
・ 再資源化預託金等預託申請書（並行輸入車両専用）と必要な添付書類を
JARCに送付（郵送）します

（ 詳細は75ページをご覧ください）

２.  再資源化預託金等預託申請書
（並行輸入車両専用） および
添付書類の郵送

・ JARCにリサイクル料金の入金情報が届き次第、預託証明シールとリサイクル券が
発送されます

・ 受領後、自動車通関証明書に預託証明シールを貼付し新車新規登録手続きを
行います

（ 詳細は79～83ページをご覧ください）

４.  リサイクル券と
預託証明シールの受領
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・ 郵便局払込依頼票が送付される為、最寄りの郵便局にてリサイクル料金を支払います
（ 詳細は76～78ページをご覧ください）

３. ゆうちょ払込票の受領と
リサイクル料金の支払い

１.  再資源化預託金等預託申請書
（並行輸入車両専用）の入手
および作成

非登録事業者（郵送申請）の実務の流れ第４章

・ 自動車リサイクルシステムＨＰより、再資源化預託金等預託申請書
（並行輸入車両専用）を入手しリサイクル料金の算出を依頼する車両情報の
作成を行います （ 詳細は73ページをご覧ください）



１.  再資源化預託金等預託申請書（並行輸入車両専用）の入手および作成

（１）申請書の入手

・ 自動車リサイクルシステムホームページ（http://www.jars.gr.jp/）から再資源化預託金等預託申請書（並行輸入車両専用）
を入手します。
※ホームページより入手できない方は、FAXにて送付することも可能ですので自動車リサイクルコンタクトセンターまでお問合せください。

① 自動車リサイクルシステムホームページの「各種申請書書式」をクリック
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② ２.リサイクル料金の預託・取戻し等の申請の「（2）リサイクル料金の預託申請並行輸入車両専用」
より「再資源化預託金等申請書（並行輸入車両専用）」をダウンロードし入手する

非登録事業者（郵送申請）の実務の流れ第４章

http://www.jars.gr.jp/


（２）申請書の作成

・ 記入例を参考に、車両１台ごとで必要事項を記入します。
※ 記入漏れや相違があるとリサイクル券・預託証明シールの発送が遅れる場合がある為、申請前に記入漏れ等ないかご確認ください。
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非登録事業者（郵送申請）の実務の流れ第４章

日

再資源化預託金等　預託申請書 並行輸入車両専用

公益財団法人　自動車リサイクル促進センター　行 申請日  西暦 ＹＹＹＹ 年 ＭＭ 月 ＤＤ

使用済自動車の再資源化等に関する法律第７３条第１項に基づく、次の自動車に係る第１０８条第１項各号に定める料金に相当する額の
預託について、「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証明書交付申請手続に関する基本約款」に
同意のうえ以下のとおり申請いたします。　 (*1)

申
　
請
　
者

①申請者の氏名・住所

住所（都道府県名、建物名、号室までご記入ください）

〒 1 0

②電話番号／FAX番号

5 － 0

③担当者名
氏名 環境　太郎

0 1 2

　　東京都港区芝大門１丁目１番３０号
　　日本自動車会館　１１階

電話 ０３-１２３４-５５７８ ＦＡＸ ０３-１２３４-６７８９

フリガナ カンキョウ　タロウ

ご記入の住所は、ゆうちょ銀行払
込票・リサイクル券等の送付先と
なります。送達するように正しく
ご記入ください。

氏名・名称（フリガナ）

　　　トウキョウリサイクルジドウシャセイビカブシキガイシャ

　 東京リサイクル自動車整備株式会社

④車　名（メーカー名） 　　アイウエオ

⑤年式 又は 製造年 　　2013年

⑥車台番号　　　(*2)
(職権打刻の場合はｼﾘｱﾙ番号) 　　A12B-1234567

⑦登録区分

⑧用　途       (*3)
 特種の場合 → 車台の改造前の用途：

⑨エアバッグ類

添
付
書
類

　　預託申請に際しては、自動車の諸元が判る「イ」または「ロ」の書類の提出が必要となります。

　　「イ」の書類を提出する場合は、１.～３.全ての書類の提出が必要となります。

イ

1.自動車通関証明書(写し) 税関等で発行されたもの

2.並行輸入自動車届出書(写し) その1 および 車両諸元概要表

3.自動車排出ガス試験結果成績表
　(写し)

