
プラスチック製容器包装および紙製容器包装への

別
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プラスチック製容器包装および紙製容器包装の

製造甑業者ならびに利用JIT業者の皆様が、

「識別マーク｣を表示する際にご活用ください。

経済産業省



プラスチック製容器包装および紙製容器包装

識別表示と再商品化義務
容器包装リサイクル法と資源有効利用促進法は､事業者に対して､それぞれ再商品化義務と識

別表示義務を定めて､容器包装のリサイクルの促進を目指しています｡識別表示の目的は､消費者

の分別排出を容易にし､市町村の分別収集を促進することにあります。

このパンフレットで｢識別表示｣とは､資源有効利用促進法に基づいて指定表示製品と定められた容器包装に、

プラスチック､紙､PET､スチール､アルミ等の材質を表示することをいいます｡また､｢識別マーク｣とは｢識別表示」

をするために定められた様式に基づいたマークを意味します｡プラスチック製容器包装の識別マークをここでは

｢プラマーク｣といい､紙製容器包装の論別マークをここでは｢紙マーク｣といいます。

1.容器包装とは 表示が義務化されています。

なお､資源有効利用促進法政省令が改正されたことにより､従来､｢プ

ラスチック製容器包装｣の区分であった特定調味料用のPETボトル

は､平成20年４月から｢PETボトル｣の区分へ変更されています。

③｢容器包装｣とは､｢容器｣(ボトルや缶や袋のように商品を入れるも

の)と｢包装｣(包装紙やﾗｯﾌﾟのように商品を包むもの)であって､商

品が消費されたり取り出されたあと不要となるものです。

、〆
2.再商品化義務

(1)再商品化とは

③｢再商品化｣とは､有償または無償で譲渡できる状態にまで処理､加

エすることを意味します。

(2)再商品化義務者

③下記の事業者(小規模事業者を除く>は､市町村が分別収集した容

器包装を引き取って再商品化する義務があります。

・容器や包装を利用する中身製造業者

・商品を販売する際に容器や包装を利用する小売･卸売業者

・容器の製造者

・容器や包装に入った商品の輸入販売業者

・容器を輸入する甑業者

(s)義務履行の委託

③歌業者は自ら再商品化をするか､または､財団法人日本容器包装リ

サイクル協会に委託することができ､委託料を支払えば義務を果た

したものとみなされます。

注:両商品化義務の胖細については､容器包装リサイクル法(正式名称:｢容器包装に係

る分別収粟及び再商品化の(跳鞭に関する法ｲ↓ﾘ)および経済歴柴省のパンフレン
ト｢容器包装リサイクル温一活かそう.｢資源lに｡｣を参照

プラスチック製容器旬装

(飲料､酒類､特定飼味料用のP曰
ボトルを除く）

紙製容翠包装

(飲料用紙バックでアルミ不使用のもの
および段ボール製零器包装を除く）

聾ｅ
銅､酒風特定調味料用の飲料･酒類用
ＰＥＴボトルスチール缶

八，

謹Z1L言
飲料･酒顛用
アルミ缶 」、

注1:詳細については､経済産業省HP｢渡源有効利用促進法｣参照。

hIlpfﾉﾉwww､met１．９０１p/policy/recycle/main/adnlininio/law/02/index06.html 
hltp:"www､metLgojp/policy/recycle/main/admininlo/law/02/pet・html

