様式No. Ｆ－２

自動車リサイクルシステム登録申込書(事業所情報 中古車輸出業用)
①申込内容（該当する申込内容にチェックしてください）
チェック

A
B
C
D

事業所情報欄 記入箇所

申込内容
はじめてシステムに中古車輸出業を登録
新たな事業所で中古車輸出業を追加
中古車輸出業の口座情報のみを変更
登録している事業所情報の変更

F-2 必要枚数

①、⑤～⑦、⑨、⑩、⑬、⑭必須
１枚
①、⑤～⑦、⑨、⑩、⑬必須
１枚
①、⑬必須
１枚
①～④必須、⑤～⑬の変更箇所のみ記入
１事業所につき代表業１枚
※「Ｃ」「Ｄ」の登録情報の変更は、完了通知書を送付いたしませんのでご了承ください。
送付を希望される場合は、事業者情報（Z-1）の⑰にチェックをしてください。

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

1 7

②システムの事業所コード(最初の10桁を記入)

者呼 所呼

③事業所名
④事業所の所在地

登録または変更したい事業所情報
以下の事業所情報は、再資源化預託金等の取戻し申請書に掲載され、返還申請の不備書類等のやりとりする情報です。
⑤事業所名
所 屋 (フリガナ)
※個人：屋号を記入してください。

固有

(フリガナ)

〒

⑥事業所の所在地
（郵送物が届く表記）

(フリガナ)

⑦TEL

⑧ (フリガナ)
担当
部署
⑫

-

⑨ (フリガナ)
担当
者名

⑩TEL
⑪FAX

(フリガナ)

E-mail

★希望者のみ、下記の「ａ」または「ｂ」に✓をつける
上記⑧～⑫に記入した担当者情報を(

a.本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・全工程

)統一希望

⑬中古車輸出業の口座(どちらか１つを記入)※日本国内の金融機関で事業者名と同一名義の口座のみ登録が可能です。
ａ.

銀行 コード
信金

コード

金融機関
(ゆうちょ以外)

ｂ.
ゆうちょ

信組
通帳記号

1

通帳番号（右詰め→）

0 の

同一口座工程 ： 引 ・ フ ・ 解 ・ 中 ・ 無

本店
支店

種別
普通

出張所

当座

口座番号（右詰め→）

(フリガナ)

名義

(フリガナ)

1

名義

別紙参照 ： 通帳コピー ・ 自払書 ・ 預振書 ・ その他(

⑭「中古車輸出に伴う使用済自動車再資源化預託金等の取戻し申請及び返還手続に関する基本約款」
および、「中古車輸出に伴う再資源化預託金等の取戻し申請事業者登録約款」に記載の内容を確認のう
え、申し込む。

確認済み

)

Ｆ－２ 記入要領
①申込内容：下記詳細を確認し該当項目にチェックをする。該当項目の「F-2 必要枚数」に応じて２枚目を用意し記入する。
Ａ：これまで１度もリサイクルシステムに中古車輸出業を登録をしたことがない場合にチェック
Ｂ：中古車輸出業以外の業種でリサイクルシステムに登録しているが、中古車輸出業は初めて登録する場合にチェック
Ｃ：登録済みの中古車輸出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Ｆ－２に掲載されている情報を変更したい場合にチェック
※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入力項目にのみ、記入してください。

＜②～④は上記「Ｄ」をチェックした場合、記入が必要です。＞
②が不明の場合は記入不要、ただし③④を必ず記入してください。
③は現在リサイクルシステムに登録中の事業所名を記入してください。
④は現在リサイクルシステムに登録中の事業所の所在地を記入してください。

Ⅰ.交付後３か月以内の「登記簿謄本（個人の場合は住民票抄本）」のコピーが必要です。
Ⅱ.同一事業所内で中古車輸出業以外に引取業・フロン類回収業・解体業・破砕業の登録があり、⑤事業所名または
⑥所在地の変更希望で記入する場合は、同一事業所内で登録しているすべての業の「登録通知書」 と
「許可証/変更届出書(要受領印)」の提出が必要です。
※同一事業所内で行うすべての業の⑤事業所名は、「登録通知書」と「許可証/許可申請書(要受領印)、
または変更届出書(要受領印)」と一致させてください。⑥所在地については、郵送物が届く表記を記入してください。
中古車輸出業のみ登録している場合は、上記添付書類は不要です。
※同一事業所で⑤⑥の表記が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。
相違している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。
Ⅲ.⑤⑥を記入する場合はフリガナ必須です。 ⑦は繋がりやすい番号を記入してください。

Ⅰ.⑧⑨⑫を記入する場合はフリガナ必須です。
Ⅱ.⑨は担当者氏名（1名）を記入してください。
Ⅲ.⑩は担当者と繋がりやすい固定番号または携帯番号を記入してください。
★「ａ」または「ｂ」を選択すると、担当者情報を統一する事が出来ます。
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。
Ⅰ.初めてリサイクルシステムに中古車輸出業を登録、または中古車輸出業の口座を変更希望の場合にどちらか１つを
記入してください。
Ⅱ.日本国内の金融機関で【事業者情報(Z-1)】の④または⑦事業者名と同一名義の口座のみ登録可能です。
※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。

⑭必ず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。
＜各種 約款・規約 ホームページ掲載場所＞http://www.jars.gr.jp/jgs/exjg1000.html
※必要書類および必要書類の提出枚数については、『その他必要書類一覧』にて確認ください。