(公財)日本自動車輸送技術協会(JATA)又は(財) 日本車両検査協会(VIA)が
発行したもの（車両登録申請で提出が免除されている自動車については添
付不要です）

ロ 運輸支局等で交付されたもの

*1 申請を受領した日から30日以内にリサイクル料金のお支払いが確認できない場合、申請を取り消すことがございます。

・

自動車予備検査証(写し)

⑩フロン類（エアコン） ・ 自リ法対象外冷媒搭載車は「無」を選択 (*4)  

　　郵送　　　　　：　〒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　資金管理対応グループ 行

発
送
方
法

　　ご希望のリサイクル券と預託証明シールの発送方法をお選びください。  (*5)

　　ご希望がない場合は「特定記録郵便」で発送いたします。

特定記録郵便　（送料元払） 宅配便　（送料着払）

*2 予備検査受検後に車台番号が職権打刻に変更されている場合は、シリアル番号をご記入ください。

*3 特種車(８ナンバー)で登録を予定されている自動車の場合は、特種をお選びいただき、改造前の用途(乗用、貨物、
   乗合）のいずれかもお選びください。

*4 自リ法対象外冷媒とは、カーエアコン用冷媒のうち、自動車リサイクル法に基づいたフロン類回収業者による
   回収対象外のです（現時点ではHFO-1234yfが該当します）。自リ法対象外冷媒搭載車はフロン類リサイクル料金の
   預託が不要となるため、⑩フロン類は「無」をお選びください。

*5 信書扱いとなる「ゆうちょ銀行払込票」は、普通郵便で発送いたします。

【申請書類 送付先】

　　メールアドレス：　cc-ys@jarc.or.jp　（「件名(タイトル)」に申請者名と申請台数を記載してください。）

　　ＦＡＸ 　　　 ：　０５７０－０１６－６１１

有 無

有 無

普通自動車

乗用 貨物 乗合 特種

小型自動車 軽自動車

乗用 貨物 乗合


申込書



								再資源化預託金等　預託申請書																																																																														並行輸入車両専用 ヘイコウ ユニュウ シャリョウ





						公益財団法人　自動車リサイクル促進センター　行 コウエキ ザイダン ホウジン ジドウシャ ソクシン ユ																																																						申請日 シンセイ ビ																										 西暦 セイレキ																年 ネン												月 ガツ												日 ヒ



						使用済自動車の再資源化等に関する法律第７３条第１項に基づく、次の自動車に係る第１０８条第１項各号に定める料金に相当する額の預託について、「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証明書交付申請手続に関する基本約款」に  同意のうえ以下のとおり申請いたします。　 (*1) ツギ ドウイ イカ シンセイ





						申　請　者 サル ショウ シャ		①申請者の氏名・住所 シンセイシャ シメイ ジュウショ																		住所（都道府県名、建物名、号室までご記入ください） ジュウショ タテモノ

																										〒																－





								ご記入の住所は、ゆうちょ銀行払込票・リサイクル券等の送付先となります。送達するように正しくご記入ください。





																										氏名・名称（フリガナ） シメイ メイショウ









								②電話番号／FAX番号 デンワ バンゴウ バンゴウ																		電話 デンワ																																																				ＦＡＸ

								③担当者名 タントウシャ メイ																		フリガナ

																										氏名 シメイ





								④車　名（メーカー名） クルマ メイ

								⑤年式 又は 製造年 トシ シキ マタ セイゾウ ネン

								⑥車台番号　　　(*2)　　　　　(職権打刻の場合はｼﾘｱﾙ番号) シャダイ バンゴウ ショッケン ダコク バアイ バンゴウ

								⑦登録区分 トウロク クブン

								⑧用　途       (*3) ヨウ ト

																										 特種の場合 → 車台の改造前の用途： 　　　　　　　　　　　　　　　　　

								⑨エアバッグ類																																						・







								⑩フロン類（エアコン）																																						・												自リ法対象外冷媒搭載車は「無」を選択 (*4)  









