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1. 排出事業者向けサービスとは 
 

産廃情報ネット「さんぱいくん」（産廃処理業者検索システム）は、処理業者が自ら情報発信を

行う場であり、排出事業者には全国の情報が得られるサイトとして活用いただいています。排出

事業者の方から、かねてより 
「委託先が優良基準に認定されたら、知りたい。」 
「委託先の公表情報が、いつ、どのように変更されたかを教えてほしい。」 
「委託したい廃棄物や排出場所での新しい許可情報が登録されたら教えてほしい。」 
などのご要望があり、これに応えるため、本サービスを提供しております。 
排出事業者は、委託先の処理業者等をあらかじめ「お気に入り登録」することで、当該業者の

情報更新の通知やその他の最新情報をメールで受けとったり、本サービスのサイト上で情報を一

元的かつ効率的に閲覧・管理できるようになります。 
 
【提供されるサービス】 

 

 
処理委託業者や関心のある会社をあらかじめ「お気に入り登録」しておくことにより、当該

業者が情報を更新したら通知メールが届きます。 

上記メールのリンク（ＵＲＬ）をクリックすると、その業者の公表項目の変更された箇所が

本サービスのサイトで色分けされており、容易に確認できます。 

 

 

委託したい処理業者が見つからない場合に、あらかじめ特定の許可条件を「お気に入り登録」

しておくことにより、必要な許可を持つ優良認定事業者やその他の処理業者が新たに現れたら、

通知メールが届きます。 

 

 

過去 2 週間において、情報公表を開始／停止した業者、優良認定された業者、許可情報を登

録した業者に関して、本サービスのサイトで確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 排出事業者向けサービスの概要 
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① 処理委託先の情報管理ができます。 

② 処理業者が見つからない場合、条件に合う会社が現れた際にメールが届きます。 

③ その他の最新情報がネットで確認できます。 
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2. ユーザー登録 
2-1 産廃情報ネット トップページ 

産廃情報ネットのトップページより、「排出事業者向けメール/情報管理サービス」をクリックし

てください。トップページは、検索キーワード「産廃情報ネット」で検索するか、

http://www.sanpainet.or.jp/と入力して開いてください。 

 
図 2 産廃情報ネット トップページ 

 
2-2 排出事業者向けサービスのトップページ 

「新規ユーザー登録」をクリックしてください。 
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図 3 排出事業者向けサービス ログインページ 
 
2-3 ユーザー登録における同意ページ 

利用規約の内容を確認して、「同意する」をクリックしてください。 

 
図 4 利用規約の同意確認ページ 
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2-4 ユーザー情報の入力、更新通知メール設定 

ユーザー情報を入力します。「更新通知メールの配信を希望します」（①）に☑を入れると、い

ろいろな新着・更新情報を定期的に受け取ることができます。（詳しくは「７．更新通知メールの

活用」参照。）入力が終了したら、「内容確認」（②）クリックしてください。 
※ 更新通知メールの配信頻度は、情報更新のその都度（日 1 回）、または毎週月曜日（週 1 回）

のどちらかを選択することができます。 

 
図 5 新規ユーザー登録ページ 

 

① 

② 
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2-5 ユーザー登録確認メールの受信と登録完了手続き 

「新規ユーザー情報確認」ページで入力内容を確認して、「はい」をクリックすると新規ユーザ

ー登録確認メールが届きます。（確認メールは、差出人「産廃情報ネット運営事務局」、アドレス

「net@sanpainet.or.jp」、件名「新規ユーザー登録申込み受付のご案内」で 2 日以内に届きます。） 
メール本文に記された URL（①）を開き、「新規ユーザー登録確認」ページで「はい」（②）を

クリックすると、登録が完了します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 新規ユーザー登録申込み受付のご案内メールと新規ユーザー登録確認ページ 

① 

②
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2-6 登録完了メールの受信と初期パスワードの確認 

登録が完了するとユーザー情報が表示され、「登録完了メール」が届きます。（完了メールは、

差出人「産廃情報ネット運営事務局」、アドレス「net@sanpainet.or.jp」、件名「新規ユーザー登

録申込み完了のご案内」ですぐに届きます。） 
登録完了メールには、ログインに必要な「初期パスワード」（下図の赤囲み）が記載されていま

すが、メールを受信してから 1 週間以内にログインしない場合には登録が無効となり、新規ユー

ザー登録手続きを再度行う必要がありますので、ご注意ください。 
※ 初期パスワードは、覚えやすいパスワードに変更することが可能です。（設定変更は、

「8-1 ユーザー情報・パスワードの変更」参照。） 

図 7 新規ユーザー登録完了ページと登録完了メール 

 



7 
 

 
3. ログイン・ログアウト 
3-1 ログイン～排出事業者向けサービスの利用 

ユーザー登録をした後に、排出事業者向けサービスを利用するためには、登録したメールアド

レスとパスワードでログインする必要があります。 
排出事業者向けサービスのトップページを開き、メールアドレスとパスワードを入力して、ロ

グインをクリックしてください。（排出事業者向けサービスのトップページの開き方は、2-1と 2-2

参照。） 

 
図 8 排出事業者向けサービス ログインページ 
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3-2 ログアウト～排出事業者向けサービスの終了 

