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■導入実務研修会■
　電子マニフェストの仕組みやメリット、導入に必要なもの、導入に当たっての留意事項等をご説明いたします。
地　域 日　　時 会　　場 地　域 日　　時 会　　場

愛媛県 7月26日（水）
10：00 ～ 12：00

愛媛県生涯学習センター
松山市上野町甲650 北海道 8月9日（水）

14：00 ～ 16：00
環境プラザ　環境研修室
札幌市北区北8条西3丁目　札幌エルプラ
ザ内2階

福岡県 8月2日（水）
14：00 ～ 16：00

北九州国際会議場（32会議室）
北九州市小倉北区浅野3丁目9-30 千葉県 9月1日（金）

10：00 ～ 12：00
千葉県商工会議所　第1ホール
千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビ
ル2号館13階

東京都 8月4日（金）
10：00 ～ 12：00

エッサム神田ホール2号館
東京都千代田区内神田3-24-5

■個別導入相談会■
　これから電子マニフェストの導入を検討されている方、導入して間もない方に対し、電子マニフェスト導入にあたっ
ての疑問点や円滑な導入手順、導入後の運用等について、面談形式で相談員がお答えします。
地　域 開催日 時　　間 会　　場 地　域 開催日 時　　間 会　　場

愛知県 8月1日
（火）

①13：00 ～ 13：30
②13：30 ～ 14：00
③14：00 ～ 14：30
④14：30 ～ 15：00

愛知県産業廃棄物協会
名古屋市中区金山2-10-9 第8フク
マルビル3F会議室

東京都 8月4日
（金）

①13：00 ～ 13：45
②13：50 ～ 14：35
③14：40 ～ 15：25
④15：30 ～ 16：15

エッサム神田ホール2号館
東京都千代田区内神田3-24-5

兵庫県 8月2日
（水）

①13：30 ～ 14：10
②14：20 ～ 15：00
③15：10 ～ 15：50

ジョイナスカレッジ　三宮駅前校
神戸市中央区琴ノ緒町5-4-23 サン
デンビル3F

広島県 8 月 25
日（金）

①10：00 ～ 10：40
②10：45 ～ 11：25
③11：30 ～ 12：10

合人社ウェンディひと・まちプラザ
（広島市まちづくり市民交流プラザ）
広島市中区袋町6-36

群馬県 8月2日
（水）

①13：30 ～ 14：00
②14：10 ～ 14：40
③14：50 ～ 15：20
④15：30 ～ 16：00

群馬県生涯学習センター
前橋市文京町2丁目20番22号 千葉県 9月1日

（金）

①13：00 ～ 13：45
②13：50 ～ 14：35
③14：40 ～ 15：25
④15：30 ～ 16：15

千葉県商工会議所　第1ホール
千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツ
インビル2号館13階

■操作体験セミナー■
　デモシステムを使用し、実際にパソコンを操作しながら排出事業者、収集運搬業者、処分業者それぞれの基本的な
操作を習得できるセミナーです。
地　域 日　　時 会　　　場 地　域 日　　時 会　　　場

茨城県
7月19日（水）
10：00 ～ 12：00
14：00 ～ 16：00

三の丸ホテル
水戸市三の丸2-1-1 岐阜県 8月1日（火）

13：30 ～ 15：30
ソフトピアジャパンセンター　ドリーム・
コア　実習室2
岐阜県大垣市加賀野町4丁目1番地7

鹿児島県 7月19日（水）
14：00 ～ 16：00

Winスクール鹿児島中央駅前校
鹿児島県鹿児島市中央町18番地1　南国セ
ンタービル 1F

兵庫県 8月2日（水）
10：00 ～ 12：00

ジョイナスカレッジ　三宮駅前校
神戸市中央区琴ノ緒町5-4-23　サンデン
ビル3F

宮城県 7月21日（金）
14：00 ～ 16：00

JC-21教育センター
仙台市青葉区花京院1-3-1（東北電子専門学
校内）

福岡県 8月3日（木）
14：00 ～ 16：00

北九州テレワークセンター会議室C
北九州市小倉北区浅野3-8-1　AIMビル6
階

愛媛県 7月26日（水）
13：30 ～ 15：30

愛媛県生涯学習センター
松山市上野町甲650 広島県 8月25日（金）

13：30 ～ 15：30
合人社ウェンディひと・まちプラザ（広島
市まちづくり市民交流プラザ）
広島市中区袋町6-36

愛知県 8月1日（火）
10：00 ～ 12：00

愛知県産業廃棄物協会
名古屋市中区金山2-10-9 第8フクマルビ
ル3F会議室

　上記日程以外にも、開催が決定次第、JWNET ホームページに掲載いたします。
　各種説明会はいずれも JWNET ホームページよりお申込みいただくことができます。