						添付書類 テンプ ショルイ		　　預託申請に際しては、自動車の諸元が判る「イ」または「ロ」の書類の提出が必要となります。 ヨタク シンセイ サイ ジドウシャ ワカ ショルイ テイシュツ ヒツヨウ

								　　「イ」の書類を提出する場合は、１.～３.全ての書類の提出が必要となります。 ショルイ テイシュツ バアイ スベ ショルイ テイシュツ ヒツヨウ

										イ				1.自動車通関証明書(写し) ジドウシャ ツウカン ショウメイショ ウツ																																税関等で発行されたもの

														2.並行輸入自動車届出書(写し) ヘイコウ ユニュウ ジドウシャ トドケデショ ウツ																																その1 および 車両諸元概要表

														3.自動車排出ガス試験結果成績表
　(写し) ジドウシャ ハイ シュツ シケン ケッカ セイセキ ヒョウ ウツ																																(公財)日本自動車輸送技術協会(JATA)又は(財) 日本車両検査協会(VIA)が 発行したもの（車両登録申請で提出が免除されている自動車については添付不要です） コウ ザイ ニホン ジドウ グルマ



										ロ				自動車予備検査証(写し) ジドウシャヨビケンサショウ ウツ																																運輸支局等で交付されたもの





						発送方法 ハッソウ ホウホウ		　　ご希望のリサイクル券と預託証明シールの発送方法をお選びください。  (*5) キボウ ケン ヨタク ショウメイ ハッソウ ホウホウ エラ

								　　ご希望がない場合は「特定記録郵便」で発送いたします。 キボウ バアイ トクテイ キロク ユウビン ハッソウ

										特定記録郵便　（送料元払） トクテイ キロク ユウビン ソウリョウ モト ハラ																																								宅配便　（送料着払） タクハイビン ソウリョウ チャクバラ







						*1 申請を受領した日から30日以内にリサイクル料金のお支払いが確認できない場合、申請を取り消すことがございます。 シンセイ ジュリョウ ヒ カクニン

						*2 予備検査受検後に車台番号が職権打刻に変更されている場合は、シリアル番号をご記入ください。 ヨビ ケンサ ジュケン ゴ シャダイ バンゴウ ショッケン ダコク ヘンコウ バアイ バンゴウ キニュウ

						*3 特種車(８ナンバー)で登録を予定されている自動車の場合は、特種をお選びいただき、改造前の用途(乗用、貨物、乗合）の
   いずれかもお選びください。 ジョウヨウ



						*4 自リ法対象外冷媒とは、カーエアコン用冷媒のうち、自動車リサイクル法に基づいたフロン類回収業者による回収対象外の
　 冷媒です（現時点ではHFO-1234yfが該当します）。自リ法対象外冷媒搭載車はフロン類リサイクル料金の預託が不要となる
   ため、⑩フロン類は「無」をお選びください。 カイシュウ キン

						*5 信書扱いとなる「ゆうちょ銀行払込票」は、普通郵便で発送いたします。



						【申請書類 送付先】 ショルイ

						　　メールアドレス：　cc-ys@jarc.or.jp　（「件名(タイトル)」に申請者名と申請台数を記載してください。）

						　　ＦＡＸ 　　　 ：　０５７０－０１６－６１１

						　　郵送　　　　　：　〒１０５－８６９１　東京都芝郵便局　私書箱第８号 ユウソウ

						　　　　　　　　　　　　　公益財団法人　自動車リサイクル促進センター　資金管理対応グループ 行





有

無

有

無

普通自動車

乗用

貨物

乗合

特種

小型自動車

軽自動車

乗用

貨物

乗合



記入例



								再資源化預託金等　預託申請書																																																																														並行輸入車両専用 ヘイコウ ユニュウ シャリョウ





						公益財団法人　自動車リサイクル促進センター　行 コウエキ ザイダン ホウジン ジドウシャ ソクシン ユ																																																						申請日 シンセイ ビ																										 西暦 セイレキ								ＹＹＹＹ								年 ネン				ＭＭ								月 ガツ				ＤＤ								日 ヒ



