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１．３Ｒの推進・質の向上 

■解体業者と自動車製造業者等の相互コミュニケーションによる環境配慮設計等 

 の推進   ＥＬＶ機構が解体業者から自動車製造業者等への要望をアンケート 

 にて収集し、その結果を自動車製造業者等との第２回意見交換会（本年８月 

 開催）にて報告。 

■自動車補修用リサイクル部品の規格化   ２か年にわたり経済産業省の事業 

 としてＥＬＶ機構が自動車補修用リサイクル部品の規格化への取組を推進。 
 

２．より安定的・かつ効率的な自動車リサイクル制度への発展 
■情報発信・共有の在り方等に関する取組状況   自動車製造業者等がＥＬＶ 

 機構の機関紙「ＥＬＶニュースレター」を通じて易解体設計の取り組みなど 

 の情報発信を実施。 
 

３．自動車リサイクルの変化への対応と国際展開 
■次世代自動車のリユース・リサイクルに関する課題等への対応   自動車製造 

 業者等（トヨタ）が燃料電池自動車（ＦＣＶ）の解体作業の理解促進のため、 

 ＥＬＶ機構への解体デモを実施。 

 宮城県の組合（ＭＴＫ）理事会 

を前回から、移動理事会と称して 

各社で開催することにし、第一回 

は弊社にて開催しました。事務所 

が手狭なために、工場で会議を 

しました。会議スペース確保の 

ため、社員一丸となってぎりぎり 

まで清掃や整理を行いました。 

なんとか会議ができる環境が 

整ったのは、会議開始の数時間 

前でした。理事会冒頭の数十分 

をいただき、弊社の取り組みなど 

を発表させていただき、その後 

皆様から、感想やご意見をいた 

だきました。理事会が終わって、 

翌日出社したときに風景や空気 

が違い、社員一人ひとりの取り 

組みの姿勢や、外部有用社員 

（ＭＴＫ役員）の存在の大きさを 

あらためて実感した一日でした。  
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巻 頭 言 

（広報部会 平地 健） 

酒井代表が委員として参加、自動車リサイクル制度の高度化に焦点 

産構審・中環審 第４５回 合同会議 

 ９月１９日、大手町サンスカイルーム（東京都千代田区）にて、「産構審・ 

中環審 第４５回 合同会議」が開催され、ＥＬＶ機構の酒井代表理事が委員 

として出席しました。当日は、自動車リサイクル制度の高度化に向けた取組 

状況、再生資源利用等の進んだ自動車へのインセンティブ（リサイクル料金 

割引）制度（仮称）、および例年行われている自動車リサイクル法の施行 

状況等について報告があり、報告内容を受けて議論が行われました。この 

うち、特に我々に関係の深いものを抜粋して紹介します。 
 

（※当日の配布資料 ： https://goo.gl/R5L7iU ）  

  自動車リサイクル制度の高度化に向けた取組状況  

mailto:jaera-homepage@elv.or.jp
http://www.elv.or.jp/
https://goo.gl/R5L7iU
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特  集 

企  画 

広報部会事業所訪問企画  第２弾 

永田副代表理事 兼 広報部会長の会社  
「株式会社 永田プロダクツ」を訪問！  

会社概要「株式会社 永田プロダクツ」 
 

■創  業 １９６７年（今年で創業５０年！）  
 

■従業員数 ４８名（男性３３名、女性１５名） 
 

■取扱台数 年間 約１０，０００台 
 

■敷地面積 本社 ４，０００坪（うち解体場４００坪） 
 

■事  業  所 全４拠点 
 

 ①山形県酒田市高砂 ：本社、チェリーリンク（※） 

 ②山形県酒田市東町 ：リボーンカーリース（※）酒田店 

 ③山形県天童市北目 ：山形営業所、リボーンカーリース山形店 

 ④宮城県仙台市青葉区：リボーンカーリース仙台店 
 

 ※チェリーリンクは保険事業、リボーンカーリースはカーリース事業  

 ９月１２日、広報部会事業所訪問企画の第２弾として、永田副代表理事兼広報部会長の会社である山形県の 

「株式会社永田プロダクツ」様を訪問しました。 

 会社に入ると、車や絵画が展示されていて、とても華やかな印象を受けました。まずは多目的ホールに案内 

され、総務部の佐藤主任から会社概要などをご説明いただきました。スクリーンに投影された映像を見ながら 

説明を受けましたが、自動車リサイクルの作業工程や輸出などの業務内容がとても分かりやすくまとめられて 

いました。永田プロダクツ様では、地元の学校や企業を迎えて見学会を実施したり、多目的ホールを無償で 

貸し出すなど、地域社会への貢献活動にも積極的に取り組まれていることがわかりました。 
 

▼華やかで明るい内装 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 次に、実際の作業現場を見学させていただきました。保管車両もきちんと整理されており、月に８５０台ほど 