謹:上限崎別マークは一般に用いられるものであり､識別マークの様式は法令に定める
ところによります『

(己)識別表示義務者

⑨下記の事業者は､識別表示義務があります。

・容器の製造事業者

・容器包装の製造を発注する市業者(利用率業者）

・輸入販売率業者

(Ｂ)識別表示義務と再商品化義務の関係

●プラスチック製容器包装と紙製容器包装については､再商品化義

務の対象と識別表示義務の対象は基本的に同じです。

ｅ他の容器包装については､祇類により次のような違いがあります。

3.識別表示義務

(1)議務対象の容器包装

○飲料･酒類用のスチール缶やアルミ缶および飲料､酒類Ji寺定調味料

用のPETボトル､プラスチック製容器包装と紙製容器包装への識別

２ 



(4)多重容器包装と一括表示

④カップ麺の容器(カップ＋ふた＋外装フィルム＋スープ袋)やシャン

プーのボトル(ボトル＋キャップ＋ポンプ)のようにいくつかの分離

できる部分で枇成されているもの､または菓子箱(内袋十外箱)のよ

うに容器包装に入った商品にさらに容器包装を付したものは､構成

部分(法令では､ある搬成部分に対する他の部分を｢一体容器包装」

と呼ぶ)のそれぞれをひとつの容器包装とみなします。

○誌別マークは各構成部分に直接表示するのが原則です｡ただし､ほぼ

同時に捨てられる構成部分については､まとめていずれかの部分に一

括して表示をすることができます｡その場合､各柵成部分の名称(法令

では｢役割名｣と呼ぶ>をその諦別マークに併記することが必要です６

再FR7黒1k露押野lgi制量売多識§胃昌副ﾖ鶏

プラスチック製容器句鑑 あり あり

紙製容器包装 あり あり

ガラス製容器 あり なし

飲料､酒類､特定調驍４用のPETボトル あＵ あⅢ

飲料･酒類用スチール缶 なし*'１ あり

なし背'１飲料･酒類用アルミ缶 あり

他のスチール･アルミ製容器包装 なし なし

飲料･酒類用紙パック(アルミ不使用） なし゛’ なし．２

圧 、
なし｡'’ なし．２段ボール製容器包装 表示対霞 表示例

層
カップ

外装フィルム
液体ｽｰﾌﾟ裟

|垂；

.I)分別収媒されれば有愉または無価で眠渡できるので､容器包装リサイクル法の適用

から除外されています。

･2)６.自主的表示(次頁)参照

、なお､小規模本業者は､識別表示義務があるのに対して､再商品化

義務は免除されています。

、また､再商品化義務と識別表示義務は､事業のために消費する商品

の容器句装には原則として適用がありません、

外装フィルム
(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ） 

ふた－
（紙）

＜~=＝－ 

し
(プラスチック】

4.プラマークと紙マーク表示の原則 ＝ノ

(Ｓ）複合素材･材質の容器包装

、日本酒用紙箱(アルミ使用)のプラスチック製注ぎロや､プラスチッ

ク製ボトルに貼った紙ラベルのように容易に分離できないもの､ま

たはアルミとプラスチックを貼り合わせた材料で作った容器包装の

場合は､分離できないかたまりをひとつの容器包装とみなします｡そ

してその中で最も重い材質のマークを分離できない部分のいずれ

かく例えばボトルに貼った紙ラベル)の上に表示します｡例えば､プラ

スチックとアルミと紙からできている容器包装でプラスチックが最も

韮ければ､主としてプラスチック製の容器包装としてプラマークを表

示します。

(1)識別マークのデザイン

｡原則として､この解説書に示したデザインとします。

、ただし､同一性紺員なわれず､はっきり識別されれば､多少の変更や

装飾が可能です。

（２）識別マークのサイズ

ｅ上下の長さがつぎのように決まっています。

￣、〆

Ｉ 

居麺！ 印届'1ラベルの場合:６ｍｍ以上

Ｉ 

Ｉ 二、
表示例

犀jr鐙 刻印の場合:８ｍｍ以上

,二三三二;i｣i雲

懸
Ⅷ
層
》

Ｉ 

」Ｌ ★注ぎロは繩､の
一部とみなす

注:本項4.の上記塗別マークは一銭に用いられるものであり､膳別マークの準iCは法令に
定めるところによります．

J二'一紙箱一
(紙､アルミ】

(Ｂ)表示方法

｡容器包装の表面に1箇所以上印刷し､ラベル(シール)を貼り､または

刻印をすることにより表示します。 ソ、

箔

客塞告｡藷 再商昂ltU霧蜜

プラスチック製容器包装 あり あり

紙製容器包装 あIノ あり

ガラス製容器 ぁIノ なし

飲料､酒類､特定鍋蠕稠のPETボトル あり あり

飲料･酒類用スチール缶 なし`'） あIノ

飲料･酒類用アルミ缶 なし奇1） あり

他のスチール･アルミ製容器包装 なし なし

飲料･酒類用紙パック(アルミ不使用） なし｡'） なし．2$

段ボール製容器包装 なし｡'》 なし．2’