						使用済自動車の再資源化等に関する法律第７３条第１項に基づく、次の自動車に係る第１０８条第１項各号に定める料金に相当する額の預託について、「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証明書交付申請手続に関する基本約款」に
同意のうえ以下のとおり申請いたします。　 (*1) ツギ ドウイ イカ シンセイ





						申　請　者 サル ショウ シャ		①申請者の氏名・住所 シンセイシャ シメイ ジュウショ																		住所（都道府県名、建物名、号室までご記入ください） ジュウショ タテモノ

																										〒				1				0				5				－				0				0				1				2



																										　　東京都港区芝大門１丁目１番３０号
　　日本自動車会館　１１階

								ご記入の住所は、ゆうちょ銀行払込票・リサイクル券等の送付先となります。送達するように正しくご記入ください。





																										氏名・名称（フリガナ） シメイ メイショウ

																										　　　トウキョウリサイクルジドウシャセイビカブシキガイシャ

																										　 東京リサイクル自動車整備株式会社





								②電話番号／FAX番号 デンワ バンゴウ バンゴウ																		電話 デンワ												０３-１２３４-５５７８																																								ＦＡＸ										０３-１２３４-６７８９

								③担当者名 タントウシャ メイ																		フリガナ												カンキョウ　タロウ

																										氏名 シメイ												環境　太郎 カンキョウ タロウ





								④車　名（メーカー名） クルマ メイ																		　　アイウエオ

								⑤年式 又は 製造年 トシ シキ マタ セイゾウ ネン																		　　2013年 ネン

								⑥車台番号　　　(*2)　　　　　(職権打刻の場合はｼﾘｱﾙ番号) シャダイ バンゴウ ショッケン ダコク バアイ バンゴウ																		　　A12B-1234567

								⑦登録区分 トウロク クブン

								⑧用　途       (*3) ヨウ ト

																										 特種の場合 → 車台の改造前の用途： 　　　　　　　　　　　　　　　　　

								⑨エアバッグ類																																						・







								⑩フロン類（エアコン）																																						・												自リ法対象外冷媒搭載車は「無」を選択 (*4)  









						添付書類 テンプ ショルイ		　　預託申請に際しては、自動車の諸元が判る「イ」または「ロ」の書類の提出が必要となります。 ヨタク シンセイ サイ ジドウシャ ワカ ショルイ テイシュツ ヒツヨウ

								　　「イ」の書類を提出する場合は、１.～３.全ての書類の提出が必要となります。 ショルイ テイシュツ バアイ スベ ショルイ テイシュツ ヒツヨウ

										イ				1.自動車通関証明書(写し) ジドウシャ ツウカン ショウメイショ ウツ																																税関等で発行されたもの

														2.並行輸入自動車届出書(写し) ヘイコウ ユニュウ ジドウシャ トドケデショ ウツ																																その1 および 車両諸元概要表

														3.自動車排出ガス試験結果成績表
　(写し) ジドウシャ ハイ シュツ シケン ケッカ セイセキ ヒョウ ウツ																																(公財)日本自動車輸送技術協会(JATA)又は(財) 日本車両検査協会(VIA)が発行したもの（車両登録申請で提出が免除されている自動車については添付不要です） コウ ザイ ニホン ジドウ グルマ



										ロ				自動車予備検査証(写し) ジドウシャヨビケンサショウ ウツ																																運輸支局等で交付されたもの





						発送方法 ハッソウ ホウホウ		　　ご希望のリサイクル券と預託証明シールの発送方法をお選びください。  (*5) キボウ ケン ヨタク ショウメイ ハッソウ ホウホウ エラ

								　　ご希望がない場合は「特定記録郵便」で発送いたします。 キボウ バアイ トクテイ キロク ユウビン ハッソウ

										特定記録郵便　（送料元払） トクテイ キロク ユウビン ソウリョウ モト ハラ																																								宅配便　（送料着払） タクハイビン ソウリョウ チャクバラ