入庫されているそうですが、乱雑にはなっていませんでした。実際に作業をしている現場責任者の方が自主的 

に考えて実行している工夫が多くありました。（その工夫については次ページにまとめて紹介しています） 
 

▼社員の夢や目標が書かれた色紙  

 最後に、事務所内を拝見しましたが、壁には社員のみなさんの 

夢や目標が書かれた色紙（左の写真）が張られており、達成した 

ものにはリボンが付けられていました。社員のみなさん一人一人 

が夢をもち楽しく仕事ができる環境が充実していました。 

 永田社長の話の中で、「社員がやりたいことをやらせる」「それが 

失敗しても責めずに自由な発想を妨げないようにする」「経営者が 

細かく指示をすると、現場から知恵が出てこない」「現場の人間は 

常に考えているので、信頼して任せる」など、社員の自主性を大切 

にすることの大事さを学びました。 
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 感想コメント  ―― 広報部会メンバーが見学を終えて特に印象に残ったこと 

■寛容な心  
 

会社とはそこの経営者の思いであったり、働く社員の意欲が形に表れたりして人と同じようにその会社の個性と 

なります。特に社員が失敗を恐れ仕事に消極的であれば発展的な意見、提案ましてや新しいものにチャレンジ 

しようとする前向きな姿勢など生まれてはこないでしょう。 

永田社長に見習わなければならないのは、社員の提案を積極的にバックアップして、もし失敗のリスクがあって 

も全てを会社でフォローすることができる会社を作っていることです。そしてそれが会社の個性となって、会社 

全体が生き生きとして社員も明るく、結果として社会に貢献できる永田プロダクツの所以なのでしょう。 

■社員皆様の仕事に対する姿勢  
 

私が一番感じたのは、社員皆様の仕事に対する姿勢と笑顔でした。各部門が計画と進捗を確認し合いながら 

日々の仕事をしている様々な工夫を見せていただきましてそう感じました。また、幅広い年代の社員の方々が 

働いていたのも、目を引きました。事業所すべて、とても整理整頓がされており、清掃用具もきれいに整頓されて 

いました。竣工式から５年過ぎていましたが、変わりなくとてもきれいで整理整頓されているのは、社員皆様の 

仕事に対する姿勢の表れだと感じました。 

■社員さんの手作り  
 

会社へお邪魔すると最初に会社のプロモーションビデオを見せて頂きました。業務内容が大変分かり易く、働く 

人々の様子や笑顔が溢れた素敵なビデオに仕上がっていました。紹介ビデオだけではなく、会社案内パンフ 

レット、現場案内コースや内容も全て社員さんのアイディアで制作されているとのお話でした。見学には、小学生 

や高校生、外国の方、商工組合等々、多くの方が訪問されているようです。一組一組丁寧に対応され、我々の 

業界の認知度・好感度アップに貢献して下さっていることを実感しました。 

 永田プロダクツのちょっとした工夫  ―― 広報部会メンバーが発見！ 

１．“常にキレイ”を保つための掃除道具の場所  

掃除道具は奥にしまいこむことなく、写真のようにすぐ 

使える場所にあります。汚れたら即清掃！という意識 

付けにもなり、綺麗な状態を保つ秘訣だと感じました。 

２．色付きマグネットを使った車両管理ボード  

解体自動車の管理ボードに色付きマグネットを使い、 

軽（黄色）と普通車（赤）が一目でわかるようになって 

いました。誰でもすぐに処理状況が確認できます。 

３．ドライバーが効率的に動ける日程管理表  

ドライバーが効率的に動けるように２週間分の予定を 

壁一面に書き込めるようにしています。自走可能車は 

青色のマグネットで表すなどの工夫もされています。 

４．ふりがな付きの看板  

各工程の作業場には、写真のようなふりがな付きの 

看板が付いています。小学生が見学に来ても読める 

ようにということで、会社としての気配りが伺えます。 
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ブロック長のほか、広島県支部の会員がオブザーバーとして参加 