以上を表記し､主要な材料に下線を付すことを推奨しますＣ

②一括表示の場合は､下記の例のように役割名と材質記号の間にｺﾛﾝ

（:)を付します、

(Ｓ）無地や表示不可能な容器包装

○無地や表示不可能な容器包装は､他に分離できる榊成部分(前記(4)

の｢－体容器包装｣)の中に識別表示誠務のあるもの〈飲料.酒類用ス

チール缶､飲料.酒類用アルミ缶､飲料.酒類.特定調味料用のPETボ

トル､プラスチック製容器包装､紙製容器包装で､法令では｢関辿容器包

装｣という)が含まれていないか､含まれていてもそのすべてが無地か表

示不可能であれ(よ表示義務はありません。

ｏ印刷力瞼されているものやラベルカ鮎られているもの､刻印可能な成型

エ程で作られるもの(現に刻印がなくても)は､無地に該当しません。

e無地や物理的に表示不可能な容器包装は､｢一体容器包装｣があって、

その中に上記｢関連容器包装｣が含まれている場合には､｢一体容器包

装｣のいずれかに､識別マークと役割名を併記して表示します。

③この場合､無地や物理的に表示不可能な容器包装とほぼ同時に捨て

られる｢一体容器包装｣があれば､その上に表示します。

〆

》鋼皀》

辮
皀
》

表示例

皀
キャップ:PＥ

、

(１０)ガイドライン

③業界団体は､高細り表示の円滑な実施のために､業u界ごとのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

を作成し､会員歌業者等はそれに沿って表示すること力塑まれます。

5.罰則等

○資源有効利用促進法の規定をliik守しない識l｣表示義務者には､勧告、

公表､命令､罰則が適用されます。

③ただし､売上高と従業員の両方につき以下の要件を満たす｡蜆ｲ麹訂業

者については､論別表示の義務はあるものの､罰則等は適用されませ

ん。

小規模頭業者とは

八
表示例孟 謬

褥
屡
轤

外箱
【紙:印131J })】

集種 乃測目V可 iBf窒團

かつ20名以下製造業等 2億4000万円以下内袋
(ブラスチソク :黛地】

商業､サービス梨 かつ5名以下7.000万円以下

、 ノ
③なおJﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装｣の区分であった特定調味料用のPET

ボトルは､平成20年４月から｢PETボトル｣の区分に変更されました。

③このため､4錠調嚇4用のPETボトルは､:錫リマークを変更する必要が

あります。

｡ただし､特定調味料用のPETボトルに係る表示引頭の〕ｉｆ守については、

平成21年３月31日までの猶予期間が設けられています。

(ﾌ)小売業者が商品の販売時に利用する包装紙

。小売販売を業とする者が使用する包装紙(プラスチック製､紙製)は、

1,300平方cm以下であれば識別表示義務はありません。

。なお､特定の商品を包装するために製造される包装紙は1,300平方ｃｍ

以下でも識別表示が必要です。

(B)輸入品

e輸入品でも､次の場合には識別表示の義務があります６

・輸入する商品の容器包装の素材､jlMi造､自己の商標の使用等に関す

る指示をした場合

・輸入品の容器包装に印刷､ラベルまたは刻印で日本語が表示されて

いる場合

(S)プラスチック製容器｛司装に係る材質等の表示

、ﾌﾟﾗｽﾁｿｸ製容器包装について､使用されているﾌﾟﾗｽﾁｯｸ等のiim類

を表示することは､法的義務はありませんがk望ましいこととされています、

○表示をする場合､材質の記号は、

JlSK6899-1…(lSO1043-1i"7） 

に準拠し魁複合材質､複合素材については､主要な松成材料を含め､2つ

6.自主的表示

○飲料･酒類用紙パック(アルミ不使用)と段ボール製容器包装は識

別表示の法的瀧務はありませんが聯関係業界団体が自主的にマー

クを採用し､表示することにしています。

〆 ￣、》鰍》 段ボールのマーク

． 
〕、

４ 

集種 完L上高 従業員

製造業等 2億4,000万円以下 かつ20名以下

商業､サービス業 7,000万円以下 かつ5名以下



ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装および紙製害

識別表示ﾁｪｯｸｼｰﾄ

の

|繰霧鐘

’ 

