
補足説明第4章

１.  ログアウト（接続終了）について ＜ステップ1～２＞
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電子マニフェストシステムの利用を終了する場合は、
電子マニフェストシステムからログアウト（接続
終了）してください。

ステップ1

「メニューごとの操作（移動報告）」が完了したら
ボタンをクリックすると、ログ

イン画面に戻ります。
1 ログアウト

ステップ2

ボタンをクリックすると、電子マニ
フェストシステムが終了します。
2 閉じる

電子マニフェストシステムが終了します

1

2
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２.  パスワードの変更

自動車リサイクルシステムに事業者登録した際に
送付される「システム登録完了通知書」に明記された
「初期パスワード」を変更する場合について説明し
ます。

パスワード変更1

ステップ1

パスワードの変更を行う時は、電子マニフェスト
システムへのログインは行いません。
「事業所コード」、「パスワード」は入力しない
でください。

【a．ログイン画面】 ＜ステップ1＞

ロ グ イ ン 画 面 で ボ タ ン を
クリックします。

1
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ステップ1

2

ステップ2

3

ステップ3

4

※ 変更前と同じパスワードは使用できません。

半角英数８字以上３４字まで

ステップ4

5

ステップ5

6 パスワード更新

【b．パスワード変更】 ＜ステップ1～５＞

２.  パスワードの変更

事業所コードを入力し、これまでに使用した変更前
パスワードと変更するパスワードを入力します。

に自社の事業所コードを入力してください。 これまでに使用した変更前のパスワードを入力
してください。

確認のため、変更するパスワードをもう一度入力
してください。

変更するパスワードを入力してください。

ボタンをクリックします。

2 3 4 5 6

※ 初 め て パ ス ワ ー ド を 変 更 す る 場 合 は 、 「 初 期 パ ス
ワード」を入力してください。
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ステップ1

7

ステップ2

8 閉じる

閉じる

【c．パスワード変更完了】 ＜ステップ1～２＞

２.  パスワードの変更

パスワードの変更を行った事業者情報が表示され
ます。画面に表示された内容を確認してください。

ボタンをクリックしてください。
ボタンをクリックすると、電子マニフェス

トシステム「ログイン」画面に戻ります。
パスワード変更後に電子マニフェストシステムで
移動報告を行う時は、新たに登録したパスワードで
ログインしてください。

8

7

変更を行った後のパスワードを忘れてしまった時
は、「自動車リサイクルコンタクトセンター」に
お問い合わせください。
事業所コードとパスワードは重要な情報ですので、
他人に漏れることがないよう厳重に管理してくだ
さい。

変更したパスワードを忘れてしまった
？
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各画面の「車台番号」列に表示された ボタン
を ク リ ッ ク す る と 、 「 車 台 詳 細 情 報 （ JPRS
0300）」画面が表示されます。

３.  機能画面（詳細画面）

173

３.１ 車台詳細情報

（Ⅰ）画面

詳細

３.  機能画面（詳細画面）

引取報告を行った車台の詳細情報を表示します。
使 用 済 自 動 車 の リ サ イ ク ル 料 金 預 託 の 有 無 や 、
フロン類、エアバッグ類装備の有無、および個数等の
情報が確認できます。

詳細 をクリック

第4章 補足説明
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ABC88-01203405
ABC-1245

041000556678    

HFC 
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３.  機能画面（詳細画面）

第4章 補足説明

1

2

3

4

5

6
7

※1

※2

※3

9

1

8
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（Ⅱ）画面内容説明

車台基本情報1

• 移動報告番号は、リサイクル券番号と同じものです。
リサイクル券は４桁ごとに「－」が入りますが、
電子マニフェストでは表示されません。
リ サ イ ク ル 券 番 号 「 XXXX-XXXX-XXXX 」
移動報告番号「 XXXXXXXXXXXX 」

• 義務者メーカー名は、画面表示時点での最新情報が
表示されます。

リサイクル料金預託の有無2

３.  機能画面（詳細画面）

車台番号、型式、車名等の車台に関する基本情報が
表示されます。

フロン類、エアバッグ類のリサイクル料金預託の有無
が表示されます。

1

2
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車台装備情報3

• フロン類の有無、フロン類種別は必ず実車で確認
してください。

• 架装物区分は下記のとおり表示されます。

メーカー等提供のエアバッグ類装備情報4

• 車台ごとに装備が異なるため、エアバッグ類の装備
状況を必ず実車で確認してください。

３.  機能画面（詳細画面）

フロン類車種クラス、脱フロンエアコンの有無、なら
びに架装物に関する区分と区分情報が表示されます。

自動車メーカー等からの出荷時におけるエアバッグ、
シートベルトプリテンショナーの装備個数が表示
されます。

3

4

01：架装物はリサイクル料金に含まれる
02：架装物の一部はリサイクル料金に含まれる

（マニュアルで確認が必要）
03：架装物はリサイクル料金に含まれない
04：架装物がリサイクル料金に含まれているかどう

か不明（マニュアルで確認が必要）

※ 架装物の判別については「架装物判別ガイドライン」を
参照ください。



第４章第１章 第２章 第３章

ABC88-01203405
ABC-1245

041000556678    

HFC 

177 第4章 補足説明

エアバッグ類 詳細情報5 車台実車装備情報6

• 引取業者が引き取った使用済自動車を確認したうえ
で入力するため、フロン類装備の有無、エアバッグ
類装備の有無が、車台装備情報と異なる場合があり
ます。

• 使用済自動車を引き取る際に、この画面の情報と
実車が異なっている場合は、引渡元の事業者に確認
してください。

エアバッグ類適正処理情報7

• ボタンをクリックすると、エアバッグ類適
正 処 理 情 報 の 画 面 が 表 示 さ れ ま す の で 、 該 当
する自動車メーカー等を選択してください。

３.  機能画面（詳細画面）

車台に装着されたエアバッグ類の種類（電気式、
または機械式）が表示されます。

引取業者が電子マニフェストを発行する際に入力
した、車台の装備情報が表示されます。

自動車メーカー等が提供する、エアバッグ類の処理
情報が表示されます。

5

6
7

参照
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メッセージ8

• 電動車の駆動用バッテリやCFRP等の適正処理情報
が表示される場合があります。

• Webページへのリンクがある場合は、「追加情
報」欄に「あり」が表示されます。

３.  機能画面（詳細画面）

◆メーカーからのお知らせ ◆適正処理情報（エアバッグ類以外）

メーカーから提供されるエアバッグのリコール情報に
ついて表示されます。

8
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備考情報

※1

※2

※3

半角／全角200字まで

半角／全角200字まで

ステップ1

ステップ2

ボタンをクリックしないで
ボタンをクリックした場合、入力

情報は保存されません。

備考情報保存1

備考情報保存1

【備考情報に入力する】 ＜ステップ1～２＞

３.  機能画面（詳細画面）

該当する備考欄に必要事項を入力します。

入力した情報を保存する場合、
ボタンをクリックします。

前画面に戻る

「２.備考情報」欄は、該当車台に関する情報を前後の
事業者間で共有できる便利機能です。
前工程からの連絡事項の表示と、自社内の必要事項、
および次工程（次業者）への申し送り事項を入力、
保存することができます。

前工程（前業者）からの連絡事項
当該車台に関する前工程（前業者）からの連
絡事項が表示されます。
この欄は自社で入力ができません。

備考（当該工程用）
自社情報を入力し、保存することができます。
引取報告時等で既に入力済みの場合は、その
情報が表示されます。

次工程（次業者）への申し送り事項
次 業 者 へ の 申 し 送 り 事 項 を 入 力 し 、 保 存
することができます。引渡報告時等で既に
入力済みの場合は、その情報が表示されます。

9

※1

※2

※3

9

1
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３.２ 事業者／事業所詳細情報

（Ⅰ）画面
詳細

詳細

• 自社の場合は自社情報が表示されます。引渡先等の
他事業者の場合は、他事業者の情報が表示されます。

詳細

３.  機能画面（詳細画面）

画面に表示されている事業所、事業者の自動車リサイ
クルシステムに登録された詳細情報が表示されます。

自社情報の場合
（ 自 社 ） 情 報 の

をクリック

他事業者情報の場合
引渡先・引渡元の

をクリック

各 画 面 の 「 事 業 者 」 欄 に 表 示 さ れ た を
ク リ ッ ク す る と 、 「 事 業 者 ／ 事 業 所 詳 細 情 報
（JPRS0700）」画面が表示されます。
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３.３ 荷姿詳細情報（エアバッグ類）

（Ⅰ）画面

詳細

• ケース番号に付与された荷姿ID、ケースに収納され
た車台数等の情報が確認できます。

３.  機能画面（詳細画面）

エ ア バ ッ グ 類 の 荷 姿 に 関 す る 詳 細 情 報 と し て 、
ケースに収納された車台情報が表示されます。

エアバッグ類の荷姿に関連する画面の「ケース番号」
列に表示された ボタンをクリックすると、
荷姿詳細画面（JPRS0500）が表示されます。

詳細 をクリック

※1

2

※2

1

1234567
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ボタンをクリックします。
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ステップ1 ステップ2