第２回ブロック長会議を開催 

 ９月５日、ＥＬＶ機構会議室（東京都港区）にて、「第２回 

ブロック長会議」が開催されました。当日は、ブロック長 

と常任役員、事務局のほか、広島県支部の古谷支部長 

をはじめとする会員様４名にオブザーバーとしてご参加 

いただきました。 

 ブロック・地域の近況報告、本部活動報告の後、優良 

事業者制度創設に向けた検討や本部とブロック・地域 

間のコミュニケーションの在り方、意見集約の方法など 

に関する意見交換が行われました。さらに、今年度の 

自動車リサイクル士制度認定講習会の申込状況報告 

や昨年度から今年度にかけて会員の皆様から集めた 

事例を冊子化・配布した「ちょっとした工夫」の今後の 

方向性の検討などがありました。 

■日本ＥＬＶリサイクル機構広島県支部  有限会社ＵＰＦ    杉谷  孝志  様  
 

この度、初めてブロック長会議にオブサーバーとして参加し、議会の進みを拝見しました。活動報告 

や今後の計画など深い内容で正直話を追っていけない部分もありましたが、私たちオブサーバーにも 

発言や意見をする機会を持たせていただき、良い経験になり、日本ＥＬＶリサイクル機構が解体業者 

になくてはならない存在と深く感じました。 

  ブロック会議、本部の会議に参加してみて ―― オブザーバーの方に感想をいただきました 

■日本ＥＬＶリサイクル機構広島県支部  株式会社荒谷商会   和田  孝美  様  
 

この度、オブザーバーとして会議に参加させて頂き、役員をはじめ各ブロック長の熱い思いや活発な 

意見の応酬に、本機構だけでなく業界全体の存続の為のみなさんの本気度を感じました。特に私は 

業界としての技能実習制度の確立とリサイクル料金の内部化実現を期待しています。今一度、各会員が 

自社だけでなく業界の将来を真剣に見つめ直す最終時期だと思います。まだ間に合います。みなさん 

頑張りましょう。  

■日本ＥＬＶリサイクル機構広島県支部  エコテクノ株式会社  平光  淳一  様  
 

このたびは、ＥＬＶ機構のブロック長会議にオブザーバーとして参加させていただき、ありがとう 

ございました。酒井代表理事をはじめ各ブロック長および副代表理事、また事務局の方も我々業界の 

発展と向上を考えて議論されていることを実感いたしました。会議でもありましたが、全ての意見を 

取り入れることは困難と思われます。現場の意見を取り入れつつも代表理事のリーダーシップのもと 

業界が一つになっていくことを希望します。  

東北、九州にてブロック会議を開催 

９月６日（水） 

東北ブロック会議  
 

■会 場 

ＡＮＡホリデイ・イン仙台 

（宮城県仙台市） 
 

■内 容 

地域団体近況報告、 

本部活動報告・・・など 

９月１６日（土） 

九州ブロック会議  
 

■会 場 

サンライフホテル２・３ 

（福岡県福岡市） 
 

■内 容 

ブロック長会議報告、 

未来部会見学会・・・など  
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地 域 団 体 の 活 動 紹 介  

