委託すると共に JBRC の「排出者」として登録す
ることに同意します。
１．JBRC は、小型充電式電池の回収及び再資源化処理について、環境大臣より廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 15 条の 4 の 3 に基づく産業廃棄
物広域認定を取得している。
● 認定番号：第 39 号 ● 認定取得者：一般社団法人 JBRC（東京都港区芝公園三丁目 5 番 8 号）
● 認定証 ：ＪＢＲＣホームページの排出者専用サイト内に掲載
２．処理の再委託：
排出者は、3 項に定める回収対象電池の運搬及び処理について、JBRC が 4 項及び 5 項に記載した運送会社及び再資源化処理会社に再委託するこ
とを承諾する。なお、JBRC は委託を受けた回収対象電池を収集運搬中及び積替え保管場所で他の排出者からの委託品と混合することはしない。
３．回収対象電池：JBRC 会員が国内に販売し、廃棄物となった下記の電池。
● ニカド電池
● ニッケル水素電池
● リチウムイオン電池 ●対象電池が産業廃棄物の場合の種類：金属くず等
４．運搬会社：JBRC ホームページの排出者専用サイト内に掲載。
５．再資源化処理会社：JBRC ホームページの排出者専用サイト内に掲載。
６．積替保管場所：JBRC ホームページの排出者専用サイト内に掲載、 保管できる産業廃棄物の種類：上記 3 項に記載、 保管上限：12,000kg
７．最終処分場所（広域認定範囲外）：JBRC ホームページの排出者専用サイト内に掲載。
８．回収単位：JBRC が送付した金属缶[リサイクル BOX 缶(満杯)、ペール缶(10kg～20kg)]単位とする。なお、リサイクル BOX 缶は店舗設置用とし電池の回
収はペール缶で実施する。金属缶はＪＢＲＣホームページの排出者専用サイトまたは電話で JBRC に依頼する。極めて大量の電池がある場合、JBRC の
事前了解を得た上でドラム缶を使用できる。
９．費用：本承諾事項書に従った回収対象電池の回収費用及び再資源化処理費用は「資源有効利用促進法」に基づき、原則として JBRC が負担する。
10．回収手順：
(1)排出者は、回収対象電池が 10kg 以上貯まった場合（20kg を上限とする）、またはリサイクル BOX 缶が満杯になった場合、次の各事項を遵守して梱
包を行う。
①回収依頼する電池が回収対象電池（ニカド電池、ニッケル水素電池及びリチウムイオン電池）のみであることを確認する。
②発熱・発火の恐れがあるので、次の安全措置を遵守したうえで回収対象電池を梱包する。
・プラスチックケースやプラスチックチューブ等で被覆されている電池パックは解体しない。
・解体された電池パック、破損した電池パック、解体により取出された電池及びその部品は、回収できないので、絶対に入れない。
・リード線や金属端子、およびコネクターは、絶縁用ビニールテープ等で必ず 1 本ずつ絶縁した後に絶縁部分を必ず別々の位置に固定する。
・雨水にさらされたり、液体（水など）で濡れている電池パックは回収できないので、絶対に入れない。