2

ボタンをクリックしないで
ボタンをクリックした場合、入力

情報は保存されません。

備考情報保存2

（Ⅱ）画面内容説明

備考情報

※1

半角／全角200字まで

備考情報保存

【備考情報に入力する】 ＜ステップ1～２＞

※2

半角／全角200字まで

３.  機能画面（詳細画面）

「５.備考情報」欄は、該当荷姿に関する情報を
次工程（次業者）と共有できる便利機能です。
自社内の必要事項、および次工程（次業者）への
申し送り事項を入力、保存することができます。

該当する備考欄に必要事項を入力します。

前画面に戻る

備考（当該工程用）
自社情報を入力し、保存することができます。
引取報告時等で既に入力済みの場合は、その
情報が表示されます。

次工程（次業者）への申し送り事項
次 業 者 へ の 申 し 送 り 事 項 を 入 力 し 、保 存
することができます。引渡報告時等で既に
入力済みの場合は、その情報が表示されます。

1

※1

2

※2

1

1234567
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３.４ 荷姿詳細情報（認定全部利用）

（Ⅰ）画面

詳細

• 荷姿（トラック単位）に付与された荷姿ID、荷姿に
含まれる車台数が確認できます。

※1

３.  機能画面（詳細画面）

認定解体自動車全部利用者に引き渡す荷姿に関する
詳細情報として、トラックに積載された荷姿として
紐付けられた車台情報を表示します。

認定解体自動車全部利用者に引き渡す荷姿に関連する
画面の「トラック登録番号」列に表示された
ボタンをクリックすると、「荷姿詳細情報（JPRS
0900）」画面が表示されます。

詳細 をクリック

2

第4章 補足説明

1



第４章第１章 第２章 第３章

入力した情報を保存する場合、
ボタンをクリックします。

ステップ1

ステップ2

2

ボタンをクリックしないで
ボタンをクリックした場合、入力

情報は保存されません。

備考情報保存2

（Ⅱ）画面内容説明

備考情報

※1

半角／全角200字まで

備考情報保存

【備考情報に入力する】 ＜ステップ1～２＞

３.  機能画面（詳細画面）

該当する備考欄に必要事項を入力します。
前画面に戻る

備考（当該工程用）
自社情報を入力し、保存することができます。
引取報告時等で既に入力済みの場合は、その
情報が表示されます。

第 章 補足説明4184

1

※1

2

1

「４.備考情報」欄は、該当荷姿に関する情報を保存
する便利機能です。自社内の必要事項等を入力、
保存することができます。
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（Ⅲ）その他

詳細は72ページをご覧ください

３.  機能画面（詳細画面）

認定解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡す
時は、車台番号一覧としてこの「荷姿詳細情報」画面
を印刷します。

第4章 補足説明
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４.１ 機能ボタン・その他表示説明

ボタン
電子マニフェストシステムへログインします。
・電子マニフェストシステムのメニュー選択画面が表示され、電子マニ

フェストが操作できます。

ボタン
電子マニフェストシステムを終了します。
・電子マニフェストシステムを終了し自動車リサイクルシステムホームページ

に遷移します。

ボタン 選択した表示画面を閉じて、表示していた前の画面に戻ります。

ボタン 表示している画面から、メニュー選択画面に戻ります。

ボタン 表示している確認画面を呼び出した、元の画面に戻ります。

事業者／事業所名
ボタン

事業者／事業所名の項目内に表示された自社、引渡先等の事業者詳細情報
（JPRS0700）画面が表示されます。

引渡先事業者／事業所名
ボタン

引 渡 先 事 業 者 ／ 事 業 所 名 の 項 目 内 に 表 示 さ れ た 事 業 者 の 詳 細 情 報
（JPRS0700）画面が表示されます。

車台番号
ボタン 該当する車台の車台詳細情報（JPRS0300）が表示されます。

ケース番号
ボタン

該当するケース番号のエアバッグ類の荷姿詳細情報（JPRS0500）が表示
されます。

トラック登録番号
ボタン

該 当 す る ト ラ ッ ク 登 録 番 号 に 紐 付 け し た 解 体 自 動 車 の 荷 姿 詳 細 情 報
（JPRS0900）が表示されます。

表 示 機 能 表示内容・機能説明

【画面が遷移する機能ボタン】

４.  機能ボタン・その他表示説明

前画面に戻る

詳細

メニューに戻る

閉じる

詳細

詳細

詳細

詳細

• 機能ボタンは、電子マニフェスト等の画面操作以外
の支援を行う便利機能です。

• 操作を伴う多くの電子マニフェストシステム画面に
表示されていますので、必要に応じて活用してくだ
さい。

ボタンをクリックすることで表示画面が切り替る
機能ボタンです。

電子マニフェストシステムの画面に表示される機能
ボタン、表示項目を説明します。

ログイン

ログアウト

※ 電子マニフェストの操作に直接関係するボタンは、画面
の操作説明と共に案内しています。
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（例）
表示

画面右上に日時を表示します。
【表示形式】年/月/日 時:分:秒

ボタン

表示している画面を印刷する時に利用します。
をクリックすると、表示画面が印刷されます。

・画面印刷を実行した場合、画面右上に表示している日時は印刷実行時点の
日時が印刷されます。

※画面印刷の設定は、ご利用のパソコンの設定により異なります。

ボタン
表示している画面のヘルプを表示する時に利用します。

をクリックすると表示画面の説明、エラー発生時の対応に関する
説明画面が表示されます。

ボタン

表示している車台一覧、荷姿一覧が複数ページに及ぶ場合、表示している当該
ページの１つ前のページに遷移します。
この場合、電子マニフェストの情報は更新されずに、画面表示時点のデータが
引き継いで表示されます。
【注意】該当ページが存在しない場合、ボタンがグレー表示されてボタンが

押せません。

ボタン

表示している車台一覧、荷姿一覧が複数ページに及ぶ場合、表示している当該
ページの１つ後ろのページに遷移します。
この場合、電子マニフェストの情報は更新されずに、画面表示時点のデータが
引き継いで表示されます。
【注意】該当ページが存在しない場合、ボタンがグレー表示されてボタンが

押せません。

ページ
プルダウン

表示している車台一覧、荷姿一覧が複数ページに及ぶ場合、表示しているペー
ジから、プルダウンで選択したページに遷移します。
この場合、電子マニフェストの情報は更新されずに、画面表示時点のデータが
引き継いで表示されます。
【注意】一覧表示情報が１ページ内に収まっている場合、プルダウンがグレー

表示されて選択できません。

【画面が遷移しない機能ボタン等】

【画面表示の支援機能ボタン類】

４.  機能ボタン・その他表示説明

画面印刷P

ヘルプ？ ヘルプ？

画面印刷P

前ページ

次ページ

1

表 示 機 能 表示内容・機能説明

表 示 機 能 表示内容・機能説明

表示している画面を支援する機能ボタンや、プル
ダウンメニューについて照会します。

画面右上には、ボタンをクリックしても表示画面が切
り替わらない機能ボタンと共に、画面を表示している
日時が表示されます。

以下の機能ボタン類は、使用用途に合わせて表示して
いる画面の中で表示項目の並べ替え等が行えます。
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ボタン

画面に表示している車台一覧、荷姿一覧等の電子マニフェスト情報を更新する
時に利用します。

をクリックすると、車台一覧、荷姿一覧等の電子マニフェスト
情報が最新のものに更新されます。
【注意】 をクリックした場合は、１ページ目に戻ります。

引渡報告の「対象車台選択」、「対象荷姿選択」で入力された情報は、
をクリックする前の状態で保存されています。

表示件数
プルダウン

画面に表示している車台一覧、荷姿一覧等の表示件数を変更する場合、
プルダウンで選択した件数に変更します。
プルダウンして表示件数を変更すると、車台一覧、荷姿一覧等の電子マニ
フェスト情報が最新のものに更新されます。
【初期表示】50件単位で表示されます。
【選択可能な表示件数】50件／ 100件／全件
【注意】プルダウンして表示件数を変更した場合は、１ページ目に戻ります。

引渡報告の「対象車台選択」、「対象荷姿選択」で入力された情報は、
表示件数の表示を変更する前の状態で保存されています。

並び替え
プルダウン

画面に表示している車台一覧、荷姿一覧等の表示項目の並び替えをする場合、
プルダウンで選択した項目に変更します。
プルダウンして表示項目の並び替えを変更すると、車台一覧、荷姿一覧等の
電子マニフェスト情報が最新のものに更新されます。
【初期表示】引取報告日(昇順)
【注意】プルダウンして表示項目の並び替えをした場合は、１ページ目に戻り

ます。引渡報告の「対象車台選択」、「対象荷姿選択」で入力された
情報は、表示項目の並び替えを変更する前の状態で保存されています。

ボタン 表示している画面の最上部に戻ります。

４.  機能ボタン・その他表示説明

最新の一覧取得

50件

引取報告日〈昇順〉

最新の一覧取得

最新の一覧取得

最新の一覧取得

表 示 機 能 表示内容・機能説明

【上に戻る】
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●●●ABC-12345ABC12-12345987   （株）○●◎リサイクル