  活動紹介２ 日本ＥＬＶリサイクル機構広島県支部／支部会議を開催 

 日本ＥＬＶリサイクル機構広島支部では、年３回～４回の会議を行って 

います。中四国ブロック会議が行われた後に支部会議を出来るだけ開催 

するようにしております。先日９月１３日にも支部会議を開催いたしました。 

今回の会議内容の一部を紹介させていただきます。 

 トヨタのＭＩＲＡＩの解体デモに参加された中四国ブロック長とＥＬＶ機構 

事務局の方にお越しいただき、見学内容の説明と感想を述べていただき 

ました。その後、会員からの質問も受け付け、もしＭＩＲＡＩが入ってきても 

「そういえば以前の会議で説明あったな」と、（自分で調べていただく部分 

も出てくると思いますが）大きな不安を抱えつつ作業に手が付けられない 

様な事態は避けれると思いました。 

 その後、ＥＬＶ機構事務局からの本部報告、本部の会議（前ページに取り上げられているブロック長会議）に 

オブザーバーとして参加した会員からの感想発表などを行いました。ブロック長会議に集まられている役員 

さんは皆同業者で、報酬が出ている訳でもないのに会社を離れて団体会員の為に集まり一生懸命に議論 

されていることに感動し、自分たちも何か協力しなければとの感想もあり、少しづつ意識が変わってきている 

様で私としても嬉しい限りです。 

 「自分達の業界団体は、自分達が協力しないと成り立たない」「少しでもいいから自分達に何が出来るか」と 

いった意識が芽生えてきている中、皆で考えて協力し、広島支部は現在９社ですが、提案・行動等の出来る 

支部にしていきたいと思います。 

▼古谷一夫支部長（写真右）にご寄稿いただきました！  

  活動紹介１ 福島県自動車リサイクル協同組合／組合員向け講習会を開催 

 さる９月２日、福島県自動車リサイクル協同組合は、郡山商工 

会議所会館にて、平成２９年度フロン類・エアバッグ類適正処理 

業務講習会を開催し、講師含め３１名の参加がありました。 

 当日は、第一部として一般社団法人自動車再資源化協力機構 

の業務部マネージャー藤嘉一様より適正処理業務における重要 

ポイントの説明があり、続いてＥＬＶ機構の東北ブロック長である 

平地健様からＥＬＶ機構の本部活動についてが詳しい報告があり 

ました。 

 また、今回の講習会では、第二部としてキャリアリバーの鈴木 

修子先生をお招きして「ビジネスコミュニケーションマナー研修」を 

行いました。鈴木先生の指導のもと、参加者全員で実技を交え 

ながら、社会人・企業人として身に付けておきたいビジネス上の 

基本的マナーを勉強しました。 最近は、我々の業界に限らず、 

社員さん向けのマナー研修が盛んだそうです。一般のお客様と 

直接は接しないような方々まで研修を受けていると聞きました。 

どこでもそうですが、業界の認知度アップ、イメージアップを考え 

れば、そこに携わっている皆がそれ相応の接客ができなければ 

好印象には繋がりませんよね。私も、講習を受けながら反省の 

連続でした。  

▼同組合の田村幸男代表理事にご寄稿いただきました！  
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日 本 自 動 車 輸 入 組 合 か ら の 提 供 記 事  

 当組合会員インポーターは、リチウムイオン及びニッケル水素バッテリー（駆動用及び始動用）の取り外し  

マニュアルを作成し、各社ＨＰで公開しています。解体処理する際は、各社の最新のマニュアルを確認し、  

定められた手順に従って、安全な取り外しを行ってください。 

ブランド・社名 主な車種 マニュアルURL・お問い合わせ先 

Audi 

アウディ ジャパン（株） 

【駆動用】 

A3 Sportback e-tron、A6 hybrid、

A8 hybrid、Q5 hybrid 

http://www.audi.co.jp/dam/nemo/jp/

service_accessory/info_top/recycle/

kanrengyosya/151019_hybrid_information_hi

gh_02.pdf 

アウディコミュニケーションセンター 

0120-598-106 

BMW 

ビー・エム・ダブリュー（株） 

【駆動用】 

ActiveHybrid 7、ActiveHybrid 

X6、ActiveHybrid 5、ActiveHybrid 

3、i3、i8、225xe、330e 

http://bmw-japan.jp/recycle/recycle_law4.html 

BMW カスタマー・インタラクション・センター 

0120-269-43 

Mercedes-Benz 

メルセデス・ベンツ日本（株） 

【駆動用】 

S-HYBRID、E 400 HYBRID、S 

400 h、S 300 h、S 550 e、C 350 

e、smart EV 

http://www.mercedes-benz.jp/corporate/csr/

recycle/04.html 

メルセデス・コール 

0120-190-610 

【始動用】 

S 63 AMG、S 65 AMG、SLS AMG、

S coupe、AMG GT/GTS 

Porsche 

ポルシェ ジャパン（株） 

  

