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フロン類年次報告とは？

報告について

ログイン１

報告は「自動車リサイクル法第８１条第５項」
による義務であり、報告を行わない場合、自治
体から勧告・行政処分を受けることがあります！※報告内容は「引渡量」「再利用量」「保管量」のみです！

報告は簡単に行うことができます。
ここからは報告に必要な作業を順番にご紹介します。自動車リサイクルシステムのホームページ
(http://www.jars.gr.jp)から「事業者向け」→「フロン類回収業者」→「電子マニフェストシステ
ム」とそれぞれ該当個所をクリックし、ログイン画面を表示させます。

事業者登録完了時に送付された「システム
登録完了通知書」に記載されている ① 事
業所コード（「フロン類回収業者」としての
コードで、末尾が｢03｣で終わる12桁の数
字です）と ② パスワードをそれぞれ入力し、

をクリックします。

電子マニフェストシステムにログインします。

フロン類年次報告
簡易マニュアル(PC業者版)

ログイン

法令により、フロン類回収業者の皆様が事業所ごとに１年に１度必ず行わなく
てはならない報告のことです（事業者ごとではありません）。
毎年4月1日から4月30日の間に、前年度(前年4月1日～当年3月31日)の
実績について報告を行ないます。
地球温暖化防止のため、フロン類の適正な回収/処理/報告を行っていただくこ
とが必要です！
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メニュー選択２

報告年度の選択3

報告期限の4月30日を過ぎてもフロン類年次報告が行
われない場合は、その旨の連絡が情報管理センターより
管轄の自治体へと報告されます！

！

中略

メニュー選択画面で「３.１ フロン類年次報告」をクリックする
と、「報告年度の選択」の画面が表示されます。

※ このとき、前々年度(古い方の年
度)分のフロン類年次報告が行わ
れていないと、前年度分の報告が
できません。
前々年度分の報告が「済」になっ
ていない事業所の方は、はじめに
「前々年度分」のフロン類年次報
告を行ってから、「前年度分」の報
告を行ってください。

333033303303

333033303303

品川解体工業（株）品川工場

未実施

品川解体工業（株）品川工場

報告を行う年度を確認し、
報告する年度の

選択

をクリックします。

フロン類年次報告を忘れずに報告してください。

ログイン後、表示された画面の

３.１ フロン類年次報告

をクリックしてください。

※ 報告が行われるまで赤字で
メッセージが表示されます。
メッセージを確認した場合は
必ず報告を行ってください。

フロン類年次報告が未実施です。
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前年度にフロン類の再利用を行った事業者の方へ

正しい報告を行うために、前年度にフロンの再利用を行った場合は
フロン類年次報告をする前に「再利用連絡」について確認してください。

再利用を
行ってない方は
不要です！

フロン類年次報告の数値を確定する前に

フロン類移動報告実施状況の確認

再利用連絡画面の確認

実施状況の値が低い場合は、再利用連絡等が漏れてい
る可能性がありますので、以下の手順で作業を行い確認
してください。

メニュー選択画面に表示される
《貴社のフロン類移動報告実施
状況のお知らせ》にある「移動報
告実施状況」の数値を確認して
ください。

※ これで、「フロン類年次報告」で報告する「自ら再利用した量」のもととなる再利用連絡済の車台数が確定
しました！ ⇒ ４ページに進み「フロン類年次報告」を行ってください。

ここでは車台と報告年度を確認し、報告
対象年度分の連絡忘れがあった場合は、
以下の手順で作業を行い再利用連絡を
行ってください。

１. 「２．引取報告済車台の一覧」において、報告対象年度分で連絡を忘れていた車台を確認します。

３. 「再利用対象選択」欄で連絡する車台をクリックして選択します。

333033303303 品川解体工業（株）品川工場

AA111-0110111 AA111 ○○○

報告画面左下にある
（4ページ掲載イメージ参照）

再利用連絡画面へ

をクリックすると、「フロン類再利用
車台の連絡」のうち「対象車台の
選択」画面が表示されます。
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BB222-0220222 BB222 BB222△△△