・ペール缶での梱包は樹脂容器をペール缶に入れ、その中に電池を入れ梱包する。リサイクル BOX 缶の電池はペール缶に移して梱包する。
③回収対象電池を種類別に分けて、梱包を行う。ただし、リサイクル BOX 缶よりペール缶に電池を移す場合は、種類分けは不要とする。
(2)排出者は、上記(1)の措置を適切に実施したことを確認後、ＪＢＲＣホームページの排出者専用サイトもしくは電話により、回収対象電池の種類、荷姿、
梱包数を特定して、JBRC に回収依頼を行う。なお、万一排出者にて回収依頼内容の変更が生じたときは、速やかに JBRC へ届出る。
(3)JBRC は、回収依頼を受付けた梱包荷物について、上記(1)が遵守されていない状況が確認された場合は、排出者登録を一時停止、または排出者登
録の取消しを行う場合がある。
(4)JBRC は、回収依頼受付後、運搬会社に依頼し、回収依頼荷物を引取り、再資源化処理会社に搬入し再資源化処理を実施する。
回収依頼荷物の引取り場所は、登録申請書の住所とする。
(5)再資源化処理会社にて検収した小型充電式電池の種類と回収重量（処理重量）は、ＪＢＲＣホームページの排出者専用サイトを通じて排出者に伝達さ
れる。
(6)回収対象電池の予想される処理終了日は JBRC ホームページの排出者専用サイト内の記載の通りである。災害その他の理由で現実の処理終了日
が変更される場合、JBRC は排出者に通知する。
11．排出者が再資源化処理会社に回収対象電池、またはその他の荷物を直接送付した場合は、JBRC の取扱いにはならない。この場合、全ての責任と費
用は排出者が負担する。
12．排出者が回収対象電池でないものを含む梱包荷物の回収依頼を行った場合、JBRC は回収対象電池でないものを運賃は排出者負担で、排出者に返
送することができる。
13．回収対象電池の所有権は、運搬会社に引渡した時点で排出者から JBRC に移転するものとする。
14．排出者が登録を取消したい場合は、JBRC に「排出者登録取消届」を提出する。JBRC による取消届受付をもって登録の有効期間が終了する。なお、登
録期間中に JBRC が回収依頼受付を行った回収対象電池は、JBRC にて再資源化処理する。
15. JBRC は、排出者に反社会的勢力との関与または回収対象電池の処理委託に関して JBRC が不適切と判断する事案が認められた場合は、排出者の
登録を取消すことができる。なお、登録取消し前に JBRC が回収依頼受付を行った回収対象電池は、JBRC にて再資源化処理する。
16．JBRC は、本承諾事項書に記載された事項について、合理的な裁量により、予告なく変更を行うことがある。変更があった場合は、JBRC は、速やかにそ
の旨を JBRC ホームページの排出者専用サイト内に掲載して公告、または電子メールなどで排出者に通知する。
17．排出者は、「承諾事項書」、及び「排出者登録申請書」の記載内容に変更があった場合は速やかに JBRC へ連絡するものとする。
18．委託数量：月間で回収を依頼する予定梱包数量を以下より１つ選び□の中に✔点を付けて下さい。