						*1 申請を受領した日から30日以内にリサイクル料金のお支払いが確認できない場合、申請を取り消すことがございます。 シンセイ ジュリョウ ヒ カクニン

						*2 予備検査受検後に車台番号が職権打刻に変更されている場合は、シリアル番号をご記入ください。 ヨビ ケンサ ジュケン ゴ シャダイ バンゴウ ショッケン ダコク ヘンコウ バアイ バンゴウ キニュウ

						*3 特種車(８ナンバー)で登録を予定されている自動車の場合は、特種をお選びいただき、改造前の用途(乗用、貨物、乗合）の
   いずれかもお選びください。 ジョウヨウ



						*4 自リ法対象外冷媒とは、カーエアコン用冷媒のうち、自動車リサイクル法に基づいたフロン類回収業者による回収対象外の
　 冷媒です（現時点ではHFO-1234yfが該当します）。自リ法対象外冷媒搭載車はフロン類リサイクル料金の預託が不要となる
   ため、⑩フロン類は「無」をお選びください。 カイシュウ キン

						*5 信書扱いとなる「ゆうちょ銀行払込票」は、普通郵便で発送いたします。



						【申請書類 送付先】 ショルイ

						　　メールアドレス：　cc-ys@jarc.or.jp　（「件名(タイトル)」に申請者名と申請台数を記載してください。）

						　　ＦＡＸ 　　　 ：　０５７０－０１６－６１１

						　　郵送　　　　　：　〒１０５－８６９１　東京都芝郵便局　私書箱第８号 ユウソウ

						　　　　　　　　　　　　　公益財団法人　自動車リサイクル促進センター　資金管理対応グループ 行
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記入例 (パワポ添付用)



										再資源化預託金等　預託申請書																																																																														並行輸入車両専用 ヘイコウ ユニュウ シャリョウ





								公益財団法人　自動車リサイクル促進センター　行 コウエキ ザイダン ホウジン ジドウシャ ソクシン ユ																																																						申請日 シンセイ ビ																										 西暦 セイレキ								ＹＹＹＹ								年 ネン				ＭＭ								月 ガツ				ＤＤ								日 ヒ



								使用済自動車の再資源化等に関する法律第７３条第１項に基づく、次の自動車に係る第１０８条第１項各号に定める料金に相当する額の預託について、「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証明書交付申請手続に関する基本約款」に
同意のうえ以下のとおり申請いたします。　 (*1) ツギ ドウイ イカ シンセイ





								申　請　者 サル ショウ シャ		①申請者の氏名・住所 シンセイシャ シメイ ジュウショ																		住所（都道府県名、建物名、号室までご記入ください） ジュウショ タテモノ

																												〒				1				0				5				－				0				0				1				2



																												　　東京都港区芝大門１丁目１番３０号
　　日本自動車会館　１１階

										ご記入の住所は、ゆうちょ銀行払込票・リサイクル券等の送付先となります。送達するように正しくご記入ください。





																												氏名・名称（フリガナ） シメイ メイショウ

																												　　　トウキョウリサイクルジドウシャセイビカブシキガイシャ

																												　 東京リサイクル自動車整備株式会社





										②電話番号／FAX番号 デンワ バンゴウ バンゴウ																		電話 デンワ												０３-１２３４-５５７８																																								ＦＡＸ										０３-１２３４-６７８９

										③担当者名 タントウシャ メイ																		フリガナ												カンキョウ　タロウ

																												氏名 シメイ												環境　太郎 カンキョウ タロウ





										④車　名（メーカー名） クルマ メイ																		　　アイウエオ

										⑤年式 又は 製造年 トシ シキ マタ セイゾウ ネン																		　　2013年 ネン

										⑥車台番号　　　(*2)　　　　　(職権打刻の場合はｼﾘｱﾙ番号) シャダイ バンゴウ ショッケン ダコク バアイ バンゴウ																		　　A12B-1234567

										⑦登録区分 トウロク クブン

										⑧用　途       (*3) ヨウ ト

																												 特種の場合 → 車台の改造前の用途： 　　　　　　　　　　　　　　　　　

										⑨エアバッグ類																																						・







										⑩フロン類（エアコン）																																						・												自リ法対象外冷媒搭載車は「無」を選択 (*4)  