電子マニフェスト導入説明会１．

電子マニフェストがどんなものか知りたい、これから利用してみたい、という方々に向けて、導入
実務研修会、個別導入相談会、操作体験セミナー等を開催しております。

いずれも参加費無料となっておりますので、これから電子マニフェストをはじめてみようとお考え
の方は是非JWNET ホームページよりお申込みください。

また、平成29年4月1日より、少量排出事業者及び団体加入者向けの基本料と使用料を値下げいたし
ました。この機会に、是非ご加入いただき、電子マニフェストをご利用ください。



電子マニフェストに関するお問合せ　電子マニフェストサポートセンター
TEL 　0800-800-9023（フリーアクセス）　　URL http://www.jwnet.or.jp/jwnet/　　　e-mail info@jwnet.or.jp
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　平成 29 年 4 月 1 日より、少量排出事業者を中心とする利用者の経済的負担の軽減を図るとともに、電子マニフェ
ストの一層の普及拡大を図る観点から、排出事業者の B 料金基本料を 2,160 円 / 年から 1,944 円 / 年に、B 料金と C
料金及び処分業者の B 料金（処分報告機能＋ 2 次登録機能）の使用料を 32.4 円 / 件から 21.6 円 / 件に値下げいたし
ました（表 1、2）。
　この機会に、是非ご加入いただき、電子マニフェストをご利用ください。
　また、現在利用されている方も、利用料金区分を変更することにより、さらにお得になる場合がありますのでご検
討ください。

表1　排出事業者の料金� （税込）

利用料金区分
Ａ料金 Ｂ料金 団体加入料金

※2（Ｃ料金）

変更前 平成29年
4月１日以降 変更前 平成29年

4月１日以降 変更前 平成29年
4月１日以降

基本料
（1年間） 25,920円 2,160円 1,944円 不要

使用料
（登録情報1件につき） 10.8円 （66件まで無料）

32.4円
（90件まで無料）
21.6円 32.4円 21.6円

利用区分の目安となる
年間登録件数（※1） 1,200件以上 2,401件以上 1,199件以下 2,400件以下 ―

※1）年間登録件数が2,400件以下の場合はB料金の方がお得です。2,401件以上登録する場合は、A料金をおすすめします。
※2） 排出事業者が30以上集まって加入する等の条件を満たす排出事業者は、団体加入により加入することができます。団体加

入は、利用料金表に定めるC料金（団体加入料金）を適用されます。
表2　処分業者（処分報告機能＋２次登録機能）の料金� （税込）

利用料金区分
Ａ料金

（処分報告機能＋2次登録機能）
Ｂ料金

（処分報告機能＋2次登録機能）
変更前 平成29年4月１日以降 変更前 平成29年4月１日以降

基本料
（1年間） 25,920円 12,960円

使用料
（登録情報1件につき） 10.8円 （66件まで無料）

32.4円
（90件まで無料）

21.6円
利用区分の目安となる
年間登録件数（※3） 700件以上 1,381件以上 699件以下 1,380件以下

※3）年間登録件数が1,380件以下の場合はB料金の方がお得です。1,381件以上登録する場合は、A料金をおすすめします。

電子マニフェスト料金の値下げ２．

JWNETパソコン版CSVファイル作成ツール３．
　JWNET から新規登録、運搬終了報告、処分終了報告をするには、①パソコン画面から一件ずつ登録、報告する方
法と、② CSV ファイルの読込み機能を活用して複数件数をまとめて登録、報告する方法があります。
　CSV ファイルを活用する場合には、電子マニ
フェスト利用者が所定のフォーマット（またはレ
イアウト）で CSV ファイルを作成する必要があ
りますが、JWNET では、ExcelVBA を利用し、
簡単な操作で CSV ファイルを作成できるツール
をホームページに公開しております。本ツールで
作成した CSV ファイルをパソコン版の新規登録、
処理終了報告メニューからアップロードすること
で、一度に多くのマニフェスト登録、報告をする
ことができます。
　操作方法は JWNET ホームページを参照くださ
い。 図　電子マニフェスト新規登録用CSVファイル作成ツール画面