○△□LKJ-12345（株）○●◎リサイクル LKJ990-10203045 

123453000104     株式会社 ○△□◇自動車

◇◇◇

△△△

OPQ987-654123   

ZZA-12345ZZA69-008712345

OPQ-123   （株）○●◎リサイクル 品川営

業所

（株）○●◎リサイクル 大宮営

業所

□□□RFV-12345RFV55-15151515  （株）○●◎リサイクル 東京営

業所

移動報告の情報が修正された車台、または移動
報告の一時停止が解除された車台です。
【留意点】
車台に関する情報が修正されている場合がありま
す。

189

電子マニフェストシステムでは、画面に表示する
取扱車台の一覧情報の背景色が通常「白」で設定され
ていますが、取扱いに注意が必要な車台については

【画面に表示される車台の一覧情報に関する留意事項】

第4章 補足説明

該当車台の背景色が異なります。
背景色が異なる車台は、実車確認、電子マニフェスト
操作時にご注意ください。

1

2

3
4

2

3 背景色が黄色の車台

背景色が赤色の車台

4

背景色が橙色の車台1

背景色が灰色の車台

リサイクル料金の預託申請時に車台番号のみで
特定された車台、または指定再資源化機関が取扱
う車台（並行輸入車等の義務者不存在車）です。
【留意点】
フロン類、エアバッグ類の実車装備が「車台
詳細情報（JPRS0300）」画面に表示された
車台装備情報と異なる場合があります。

事業者からの申請による移動報告の情報修正等を
行うため、情報管理センターで電子マニフェスト
を一時停止している車台です。
【留意点】
背景色が赤色で表示されている間は、該当車台の
移動報告は行えません。

助手席エアバッグがリコール対象となっている
車台です。
【留意点】
実車に「改善処置実施済」を示すステッカーが貼
付されていなければ、取外回収する必要がありま
す。

４.  機能ボタン・その他表示説明
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ヘルプ画面を呼び出す：表示されている画面右上の
ボタンを

クリックします。

190 第4章 補足説明

４.２ ヘルプ画面について ＜ステップ1～３＞

ステップ1

４.  機能ボタン・その他表示説明

電子マニフェストシステムは、表示されている画面の
操作説明や、エラーになる場合等についての説明を、
ヘルプ画面で表示します。
ヘルプ画面では、表示されている画面の操作概略、
エラーになる場合のエラーメッセージ、原因、対策が
表示されますので必要に応じて活用してください。

1

1

ヘルプ？

●●●ABC-12345ABC12-12345987   （株）○●◎リサイクル

○△□LKJ-12345（株）○●◎リサイクル LKJ990-10203045 

◇◇◇

△△△

OPQ987-654123   

ZZA-12345ZZA69-008712345

OPQ-123   （株）○●◎リサイクル 品川営
業所

（株）○●◎リサイクル 大宮営
業所

□□□RFV-12345RFV55-15151515  （株）○●◎リサイクル 東京営
業所

「車台番号」欄の「詳細」ボタンが強調
（黄色で表示）されている車台

5

解体作業に関するメーカーからの情報が登録され
ている車台です。

5
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ステップ２

４.  機能ボタン・その他表示説明

ヘルプ画面が表示される：ヘルプ画面は、表示されて
いる画面の上に表示され
ます。
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192 第4章 補足説明

ステップ３

ヘルプ画面は、呼出元の画面内容により画面上に
すべて表示されない場合があります。
ヘルプ画面右側にスクロールバーが表示された
場合は、画面をスクロールして内容を確認して
ください。

４.  機能ボタン・その他表示説明

2

ヘルプ画面を終了する：ヘルプ画面上の
ボタンをクリックすると終了
します。

閉じる2
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をクリックすると、名前を付けて保存画面
が表示されます。 保存する場所でファイルを保存
する場所を選択し、 をクリックします。

193 第4章 補足説明

４.３ ダウンロード

ステップ1

• ダウンロードするファイル形式はCSVファイル
です。

• CSVファイルを編集する際は、マイクロソフト社
エクセル等の表計算ソフトでファイル変換すること
をお勧めします。

（Ⅰ）ダウンロードの実行 ＜ステップ1～３＞

ステップ2

1 保存

1

3 保存
2

2

3

４.  機能ボタン・その他表示説明

「検索条件入力（JMES3110）」画面では、使用済
自動車の引取報告の実績および引渡報告実績のダウン
ロード（ファイルをインターネット経由で保存するこ
と）が可能ですので、必要に応じて活用してください。
なお、ダウンロードを行う際は、右記の点に留意の
うえ実行してください。

ステップ３

3 保存

いいえ

検索条件の入力（JMES3110）でダウンロードを
クリックすると、ファイルのダウンロード画面が
電子マニフェスト画面の上に表示されますので、

ボタンをクリックしてください。

ボタンをクリックすると、ファイル保存
終了のダイアログ画面が表示されます。ダウンロード
したファイルは、そのまま開かずに を
選択してください。

ダウンロードを行う場合は、電子マニフェスト画面上
にダウンロードの実行画面が表示されます。
画面の指示に従って操作すると、パソコンにファイル
が保存されます。

1 保存

ダウンロード画面はマイクロソフト社ウインドウ
ズ、インターネットエクスプローラのバージョン
や、ご利用のパソコン設定によってデザイン、
表示内容が異なります。

4

4
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５.  ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）

194 第4章 補足説明

５.１ 確認メッセージ

共通 ログアウト 自動車リサイクルシステムを終了します。
よろしいですか？

業務を終了し、システムからログアウト
するか否かを確認してください。

画 面 ボタン名等 確認メッセージ

確認メッセージは、電子マニフェストの誤操作、誤報
告を防止するために表示されます。

確認内容

JPRS
3100

センターへ報告
○○件の引取報告を行います。
よろしいですか？
※ ○○は選択された車台数。

当該引取実施事業者が報告しようとしてい
る車台の数と実際に報告される車台の数が
合っているかどうかを確認してください。

JPRS
3233

確定取消 選択した車台の確定を取消します。
よろしいですか？

選択した車台の確定を取消してもよいか
どうかを確認してください。

センターへ報告 引渡先を確定した車台の引渡報告を
行います。よろしいですか？

全車台の引渡報告を実施してもよいかどう
かを確認してください。

JPRS
3283

確定取消 選択した荷姿の確定を取消します。
よろしいですか？

選択した荷姿の確定を取消してもよいか
どうかを確認してください。

センターへ報告 ○○件の引渡報告を行います。
よろしいですか？

当該報告事業者が報告しようとしている荷
姿の数と実際に報告される荷姿の数が合っ
ているかどうかを確認してください。

JPRS
3243

確定取消 選択した車台の確定を取消します。
よろしいですか？

選択した車台の確定を取消してもよいか
どうかを確認してください。

センターへ報告 引渡先を確定した車台の引渡報告を
行います。よろしいですか？

全車台の引渡報告を実施してもよいかどう
かを確認してください。

JPRS
3293

確定取消 選択した車台の確定を取消します。
よろしいですか？

選択した車台の確定を取消してもよいか
どうかを確認してください。

センターへ報告 引渡先を確定した車台の引渡報告を行います。
よろしいですか？

全車台の引渡報告を実施してもよいか
どうかを確認してください。

５.  ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）

電子マニフェストシステムの終了時、情報管理セン
ターへの報告前に、画面中央に表示されますので、
確認メッセージが表示された時は、入力内容を確認の
うえ、 または を選択してください。OK キャンセル
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JPCS
3230 申請 車台番号：XXXXXXXXXXについて引渡報告

の取消申請を行います。よろしいですか？
使用済自動車の引渡報告取消申請をするか
否かを確認してください。

JPCS
3240 申請 車台番号：XXXXXXXXXXについて引渡報告

の取消申請を行います。よろしいですか？
使用済自動車の引渡報告取消申請をするか
否かを確認してください。

JPCS
3280 申請 荷姿ID：XXXXXXXXXXについて引渡報告の

取消申請を行います。よろしいですか？
荷姿の引渡報告取消申請をするか否かを
確認してください。

JPCS
3290 申請 車台番号：XXXXXXXXXXについて引渡報告

の取消申請を行います。よろしいですか？
使用済自動車の引渡報告取消申請をするか
否かを確認してください。

JPCS
3261 申請 荷姿ID：XXXXXXXXXXについて引渡報告の

取消申請を行います。よろしいですか？
荷姿の引渡報告取消申請をするか否かを
確認してください。

JMES
3130

書類郵送依頼
(有料)

集金機能付宅配となります。
処理を継続しますか？

書類郵送依頼するか否かを確認してくだ
さい。

JPRS
3264 センターへ報告

○○件の引渡報告を行います。
よろしいですか？
※ ○○は選択された荷姿数。

当該報告事業者が報告しようとしている
荷姿の数と実際に報告される荷姿の数が
合っているかどうかを確認してください。

JPCS
3100 取消 車台番号：XXXXXXXXXXについて引取報告

の取消を行います。よろしいですか？
取消しを行う車台の車台番号を確認してく
ださい。

JPCS
3262 申請 荷姿ID：XXXXXXXXXXについて引渡報告の

取消申請を行います。よろしいですか？
エアバッグ引渡報告（車上作動処理）の
取消申請をするか否かを確認してください。

JPRS
3263

確定取消 選択した荷姿の確定を取消します。
よろしいですか？

選択した荷姿の確定を取消してもよいか
どうかを確認してください。

センターへ報告 ○○件の引渡報告を行います。
よろしいですか？

当該報告事業者が報告しようとしている
荷姿の数と実際に報告される荷姿の数が
合っているかどうかを確認してください。

５.  ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）

画 面 ボタン名等 確認メッセージ 確認内容
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JPRS
3260