能 |鏑 入驫’
Ｉ Ｉ 

’ 

１
１
 

素材､ｌＭ造、
商偲使用の
指示あり

初､綱造、

鰯使用の
旨示なし

乘
商
１

｜’ Ｉ 

通常の容器包装

【いわゆる包装紙以外】

いわゆる

包装鑑
容器包益に
印刷､ラベル、

刻印による
白水語表示あ}』

容器包義に

印刷.ラベル、

刻印による
日本話表示なし

注５

印刷摩たば

刻印あり

印圃も

刻印もﾋﾟル

日本Zn菱示が

当該容器包装
の上

密
憾
の

日
一

↓ 

:…｢震罵Wi1~’府:志１厩蕊
誰１

|L30ocm勤以下

’ ’ 

蝿鐵塗Ｆｉ霊'１牛同附灰燕の

I』団容器包鞍あl」

畷顯｜
’ 

凹連容器包装の

全てが無地
忠jMit襲示不可鵬

一体容器包蓑に
マークと役割名を表示
（[怠搾鐙示省略可）

但し､同時､議冨EB分への
理示憾完麹ﾄﾎﾟｺﾞ鬘驫i霧|…震u蕾壼 蕊篶:||籍;瀞|露鰯

｢表示不可能容器包裟｣と(4,紫村上､１N進上.その他やむをえない理由で識別マー
クを表示できない容器包装

小売販売\fが俶売するときに商品を包むプラスチック製･紙製包装で､包む商品が
特定されていないものを.ここでは｢いわゆる包強紙｣と浮ぶ
表示対鎮の容器包装の表面への爽示をここでは｢直接表示｣と呼ぶ

４
５
Ｂ
 

注
注
誌

注１．「一体容器包装｣とは､容器包装に入れられⅨたは包坐れた商品を入れまた1,t包む他
の審饗包装

注２．「関抑容器包装｣とは､容器包装に入れられまたは包tkiした商品を入れまたい包む他
の綴定表示製品で､飲糎･詞lUZ用スチール缶､飲料･肩鋤用アルミ缶.飲料･宮鋼・
特定綱昧Tl用PETボトルおよびプラスチック蜘容器包装､紙製容器包装