【駆動用】 

Cayenne S Hybrid 

http://www.porsche.co.jp/owner_service/

recycle/hybrid.php 

【始動用】 

911, Boxster, Cayman 

http://www.porsche.co.jp/owner_service/

recycle/lithium-ion.php 

ポルシェ カスタマケアセンター 

0120-846-911 

Volvo 

ボルボ・カー・ジャパン（株） 

【駆動用】 

XC90 T8 

http://www.volvocars.com/jp/about/our-

company/phev-rescue 

お客様相談室 

0120-922-662 

VW 

フォルクスワーゲン グループ  

ジャパン（株） 

【駆動用】 

Golf GTE、Passat GTE、Touareg 

Hybrid 

http://web.volkswagen.co.jp/afterservice/etc/

pdf/recycle_info/battery_info.pdf 

フォルクスワーゲンカスタマーセンター 

0120-993-199 

輸入車のリチウムイオン及び水素バッテリーの 

取り外し・回収について 

http://www.audi.co.jp/dam/nemo/jp/service_accessory/info_top/recycle/kanrengyosya/151019_hybrid_information_high_02.pdf
http://www.audi.co.jp/dam/nemo/jp/service_accessory/info_top/recycle/kanrengyosya/151019_hybrid_information_high_02.pdf
http://www.audi.co.jp/dam/nemo/jp/service_accessory/info_top/recycle/kanrengyosya/151019_hybrid_information_high_02.pdf
http://www.audi.co.jp/dam/nemo/jp/service_accessory/info_top/recycle/kanrengyosya/151019_hybrid_information_high_02.pdf
http://bmw-japan.jp/recycle/recycle_law4.html
http://www.mercedes-benz.jp/corporate/csr/recycle/04.html
http://www.mercedes-benz.jp/corporate/csr/recycle/04.html
http://www.porsche.co.jp/owner_service/recycle/hybrid.php
http://www.porsche.co.jp/owner_service/recycle/hybrid.php
http://www.porsche.co.jp/owner_service/recycle/lithium-ion.php
http://www.porsche.co.jp/owner_service/recycle/lithium-ion.php
http://www.volvocars.com/jp/about/our-company/phev-rescue
http://www.volvocars.com/jp/about/our-company/phev-rescue
http://web.volkswagen.co.jp/afterservice/etc/pdf/recycle_info/battery_info.pdf
http://web.volkswagen.co.jp/afterservice/etc/pdf/recycle_info/battery_info.pdf
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鉄 ス ク ラ ッ プ 最 新 情 報  

