
-

①申込内容（該当する申込内容１つをチェックしてください）

a.この１事業所で登録されているすべての業のみ b.システムに登録した全事業所・すべての業   )統一希望

①運搬ネットワーク利用(運搬業者が取りに来てくれる) ②持込運搬(自分で指定引取場所へ運ぶ)

⑲約款および規約の確認　※解体業をリサイクルシステムへ初めて登録する場合は必須です。

　　　　同意する

⑱情報公開

事業者情報(自治体登録番号・事業者名・事業所名・事業所所在地・事業所電話番号)を
自動車リサイクルシステムのホームページに公開することについてチェックを入れてください。

ａ.
金融機関

(ゆうちょ以外)

コード 銀行 コード 本店 種別 口座番号（右詰め→）

口座名義(フリガナ)

信組 出張所 　　当座

信金 支店 　　普通

口座名義(漢字)

ｂ.
ゆうちょ

通帳記号 通帳番号（右詰め→） (フリガナ)

1 0 の 1 名義

(フリガナ)

⑬E-mail

★希望者のみ、下記の「ａ」または「ｂ」に✓をつける

上記⑨～⑬に記入した担当者情報を(

(フリガナ) (フリガナ)

⑨担当部署   ⑩担当者名

⑪担当者TEL ⑫担当者FAX

⑧本事業所の主たる業務(1つ) 新車販売 中古車販売 自動車整備 中古部品販売/ELV解体/破砕等

〒
固
有⑥事業所の所在地

(許可申請書・変更届出書に記
載されている事業所の住所)

※「Ｃ」「D」の登録情報の変更の場合、システム登録完了通知書は送付されませんが、システムから変更内容を確認することができます。

0 4

⑦事業所TEL

(フリガナ)

(フリガナ)

⑤事業所名
屋所

C-2 必要枚数事業所情報欄 記入箇所申込内容
解体業を初めて登録
解体業を追加登録
解体業の口座情報を変更
登録済みの事業所情報の変更
更新期限切れの解体業の再登録

①、⑤～⑧、⑩、⑪、⑭～⑲必須
①、⑤～⑧、⑩、⑪、⑭～⑯、⑱必須
①～④、⑰必須
①～④必須、⑤～⑱の変更箇所のみ記入

登録したい解体業の枚数分
追加したい解体業の枚数分
１枚
１事業所につき代表業１枚
再登録したい解体業の枚数分

A

様式No.　Ｃ－２
自動車リサイクルシステム登録申込書(事業所情報　解体業用)

チェック

③事業所名

④事業所の所在地

者呼 所呼②システムの事業所コード記入欄(最初の10桁を記入)

B
C
D
E ①～④必須、⑤～⑱の変更箇所のみ記入

「電子計算機を用いた電子マニフェストシステムの使用に関する規約」および、「エアバッグ類引取システム加入規
約」に記載の内容を確認、また、事業所情報のエアバッグ類運搬方法にて「運搬ネットワーク」を選択する場合は
「エアバッグ類運搬ネットワーク利用規約」に記載の内容を確認のうえ、申し込む。

　　　　確認済み

⑮上記①選択時→利用運搬業者名
　 上記②選択時→指定引取場所名

⑭エアバッグ類運搬方法(１つ)

⑰解体業の口座(どちらか１つを記入)　※すでにシステムへ解体業の登録がある場合は、記入不要です。

⑯業者指定番号

現 在 自 動 車 リ サ イ ク ル シ ス テ ム に 登 録 さ れ て い る 事 業 所 情 報

登 録 ま た は 変 更 し た い 事 業 所 情 報



⑦事業所のTEL 繋がりやすい番号をご記入ください。

⑧主たる業務 １事業所で１つ選択。変更する場合は同一事業所内の全業種の主たる業務が変更されます。

⑨担当部署

⑭運搬方法
変更希望の場合は、システム上に引き渡し中の物品（エアバッグ類）がない状態でお申し込みください。
「解体業者指定番号一覧」シートを参照しご記入ください。

⑲約款および規約の確認
　　自動車リサイクルシステムホームページから左記の約款・規約をダウンロードもしくは確認のうえ、チェックしてください。
　　※解体業をリサイクルシステムへ初めて登録する場合にチェックがなければお申込みを受け付けられず、
　 　　再度ご記入いただくことになりますので、チェックを忘れないようにお願いいたします。
◆各種 約款・規約 ホームページ掲載場所　　http://www.jars.gr.jp/jgs/exjg1000.html

⑱情報公開 ①「申込内容」の「A」「B」を選択し⑱にチェックがない場合は、情報公開に「同意しない」とみなし処理いたします。

⑰解体業の口座
Ⅰ.「ａ.民間金融機関」または「ｂ.ゆうちょ口座」のどちらか１つをご記入ください。
Ⅱ.解体業は事業者全体で１口座のみ登録可能です。口座情報の変更をする場合は、すべての事業所の解体業の口座が変更されます。