								添付書類 テンプ ショルイ		　　預託申請に際しては、自動車の諸元が判る「イ」または「ロ」の書類の提出が必要となります。 ヨタク シンセイ サイ ジドウシャ ワカ ショルイ テイシュツ ヒツヨウ

										　　「イ」の書類を提出する場合は、１.～３.全ての書類の提出が必要となります。 ショルイ テイシュツ バアイ スベ ショルイ テイシュツ ヒツヨウ

												イ				1.自動車通関証明書(写し) ジドウシャ ツウカン ショウメイショ ウツ																																税関等で発行されたもの

																2.並行輸入自動車届出書(写し) ヘイコウ ユニュウ ジドウシャ トドケデショ ウツ																																その1 および 車両諸元概要表

																3.自動車排出ガス試験結果成績表
　(写し) ジドウシャ ハイ シュツ シケン ケッカ セイセキ ヒョウ ウツ																																(公財)日本自動車輸送技術協会(JATA)又は(財) 日本車両検査協会(VIA)が発行したもの（車両登録申請で提出が免除されている自動車については添付不要です） コウ ザイ ニホン ジドウ グルマ



												ロ				自動車予備検査証(写し) ジドウシャヨビケンサショウ ウツ																																運輸支局等で交付されたもの





								発送方法 ハッソウ ホウホウ		　　ご希望のリサイクル券と預託証明シールの発送方法をお選びください。  (*5) キボウ ケン ヨタク ショウメイ ハッソウ ホウホウ エラ

										　　ご希望がない場合は「特定記録郵便」で発送いたします。 キボウ バアイ トクテイ キロク ユウビン ハッソウ

												特定記録郵便　（送料元払） トクテイ キロク ユウビン ソウリョウ モト ハラ																																								宅配便　（送料着払） タクハイビン ソウリョウ チャクバラ







										*1 申請を受領した日から30日以内にリサイクル料金のお支払いが確認できない場合、申請を取り消すことがございます。 シンセイ ジュリョウ ヒ カクニン

										*2 予備検査受検後に車台番号が職権打刻に変更されている場合は、シリアル番号をご記入ください。 ヨビ ケンサ ジュケン ゴ シャダイ バンゴウ ショッケン ダコク ヘンコウ バアイ バンゴウ キニュウ

										*3 特種車(８ナンバー)で登録を予定されている自動車の場合は、特種をお選びいただき、改造前の用途(乗用、貨物、
   乗合）のいずれかもお選びください。 ジョウヨウ



										*4 自リ法対象外冷媒とは、カーエアコン用冷媒のうち、自動車リサイクル法に基づいたフロン類回収業者による
   回収対象外のです（現時点ではHFO-1234yfが該当します）。自リ法対象外冷媒搭載車はフロン類リサイクル料金の
   預託が不要となるため、⑩フロン類は「無」をお選びください。 カイシュウ キン

										*5 信書扱いとなる「ゆうちょ銀行払込票」は、普通郵便で発送いたします。



						【申請書類 送付先】 ショルイ

						　　メールアドレス：　cc-ys@jarc.or.jp　（「件名(タイトル)」に申請者名と申請台数を記載してください。）

						　　ＦＡＸ 　　　 ：　０５７０－０１６－６１１

						　　郵送　　　　　：　〒１０５－８６９１　東京都芝郵便局　私書箱第８号 ユウソウ

						　　　　　　　　　　　　　公益財団法人　自動車リサイクル促進センター　資金管理対応グループ 行
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再資源化預託金等　預託申請書


公益財団法人　自動車リサイクル促進センター　行




２.  再資源化預託金等預託申請書（並行輸入車両専用）および添付書類の送付

・ 車両1台ごと必要事項を記入し、以下の必要な添付書類を合わせてJARCへメール・FAX又は郵送します。
・ 必要な添付書類は、予備検査を受検しているか否かで異なります。

（１）必要な添付書類

※１ 自動車排出ガス試験が免除される車両の場合は、自動車排出ガス試験結果成績表の写しの添付は不要です。
「年式または製造年」欄に、年月を必ずご記入ください。

＜自動車排出ガス試験免除車両＞
１．年式が古い車両（1976年以前に製造された車両）
２．規定重量超（車両総重量が3.5t超の(乗合・貨物・特種車)）
３．車両年式と規定重量超