注３．「簔地の容器包蕊｣とは.印昭1ラペルがなく､刻印をすることが可能な成型工程も
ない容器粒装

Ｌ＿ 

５ 



ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装および紙製容器包装の識別表示Q＆Ａ

1．譜別表示対象の容器包装 己識遍膣量示團護署 S･無地の容器包装の場合

Ｑ１ 
識別表示対象の容器包装は容器包装

リサイクル法(以下､害リ法と略)の再

商品化義務の対象と同一ですか？

Ａ:原則的には同一です｡しかし､容ﾘ法の適
用が除外されている小規模事業者の容

器包装にも識別表示義務があります｡逆

に無地や表示不可能の容器包装､一定

サイズ以下の包装紙､輸入品等につい

ては､再商品化義務はありますが､識別

表示誠務がない場合もあります。

ＱＳ 
識嶬示義務者は容器f司装のメーカー

ですか､それとも利用者ですか？

Ａ:識別表示義務は容器の製造躯業者､容
器包装の製造を発注する蛎業者(利用歌

業者)のいずれにもかかります｡また､輸入

販売甑業者も義務者となります、

Ｑ１１ 
無地のプラスチック袋に中身商品表

示用の紙ラベルを貼る場合､どのよう

に識別表示したらよいのでしょう

か？

Ａ:ﾗﾍﾞﾙが貼ってあれば､袋は無地の容器
包装には該当せず､識別表示が必要で

す｡ラベルが袋から容易に分離出来ない

場合は､識別マークをラベルに付すこと

ができます。

S･識別マーク

ＱＢ 
識別マークの色､線幅スリットフォ

ント､周辺の枠や装飾は､自由に決める

ことができますか？

Ａ:容器包装全体のｲ鄭論および色彩と比較
して､鮮明であり､かつ容易に識別できる

限り可能です。

Ｑ１２ 
前記の場合､紙ラベルの分の識リマー

クは必要ですか？

Ａ:ﾗﾍﾞﾙは容器包装ではないため､ﾗﾍﾞﾙ
について識別表示する必要はありませ

ん。

Ｑ２ 
家偲寄:と事業系に共通に使用する容器

包装の場合､事業系にも識別マークが

付いてしまってもよいのでしょうか？

Ａ:極力両者を区別して､瓶業系容器包装
に識別マークが付されないよう配慮する

ことが望まれます．
Ｑ７ 
識別マークは印刷や刻印でなく､シー

ルを貼ってもよいのでしょうか？

Ａ:識別ﾏｰｸは､印刷し､ﾗﾍﾞﾙを貼り､また
は刻印することによる表示が認められて

います｡ただし､新たにラベルを貼ること

は､台紙等によるこみの発生を伴う可能

性もあり､留意する必要があります。

Ｑ１ｓ 
賞味期限やロットナンパーの印字は

印刷とみなされるのですか？

Ａ:印刷とはみなされません。
ＱＢ 
識別表示をすると害リ法の再商品化

義務が生じるのですか？

Ａ:識別表示をする､しないによって容ﾘ法
の再商品化義務が発生したり､なくなっ

たりすることはありません｡ただし､各事

業者は識別表示をする場合に､容ﾘ法の

義務の対象か否かを確認することをお

願いします。

Ｑ１４ 
色無地の場合､印刷があるとみなされ

ますか？

Ａ:色無地は無地とみなされます｡印刷があ
るとはみなされません。ＱＢ 

識リマークをスタンプ壷竜示してもよ

いのでしょうか？

Ａ:鮮明であり､容易に消えないなど印刷に
準じた性能があれば認められます。

Ｑ１Ｂ 
無地のレジ袋やロール袋は､識ﾘ表示

が必要ですか？

Ａ:販売時に利用される無地のﾚｼﾞ袋など
には､識別表示の義務がありません｡た

だし､レジ台での表示などで情報提供を

することが望まれます。

Ｑ４ 
平成２□年４月から｢特定調味料｣用

PETボトルの表示区分が変更されま

したが､P侍定調味料｣とは何ですか？

Ａ:｢特定調味料｣とは､資源有効利用促進
法省令で規定されている下記の6種類

です．

１．しょうゆ

２.しょうゆ加工品

３.みりん風調味料

４.食酢

５.調味酢

６.ドレッシングタイプ調味料

；;:ただし､食用油脂を含まず､かつ簡易な洗

浄により容器から当該物品の臭いを除去

出来るものに限る。

4.爵賜りマークの表示場所

Ｑｇ 
ふたの内側など､容器の内側で開け芯