□月間予定梱包数 1 個～100 個

□月間予定梱包数 101 個～300 個

□月間予定梱包数 301 個～1000 個

内容を承諾いたしました。

年

月

日

事業者等名称（排出者名）
：
代表者氏名（排出者責任者名）
：

印

事業者等所在地（排出者住所） ：
※ご記入・捺印後、お手数ですが、『［排出者］登録申請書』とあわせて、FAX にて送付願います。

FAX 番号：03-5777-9781

ＦＡＸ : 03-5777-9781
・ご記入に際しては、文字の読み取りやすい黒色ボールペンでご記入ください。
・この『登録申請書』ファイルは、ＰＣでの入力が可能です（文字数がオーバーする場合は手書きで補足してください）。
・用紙に必要事項をご記入いただきましたら（ＰＣ入力の場合はプリントアウトしていただき）、
お手数ですが、必ずご捺印の上、承諾事項書とあわせてＦＡＸにてお送りください。

小型充電式電池 産業廃棄物広域認定「排出者」登録申請書
※未記入がある場合は登録作業に支障がでますので、必ず全ての項目にご記入ください。
記入日

（西暦）

年

法人・団体名

月

日

正式名を記入

事業所・店名
部門・部署名
〒

排出者
登録申請者

－

都道
府県

住所
ゴム印などでの
一括記入は不可

市
郡

区
町村

丁目
番地
ﾋﾞﾙ名
階など

電話番号

（

）－（

）－（

） FAX（

）－（

）－（

）

Ｅメール
担当者名

主な業容

11小型充電式電池の製造

13小型充電式電池・機器の輸入

12その他製品の製造

14その他製品の輸入

21小型充電式電池・機器の卸

23小型充電式電池・機器の小売

22その他製品の卸

24その他製品の小売

31運輸（鉄道・航空・陸運等）
右記より

１つ選び
□にレ点
又は■
チェック
してください

印

承諾事項ご確認の上、ご捺印ください

25小型充電式電池・機器リース
・通販
26その他製品リース・通販
全国電機商業組合

23,24小売選択の方は右記
該当項目□にチェック

51官公庁（省庁・警察・自衛隊・公共団体）

ＤＩＹ協会
電器店
スーパー
ホームセンター

32公共施設（美術館・公民館・図書館等）

52自治体（清掃局・清掃センター）

33エネルギー（ガス・電気）

54教育委員会（小中高大・専門学校）

34通信（電話・無線・郵便）

61設備工事（電気設備・ビルメンテ・防災・建設）

35マスメディア（新聞・放送・広告等）

71サービス（警備・金融・ホテル旅館・飲食）

41医療施設（病院・介護等）

81廃棄物（収集運搬・処分）

自転車店
その他

※本社など、一括管理の担当部署がございましたら、ご担当者様をご記入ください。

部署名

電話番号（

担当者名

）ー（

）ー（

）

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
1防災設備（非常灯・誘導灯・火災報知器・非常用放送設備・エレベータ非常電源・自動シャッター等）

回収希望電池
の用途
２つ以内で□に
レ点又は■
チェック
してください
自治体廃棄物を
回収している方
JBRCﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで
検索する
排出場所登録
（対象:店舗）

2家電・撮影機器（ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ等撮影機器・掃除機・ﾍｯﾄﾞﾎﾝｽﾃﾚｵ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ・ｼｪｰﾊﾞｰ・電動歯ﾌﾞﾗｼ等）
3情報通信（ﾊﾟｿｺﾝ・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ・ﾌｧｸｼﾐﾘ・PDA・携帯電話・無線機・ｺｰﾄﾞﾚｽﾎﾝ・発券・検診機器等）
4工具（電動工具）

6計測・医療（ﾃｽﾀｰ・温度計・ﾏｯｻｰｼﾞ機・医療器・電動椅子）

5自転車（電動ｱｼｽﾄ自転車）

7玩具（ｹﾞｰﾑ・模型・ﾗｼﾞｺﾝ・ﾛﾎﾞｯﾄ等）

00自治体・廃棄物関係
可
不可

※控えは必ず保管してください。
登録のきっかけをお知らせください。
１ JBRCﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

２ JBRCのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、ﾁﾗｼなど

３ 展示会

４ 広告

５ 知人等からの紹介

JBRC
記入欄

ＦＡＸ : 03-5777-9781

記入説明書

・ご記入に際しては、文字の読み取りやすい黒色ボールペンでご記入ください。
・この『登録申請書』ファイルは、ＰＣでの入力が可能です（文字数がオーバーする場合は手書きで補足してください）。
・用紙に必要事項をご記入いただきましたら（ＰＣ入力の場合はプリントアウトしていただき）、
お手数ですが、必ずご捺印の上、承諾事項書とあわせてＦＡＸにてお送りください。

小型充電式電池 産業廃棄物広域認定「排出者」登録申請書
略さず正式名称を楷書でお書きください。

※未記入がある場合は登録作業に支障がでますので、必ず全ての項目にご記入ください。
例） ㈱○○○→株式会社○○○
記入日

（西暦）

○○○㈱→○○○株式会社
月
日

年

法人・団体名

正式名を記入

工場、支店・支所、営業所、店名等をご記入ください。

事業所・店名
部課名、売り場名までご記入ください。

部門・部署名

住所は工事現場や仮設事務所でなく、
常設の事務所でご記入ください。
〒

排出者
登録申請者

－

都道
府県

住所

市
郡

丁目
番地

ゴム印などでの
一括記入は不可

電話番号は排出者様を特定する
重要な項目ですので、
誤りなくご記入ください。

ﾋﾞﾙ名
階など

電話番号

（

区
町村

）－（

）－（

ＪＢＲＣからのお知らせ等に使用いたしますので、
） FAX（
）－（
）－（
）
アドレスをお持ちの方は必ずご記入ください。

Ｅメール
必ずご捺印ください。
製造、販売、輸入関係の方は、上段から
担当者名
お選びください。
主な業容が販売の場合は卸・小売に
誤り無きようお選びください。
11小型充電式電池の製造