■ ９月第５週（２５日）の鉄スクラップ動向 ■  

西日本市場の鉄スクラップ相場が続伸 東京製鉄の西3拠点、9月21日から追加値上げ  
 

 東京製鉄が9月21日、岡山・九州・高松の西3拠点の鉄スクラップ購入価格を1㌧あたり1,000円値上げしたことを受けて、 

西日本市場の鉄スクラップ相場が続伸した。夏季減産期を終え電炉筋の生産水準が高まったことなどから、主原料の 

鉄スクラップ手当てを強めた。 

 東京製鉄は9月に入り、13日、16日、21日と3回の値上げを実施。岡山・九州・高松は3回、合計3,000円の値上げと 

なった。これに対し、高値先行していた田原は2回、合計1,000円、宇都宮は1回、500円の値上げとなり、最大3,000～ 

4,000円に拡大していた「東西価格差」が1,000～1,500円の格差へと縮まった。 

 東京製鉄の値上げを受けて、大阪電炉が21日から500～1,000円どころ、姫路や九州・山口電炉が1,000円どころの 

値上げを実施し、西日本相場は一段高の動きとなった。また、様子見の姿勢を維持していた北海道電炉も21日から 

1,000円どころの値上げ改定を実施している。 
 

【関東地区】 電炉筋・湾岸筋とも様子見姿勢で横ばい推移  
 

 関東市場では、電炉筋、湾岸商社・シッパー筋とも様子見の姿勢を維持しており、関東相場は横ばいの推移を続けて 

いる。関東電炉各社は、13日以降に値上げ改定がほぼ一巡してからは様子見の姿勢を崩していない。さらに湾岸商社・ 

シッパー筋は、安値の輸出約残も抱えており、浜値の引き上げには慎重な姿勢だ。H2炉前実勢価格は31,500～32,500円 

中心、高値33,000円。H2浜値は31,000～31,500円中心、高値32,000円見当。 
 

【東海地区】 メーカーH2実勢値は上昇、なお堅調感  
 

 名古屋地区の鉄スクラップ市況は、9月21日までに9月中2回目の500円上げが一巡しており、なお堅調感を維持して 

いる。域内電炉各社は9月に入り、東京製鉄田原工場の値上げに追随する形で2回（14日、16日から21日）計1,000円がた 

の値上げを実施。こうした動きを受け、H2炉前実勢価格は31,500～32,500円中心、高値33,000円に上押しした。東京製鉄 

田原工場の陸・海上特級は33,000円、新断は36,000円となっている。 
 

【関西地区】 荷動き安定し外部環境任せの展開  
 

 大阪地区の鉄スクラップ市況は強含み様子見。各社、10月に向けて引き合いを緩めにくいものの、ここまでの一連の 

値上げ改定により安定した荷動きが保たれている。ただ海外市場の軟化が聞かれることなどから地区単独での上伸力を 

欠きつつあり、目先も東京製鉄の動向次第といえそうだ。H2炉前実勢価格は31,500～32,500円。姫路地区では9月21日 

から全4社が1,000円値上げし、H2炉前実勢価格は32,000～32,500円に上昇した。 

 

（※価格、数量等は日刊市况通信社調べ、9月25日午前時点のもの）  

９月２５日の国内スクラップ炉前実勢価格（中心値） 

  Ｈ ２  気 配  

関
東 

北関東 31,500  ～ 33,000  様子見 

南関東 31,500  ～ 33,000  様子見 

名古屋 31,500  ～ 33,000  堅調様子見 

関
西 

大阪 31,500  ～ 32,500  強含み様子見 

姫路 32,000  ～ 32,500  強含み様子見 

 

 [ 提供：日刊市況通信社 ］ 



8 

 

お 知 ら せ 編 集 後 記 

行 事 予 定 

 広報部会の事業所訪問企画の第二弾、 

９月１２日に広報部会一同が山形県の 

永田プロダクツに訪問しました……といい 

ますか、私の会社へ広報部会の皆さんが 

取材に見えられました。わざわざ山形県 

の酒田市まで足を運んでくれて本当に 

嬉しく思います。「朋有り、遠方より来たる。 

亦た悦しからずや」という論語の一節が 

ありますが、この心境に近いものを感じて 

います。それにしても親しい仲間から改め 

て取材されるというのも妙に照れくさい 

ものです。▼そもそも我々は同業者です 

から、作業のやり方が多少違っても業務 

内容はさほど変わるものではありません。 

では何を目的に取材に訪問するのかと 

いいますと、業務のやり方うんぬんはもち 

ろんですが、もうひとつはその会社のアイ 

デンティティ、すなわち独自性を知ること 

にあります。会社の理念、社風を通して、 

どんな会社づくりを目指しているのかと 

いったことを取材することで、皆様の会社 

づくりに役立てて貰おうといったこともこの 

企画のねらいです。▼そんなこんなで、 

盟友たちの目に我が社がどのように映った 

のか気になるところです。 
  

（広報部会 部会長 永田 則男） 

会員数（２０１７年９月末日時点） 

総数 ５３３社 ／ 会員 ５０７社、賛助会員 ２６社 

１０月の主な予定 

１０月 ６日（金） 

東北ブロック会議・地域団体合同交流会 

関東ブロック交流会 

 

１０月１１日（水）  

第５回 常任役員会 

 

１０月１２日（木）  

沖縄ブロック会議 
 

１０月１７日（火）～１８日（水） 

自動車リサイクル士制度認定講習会 
 

１０月１７日（火）  

第７回 広報部会 
 

１０月２０日（金）～２１日（土） 

未来部会事業所見学会 

 

＊ 

＊ 

 
 

＊ 
 

 

＊ 
 

 

＊ 
 

 

＊ 
 

 

＊ 

自動車リサイクルシステム       
 

登録情報変更の電子化、１０月スタート！  

２０１７年１０月２日より、自動車リサイクルシステムで、システム 

に登録されている情報の一部を事業者の方ご自身が画面上で 

変更できるようになります。  

【画面上で変更ができる項目】 
 

 １．事業者／事業所に関する情報の電話 

   番号、ＦＡＸ番号 

 ２．リサイクル関連担当者の部署名、担当 

   者名、住所、電話番号、ＦＡＸ番号 

 ３．業者情報公開の可否 

※証明書（例：許可証など）が必要な変更は、従来の書面申請となります。 

当日の７：００～１８：００の間に変更申請された情報は翌日以降、 

１８：００～２１：００の間に変更された情報は翌々日以降、リサイ 

クルシステムに反映されます。  

くわしくはこちら 

http://www.elv.or.jp/index.php?itemid=1234 

http://www.elv.or.jp/index.php?itemid=1234