L1と外からは見えないところに識別

マークを付してもよいのでしょうか？

Ａ:商品を入れまたは包んだ状態における容
器包装の表面につけてください。

s・表示祠】能豚場合についてＩ
Ｑ１Ｂ 
つまようじの袋のように数ミリ角で

一方向に長いものやみかんを入れる

ネット状の袋は識別マークの表示が

不可能と考えてよいのでしょうか？

Ａ:識別ﾏｰｸを表示するｽﾍﾟｰｽがなけ
れば､表示不可能の容器包装に該当し

ます｡ただし､他の容器包装に表示する

ことが必要な場合がありますのでご注意

くださいの

Ｑ１Ｄ 
容器包装の識別マークを商品のタグや

取扱説明書に表示してもよいのでしょ

うか？

Ａ:タグや取扱説明調は容器包装ではない
ので､その上に表示することによって本来

の識別表示を省略することはできません。

６ 

２．識温膳葛示義務者

Ｓ･識別マーク

４.識jヨリマークの表示場i所



１１.包装紙(プラ製または紙製〕 1ｓ･猶予期間について7.同時廃棄について

Ｑ２フ
平成巳ﾛ年度以降鴎｢特定調味料｣が磨

器包装区分上のＰＥＴボトル｣として

の分別収集対象となりますが､どう識

別表示をすればよいのでしょうか？

Ａ:平成20年２月6日に公布された省令にお
いて｢特定調味料｣が｢資源の有効な利

用の促進に関する法律｣における｢指定

表示製品｣に加えられることが定められま

した｡このため､｢特定調欝斗｣用のPETボ

トルには､法に定められた表示(PETボト

ルの識別マークの表示)を行う必要があ

ります｡ただし､｢特定調味料｣用のPETボ

トルに係る表示事項の遵守については、

平成21年３月31日までの猶予期間が設

けられています、

Ｑ１７ 
内袋に入った多数の商品が外箱に入っ

ていて慾商品が少しずつ取り出して使

われ､全部が無くなるまで外箱を捨て

ない場合､内袋の譲り表示を外箱に付

けてもよいのでしょうか？

Ａ:商品の消費(使用)形態により内袋と夕罷
が同時に廃棄されるものであると判断さ

れる場合には､外箱へ一括して表示する

ことが認められます。

ＱＢＢ 
省令では､１，SooＺ向うcｍ以下で印刷

または刻印がある包装紙が冒蹄!康示譲

務の対象外とされていますが､無地は

除外されていないのですか？

Ａ:無地の包装紙は面積の大小にかかわら
ず無地の容器包装に関するルール駐]に

従い､ラベルを貼るなどのことがなけれ

ば､識別表示の義務はありません。
注:4頁(6)慧地や表示不可能な容器包装参照

a笥銅i部分00名i､(役割名)について
Ｑ２４ 
製造時に特定の製品を包んで出荷する

場合､包装紙(例:キャラメルの一粒を

包む個包装)は､省令で識ﾘ表示義務の

対象外とされている包装紙(Ｑ２ｓ参

照)に該当しますか？

Ａ:識別表示の対象となります｡省令で識別
表示義務の対象外とされている包装紙

は､小売業者が販売の時に､商品を包む

ものです｡なお､小売業者が販売時に使

用するものでも､特定の商品を包むため

に製造された包装紙は､両蒟の大小にか

かわらず対象となります。

Ｑ１Ｂ 
役割名の字体は自由ですか？

Ａ:字体は自由ですが､鮮明でかつ容易に識
別できることが必要です、

Ｑ１ｓ 
役割名の呼称は自由に決めてよいので

すか？

Ａ:消挫者にとってわかりやすい呼称である
ことが､`要です｡業界統一のガイドライン

があればそれに従うことが望まれます。

１４.識別マークの管理について

Ｑ巳Ｂ
誌弼リマークを付けたらどこかに届ける

のですか？

Ａ:届け出の義務はありません。
トレイの場合曰．

Ｑ２Ｂ 
識リマークをつけたら使用料を払うの

ですか？

Ａ:使用料を払う必要はありません。

Ｑ２０ 
ラップのかかったトレイに識曄司議

務はありますか､表示の方法は？

Ａ:ﾄﾚｲは製造工程において刻印をすること
が可能な成型工程があるため無地に該

当しないので､印刷がない場合でも識別

表示の対象です｡しかし､ラップが同時に

廃棄されると認められる場合には､ラップ