処理結果保存

選択された車台のうち以下の車台は、メー
カ ー 出荷 時の エ アバ ッグ類 の 装備 が無 い
（またはオプション設定である）可能性が
あります。処理を継続しますか？

実際の車台のエアバッグ類装備状況を確認
のうえ、処理を継続するか否かを確認して
ください。

選択された車台のうち機械式欄に「★」が
表示された車台は、運転席・助手席のエア
バッグが機械式である可能性があります。
処理を継続しますか？

実際の車台のエアバッグ類の処理結果を
確認のうえ、処理を継続するか否かを確認
してください。

JPRS
3264

センターへ報告

選択された車台のうち以下の車台は、メー
カ ー 出荷 時の エ アバ ッグ類 の 装備 が無 い
（またはオプション設定である）可能性が
あります。処理を継続しますか？

実際の車台のエアバッグ類装備状況を確認
のうえ、処理を継続するか否かを確認して
ください。

選 択 さ れ た 車 台 の う ち 以 下 の 車 台 は 、
運転席・エアバッグが機械式である可能性が
あります。処理を継続しますか？

実際の車台のエアバッグ類の処理結果を
確認のうえ、処理を継続するか否かを確認
してください。

５.  ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）

画 面 ボタン名等 確認メッセージ 確認内容
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JPRS
3100

エアバッグ類
処理対象選択

（ラジオボタン）

エアバッグ類処理対象はいずれか
を選択してください。

をクリックした際に、引取報告
対象として選択されているにも関わらず、エア
バッグ類処理対象選択が選択されていない場合
に表示されます。

引取報告対象選択
(チェックボックス)

引取報告対象を選択してください。 をクリックした際に、一件も
選択されていない場合に表示されます。

一覧情報が既に変更されています。
最新の一覧を取得した後、再度
処理を実行してください。

をクリックした際に、表示されて
いる車台一覧のうち、データベースが更新され
ている車台が１台以上あった場合に表示され
ます（他のPCで更新されていた場合に表示
されます）。

をクリックした際に、移動報告
対象車台のうち、データベースが更新されてい
る車台が１台以上あった場合に表示されます
（他のＰＣで更新されていた場合に表示され
ます）。

または、 をクリック
した際に、移動報告が取消申請中の車台が選択
されていた場合に表示されます。

197 第4章 補足説明

５.２ エラーメッセージ

センターへ報告

選択状態保存

センターへ報告

センターへ報告 選択状態保存

センターへ報告

OK

５.  ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）

電子マニフェストシステムでは、誤った操作を行った
時にエラーメッセージが画面中央に表示されます。

画 面 関連する項目名 エラーメッセージ エラーの発生要件

エラーメッセージが表示された時は、表示された内容
を確認し ボタンをクリックした後に、該当する
箇所に正しく入力してください。

本書記載のエラーメッセージは代表的なものです。
最新のエラーメッセージは各画面のヘルプ画面に
てご確認いただけます。
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JPRS
3231

事業所コード

事業所コードを入力してください。

をクリックした際に、未入力の
場合に表示されます。

をクリックした際に、未入力の
場合に表示されます。

入力された事業者（解体業者）が
見つかりませんでした。

をクリックした際に、入力され
た事業所コードが未登録であった場合に表示
されます。

をクリックした際に、入力され
た事業所コードが未登録であった場合に表示
されます。

をクリックした際に、入力され
た事業所コードが解体業者以外であった場合に
表示されます。

をクリックした際に、入力され
た事業所コードが解体業者以外であった場合に
表示されます。

引 渡 実 施 事 業 者 と 同 じ 事 業 所
コードは入力できません。

をクリックした際に、入力され
た事業所コードが引渡実施事業者（自社）と
同じ事業所コードの場合に表示されます。

をクリックした際に、入力され
た事業所コードが引渡実施事業者（自社）と
同じ事業所コードの場合に表示されます。

事業所コードは半角数字12文字で
入力してください

をクリックした際に、半角数字
以外が入力されていた場合に表示されます。

をクリックした際に、半角数字
以外が入力されていた場合に表示されます。

をクリックした際に、入力文字
数が12文字以外の場合に表示されます。

をクリックした際に、入力文字
数が12文字以外の場合に表示されます。

198 第4章 補足説明

事業者情報表示

対象車台選択へ

事業者情報表示

対象車台選択へ

事業者情報表示

事業者情報表示

対象車台選択へ

事業者情報表示

対象車台選択へ

事業者情報表示

対象車台選択へ

５.  ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）

センターへ報告

画 面 関連する項目名 エラーメッセージ エラーの発生要件



第４章第１章 第２章 第３章

JPRS
3233

確定取消
（チェックボックス）

確定を取消する車台を選択して
ください。

をクリックした際に、一件も選択
されていない場合に表示されます。

確定取消欄が選択されている車台
があります。
確定取消を行うか、または選択を
解除してから再度実行してくだ
さい。

をクリックした際に、一件以上
選択されていた場合に表示されます。

一覧情報が既に変更されています。
最新の一覧を取得した後、再度
処理を実行してください。

をクリックした際に、確定取消対象
車台のうち、データベースが更新されている車
台が１台以上あった場合に表示されます（他の
ＰＣで更新されていた場合に表示されます）。

をクリックした際に、移動報告が
一時停止中の車台が選択されていた場合に表示
されます。

車台一覧のすべて
の車台

をクリックした際に、移動報告
対象車台のうち、データベースが更新されて
いる車台が１台以上あった場合に表示されます
（他のPCで更新されていた場合に表示され
ます）。

JPRS
3232

運搬事業者名、および
廃棄物処理法上の
収集運搬許可番号
（ラジオボタン）

自 社 運 搬 、 ま た は 運 搬 委 託 の
いずれかを選択してください。

をクリックした際に、未選択であっ
た場合に表示されます。

運搬委託：事業者名等 事業者名等を入力してください。
運搬委託が選択されている状態で、
をクリックした際、未入力であった場合に表示
されます。

引渡報告対象選択
（チェックボックス）

引渡報告対象を選択してください。 をクリックした際に、一件も選択
されていない場合に表示されます。

一覧情報が既に変更されています。
最新の一覧を取得した後、再度処
理を実行してください。

をクリックした際に、引渡先確定
対象車台のうち、データベースが更新されて
いる車台が１台以上あった場合に表示されます
（他のＰＣで更新されていた場合に表示され
ます）。

199 第4章 補足説明

引渡先確定

引渡先確定

引渡先確定

引渡先確定

５.  ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）

画 面 関連する項目名 エラーメッセージ エラーの発生要件

確定取消

センターへ報告

確定取消

確定取消

センターへ報告



第４章第１章 第２章 第３章

JPRS
3241

事業所コード

事業所コードを入力してください。

をクリックした際に、未入力の
場合に表示されます。

をクリックした際に、未入力の
場合に表示されます。

事業所コードは半角数字12文字で
入力してください。

をクリックした際に、半角数字
以外が入力されていた場合か、入力文字数が12
文字以外の場合に表示されます。

をクリックした際に、半角数字
以外が入力されていた場合か、入力文字数が12
文字以外の場合に表示されます。

入力された事業者（破砕業者）が
見つかりませんでした。

をクリックした際に、入力され
た事業所コードが未登録であった場合に表示
されます。

をクリックした際に、入力され
た事業所コードが未登録であった場合に表示
されます。

をクリックした際に、入力され
た事業所コードが破砕業者以外であった場合に
表示されます。

をクリックした際に、入力され
た事業所コードが破砕業者以外であった場合に
表示されます。

200 第4章 補足説明

事業者情報表示

対象車台選択へ

事業者情報表示

対象車台選択へ

事業者情報表示

対象車台選択へ

５.  ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）

画 面 関連する項目名 エラーメッセージ エラーの発生要件

事業者情報表示

対象車台選択へ



第４章第１章 第２章 第３章

JPRS
3243

確定取消
（チェックボックス）

確定を取消する車台を選択してく
ださい。

をクリックした際に、一件も選択
されていない場合に表示されます。

確定取消欄が選択されている車台
があります。
確定取消を行うか、または選択を
解除してから再度実行してくだ
さい。

をクリックした際に、一件以上
選択されていた場合に表示されます。

一覧情報が既に変更されています。
最新の一覧を取得した後、再度
処理を実行してください。

をクリックした際に、確定取消対象
車台のうち、データベースが更新されている
車台が１台以上あった場合に表示されます（他
のＰＣで更新されていた場合に表示されます）。

をクリックした際に、移動報告が
一時停止中の車台が選択されていた場合に表示
されます。

車台一覧のすべて
の車台

をクリックした際に、移動報告
対象車台のうち、データベースが更新されてい
る車台が１台以上あった場合に表示されます
（他のPCで更新されていた場合に表示され
ます）。

JPRS
3242

運搬事業者名、および
廃棄物処理法上の
収集運搬許可番号
（ラジオボタン）

自 社 運 搬 、 ま た は 運 搬 委 託 の
いずれかを選択してください。

をクリックした際に、未選択であっ
た場合に表示されます。

運搬委託：事業者名等 事業者名等を入力してください。

項目運搬事業者名、および廃棄物処理法上の
収集運搬許可番号が運搬委託を選択されている
状態で、 をクリックした際、未入力
であった場合に表示されます。

引渡報告対象選択
（チェックボックス）

引渡報告対象を選択してください。 をクリックした際に、一件も選択
されていない場合に表示されます。

一覧情報が既に変更されています。
最新の一覧を取得した後、再度
処理を実行してください。

をクリックした際に、引渡先確定
対象車台のうち、データベースが更新されて
いる車台が１台以上あった場合に表示されます
（他のＰＣで更新されていた場合に表示され
ます）。