排出事業者向けサービスを終了する場合にはログアウトをクリックしてください。 

 
図 9 排出事業者向けサービス ホーム 

 



9 
 

 
4. 排出事業者向けサービス HOME の見かた 

ログインして表示される排出事業者向けサービスの HOME には、新着・更新情報が表示されて

います。他のページに移動していても、左上の「排出事業者 HOME」をクリックすると、排出事

業者向けサービスの HOME に戻ります。 
ホームページにおいて「お気に入り登録」している処理業者がある場合には■が、「お気に入

り登録」した許可条件と一致する処理業者がある場合には■がついています。 

 
図 10 排出事業者向けサービス ホーム 

 
4-1 優良産廃処理業者認定制度の情報公表 
新着・更新情報の 1 番上の表では、「さんぱいくん」において過去 2 週間以内に新たに優良産廃

処理業者認定制度の情報公表を行った（あるいは公表を中止した）事業者が、最大 10 件表示され

ます。 

 
図 11 排出事業者向けサービス ホーム：優良産廃処理業者認定制度の情報公表 

クリックで優良産廃処理業者認定

制度の情報公表ページを表示 
最大 10 件以上の情報を

見たい場合はクリック 
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4-2 優良認定業者情報 
新着・更新情報の 2 番目の表では、新たに優良基準の認定がなされた事業者が、最大 10 件表示

されます。 
この情報は優良認定を行った都道府県・政令市から環境省に報告され、環境省で集計され原則

毎月 2 回提供される情報に基づいて表示しています。 

 
図 12 排出事業者向けサービス ホーム：優良認定業者情報

クリックで会社情報、優良認定

の情報公表等のページを表示 

最大 10 件以上の情報を見たい場合はクリック 

クリックで優良認定業者

情報のページを表示 
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4-3 許可情報 
新着・更新情報の最下段の表では、産廃情報ネットにおいて過去 2 週間以内に新たに登録され

た許可情報が、事業者ごとに最大 10 件表示されます。 

 
図 13 排出事業者向けサービス ホーム：許可情報 

 
 

クリックで会社情報、優良認定

の情報公表等のページを表示 

最大 10 件以上の情報を見たい場合はクリック 

クリックで会社情報、許可

情報のページを表示 
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5. 処理委託先の管理：処理業者の「お気に入り登録」 

産業廃棄物の処理委託先や関心のある処理業者を「お気に入り登録」することで、 
 優良産廃処理業者認定制度の情報公表が更新された 
 許可情報が登録・変更された 
 許可の有効期限が 1 ヶ月以内に迫っている 
 優良基準に認定された 
 優良基準に認定されていたが、基準を満たさなくなった 
場合に、その旨をメールで受けたり、ウェブ上に表示させることで処理業者に関する最新の情

報を入手し、状況の変化に対応することができます（ただし、許可の有効期限を知るためには、

処理業者が「さんぱいくん」に正しく登録していることが必要です）。 
排出事業者の注意義務を果たすために、処理委託先を定期的に実地確認する際の資料として情

報の更新内容を手元に控えることで、前回訪問時からの変更箇所として重点的に確認を進めるこ

とができます。また優良産廃処理業者認定制度の情報公表を行っていない委託先処理業者には、

国の制度として取組みを求める排出事業者もあります。 
※ お知らせをメールで受けるためには、「更新通知メール」を受信する設定が必要です。（「更新

通知メール」の設定変更は、「8-1 ユーザー情報・パスワードの変更」参照。） 
【 手 順 】 

5-1 お気に入り登録・削除（処理業者） 

5-2 公表情報のチェック 

5-3 コメント登録 

5-4 グループ管理 

 
5-1 お気に入り登録・削除（処理業者） 
処理業者の最新情報を入手し、状況の変化に対応するためには、はじめに処理業者を「お気に

入り登録」します。 
 
5-1-1 処理業者の検索ページ 
「処理業者を検索・削除する」（①）をクリックし、次に「処理業者を検索する」（②）をク

リックします。 

 
図 14 処理業者の検索・削除ページ 

 

① 

②
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5-1-2 登録する処理業者を検索 

表示された検索条件ページで、「お気に入り登録」したい処理業者に関する情報を入力して、

「処理業者を検索する」をクリックします。 
「処理業者名」に名前の一部だけを入力して探すことができます。 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

図 15 検索条件ページ 

 

クリックすると、許可自治体を選ぶことができます。 

クリックすると、廃棄物の種類を選ぶことができます。
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5-1-3 お気に入り登録の完了 