に貼られた商品表示のためのラベルの上

に識別表示することによって､トレイの表

面への表示を省略することができます。

12.複合材質･素材

Ｑ２ｓ 
分離不可能な複合素材で重量的に主た

る素材が識別表示義務の対象外fである

アルミなどの場合､従たるプラスチッ

クに対する言錫1康示義務はないのです

か？

Ａ:複合素材の場合は､重iIt的に主たる素材
に関して識別表示の対象となるか否かを

判断します｡したがって､離別表示の義務

はありません｡ただし､素材の情報を提供

することが望まれます。

1ｓ･業界のガイドライン

ＱＳＯ 
業界のガイドラインの入手方法は？

Ａ:所屈する業界団体に照会してください，

ＱＢ１ 
業界のガイドラインは守らなければな

らないのですか？

Ａ:識別表示は､製品の種類ごとに統一的で
あった方が消費者にわかりやすいので、

ガイドラインに沿った表示が望まれます⑤

Ｑ己１
トレイにかける無地のラップに識蛎長示

義務がありますか？また表示の方法|認

Ａ:ﾗｯﾌﾟの上に商品等の表示のためのラベ
ルが貼られれば､無地の包装に該当しま

せん｡そのようなラップの識別表示はラベ

ルに付すことができます。

Ｑ２Ｂ 
ブリスターパックのうち､台紙とカ

バーが分離可＃館ものはどう識幅葛示

をすればよいのでしょか？

Ａ:台紙とｶﾊﾞｰがﾎｯﾁｷｽで留めてある
ものおよび糊付けされていても剥がれや

すいものは分離可能な一体容器包装の

ルールに従って識別表示します｡この場

合､台紙の上に､台紙用の紙の識別マー

クとカバー用のプラスチックの識別マー

クを一括して表示すれば､個々の表示は

省略できます。

10.名蕊：

Ｑ２２ 
商品を包む面積が､商品の詞百頑の1/２

以下UDf華は識膳赤CD対象外ですか？

Ａ:商品全体を包むのに要する般低面祇の
１/2以下のものは｢容器｣でも｢包装｣でも

ないとされていますので､識別表示義務

の対象外でもあります。

幻菊

７ 

フ.同時屑霞署について １ａ猶予期間について

Ｓ･トレイの場合

１２．複合材質･素材

１０.包装



容器包装リサイクル法および識別表示については.下記担当までお気軽にお問い合わせくださいｃ

１ 経済産業省 厚生労働省

北宕揃経済産梨局資源エネルギー環坦部環坦対策課

ＴＥＬ:O11-70g-1754(面;Wil

I詞魁Z旨 経済脚

TEL:03-5253-1111(代菱】

東北経済産業局賛源エネルギー環坑部細鯛型産業振興課

ＴＥＬ:022-263-1206(直新） 農林水産省

北潅遁麗政索務所農政推進課
閲東経流産業局資源エネルギー環jn部環暁･リサイクル課

TEL:O48-600-O291(祓荊］
TEL:011-642-5410(滴彌１

食品製

TEL:022-263-１１１１(代麦）

｣１８北農政洞 生遜鐸堂溌迩部
中部篭済産業局資源エネルギー環境部環境･リサイクル課

TEL:052頁951-2768(直通】
凹東農政局 生沸騨強流Ⅲ部 食品課

TEL:O48-600-O600(代表】
近難経済産業局資源エネルギー環境部琿塊･リサイクル課

TEL:O6-6g66-6018(直弼】
北陸農政局 生歸好蛍流通部 食品瓢

TEL:076-263-2161(代表】
中国経済産業局梵源エネルギー環現部環唖･リサイクル課

ＴＥＬ:082-224-5676(市;Nil
迩潅農政局 且ﾖ温灘露調nnZli 食品螺

TEL:052-201-7271(代表）
四国経済産業局寅源エネルギー環境部琿塊･リサイクル課

TEL:087-811-8534(直通】
肝醗鴎政鳫 牛麻綿裡i流刑部 食品灘

TEL:075-451-9161(代表）
九州経流産業局責源エネルギー環塊部リサイクル推跳課

TEL:092-482-5472(志VTi）
中国四国鵬政局牛昧経営流逝部 食品課

TEL:086-224-4511(代表】
沖繩総合瀬務局経済産業部 環暁質源課

TEL:098-866=1757(置諏】
九州農政尻 牛蘇露営流通部 食品灘