201 第4章 補足説明

５.  ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）

画 面 関連する項目名 エラーメッセージ エラーの発生要件

引渡先確定

引渡先確定

引渡先確定

引渡先確定

確定取消

センターへ報告

確定取消

センターへ報告

確定取消



第４章第１章 第２章 第３章

JPRS
3282

トラック登録番号

トラック登録番号を入力してくだ
さい。

をクリックした際に、未選択であっ
た場合に表示されます。

トラック登録番号は全角13文字
以内で入力してください。

をクリックした際に、全角文字以外
が入力されていた場合か、入力文字数が制限
文字数を超過していた場合に表示されます。

引渡報告対象選択
（チェックボックス）

引渡報告対象を選択してください。 をクリックした際に、一件も選択
されていない場合に表示されます。

一覧情報が既に変更されています。
最新の一覧を取得した後、再度
処理を実行してください。

をクリックした際に、引渡先確定
対象車台のうち、データベースが更新されてい
る車台が１台以上あった場合に表示されます
（他のPCで更新されていた場合に表示され
ます）。

をクリックした際に、移動報告が
一時停止中の車台が選択されていた場合に表示
されます。

備考（当該工程用） 備考（当該工程用）は200文字
以内で入力してください。

をクリックした際に、入力文字数が
制限文字数を超過していた場合に表示されます。

JPRS
3281

委託引取会社等
（プルダウン）

委託引取会社名を選択してくだ
さい。

をクリックした際に、未選択の
場合に表示されます。

電炉等名
（プルダウン）

電炉等名を選択してください。 をクリックした際に、未選択の
場合に表示されます。

202 第4章 補足説明

対象車台選択へ

対象車台選択へ

５.  ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）

画 面 関連する項目名 エラーメッセージ エラーの発生要件

引渡先確定

引渡先確定

引渡先確定

引渡先確定

引渡先確定

引渡先確定



第４章第１章 第２章 第３章

JPRS
3283

確定取消
（チェックボックス）

確定を取消する荷姿を選択して
ください。

をクリックした際に、一件も選択
されていない場合に表示されます。

確定取消欄が選択されている荷姿
があります。
確定取消を行うか、または選択を
解除してから再度実行してくだ
さい。

をクリックした際に、一件以上
選択されていた場合に表示されます。

一覧情報が既に変更されています。
最新の一覧を取得した後、再度
処理を実行してください。

をクリックした際に、引渡先確定対象
荷姿のうち、データベースが更新されている
荷姿が１件以上あった場合に表示されます（他
のPCで更新されていた場合に表示されます）。

移動報告が一時停止状態の車台を
含んでいます。
選択した荷姿について、再度確認
を行ってください。

をクリックした際に、移動報告が
一時停止中の車台を含む荷姿が選択されていた
場合に表示されます。

引渡報告対象選択
（チェックボックス）

引渡報告対象を選択してください。 をクリックした際に、一件も
選択されていない場合に表示されます。

引渡報告対象選択欄が選択されて
いる荷姿があります。選択を解除
してから再度実行してください。

をクリックした際に、一件以上選択
されていた場合に表示されます。

一覧情報が既に変更されています。
最新の一覧を取得した後、再度
処理を実行してください。

をクリックした際に、引渡先
確定対象荷姿のうち、データベースが更新され
ている荷姿が１件以上あった場合に表示され
ます（他のPCで更新されていた場合に表示され
ます）。

移動報告が一時停止状態の車台を
含んでいます。
選択した荷姿について、再度確認
を行ってください。

をクリックした際に、移動報告が
一時停止中の車台を含む荷姿が選択されて
いた場合に表示されます。

全部利用委託契約がない車台が
含まれています。
選択した荷姿について、再度確認
を行ってください。

をクリックした際に、引渡先の
全部利用業者と、全部利用委託契約が存在する
メーカー以外の車台を含む荷姿が選択されて
いた場合に表示されます。

203 第4章 補足説明

確定取消

センターへ報告

確定取消

確定取消

センターへ報告

確定取消

センターへ報告

センターへ報告

センターへ報告

５.  ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）

画 面 関連する項目名 エラーメッセージ エラーの発生要件



第４章第１章 第２章 第３章

JPRS
3292

引渡先種別
（ラジオボタン）

引渡先種別はいずれかを選択して
ください。

をクリックした際に、引渡先種別が
未選択であった場合に表示されます。

引渡報告対象選択
（チェックボックス）

引渡報告対象を選択してください。 をクリックした際に、一件も選択
されていない場合に表示されます。

一覧情報が既に変更されています。
最新の一覧を取得した後、再度
処理を実行してください。

をクリックした際に、引渡先確定
対象車台のうち、データベースが更新されて
いる車台が１台以上あった場合に表示されます
（他のPCで更新されていた場合に表示され
ます）。

をクリックした際に、移動報告が
一時停止中の車台が選択されていた場合に表示
されます。

JPRS
3291

事業者氏名・名称

事 業 者 氏 名 ・ 名 称 を 入 力 し て
ください。

をクリックした際に、未入力の
場合に表示されます。

事業者氏名・名称は全角60文字
以内で入力してください。

をクリックした際に、全角文字
以外が入力されていた場合か、入力文字数が
制限文字数を超過していた場合に表示されます。

事業者住所・所在地

事業者住所・所在地を入力して
ください。

をクリックした際に、未入力の
場合に表示されます。

事業者住所・所在地は全角90文字
以内で入力してください。

をクリックした際に、全角文字
以外が入力されていた場合か、入力文字数が
制限文字数を超過していた場合に表示されます。

事業所名称

事業所名称を入力してください。 をクリックした際に、未入力の
場合に表示されます。

事業所名称は全角60文字以内で
入力してください。

をクリックした際に、全角文字
以外が入力されていた場合か、入力文字数が
制限文字数を超過していた場合に表示されます。

所在地

所在地を入力してください。 をクリックした際に、未入力の
場合に表示されます。

所在地は全角90文字以内で入力
してください。

をクリックした際に、全角文字
以外が入力されていた場合か、入力文字数が
制限文字数を超過していた場合に表示されます。

204 第4章 補足説明

対象車台選択へ

対象車台選択へ

対象車台選択へ

対象車台選択へ

対象車台選択へ

対象車台選択へ

引渡先確定

引渡先確定

引渡先確定

引渡先確定

対象車台選択へ

５.  ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）

画 面 関連する項目名 エラーメッセージ エラーの発生要件

対象車台選択へ



第４章第１章 第２章 第３章

JPRS
3260

回収、作動
（チェックボックス）

一覧情報が既に変更されています。
最新の一覧を取得した後、再度
処理を実行してください。

をクリックした際に、一覧表示
した時点から、データベースが更新されている
車台が選択されていた場合に表示されます。
（他のＰＣで更新されていた場合に表示されま
す）。

をクリックした際に、移動報告
が一時停止中の車台が選択されていた場合に
表示されます。

JPRS
3293

確定取消
（チェックボックス）

確定を取消する車台を選択して
ください。

をクリックした際に一件も選択され
ていない場合に表示されます。

確定取消欄が選択されている車台
があります。
確定取消を行うか、または選択を
解除してから再度実行してくだ
さい。

をクリックした際に、一件以上
選択されていた場合に表示されます。

一覧情報が既に変更されています。
最新の一覧を取得した後、再度
処理を実行してください。

をクリックした際に、引渡先確定
対象車台のうち、データベースが更新されて
いる車台が１台以上あった場合に表示されます
（他のPCで更新されていた場合に表示され
ます）。

をクリックした際に、移動報告が
一時停止中の車台が選択されていた場合に表示
されます。

車台一覧の
すべての車台

をクリックした際に、引渡先確定
対象車台のうち、データベースが更新されて
いる車台が1台以上あった場合に表示されます
(他のPCで更新されていた場合に表示されます)。