法 人
「再資源化預託金等の取戻し申請書」に掲載されている情報を変更したい場合は、

下記内容を参考に「自動車リサイクルシステム登録申込書」を記入しお申込みください。
【1】事業者名(会社名)と事業所名が異なる事業者

「中古_F-2」の②に記入

再資源化預託金等の取戻し申請書
事業者名を変更したい場合は申請
書に掲載されている「(例)リサイクル
株式会社」を「者情報_Z-1」の④、
新事業者名を⑦に記入

申請者
公益財団法人

事業所コード

自動車リサイクル促進センター 行

事業者名
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」第78条第1項
に基づく再資源化預託金等の取戻しについて、「中古車輸出
に伴う使用済自動車再資源化預託金等の取戻し申請及び
返還手続きに関する基本約款(※)」に同意のうえ下記の通り
申請いたします。

事業所名（屋号）

※ 約款のURL（PDF）
http://www.jars.gr.jp/apd/k_shinsei.pdf

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ１７
リサイクル 株式会社
東京営業所

住所

〒１２３－ＸＸＸＸ
東京都港区１２３－ＸＸ

電話番号

０３－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ

事業所名を変更したい場合は申請
書に掲載されている「(例)東京営業
所」を「中古_F-2」の③、新事業所
名を⑤に記入

担当者名
1.申請情報
申請番号

住所を変更したい場合は申請書に
掲載されている住所を「中古_F-2」
の④、新住所を⑥に記入

取戻し申請仮申請日

4.口座情報
金融機関コード
支店コード
口座種別
口座番号
口座名義人

０００Ｘ
００Ｘ
普通
０１２３ＸＸＸ
リサイクル（カ

口座情報を変更したい場合は「中
古_F-2」の⑬に新口座情報を記
入

【2】事業者名(会社名)と事業所名が同じ事業者

電話番号を変更したい場合は「中古
_F-2」の⑦に新電話番号を記入

「中古_F-2」の②に記入

再資源化預託金等の取戻し申請書
申請者
公益財団法人
自動車リサイクル促進センター 行

事業所コード
事業者名

「使用済自動車の再資源化等に関する法律」第78条第1項
に基づく再資源化預託金等の取戻しについて、「中古車輸出
に伴う使用済自動車再資源化預託金等の取戻し申請及び
返還手続きに関する基本約款(※)」に同意のうえ下記の通り
申請いたします。

※ 約款のURL（PDF）
http://www.jars.gr.jp/apd/k_shinsei.pdf

事業所名（屋号）

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ１７
リサイクル 株式会社

事業者名を変更したい場合は申請
書に掲載されている「(例)リサイクル
株式会社」を「者情報_Z-1」の④、
新事業者名を⑦に記入

リサイクル 株式会社

住所

〒１２３－ＸＸＸＸ
東京都港区１２３－ＸＸ

電話番号

０３－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ

担当者名

住所を変更したい場合は申請書に掲載されている住所を「中古_F-2」
の④、新住所を⑥に記入

事業所名を変更したい場合は申請
書に掲載されている「(例)リサイクル
株式会社」を「中古_F-2」の③、新
事業所名を⑤に記入
電話番号を変更したい場合は「中古_F-2」の⑦
に新電話番号を記入

個人事業主
「再資源化預託金等の取戻し申請書」に掲載されている情報を変更したい場合は、
下記内容を参考に「自動車リサイクルシステム登録申込書」を記入しお申込みください。

【3】事業者名が(個人名)で事業所名は(屋号)の事業者

「中古_F-2」の②に記入

再資源化預託金等の取戻し申請書
申請者
公益財団法人

事業所コード

自動車リサイクル促進センター 行

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ１７

山田太郎

事業者名
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」第78条第1項に基
づく再資源化預託金等の取戻しについて、「中古車輸出に伴う使
用済自動車再資源化預託金等の取戻し申請及び返還手続きに
関する基本約款(※)」に同意のうえ下記の通り申請いたします。

リサイクルオート

事業所名（屋号）

※ 約款のURL（PDF）
http://www.jars.gr.jp/apd/k_shinsei.pdf

事業者名(個人名)を変更したい場合
は別事業者となりますので、新規でお
申込みください。

住所

〒１２３－ＸＸＸＸ
東京都港区１２３－ＸＸ

電話番号

０３－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ

担当者

住所を変更したい場合は申請書に掲載されている住所を「中古_F-2」の④、
新住所を⑥に記入

【4】事業者名が(個人名)で事業所名も(個人名)で同じ事業者

事業所名(屋号)を変更したい場合は
申請書に掲載されている「(例)リサイク
ルオート」を「中古_F-2」の③、新事
業所名を⑤に記入

電話番号を変更したい場合は「中古_F-2」の
⑦に新電話番号を記入

「中古_F-2」の②に記入

再資源化預託金等の取戻し申請書
申請者
公益財団法人
自動車リサイクル促進センター 行

「使用済自動車の再資源化等に関する法律」第78条第1項に基
づく再資源化預託金等の取戻しについて、「中古車輸出に伴う使
用済自動車再資源化預託金等の取戻し申請及び返還手続きに
関する基本約款(※)」に同意のうえ下記の通り申請いたします。

※ 約款のURL（PDF）
http://www.jars.gr.jp/apd/k_shinsei.pdf

事業所コード

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ１７

事業者名

山田太郎

事業所名（屋号）

山田太郎

住所

〒１２３－ＸＸＸＸ
東京都港区１２３－ＸＸ

電話番号

０３－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ

担当者

住所を変更したい場合は申請書に掲載されている住
所を「中古_F-2」の④、新住所を⑥に記入

事業者名(個人名)を変更したい場合
は別事業者となりますので、新規でお
申込みください。

事業者名(個人名)はそのままで申請
書に掲載されている事業所名(個人
名)を屋号へ変更したい場合は、申請
書に掲載されている「(例)山田太郎」
を「中古_F-2」の③、新事業所名(屋
号)を⑤に記入

電話番号を変更したい場合は「中古_F-2」の⑦に新
電話番号を記入