※口座情報は不備が多く、通帳のコピーをFAXいただくよう依頼することがございます。
　記入した口座情報が確認できる通帳の表紙（口座名義漢字）と見開き（口座名義フリガナ）のコピーを同封してお申し込みください。
※ネット銀行の場合、銀行名・支店名・預金種別・口座（漢字・フリガナ）が確認できる画面コピー

フリガナ必須です。

⑩担当者名 フリガナ必須です。この事業所の担当者氏名（1名）をご記入ください。

⑪担当者TEL 繋がりやすい固定番号、または携帯番号をご記入ください。

⑬E-mail フリガナ必須です。アドレスがなければ記入不要。

★「ａ」または「ｂ」を選択すると、⑨～⑬に記入された担当者情報を統一で登録する事が出来ます。
　各事業所・各工程で別の担当者を登録希望の場合は、各事業所・各工程毎での担当者情報の記入が必要です。

⑮運搬業者
⑯指定引取場所

「解体業者指定番号一覧」シートを参照しご記入ください。

③事業所名 現在リサイクルシステムに登録中の事業所名をご記入ください。

④事業所の所在地 現在リサイクルシステムに登録中の事業所の所在地をご記入ください。

Ⅲ.フリガナ必須です。

⑤事業所名
⑥事業所の所在地

表記は、同一事業所内すべての業の「登録通知書」と「許可申請書・変更届出書」を一致させてください。
※相違している場合は、書類の取り直しになりますので、提出前に必ず確認してください。
　 相違していた場合は、自治体で全書類を訂正・変更し、すべての表記を一致させてから
   お申し込みください。

Ⅰ.⑤⑥の変更希望の場合は、同一事業所内で登録しているすべての業の変更後の「登録通知書」と
　　「許可申請書/変更届出書(いずれも要受領印)」の提出が必須です。

Ⅱ.⑤⑥は、解体業許可申請書・変更届出書と同じようにご記入ください。

②システムの事業所コード 不明の場合は記入不要。

※本申込書をご送付いただく場合、
様式No.Z-1「自動車リサイクルシステム登録申込書(事業者情報欄)」
の提出も必須でございます。

②～④は「①申込内容」の「Ｃ」「Ｄ」「Ｅ」をチェックした場合、記入が必要です。

※提出書類の種類や枚数については、『提出書類一覧表』をご参照ください。

①申込内容:以下のA～Eのうち、該当項目にチェックをしてください。
　　　　　　　　　 チェックした項目の「事業所情報欄 記入箇所」で指定された番号の項目は必ずご記入ください。
　　　　　　　　　 該当項目の「Ｃ-2 必要枚数」に応じて２枚目を用意しご記入ください。

Ａ:これまで１度もリサイクルシステムに解体業を登録したことがない場合にチェック
Ｂ:リサイクルシステムにすでに解体業の登録はあるが更に解体業を追加したい場合にチェック
Ｃ:登録済みの解体業の口座情報を変更したい場合にチェック
Ｄ:リサイクルシステムに登録している事業所のＣ－２に掲載されている情報を変更したい場合にチェック
Ｅ:リサイクルシステムに登録していたが、自治体の更新期限切れでシステムに再度登録したい場合にチェック