205 第4章 補足説明

５.  ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）

確定取消

センターへ報告

確定取消

確定取消

画 面 関連する項目名 エラーメッセージ エラーの発生要件

処理結果保存

処理結果保存

センターへ報告



第４章第１章 第２章 第３章

JPRS
3262

運搬事業者名、および
廃棄物処理法上の
収集運搬許可番号

自 社 運 搬 、 ま た は 運 搬 委 託 の
いずれかを選択してください。

をクリックした際に、未選択であっ
た場合に表示されます。

をクリックした際に、未選択であった
場合に表示されます。

運搬委託：事業者名等 事業者名等を入力してください。

運搬委託が選択されている状態で、
をクリックした際、未入力であった場合に表示
されます。

運搬委託が選択されている状態で、 を
クリックした際、未入力であった場合に表示
されます。

JPRS
3261

事業所コード

事業所コードを入力してください。

をクリックした際に、未入力の
場合に表示されます。

をクリックした際に、未入力の
場合に表示されます。

入力された事業者（エアバッグ類
指定引取場所）が見つかりません
でした。

をクリックした際に、入力され
た事業所コードが未登録であった場合に表示
されます。

をクリックした際に、入力され
た事業所コードが未登録であった場合に表示
されます。

をクリックした際に、入力され
た事業所コードがエアバッグ類指定引取場所
以外であった場合に表示されます。

をクリックした際に、入力され
た事業所コードがエアバッグ類指定引取場所
以外であった場合に表示されます。

事業所コードは半角数字12文字で
入力してください

をクリックした際に、半角数字
以外が入力されていた場合に表示されます。

をクリックした際に、半角数字
以外が入力されていた場合に表示されます。

をクリックした際に、入力文字
数が12文字以外の場合に表示されます。

をクリックした際に、入力文字
数が12文字以外の場合に表示されます。

206 第4章 補足説明

対象車台選択へ

事業者情報表示

対象車台選択へ

事業者情報表示

対象車台選択へ

事業者情報表示

事業者情報表示

対象車台選択へ

事業者情報表示

対象車台選択へ

５.  ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）

画 面 関連する項目名 エラーメッセージ エラーの発生要件

引渡先確定

引渡先確定

荷姿確定

荷姿確定



第４章第１章 第２章 第３章

JPRS
3262

ケース番号

ケース番号を入力してください。

をクリックした際に、未入力であっ
た場合に表示されます。

をクリックした際に、未入力であっ
た場合に表示されます。

ケース番号を入力してください。

＜入力条件＞
・7文字で入力してください。
・半角英数字を使用してください。

をクリックした際に、半角文字以外
が入力されていた場合か、入力文字数が制限
文字数を超過していた場合に表示されます。

をクリックした際に、半角文字以外
が入力されていた場合か、入力文字数が制限
文字数を超過していた場合に表示されます。

入力されたケース番号で引渡報告
され処理中です｡作成済みの荷姿に
エアバッグ類を追加したい場合は
メニューに戻り、1.12「引渡確定
済み荷姿の一覧」を選択してくだ
さい｡

をクリックした際に、指定引取場所
で引取報告未実施の荷姿と同じケース番号を
入力した場合に表示されます｡

をクリックした際に、指定引取場所
で引取報告未実施の荷姿と同じケース番号を
入力した場合に表示されます｡

引渡報告対象選択
（チェックボックス）

引渡報告対象を選択してください。

をクリックした際に、一件も選択
されていない場合に表示されます。

をクリックした際に、一件も選択され
ていない場合に表示されます。

1ケースは30台以下で選択して
ください。

をクリックした際に、選択された
車台が30台を超えていた場合に表示されます。

をクリックした際に、選択された車台
が30台を超えていた場合に表示されます。

一覧情報が既に変更されています。
最新の一覧を取得した後、再度
処理を実行してください。

をクリックした際に、引渡先確定
対象車台のうち、データベースが更新されてい
る車台が１台以上あった場合に表示されます
（他のPCで更新されていた場合に表示されま
す）。

をクリックした際に、引渡先確定
対象車台のうち、データベースが更新されて
いる車台が１台以上あった場合に表示されます
（他のＰＣで更新さていた場合に表示されま
す）。

207

引渡先確定

引渡先確定

引渡先確定

引渡先確定

荷姿確定

荷姿確定

荷姿確定

荷姿確定

引渡先確定

荷姿確定

５.  ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）

画 面 関連する項目名 エラーメッセージ エラーの発生要件

第4章 補足説明

引渡先確定

荷姿確定



第４章第１章 第２章 第３章

JPRS
3263

確定取消
（チェックボックス）

確定を取消する荷姿を選択して
ください。

をクリックした際に、一件も選択
されていない場合に表示されます。

確定取消欄が選択されている荷姿
があります。
確定取消を行うか、または選択を
解除してから再度実行してくだ
さい。

をクリックした際に、一件以上
選択されていた場合に表示されます。

一覧情報が既に変更されています。
最新の一覧を取得した後、再度
処理を実行してください。

をクリックした際に、引渡先確定
対象荷姿のうち、データベースが更新されて
いる荷姿が１件以上あった場合に表示されます
（他のPCで更新されていた場合に表示され
ます）。

移動報告が一時停止状態の車台を
含んでいます。
選択した荷姿について、再度確認
を行ってください。

をクリックした際に、移動報告が
一時停止中の車台を含む荷姿が選択されていた
場合に表示されます。

引渡報告対象選択
（チェックボックス）

引渡報告対象を選択してください。 をクリックした際に、一件も
選択されていない場合に表示されます。

引渡報告対象選択欄が選択されて
いる荷姿があります。選択を解除
してから再度実行してください。

をクリックした際に、一件以上選択
されていた場合に表示されます。

一覧情報が既に変更されています。
最新の一覧を取得した後、再度
処理を実行してください。

をクリックした際に、引渡先
確定対象荷姿のうち、データベースが更新され
ている荷姿が１件以上あった場合に表示され
ます（他のPCで更新されていた場合に表示され
ます）。

