
1.  自動車リサイクルシステムへの事業者登録（パソコン申請）

・パソコン申請を利用するには、予め自動車リサイクルシステムに申請者の登録を行う必要があります。
自動車リサイクルシステムホームページより登録申込書をダウンロードし、必要書類を添えて自動車リサイクルコンタクトセンター

に
提出していただきます。登録申込を行う前に約款の内容を十分ご理解のうえ、申込みを行ってください。
「並行輸入車に係る使用済自動車再資源化預託金等の預託申請に関する並行輸入事業者登録約款」
http://www.jars.gr.jp/apd/k_heikou_yakkan.pdf

（１） 登録申込書の入手方法

・登録申込書類の入手先とお問い合わせ先は次のとおりです。

（２） 登録申込書等の送付先、宛先ラベル

登録申込書、必要書類を揃え下記窓口へ郵送でご提出ください。
申込用紙は郵送のみ受付となります。宅配便はご利用できません。
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入手先
自動車リサイクルシステムホームページ > 各種申請書書式 > 1. 事業者登録
> （2）各工程の申込用紙および記入例 － 6）並行輸入業者の登録
http://www.jars.gr.jp/jgs/exjg1000.html

お問合せ先
自動車リサイクルコンタクトセンター
TEL：050-3786-7755
受付時間： 9:00～18:00（土日祝日・年末年始等を除く）

事業者登録が完了するまでに数週間かかります。
完了後、「システム登録完了通知書」がお手元に届きます。システム登録完了通知書に記載されている事業所コード・初
期パスワードを使用してリサイクルシステムへのログインが可能です。事業所コード・パスワードは、自動車リサイクルシステムを
ご利用の際に必要になりますので大切に保管してください。紛失した場合には、上記窓口へお問い合わせください。

〒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 行



2.  概要

（１）操作の流れ
・ 資金管理システムに関する全ての操作は、「資金管理システムログイン」より始まり、「メニュー選択」で操作するメニュー

を選択した後に「各メニューごとの操作」が始まります。

資金管理システム
ログイン メニュー選択 各メニューごとの操作

各メニューごとの操作

各メニューごとの操作

11

資金管理システムの操作概要第２章



（２）画面の操作方法
・ 資金管理システムでは、簡単なボタン操作やクリックするだけで車両仮登録や預託申請などを行うことができます。

メニューに戻る
間違ったページを開いた場合等、
「メニュー選択」に戻る時に使用します。

画面番号
問合せ時に
ご利用ください。

画面印刷
表示されている画面を
印刷する時に使用します。

日時表示
年/月/日時/分/秒
を表示しています。

ログアウト
ログイン画面に戻ります。
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3.  資金管理システムの利用環境

・ 資金管理システムとは、事業者の保有するパソコンからインターネットを使って、リサイクル料金の預託に関する一連の
実務を簡便に行っていただく仕組みです。

・ 資金管理システムの利用にあたって最低限必要な機器として、インターネットに接続可能なパソコンが必要になります。
・ 推奨環境については、自動車リサイクルシステムのホームページにおける「このサイトについて」をご覧ください。
（http://www.jars.gr.jp/abt/index.html）

ラジオボタン

該当する対象の○をクリック
します。

ヘルプ
画面で行う作業手順等が
分からない時の対処方法
画面を開きます。

プルダウンリスト

をクリックし、リストから対象を
選択し、クリックします。
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4.  ログイン

（１）自動車リサイクルシステムホームページへのアクセス
・ 車両仮登録や預託申請等の際に資金管理システムを利用していただくには、まずインターネット経由で自動車

リサイクルシステムのホームページにアクセスしてから資金管理システムに接続（ログイン）後、表示されるメニュー
画面において、実施しようとするメニュー選択していただくことが必要です。

・ インターネットに接続した後、以下の URL にアクセスしてください。
【URL】 http://www.jars.gr.jp/index.html
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（２）資金管理システムのログイン画面を開く
・ 自動車リサイクルシステムのトップページから以下の手順に従って資金管理システムのログイン画面を開きます。

ポインタを❶ 「事業者向け」の欄にあててクリックします。
❷「並行輸入車等預託申請業者」の欄をクリックします。

〈トップページ〉

❶

❷

ステップ１



❸ 「資金管理システム」をクリックします。

〈並行輸入車等預託申請業者ページ〉

（３）資金管理システムログイン
・ 自動車リサイクルシステムへの登録作業が完了した後に送付される「システム登録完了通知書」に記載されている

事業所コードとパスワードを入力し、資金管理システムにログイン（接続）します。

ログイン画面が開いたら、❶事業所コードと❷初期パスワードをテキストボックスに入力します。
入力後、❸ ログイン をクリックします。
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❸

❶ ❷ ❸

ステップ2

ステップ3
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半角



（５）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。

・ 資金管理システムのログイン画面より、「パスワード変更」を選択します。

❶

（４）並行輸入業者用事業所コードとパスワードについて
・ 事業所コードとパスワードは、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」

に明記されています。並行輸入業者が使用済自動車の引取りを行う場合は、引取業者としての自動車リサイクルシス
テムへの事業者登録が必要になり、これについても事業所コードが送付されますが、並行輸入業者としての事業所コード
と引取業者としての事業所コードは異なります。

・ 事業所コード ： 12桁の数字
・ 初期パスワード ： 8桁の英数字

初期パスワードは「変更」することをおすすめします。
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ログイン画面で ❶ パスワード変更 をクリックします。

パスワードの変更を行う時は、資金管理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。

ステップ１

ａ.  ログイン画面



変更したパスワードを忘れてしまった

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」にお問合せください。
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。

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。
❷ に自社の事業所コードを入力してください。

❸ 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。
※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。

❹ 変更するパスワードを入力してください。
※変更前と同じパスワードは使用できません。

➎ 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。

❻ パスワード更新 をクリックします。

b.  パスワード変更

❺❹❸❷
❻

ステップ１

ステップ2

ステップ3

ステップ4

ステップ5

半角英数32字まで
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c. パスワード変更完了
❼

❽

➐ 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。

➑ 閉じる をクリックしてください。
閉じる をクリックすると、資金管理システム「ログイン」画面に戻ります。

パスワード変更後に資金管理システムで作業を行う時は、変更後のパスワードでログインしてください。

ステップ１

ステップ2

?
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・ 変更された内容を確認して終了します。

・ 事業所コード、変更前パスワード、変更するパスワードを入力します。
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