TEL:096-353-3561(代表）
経済産縦着 産撰技術鰯皿局 リサイクル111迦課

TEL:03-3501-4978(直猟１
沖縄麩合蛎務局農撚水産部 食羽流通課

TEL:Og8-866-1673(宿禰）’ 環境省

大臣官房 廃東物･リサイクル対簸部企画課リサイクルMIMlZ竃

TEL:03-3581-3351(代麦）
牒秘水産省 総合食料局食品産業企画課食品瀕暁対策蜜

TEL:03-3502-8111(代表】

財務省
柵刷り等

理財局 1議舞蕊 たばこ垣事梨室

TEL:03-3581-4111(代表）
プラスチック容器包装リサイクル推削[腔護会

ＴＥＬ:O3-3501-5893FAX:O3-5521-9018 

HP：http://www・ｐｐｒｃ､grojp／｣ 国税庁

札鴇国蝿局 課税策＝謎 涜顛柔調整官

TEL:011-231-5011(代表】
紙製容器包装リサイクルｉｉｉ;臘恒凝会

ＴＥＬ:O3-3501-6191FAX:O3-3501-O203 

HP：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ・ｋａｍｉ－ｓｕｉｓｉｎｋｙ□･ｐｒｇ／仙台同狙局 課税第二部 酒類製調整宮

TEL:022-263-１１１１(代表）
’ プラスチックの材質表示閲Ｊ１【侭雌同税同課税誼二部 iiYi緬業調整有

TEL:048-600-3111(代襲】 日本プラスチソクエ業弾則

ＴＥＬ:O3-3586-9761FAX:O3-3586-9760 

HP：http://www・ipif・ｇｒｊｐ／
東京国税局 課税第二観 面頬業調整官

TEL:03-3216-6811(代表）

全沢囚撹局 課税部 酒類叢調整官

TEL:076-231-2131(代表】
自主的表示

飲料用紙容器リサイクル協賑会

TEL9O3-3264-3903FAX:O3-3261-9176 

HP：http://www,yokankyO・jp/１，１<ami／

宝吉原同現局甑税請二部 酒類窯調整向
● 

TEL:052-951-3511(代表】

大阪国税局 烈税第二部 面頬柴調耀1T

TEL:06-6941-5331(代表】
段ボールリサイクル協議会

ＴＥＬ:O3-324B-4853FAX:O3-5550-2101 

HP：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ･ｄａｎｒｉｌ<ｙｏｊｐ／ 
誤狙蕊＝郭広島国税局 面額票調零官

TEL:082-221-9211(代表】

高松国税局

､ 

醜税罰 酒類推調整官

TEL:087-831-3111(代表】

スチール缶､アルミ缶､PETボトルの表示

スチール缶リサイクル圏会

福岡E11jU弓 iM税第二部 酒XII業調騨宵

TEL:O92-411-OO31(代菱】

ＴＥＬ:Ｏ３５５５０－９４３１ＦＡＸ:Ｏ３－５５５０－９４３５ 

ＨＰ：http://www,steBlcanjp／ 

熊本同視局 融覗部 酒飢業調整宮．

TEL:096-354-6171(代表】

アルミ缶リサイクル協会

ＴＥＬ:Ｏ３－３５Ｂ２－ｇ７５５ＦＡＸ:０３-３５０５－１７５０ 

ＨＰ！ http://www･ａｌｕｍｉ－ｃａｎ°Ｃ ﾛノ沖繩国税事務所問税課 ■ 

TEL:098-867戸3601(代表】 PETボトルリサイクル推巡協腋会

ＴＥＬ:03.3662-7591ＦＡＸ:O3-5623-2885 

HP：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ･petbottIe-｢ｅｃ.ｇ｢jp／ 

庫睡切豆 瓢覗部 面税課

TEL:０３-3581-4161(代変】

経済産業省
hlIPWwwwuInoUgo・iPﾉPolicy/｢ecyClOJmainﾉduWma｢Mndox`him’

再生紙を使用しています
（2008.03） 
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