移動報告が一時停止状態の車台を
含んでいます。選択した荷姿に
ついて、再度確認を行ってくだ
さい。

をクリックした際に、移動報告
が一時停止中の車台を含む荷姿が選択されて
いた場合に表示されます。

JPRS
3262

備考（当該工程用） 備考（当該工程用）は200文字
以内で入力してください。

をクリックした際に、入力文字数が
制限文字数を超過していた場合に表示されます。

をクリックした際に、入力文字数が
制限文字数を超過していた場合に表示されます。

次工程（次業者）へ
の申し送り事項

次工程（次業者）への申し送り
事項は200文字以内で入力して
ください。

をクリックした際に、入力文字数が
制限文字数を超過していた場合に表示されます。

をクリックした際に、入力文字数が
制限文字数を超過していた場合に表示されます。

208 第4章 補足説明

引渡先確定

荷姿確定

引渡先確定

荷姿確定

５.  ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）

画 面 関連する項目名 エラーメッセージ エラーの発生要件

確定取消

センターへ報告

確定取消

確定取消

センターへ報告

確定取消

センターへ報告

センターへ報告



第４章第１章 第２章 第３章

JPCS
3261

その他理由 その他理由を入力してください。 取消理由がその他で、 をクリックした際に、
未記入であった場合に表示されます。

取消理由 取消理由を選択してください。 をクリックした際に、未選択であった
場合に表示されます。

JPCS
3290

その他理由 その他理由を入力してください。 取消理由がその他で、 をクリックした際に、
未記入であった場合に表示されます。

取消理由 取消理由を選択してください。 をクリックした際に、未選択であった
場合に表示されます。

JPCS
3280

その他理由 その他理由を入力してください。 取消理由がその他で、 をクリックした際に、
未記入であった場合に表示されます。

取消理由 取消理由を選択してください。 をクリックした際に、未選択であった
場合に表示されます。

JPCS
3240

その他理由 その他理由を入力してください。 取消理由がその他で、 をクリックした際に、
未記入であった場合に表示されます。

取消理由 取消理由を選択してください。 をクリックした際に、未選択であった
場合に表示されます。

JPCS
3230

その他理由 その他理由を入力してください。 取消理由がその他で、 をクリックした際
に、未記入であった場合に表示されます。

取消理由 取消理由を選択してください。 をクリックした際に、未選択であった
場合に表示されます。

JPRS
3264

確定取消
（チェックボックス）

引渡報告対象を選択してください。 をクリックした際に、一件も
選択されていない場合に表示されます。

一覧情報が既に変更されています。
最新の一覧を取得した後、再度
処理を実行してください。

をクリックした際に、移動報告
が一時停止中の車台が選択されていた場合に
表示されます。

作動委託契約がない車台が含まれ
ています。
選択した車台について、再度確認
を行ってください。

をクリックした際に、作動委託
契約が存在しない義務者メーカーの車台が選択
されていた場合に表示されます。

（当該画面表示時） 契約がありませんので、本操作は
出来ません。

当該事業者が、委託作動契約が無く、かつ、
車台一覧の表示件数が０件だった場合に表示
されます。

209 第4章 補足説明

センターへ報告

センターへ報告

センターへ報告

申請

申請

５.  ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）

画 面 関連する項目名 エラーメッセージ エラーの発生要件

申請

申請

申請

申請

申請

申請

申請

申請



第４章第１章 第２章 第３章

JMES
3410

検索条件選択
（ラジオボタン）

いずれかの検索条件を選択してく
ださい。

をクリックした際に、選択が行わ
れていない場合に表示されます。

荷姿ID

荷 姿 ID は 半 角 英 数 字 18 文 字 で
入力してください。

をクリックした際に、半角英数字
以外が入力されていた場合か、入力文字数が
制限文字数を超過していた場合に表示されます。

荷姿IDを入力してください。
をクリックした際に、検索条件

選択に荷姿ID検索にチェックされており、荷姿
IDが未入力であった場合に表示されます。

JMES
3110

検索条件選択
（ラジオボタン）

いずれかの検索条件を選択してく
ださい。

をクリックした際に、選択が行わ
れていない場合に表示されます。

車台番号

車台番号は半角英数字42文字以内
で入力してください。

をクリックした際に、半角数字
以外が入力されていた場合か、入力文字数が
制限文字数を超過していた場合に表示されます。

車台番号を入力してください。
をクリックした際に、検索条件

選択に車台番号検索にチェックされており、
車台番号が未入力であった場合に表示されます。

職権打刻番号

職権打刻番号の数字部は全角数字
７文字以内で入力してください。

職権打刻番号での検索の場合に表示されます。
をクリックした際に全角数字以外

が入力されていた場合か、入力文字数が制限
文字数を超過していた場合に表示されます。

職権打刻番号を入力してください。
職権打刻番号での検索の場合に表示されます。

をクリックした際に、未入力で
あった場合に表示されます。

210 第4章 補足説明

対象車台検索

対象車台検索

対象車台検索

対象車台検索

対象車台検索

５.  ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）

JPCS
3262

その他理由 その他理由を入力してください。 取消理由がその他で、 をクリックした際に、
未記入であった場合に表示されます。

取消理由 取消理由を選択してください。 をクリックした際に、未選択であった
場合に表示されます。

申請

申請

画 面 関連する項目名 エラーメッセージ エラーの発生要件

対象荷姿検索

対象荷姿検索

対象荷姿検索



第４章第１章 第２章 第３章

JMES
3710

検索条件選択
（ラジオボタン）

いずれかの検索条件を選択して
ください。

をクリックした際に、選択が行わ
れていない場合に表示されます。

荷姿ID

荷 姿 ID は 半 角 英 数 字 18 文 字 で
入力してください。

をクリックした際に、半角英数字
以外が入力されていた場合か、入力文字数が
制限文字数を超過していた場合に表示されます。

荷姿IDを入力してください。
をクリックした際に、検索条件

選択に荷姿ID検索にチェックされており、荷姿
IDが未入力であった場合に表示されます。

JMES
3510

検索条件選択
（ラジオボタン）

いずれかの検索条件を選択してく
ださい。

をクリックした際に、選択が行わ
れていない場合に表示されます。

車台番号

車台番号は半角英数字42文字以内
で入力してください。

をクリックした際に、半角英数字
以外が入力されていた場合か、入力文字数が
制限文字数を超過していた場合に表示されます。

車台番号を入力してください。
をクリックした際に、検索条件

選択に車台番号検索にチェックされており、
車台番号が未入力であった場合に表示されます。

職権打刻番号

職権打刻番号の数字部は全角数字
７文字以内で入力してください。

職権打刻番号での検索の場合に表示されます。
をクリックした際に、全角数字

以外が入力されていた場合か、入力文字数が
制限文字数を超過していた場合に表示されます。

職権打刻番号を入力してください。
職権打刻番号での検索の場合に表示されます。

をクリックした際に、未入力で
あった場合に表示されます。

211 第4章 補足説明

対象荷姿検索

対象荷姿検索

対象荷姿検索

５.  ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）

画 面 関連する項目名 エラーメッセージ エラーの発生要件

対象車台検索

対象車台検索

対象車台検索

対象車台検索

対象車台検索



第４章第１章 第２章 第３章

（本書に表示しているイメージ）
例）

※表示する内容はイメージです。

212 第4章 補足説明

本書では、資金管理システム、電子マニフェストシステムの誤操作、誤報告を防止するために表示される
「ダイアログ」はイメージ画を使用しており、実際の表示とは異なります。
操作する際は、実際にパソコン画面上に表示される「ダイアログ」をご確認いただきますよう、お願い申し
上げます。

ダイアログ(確認メッセージ・エラーメッセージについて)

（実際の表示）
例）

表示する内容の文頭にダイアログコードが入り
ます。操作する画面により内容が異なります。
表示されたダイアログをご確認ください。

５.  ダイアログ一覧（確認メッセージ・エラーメッセージ）



第４章第１章 第２章 第３章

６.  電子マニフェストシステムのトラブル時の対応

213 第4章 補足説明

電子マニフェストシステムに
つながらない

（ログインできない）

●入力した事業所コードやパスワードが間違っていませんか？

⇒システム登録完了通知書等で、事業所コード、パスワードを確認してください。

●以前パスワードを変更しませんでしたか？

⇒変更したパスワードを入力してください。
※ 変更したパスワードがわからなくなった場合は、自動車リサイクルコンタクトセ

ンターにご相談ください。

●パソコンのスペックおよび周辺環境が、推奨したものと異なっていませんか？

⇒ＯＳ、通信ソフトウェアが、自動車リサイクルシステムで推奨する動作環境以外の
場合は保証しておりませんので、自動車リサイクルシステムに接続できない場合が
あります。
• 自動車リサイクルシステムで推奨するインターネットの接続環境以外でも、自動
車リサイクルシステムは、インターネットに接続できる環境であれば、使用する
ことは可能です。

• ただし、ダイアルアップ方式等では画面表示速度が遅い場合があります。

●パソコンおよび周辺機器の不具合ではありませんか？

⇒ご利用のパソコンのスペックおよび、パソコンの環境設定をご確認ください。
⇒自動車リサイクルシステム以外のホームページを見てみるなど、インターネットの

接続状況等を確認してください。

●契約しているプロバイダにおいて障害が発生していませんか？

⇒自動車リサイクルシステム以外のホームページを見る、またはプロバイダに直接
問い合わす等の確認をしてください。

●事業所の情報がシステムから削除されている可能性はありませんか？

⇒ 自動車リサイクルコンタクトセンターに対し事業所の登録削除を依頼した場合、あ
るいは自治体から自動車リサイクル法の関連事業者としての登録・許可が取り消さ
れた場合、一定期間を経過した後にログインができなくなります。

電子マニフェストシステムに関連した不具合が発生し
た場合の症状と、その対応について説明します。

トラブルの内容 確認または対応していただきたいこと

６.  電子マニフェストシステムのトラブル時の対応



第４章第１章 第２章 第３章

214 第4章 補足説明

引取報告、引渡報告の途中で
インターネットの接続が

切れてしまった

●インターネットの通信環境に異常はありませんか？

⇒インターネットの通信状況によって、接続が途切れる場合があります。
パソコンに異常がない場合は、再度インターネットに接続し、自動車リサイクル
システム以外のホームページを見てみるなど、インターネットの接続状況等を確認
のうえ、もう一度自動車リサイクルシステムに入り直して、報告の内容が正しく
反映されているかどうかを確認してください。

引取報告すべき車台番号が
見当たらない

●引渡元の事業者が引渡報告をしていない可能性がありませんか？

⇒引渡元の事業者に電話等で確認のうえ、すみやかに引渡報告を行うように依頼して
ください。

事業所コードを
忘れてしまった

●自動車リサイクルコンタクトセンターより送られてきたシステム登録完了通知
書にてご確認ください。

⇒システム登録完了通知を紛失された場合は、自動車リサイクルコンタクトセンターに
お問い合わせください。
※確認できるまでに時間を要することがあります。

⇒事業所コードを入力する項目には辞書機能がついています。
これまでに電子マニフェストシステムにログインしたことがあれば、入力情報が
保存されている可能性がありますので、ご確認ください。

トラブルの内容 確認または対応していただきたいこと

６.  電子マニフェストシステムのトラブル時の対応

移動報告ができない

●事業所が移動報告停止状態にありませんか？

⇒ 自動車リサイクルコンタクトセンターに対し、事業所の登録削除を依頼した場合、あ
るいは自治体から自動車リサイクル法の関連事業者としての登録・許可が取り消され
た場合、引取報告・引渡報告等の移動報告ができなくなります。

●引き渡し相手の事業所が移動報告停止状態にありませんか？

⇒引き渡し相手が自動車リサイクルコンタクトセンターに対し、事業所の登録削除を依
頼した場合、あるいは自治体から自動車リサイクル法の関連事業者としての登録・
許可が取り消された場合、その相手に対して引渡報告ができなくなります。
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電子マニフェストシステム
の操作中に

「セッションエラー」
の画面が出た

●電子マニフェストシステムにログインしたまま、長時間席を離れていません
でしたか？

⇒電子マニフェストシステムは、操作途中で長時間放置した場合、誤操作、誤入力等を
避けるため、自動的に接続を遮断します。

• セッションエラーの画面が表示された場合は、再度自動車リサイクルシステムの
ホームページから電子マニフェストシステムにログインしてください。
※入力作業中にタイムアウトした場合、入力情報が保存されていない場合があり

ますので、画面に表示された内容を確認してください。

トラブルの内容 確認または対応していただきたいこと

６.  電子マニフェストシステムのトラブル時の対応

画面の反応が遅い

●パソコンのスペックが、推奨したものと異なっていませんか？

⇒自動車リサイクルシステムが推奨するスペック以外の場合は、極端に画面の表示速度
等がおそくなる、または表示されない場合があります。

●ダイヤルアップ方式等でインターネットに接続していませんか？

⇒ADSL 等のブロードバンドによる接続に比べて、ダイヤルアップ方式等による接続
は画面の表示速度が遅くなります。

●月末や年度末などの繁忙期ではありませんか？

⇒月末や年度末などの繁忙期は、同時に多くの事業者がシステムに接続する事が予想
され、一時的にシステムの反応が遅くなる場合がありますので、ご了承ください。

●契約プロバイダのアクセスポイントが混みあっていませんか？

⇒インターネットに接続するアクセスポイントが混み合っている場合、インターネット
に接続しにくくなる場合があります。詳しくは、契約しているプロバイダに直接
お問い合わせください。
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電子マニフェストシステムに
ログインしたら、