Ｃ－２ 記入要領



2023年4月1日現在 40 福岡県 啓愛社　〔440〕 有明通商　〔143〕 久留米運送　〔210〕

41 佐賀県 啓愛社　〔440〕 有明通商　〔143〕

42 ⾧崎県 啓愛社　〔440〕 有明通商　〔143〕

43 熊本県 啓愛社　〔440〕 有明通商　〔143〕

44 大分県 啓愛社　〔440〕 有明通商　〔143〕

45 宮崎県 啓愛社　〔440〕 有明通商　〔143〕 久留米運送　〔214〕

46 鹿児島県 啓愛社　〔440〕 有明通商　〔143〕 久留米運送　〔215〕

沖　縄 47 沖縄県 琉球物流運輸〔647〕

北海道 01 北海道

02 青森県 啓愛社　〔405〕 ロジスティード東日本〔121〕

03 岩手県 啓愛社　〔405〕 ロジスティード東日本〔121〕

04 宮城県 啓愛社　〔404〕 ロジスティード東日本〔121〕 1 〔101〕 011-666-9907
05 秋田県 啓愛社　〔405〕 ロジスティード東日本〔121〕 2 〔121〕 022-232-5486
06 山形県 啓愛社　〔400〕 ロジスティード東日本〔121〕 3 〔404〕 022-359-2281
07 福島県 啓愛社　〔404〕 啓愛社　〔409〕 ロジスティード東日本〔121〕 4 〔405〕 0183-73-3774
08 茨城県 啓愛社　〔409〕 ロジスティード首都圏〔311〕 日本通運　〔630〕 5 〔409〕 0285-56-3773
09 栃木県 啓愛社　〔409〕 ロジスティード関東〔221〕 日本通運　〔630〕 6 〔221〕 0282-55-7726
10 群馬県 啓愛社　〔409〕 ロジスティード関東〔221〕 7 〔630〕 028-613-6205
11 埼玉県 啓愛社　〔414〕 ロジスティード関東〔221〕 日本通運　〔631〕 8 〔631〕 049-249-1120
12 千葉県 啓愛社　〔412〕 ロジスティード首都圏〔311〕 日本通運　〔631〕 9 〔311〕 0475-24-5171
13 東京都 啓愛社　〔414〕 ロジスティード南関東〔111〕 10 〔412〕 047-480-8600
14 神奈川県 啓愛社　〔414〕 ロジスティード南関東〔111〕 日本梱包運輸倉庫〔551〕 11 〔111〕 03-3763-6177
15 新潟県 啓愛社　〔414〕 ロジスティード関東〔222〕 12 〔414〕 045-701-7212
16 山梨県 啓愛社　〔414〕 ロジスティード南関東〔111〕 13 〔551〕 0466-42-5270
17 ⾧野県 啓愛社　〔414〕 グロリアス・ジャパン〔324〕 14 〔222〕 025-255-3665
18 富山県 啓愛社　〔414〕 ティピーエス〔321〕 15 〔323〕 076-472-5611
19 石川県 啓愛社　〔414〕 ティピーエス〔321〕 16 〔325〕 076-472-5608
20 福井県 啓愛社　〔414〕 ティピーエス〔321〕 17 〔322〕 0532-25-7756
21 岐阜県 名宝陸運〔801〕 ロジスティード中部〔322〕 日本通運　〔632〕 18 〔602〕 0568-77-7361

22 静岡県 名宝陸運〔801〕 ロジスティード中部〔322〕 啓愛社　〔414〕 19 〔632〕 0568-81-2151

23 愛知県 名宝陸運〔801〕 ロジスティード中部〔322〕 日本通運　〔632〕 20 〔626〕 072-808-8153

24 三重県 名宝陸運〔801〕 ロジスティード中部〔322〕 啓愛社　〔428〕 21 〔627〕 072-439-5447

25 滋賀県 日本通運　〔626〕 22 〔428〕 0790-73-9191
26 京都府 啓愛社　〔428〕 日本通運　〔626〕 23 〔333〕 086-724-2100
27 大阪府 啓愛社　〔428〕 日本通運　〔627〕 24 〔701〕 086-277-4113
28 兵庫県 啓愛社　〔428〕 日本通運　〔627〕 カネヒラ商会〔333〕 25 〔702〕 086-252-2112
29 奈良県 啓愛社　〔428〕 日本通運　〔627〕 26 〔703〕 086-252-2112

30 和歌山県 日本通運　〔627〕 27 〔629〕 088-664-0222

31 鳥取県 岡山県貨物運送〔700〕 カネヒラ商会〔333〕 28 〔628〕 087-832-9020

32 島根県 岡山県貨物運送〔703〕 カネヒラ商会〔333〕 29 〔704〕 086-252-2112
33 岡山県 岡山県貨物運送〔700〕 カネヒラ商会〔333〕 30 〔440〕 093-434-3166
34 広島県 岡山県貨物運送〔700〕 啓愛社　〔440〕 カネヒラ商会〔333〕 31 〔211〕 093-581-5281
35 山口県 岡山県貨物運送〔703〕 啓愛社　〔440〕 32 〔216〕 0942-39-2151
36 徳島県 有明通商　〔143〕 日本通運　〔629〕 カネヒラ商会〔333〕 33 〔143〕 0964-23-6400
37 香川県 日本通運　〔628〕 岡山県貨物運送〔704〕 34 〔214〕 0985-24-2151
38 愛媛県 有明通商　〔143〕 日本通運　〔628〕 啓愛社　〔440〕 35 〔215〕 099-281-7101
39 高知県 有明通商　〔143〕 日本通運　〔628〕 36 〔847〕 098-939-9811