２. 「報告年度」欄で連絡する車台の年度を「 ▼ ボタン」をクリックして選択します。
※ 通常は今年度を表示していますので、報告忘れがあった場合は昨年度へ変更します。

４. 確定 ボタンをクリックした後、新たに表示されるメッセージの OK ボタンをクリックすると作業終了
です。

再利用連絡を
忘れていた場合は・・・

2018
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入力欄左側には、参考情報として、
再利用連絡が行われた車台数が表
示されていますので、報告値の妥当性
を確認するためにご覧ください。

入力欄左側には、参考情報として、保管
車台数が表示されていますので、報告値の
妥当性を確認するためにご覧ください。

年次報告の入力４

年度を選択すると新しく報告画面が表示されますので、フロン類の取扱実績についての報告を行いま
す。以下の入力例にしたがって、入力をすすめてください。

前年度末に保管
していた量の入力

各事業所で把握している年
度末（3月31日）時点での
フロン類保管量を入力してくだ
さい。
単位はｋｇで小数点以下第１位
まで入力します。

自ら再利用した
量の入力

各事業所で把握している
フロン類再利用量を入力
してください。
単位はｋｇで小数点以下
第１位まで入力します。

「引渡量」「再利量」
「保管量」の合計表示

C DB

それぞれの報告項目にある

計 算

をクリックすると、各項目の合計
が表示されます。

入力欄左側には、参考情報とし
てメーカー等による引取量が表示
されています。
通常であれば表示されている数
値と同じ数値になりますが、もし、
各事業所で把握されている数値
が異なる場合は、その数値を入
力してください。

自動車メーカー等に
引き渡した量の入力

前年度においてメーカー等
（メーカー指定引取場所）に
引き渡したフロン類の量を入力
してください。
単位はｋｇで小数点以下第１位ま
で入力します。

A

入力のポイント

333033303303 品川解体工業（株）品川工場

1773.2 834.0

98 0

35 16

2607.2

98

51

2607.2

XXXXX

23.4

1773 2 834 0

48 4 48.4

15 8 7 6
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もし前年度に実績がなかったら？

実績がない場合は、「引渡量」、「再利用量」、
「保管量」の３つの報告事項にそれぞれ、
「０．０kg」と入力してください。
※ 小数点以下第1位までを入力しないとエラー

になります。

もしエラーになったら？

入力に不備がある場合は、エラー個所が
色で表示されます。

その場合は必要事項を正しく入力しなおしてくだ
さい。

ピンク

センターへの報告５

ご不明な点がございましたら、６ページの「よくあるご質問」をご覧ください。

注意事項

以上で「フロン類年次報告」が完了しました。

要注意！

E

48 4

15 8 7 6 23.4

センターへ報告

をクリックすると、新たに確認の
メッセージが表示されますので

O K

をクリックします。

使用済自動車以外から回収したフロン類（整備・修理時に回収したもの）は年次報告の対象外です。！
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自動車リサイクルシステムに事業者登録をした
際に右のような「システム登録完了通知書（フ
ロン類回収業者事業所用）」を送付していま
すので、お手元の資料をご確認ください。
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（050－3786－7755）」へお問い
合わせください。

ログインに必要な「事業所コード」と「パスワード」がわかりません。

よくあるご質問

誤った報告をしてしまったのですが修正は可能ですか？

・報告期間内（4／1 ～ 4／30）であれば修正可能です。
・再度、同じ手順にて報告画面を表示させ、誤った数値を消したうえで正しい数値を入力し、報告
を完了させることで修正作業が終了します。

・また、翌月中であれば一旦「取消作業」を行い再度報告することで、修正が可能となりますが、報
告の際は細心の注意を払うようにしてください。

電子マニュフェストシステムの受付時間
（7：00～21：00）外ではありませんか？

年次報告が出来ないのですが？

自動車リサイクルコンタクトセンター

受付時間 9：00 ～ 18：00
(土日祝日・年末年始等を除く)

までお問い合わせください

ご不明な点が
ございましたら

050－3786－7755

testtest@jarpjarp.org

再利用量はどのように把握すればよいですか？

・日頃からご自身で計測し、台帳等で再利用量を管理しておくことが重要です。
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