（2003年8月以前、または2006年9月以前に製造された車両で総重量が2.5t超～3.5t以下の(乗合・貨物・特種車)）
４．燃料電池自動車（電気自動車）

① 自動車通関証明書の写し
・ 税関等より発行された自動車通関証明書（税関様式C第8050号）の写しを準備します。

② 並行輸入自動車届出書の写し
・ 運輸支局等に提出する並行輸入自動車届出書（その1および車両諸元概要表）の写しを準備します。

③ 自動車排出ガス試験結果成績表の写し
・ 公益財団法人日本自動車輸送技術協会（JATA）または一般財団法人日本車両検査協会（VIA）が発行した

自動車排出ガス試験結果成績表（試験自動車の試験結果成績表を含む）の写しを準備します。
同型成績表の発行を受けた場合も同様です。

④ 自動車予備検査証の写し
・ 運輸支局等から交付された自動車予備検査証の写しを準備します。

（２）送付先

① 自動車通関証明書の写し
② 並行輸入自動車届出書の写し
③ 自動車排出ガス試験結果成績表の写し（※1）

上記すべてを添付してください

④ 自動車予備検査証の写しのみを添付してください

予備検査を受けていない場合 予備検査を受検している場合
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メールアドレス cc-ys@jarc.or.jp （「件名(タイトル)」に申請者名と申請台数を記載してください。）

FAX番号 0570－016－611

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 資金管理対応グループ 行



３.  ゆうちょ払込票の受領とリサイクル料金の支払い

・ 申請書類に不備がない場合は、JARCから郵便局の払込依頼票を申請者宛に送付しますので、その払込票を
郵便局の窓口に持参し、額面に記載されたリサイクル料金の額を払い込んでください。
※「払込票」は信書扱いとなる為、普通郵便で発送いたします。

・ 払込票を自動車所有者（購入者）に手渡しすれば、自動車所有者（購入者）が直接リサイクル料金を支払うことが
可能ですが、郵便局払込票は預託申請日単位で作成されるため、同じ日に預託申請した車両については、一つの
払込票にまとめられてしまうことに注意が必要です。

・ JARCは、郵便局での入金を確認してから、預託証明シールとリサイクル券を作成し、申請者宛に送付します。

払込票のイメージ

非登録事業者（郵送申請）の実務の流れ第４章
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・ 払込票を送付する際は、以下の送付状が添付されます。

払込票の送付状のイメージ

非登録事業者（郵送申請）の実務の流れ第４章

77



預託申請

払込依頼票の送付

料金支払い

（払込依頼票の提示）

１ 預託申請に必要な書類を郵送します。

２ 払込依頼票が送付されます。
※ 「ゆうちょ銀行払込票」は信書扱いとなる為、普通郵便で発送いたします。

３ 並行輸入業者は、自動車所有者（購入者）に払込依頼票を手渡しし、郵便局で支払っていただくよう依頼します。
※ 並行輸入業者による代行も可能です。

４ 郵便局に払込依頼票を提示し、料金を支払います。

５ 料金を支払ったという情報は、郵便局からJARCへ連絡されます。

留意事項

・弊センターで15時までにご入金を確認できた場合に限り、翌営業日にリサイクル券と預託証明シールを送付いたします。
・「払込票送付のご連絡」へ記載の期日までにリサイクル料金を支払いください。

自動車リサイクル
促進センター

郵便局の払込依頼票の手順

3 5
払
込
依
頼
票

支
払
い
が
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っ
た
こ
と
を
郵
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局
か

ら
デ
ー
タ
を
送
信

4

自動車所有者
〈購入者〉

¥

1

2

並行輸入業者

郵便局

非登録事業者（郵送申請）の実務の流れ第４章
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４.  リサイクル券と預託証明シールの受領

・ JARCは、リサイクル料金の入金を確認してから、リサイクル券と預託証明シールを作成し、申請者宛に送付します。

※「再資源化預託金等預託申請書（並行輸入車両専用）の申請者欄へ記載の住所と宛名へ送付します

・ 並行輸入業者は、預託証明シールを自動車通関証明書に貼付し、運輸支局等で新車新規登録手続きを行います。

・ JARCがリサイクル料金の入金の有無を確認したか否かは、自動車リサイクルシステムホームページにて確認できます。
（http://www.jars.gr.jp/）