「稼働時間外」の画面が出た

●電子マニフェストシステムの稼働時間外ではありませんか？

⇒電子マニフェストシステムの稼働時間（7：00～21：00）外にログインしよう
とすると、以下の画面が表示されます。

• オフライン中は、電子マニフェストシステムにログインできません。
システム稼働時間内に操作してください。

トラブルの内容 確認または対応していただきたいこと

６.  電子マニフェストシステムのトラブル時の対応

電子マニフェストシステムに
ログインしたら、

「メンテナンス中」の
画面が出た

●自動車リサイクルシステムのシステムメンテナンスの為に休止しています。

⇒自動車リサイクルシステムがメンテナンス中である場合、以下の画面が表示されます。
• システムメンテナンスを行う場合は、事前に自動車リサイクルシステムのホー

ムページでご利用に関するご案内を行います。
• システムメンテナンス中は、電子マニフェストシステムへのログインは出来ま

せんのでご注意ください。
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電子マニフェストの画面上で
表示されている内容が、
過去に報告した内容と

異なっている

●以前入力した内容が、ご自身以外の同じ事業所の方によって修正された
可能性はありませんか？

⇒同じ事業所内で、複数人の方がログインして入力作業を行う場合、電子マニ
フェストシステムは最新の入力情報を更新して表示しますので、事業所内で入力
状況をご確認ください。

間違えてマニフェストを
発行してしまった

●可能な限り、物を情報に合わせてください。

（マニフェストの情報のとおりに使用済自動車を処理してください。）

※どうしても不可能である場合は、自動車リサイクルコンタクトセンターへご連絡くだ
さい。

辞書機能
（オートコンプリート機能）が

はたらかない

●オートコンプリート機能がオフになっていませんか？

⇒以下の手順で、インターネットエクスプローラーの設定をご確認ください。
ツールバーの「ツール」より「インターネットオプション」をクリック→新しく
表示されたウインドウ「インターネットオプション」より「コンテンツ」のタブを
クリック→「個人情報」の「オートコンプリート」をクリック→新しく表示された
ウインドウ「オートコンプリートの設定」にて「オートコンプリートの使用目的」
をご確認ください。

トラブルの内容 確認または対応していただきたいこと

６.  電子マニフェストシステムのトラブル時の対応
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本書に記載されている自動車リサイクルシステム
（ＪＡＲＳ）ホームページ、および電子マニフェ
ストシステムの画面はイメージ画像です。
仕様変更等により実際の画面内容と詳細が異なる
場合がございますので、予めご了承ください。

本書記載の画面画像について

その他

６.  電子マニフェストシステムのトラブル時の対応

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

自動車リサイクルコンタクトセンター

050‐3786‐7755
受付時間：9:00 ～ 18:00 (土日･祝日 年末年始を除く)

移動報告の取消しに関する質問・電子マニフェストの発行に関してのお問い合わせ先

下記の様な場合は前工程の方や、当該車両を引き取った引取工程の方にお問い合わせください。

・マニフェストが実車と合っていない。
・マニフェストが来ていても実車が来ない。実車が来ていてもマニフェストが来ない。
・車両装備の有無が合っていないが,「あり」→「なし」への変更であり、修正可能である。

電子マニフェストに関して、引取り･引渡しの当事者間で解決できない問題が発生した場合は、
「引取業者の方」が代表してコンタクトセンターにお問い合わせください。
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７.  自動車リサイクルシステム事業者登録情報
における内容変更の手続きについて（重要）

事業者（所）情報に変更が生じたときは、登録情報を変更してください。変更せずに業務を継続すると、自動車
リサイクル法に抵触する場合があります。
なお、上記の手続きとは別に、都道府県知事等への変更届け出が必要となる場合がありますのでご注意ください。

変更内容
申込方法

手続き方法
電子 郵送 ゆうちょ

窓口

1 事業者の電話番号、FAX番号 ○ ○ ×

リサイクルシステムにログインし、「事業者情報
詳細／変更申請」画面よりお手続きください。

2 事業所の電話番号 ○ ○ ×

3 リサイクル関連担当者の情報
（電話番号、メールアドレス等） ○ ○ ×

4 事業者情報公開可否 ○ ○ ×

5 金融機関
口座情報

ゆうちょ銀行 × × ○
ゆうちょ銀行に備え付けの「自動払込利用申込
書」に必要事項を記入し、ゆうちょ銀行の窓口に
提出してください。

ゆうちょ銀行以外 × ○ × コンタクトセンターにお電話ください。
必要書類を送付しますので、ご記入のうえ下記宛
先まで郵送してください。6 業の変更、事業所閉鎖、法人化、

合併等 × ○ ×

7 上記1～6以外の項目
（例：会社名、所在地等） × ○ ×

自動車リサイクルホームページより、申込書をダ
ウンロードし、変更箇所のみご記入のうえ、下記
宛先まで郵送してください。

【変更手続きの基本フロー】

変更事由の
発生

申込書
ダウンロード

リサイクルシステム画面より変更申請
(郵送料不要・短時間で変更可)

変更申込書
作成

変更

完了

〒

事業者 ：電子 ：郵送

自動車リサイクル
コンタクトセンター

自動車リサイクルコンタクトセンター
お問合せ先／050－3786－7755 受付時間：9:00～18:00 （土日祝日・年末年始を除く）
書類送付先／〒105-8691 東京都芝郵便局 私書箱第８号

公益財団法人 自動車リサイクル促進センター 業者登録グループ
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７.  自動車リサイクルシステム事業者登録情報
における内容変更の手続きについて（重要）

７.１ 登録情報の確認

確認・変更
電子マニフェストシステムのメニュー選択画面の「事
業者/事業所名 」ボタンを押すと、
現在登録されている事業者/事業所情報を確認できま
す。

ここをクリック!!

事業者情報詳細/変更申請の照会画面が表示され、登
録情報の確認ができます。

また、事業者情報詳細/変更申請の照会画面で、
ボタンを押すと、登録情報の変更

ができます。

変更申請画面へ
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７.  自動車リサイクルシステム事業者登録情報
における内容変更の手続きについて（重要）

➊ 変更を行う場合は、該当する項目の「変更申請内
容」の空白欄に変更内容を入力してください。

➋ 現在登録されている情報を削除し何も入力したく
ない場合は、「□現在の登録内容を削除」の□を
クリックし、チェックマークを入れてください。
ただし、入力必須項目は削除できません。

○○株式会社

〒999-9999 東京都港区△△９－９９

〒888-8888 ○○県◆◆市△△町８－８８

○○県

◆◆営業所

〒888-8888 ○○県◆◆市△△町８－８８

車 利差子 車 譜論

ここをクリック!!

７.２ 登録情報の変更

変更できる項目は、[  ]で囲まれた次の項目です。
① 事業者に関する情報の電話番号、FAX番号
② リサイクル関連担当者の情報(事業者)の部署名、担

当者名、住所、電話番号、FAX番号
③ 業者情報公開可否
④ 事業所に関する情報の電話番号
⑤ リサイクル関連担当者の情報(各事業所・工程)の部

署名、担当者名、メールアドレス、電話番号、
FAX番号
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７.  自動車リサイクルシステム事業者登録情報
における内容変更の手続きについて（重要）

車 利差子

クルマ リサコ

車 譜論

クルマ フロン

変更申請の注意事項

➊ ➋

工程別の表記

当日の7:00～18:00の間に変更申請された情報は翌日以降、18:00～21:00の間に変更申請された
情報は翌々日以降、リサイクルシステムに反映されます。

変更申請を行った後、その情報がリサイクルシステムに反映されるまでは、新たな申請の追加はでき
ません。
申請を一旦取り消してから、入力内容を修正のうえ、改めて申請してください。
(18:00までに申請したものは、18:00を過ぎると取り消せません。)

また、リサイクルシステム運営者によるシステム作業のため、変更申請内容が反映されないことがあ
ります。
登録情報を確認したうえで、変更が必要な場合は、再度申請を行ってください。
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７.  自動車リサイクルシステム事業者登録情報
における内容変更の手続きについて（重要）

７.３ 申請を行う場合

申請 のボタンを押すと
確認画面が表示されます。

＜確認画面＞
ここをクリック!!

ＯＫ のボタンを押すと、変更申請が

完了します。

７.４ 申請をせずに照会画面に戻る場合

のボタンを押すと、変更申請されず、2
ページの登録情報の照会画面に戻ります。

戻る

ここをクリック!!

＜確認画面＞

のボタンを押すと、照会画面に

戻ります。

ＯＫ
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８.１ 輸入車の車台番号の打刻位置について

車台番号は車台のいずれかの位置に打刻されています
が、車台番号の打刻位置は自動車製造会社により様々
です。特に、輸入車において顕著となっております。

【 例：輸入車の車台番号打刻位置（欧州車）】

８.  参考
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【 例：輸入車の車台番号打刻位置（米国車）】

８.  参考
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８.２ 職権打刻番号について

自動車の車台番号には運輸支局が職権にて打刻する
「職権打刻番号」があります。

職権打刻の様式は以下の２通りとなっており、いずれ
も10年周期で同じ番号が始まるため、同一の職権打
刻番号を有する自動車が存在する場合があります。

1） ＋ ＋ ＋
2） ＋ ＋ ＋ ＋

運輸支局名を示す符号は以下の表のとおりです。

運輸支局名を示す符号ア 打刻年西暦下一桁イ 打刻番号（その年の一連番号ウ ア
ア 支局内職権打刻担当部署 イ ウ ア

【職権打刻の様式】

【運輸支局を示す符号】

８.  参考
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