主な業容

印

12その他製品の製造

25小型充電式電池・機器リース
13小型充電式電池・機器の輸入
組合や団体等に加盟されている方が
・通販
ございましたら、ご記入ください。
14その他製品の輸入
26その他製品リース・通販

21小型充電式電池・機器の卸

23小型充電式電池・機器の小売

22その他製品の卸

24その他製品の小売

31運輸（鉄道・航空・陸運等）
右記より

１つ選び

承諾事項ご確認の上、ご捺印ください

32公共施設（美術館・公民館・図書館等）

□にレ点
33エネルギー（ガス・電気）
又は■
34通信（電話・無線・郵便）
チェック
充電式電池および使用機器を
してください
取り扱われる方は、
35マスメディア（新聞・放送・広告等）
下段からお選びください。
41医療施設（病院・介護等）

全国電機商業組合

23,24小売選択の方は右記
該当項目□にチェック

51官公庁（省庁・警察・自衛隊・公共団体）

ＤＩＹ協会
電器店
スーパー
ホームセンター

52自治体（清掃局・清掃センター）

自転車店

54教育委員会（小中高大・専門学校）

その他

61設備工事（電気設備・ビルメンテ・防災・建設）
71サービス（警備・金融・ホテル旅館・飲食）
81廃棄物（収集運搬・処分）

※本社など、一括管理の担当部署がございましたら、ご担当者様をご記入ください。

回収希望電池を使用している機器を
取り扱いの多い順に２つまで
お選びください。

部署名
担当者名

電話番号（

）ー（

）ー（

）

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

1防災設備（非常灯・誘導灯・火災報知器・非常用放送設備・エレベータ非常電源・自動シャッター等）

回収希望電池
の用途

2家電・撮影機器（ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ等撮影機器・掃除機・ﾍｯﾄﾞﾎﾝｽﾃﾚｵ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ・ｼｪｰﾊﾞｰ・電動歯ﾌﾞﾗｼ等）
3情報通信（ﾊﾟｿｺﾝ・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ・ﾌｧｸｼﾐﾘ・PDA・携帯電話・無線機・ｺｰﾄﾞﾚｽﾎﾝ・発券・検診機器等）

２つ以内で□に
レ点又は■
チェック
してください

自治体の廃棄物を回収している方は上記用途欄には
6計測・医療（ﾃｽﾀｰ・温度計・ﾏｯｻｰｼﾞ機・医療器・電動椅子）
4工具（電動工具）
記入せず、こちらをお選びください。
7玩具（ｹﾞｰﾑ・模型・ﾗｼﾞｺﾝ・ﾛﾎﾞｯﾄ等）
5自転車（電動ｱｼｽﾄ自転車）

自治体廃棄物を
回収している方

00自治体・廃棄物関係

JBRCﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで
検索する
排出場所登録
（対象:店舗）

可
不可

小売業の方へ
一般消費者の持ち込み可能な店舗をＪＢＲＣのホームページから検
索できます。
情報として店舗名、住所、電話番号が公開されます。
公開に同意いただける場合は“可”を、いただけない場合は“不可”を
お選びください。未記入の場合は非公開といたします。

※控えは必ず保管してください。
登録のきっかけをお知らせください。
１ JBRCﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

２ JBRCのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、ﾁﾗｼなど

３ 展示会

４ 広告

５ 知人等からの紹介

JBRC
記入欄