自動車リサイクルシステムへの事業者登録

九　州
「エアバッグ類運搬ネットワーク」および「指定引取場所」業者指定番号一覧

解体業者所在地
都道府県

㈱啓愛社 秋田工場 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上8-3

持込運搬（元払）を選択した場合の指定引取場所事業者名および業者指定番号

東　北

指定引取場所事業者名
業者

指定番号
住所 電話番号

日本通運㈱ 京都支店南物流事業所洛
南営業課

大阪府枚方市⾧尾峠町2824-24

神奈川県藤沢市円行2-19-10

ロジスティード関東㈱ 新潟営業所 新潟県新潟市北区島見町2434-29

ロジスティード中部㈱ 富山営業所 富山県滑川市上梅沢111-1

関　東
甲信越

㈱啓愛社 栃木リサイクル工場 栃木県河内郡上三川町大字石田字西谷2309-2

ロジスティード関東㈱ 栃木営業所 栃木県栃木市岩舟町静和554-1

日本通運㈱ 宇都宮中央支店 栃木県宇都宮市平出工業団地17-7

日本通運㈱ 埼玉支店川越事業所 埼玉県川越市南大塚6-37-4

ロジスティード首都圏㈱ 千葉県茂原市下永吉字柳坪255

㈱啓愛社 千葉リサイクル工場 千葉県八千代市上高野1734-6

ロジスティード南関東㈱ 東京都大田区平和島5-3-2

日本梱包運輸倉庫㈱ 藤沢営業所

ロジスティード中部㈱ 松本事業所 ⾧野県松本市笹賀7209-1

ロジスティード中部㈱ 豊橋出張所 愛知県豊橋市明海町33-20

西濃運輸㈱ 小牧支店 愛知県小牧市新小木1-92
日本通運㈱ 名古屋北支店春日井物流
センター

愛知県春日井市鷹来町字上東光坊4662-1

日本通運㈱ 大阪国際輸送支店堺事業
所

大阪府岸和田市地蔵浜町7-6

近　畿

㈱啓愛社 姫路リサイクル工場 兵庫県宍粟市山崎町田井394-4

㈲カネヒラ商会 本社 岡山県岡山市北区御津伊田1188-1

岡山県貨物運送㈱ 岡山主管支店 岡山県岡山市中区倉富285-3 岡山県トラックターミナル内

岡山県貨物運送㈱ 福山主管支店

中　部

広島県福山市明神町1-14-40

岡山県貨物運送㈱ 広島主管支店 広島県広島市中区光南6-1-16

中　国

日本通運㈱ 四国支店高松物流事業所 香川県高松市香西東町488

岡山県貨物運送㈱ 四国主管支店 香川県坂出市沖の浜30-75

久留米運送㈱ 久留米支店 福岡県久留米市東櫛原町353

　
お
近
く
の
指
定
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所
事
業
者
名
と
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者
指
定
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号
を
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択
し
て
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さ
い
。
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だ
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道
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沖
縄
は
㈱
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琉
リ
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ク
ル
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ー

の
み
と
な
り
ま
す
。

ロジスティード北日本㈱ 北海道札幌市西区発寒十条12-2-20

ロジスティード東日本㈱ 宮城県仙台市宮城野区扇町3-2-28

㈱啓愛社 宮城リサイクル工場 宮城県黒川郡大郷町川内字中埣山1-36

㈱啓愛社 金沢リサイクル工場 神奈川県横浜市金沢区福浦1-14-6

日本通運㈱ 四国支店徳島沖洲事業所 徳島県徳島市東沖洲1-20-2

福岡県京都郡苅田町新浜町9-18

久留米運送㈱ 北九州支店 福岡県北九州市小倉北区西港町83-2

※事業所情報記入用紙の「事業者名・業者指定番号」欄に、上記運搬事業者欄に記載された業者から希望する運搬事業者、および〔○○○〕内の番号
を記入してください。
※持込運搬（元払）の場合に解体業者に支払われる運搬料金（持込後の空ケース持ち帰りも含めた往復料金）は、1ケースあたり税抜き2,200円となり
ます。

　「自動車リサイクルシステム登録申込書」の「業者指定番号（３ケタ）」記入は不要です。運搬ネット
ワーク業者名は、後日「リサイクルシステム登録完了通知書」にてご連絡いたします。

エアバッグ類運搬ネットワーク利用（着払）を選択した場合の
運搬事業者名〔業者指定番号〕

※「エアバッグ類運搬ネットワーク」業者は、表中に記載された各都道府県（一部政令指定都市および保健所設置市）として　所在地における廃棄物処理
法の許可を取得済です。

四　国

㈱有明通商 熊本県宇土市新開町1895-43

久留米運送㈱ 宮崎支店 宮崎県宮崎市阿波岐原町坊ノ下2864

久留米運送㈱ 鹿児島支店 鹿児島県鹿児島市西別府町3200-5

㈱拓琉リサイクル研究センター 沖縄県沖縄市字登川3513-1

㈱啓愛社 九州リサイクル工場