※ 車台番号下4桁とリサイクル券番号の情報が必要になりますので払込票送付状をご確認ください

・ 郵便局窓口にてリサイクル料金の支払いをしたにも関わらず、預託証明シール・リサイクル券の到着が遅れている場合は
（おおよそ、リサイクル料金を支払った日より1週間経過した場合）、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。

非登録事業者（郵送申請）の実務の流れ第４章
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（１）リサイクル券の意義

・ リサイクル券は、リサイクル料金が支払われていることを証明する書面であり、リサイクル料金が支払われている車両を
次の所有者に譲渡する際には、車両と共に引き渡すことが必要となる重要な書面です。

・ 並行輸入車の場合は、JARCがリサイクル料金の入金を確認した後、申請者宛に送付します。

（２）リサイクル券の構成と取り扱い

・ リサイクル券は、［A券］から［D券］で構成されています。

・ 自動車所有者（購入者）にリサイクル券を交付する際は、［C券］と［D券］の間に入っているミシン目に沿って切り離し、
［A券］から［C券］を渡してください。

自動車所有者（購入者）にお渡しする部分

並行輸入業者の控え

名称 説明

［A券］預託証明書（リサイクル券）
券面に記載されている車両のリサイクル料金が預託されていることを
JARCが証明する書面であり、自動車リサイクル法第74条第1項に定め
る「預託証明書」となります

［B券］使用済自動車引取証明書
当該自動車が使用済となった時に引取業者が必要事項を記入して
最終所有者に交付する書面であり、自動車リサイクル法第80条第1項
に定める「引取証明書」となります

［C券］資金管理料金受領証
JARCが資金管理料金を受領したことを証明する書面であり、法人の自
動車所有者に対しては、資金管理料金を費用処理する上での証明書と
なります

[D券］料金通知書兼発行者控
並行輸入業者が自動車所有者にリサイクル料金の額を通知する際に
使用する書面であり、リサイクル料金を通知した後は並行輸入業者の
控えとなります

［Ａ券］

［Ｂ券］

［Ｃ券］

［Ｄ券］

非登録事業者（郵送申請）の実務の流れ第４章
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リサイクル券（見本）

非登録事業者（郵送申請）の実務の流れ第４章
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（３）預託証明

・ 自動車リサイクル法では、新車新規登録・検査を受けようとする際は、資金管理法人（JARC）が発行する預託証明書を
運輸支局等に提示し、リサイクル料金が支払われていることを証明しなければ、登録・検査が受けられない制度になっています。

・ 上記預託証明書にはリサイクル券が該当しますが、実務としては、運輸支局等における確認業務を簡素化するために、
登録に必要な既存の書類にリサイクル料金が支払済みである旨の押印またはシールの貼付がなされたものを預託証明書と
みなすと関係者間で合意されております。

（４）新車新規登録・検査の際に預託証明書とみなされる書面

・ 新車新規登録・検査時に運輸支局等において預託証明書とみなされる書面は、以下のように整理されています。

（５）預託証明シール

・ 並行登録する車両の場合は、JARCが発行する「預託証明シール」を自動車通関証明書の表面に貼付します。

・ 貼付位置について特段の定めはありません。記載事項や公印にかからなければ、枠内への貼付も可能です。
（ 87ページをご覧ください）

・ 預託証明シールには、車台番号が記載されているため、他の車両への転用はできません。
・ 預託証明シールの有効期限はありません。

種類 預託証明書とみなされる書面

型式指定車 リサイクル料金が支払済みである旨の押印がなされた完成検査終了証

新型自動車届出車 リサイクル料金が支払済みである旨の押印がなされた排出ガス検査終了証

輸入自動車特別取扱車 リサイクル料金が支払済みである旨の押印がなされた輸入自動車特別取扱届出済書

並行登録車 リサイクル料金が支払済みである旨のシールが貼付された自動車通関証明書

預託証明シールイメージ
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