検索した条件に該当する処理業者が表示されるので、登録したい処理業者の「選択」欄（①）

に☑を入れ、「選択した処理業者を追加する」（②）をクリックし、「閉じる」（③）をクリック

すると「お気に入り登録」が完了します。 
希望する処理業者がいない場合は、産廃情報ネットで情報公開をしていない場合があります

ので、処理業者に直接お問い合わせください。 

 
図 16 検索した処理業者の「お気に入り登録」ページ 

 
5-1-4 お気に入り登録からの削除 

「お気に入り登録」した処理業者を削除したい場合は、「処理業者を検索・削除する」（①）

をクリックし、削除したい処理業者の左にある「選択」欄（②）に☑を入れて、「選択した処理

業者を削除する」（③）をクリックすると、削除されます。 

 
図 17 処理業者の検索・削除ページ 

 

① 

② 

③ 

① 

② 

③
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5-2 公表情報のチェック 
「お気に入り登録」した処理業者の公表情報をチェックします。公表情報は処理業者が自ら作

成し、更新しています。 
また、まだ登録していない処理業者の公表情報もチェックできます。（5-2-4 参照。） 

 
5-2-1 「お気に入り登録」処理業者の公表情報をチェック 

「お気に入り登録」した処理業者の公表情報をチェックする場合は、「処理業者の検索・削除

する」（①）をクリックし、登録した処理業者の一覧からチェックしたい処理業者名（②）をク

リックし、さらに開いた「お気に入り情報編集」ページで処理業者名（③）をクリックすると、

会社情報、優良産廃処理業者認定制度の情報公表、許可取得状況のページが表示されます。 
このうち優良産廃処理業者認定制度の情報公表の活用のしかたについては、産廃情報ネット

を参照してください。（産廃情報ネットトップページ→排出事業者向けサービス操作マニュアル

集→情報公表の活用のしかた。） 

 
図 18 処理業者の検索・削除ページ 

 

① 

②

クリックすると、「お気に入り情報編集」ページが開きます。

③ 
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5-2-2 「お気に入り登録」処理業者の新着・情報更新をチェック① 

「お気に入り登録」した処理業者の優良産廃処理業者認定制度の情報公表について、新着・

更新情報をチェックすることができます。「優良産廃処理業者認定制度の情報公表」（①）をク

リックすると、「お気に入り登録」した処理業者が過去 2 週間以内に「優良業者認定制度の情報

公表」を更新したり、新たに公表した場合には、処理業者名が表示されます。さらに処理業者

名（②）をクリックすると、「優良業者認定制度の情報公表」が表示され、更新された項目には

■がついています。 
これにより変更された箇所が都度にわかり、最新情報をチェックできます。チェックして内

容に疑問点がある場合には、処理業者と直接連絡をとって意思疎通を図ることをお勧めします。 
また、排出事業者の注意義務を果たすために、処理委託先を定期的に実地確認する際の資料

として情報の更新内容を手元に控えることで、前回訪問時からの変更箇所として重点的に確認

を進めることができます。 
 

 
図 19 優良産廃処理業者認定制度の情報公表ページ 

 

① 

② 

クリックすると「優良産廃処理業者認定制度の情報

公表」ページが開き、更新された項目には■がつ

いています。 
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5-2-3 「お気に入り登録」処理業者の新着・情報更新をチェック② 

「お気に入り登録」した処理業者の許可情報について、更新情報をチェックすることができ

ます。「許可情報」（①）をクリックすると、「お気に入り登録」した処理業者が過去 2 週間以内

に「許可情報」を更新した場合には、処理業者名が表示されます。さらに処理業者名（②）を

クリックすると、「許可情報」が表示され、更新された項目には■がついています。 

 
図 20 許可情報ページ 

 
5-2-4 「お気に入り登録」していない処理業者の公表情報をチェック① 

「お気に入り登録」していない処理業者の公表情報を見る場合は、「処理業者を検索・削除す

る」（①）をクリックし、「処理業者を検索する」（②）をクリックします。 

 
図 21 処理業者の検索・削除ページ 

 

① 

② 

クリックすると「許可情報」ページが開き、更新された

項目には■がついています。 

① 

② 
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5-2-5 「お気に入り登録」していない処理業者の公表情報をチェック② 

表示された検索条件ページで、公表情報をチェックしたい処理業者に関する情報を入力して、

「処理業者を検索する」をクリックします。 
「処理業者名」に名前の一部だけを入力して探すことができます。 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

図 22 検索条件ページ 
 

クリックすると、許可自治体を選ぶことができます。 

クリックすると、廃棄物の種類を選ぶことができます。
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5-2-6 「お気に入り登録」していない処理業者の公表情報をチェック③ 

検索した条件に該当する処理業者が表示されるので、閲覧したい処理業者名をクリックする

と、会社情報、優良産廃処理業者認定制度の情報公表、許可取得状況が表示されます。 
希望する処理業者がいない場合は、産廃情報ネットで情報公表をしていない場合があります

ので、処理業者に直接お問い合わせください。 

 
図 23 検索結果ページ 
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5-3 コメント登録 
「お気に入り登録」した処理業者の管理をサポートするため、個々の処理業者にコメントをつ

けることができます。例えば、処理委託している廃棄物の種類や、更新情報をチェックして気に

なったことを記録するなどの活用方法が考えられます。 
 
5-3-1 コメントする処理業者の選択 
「処理業者を検索・削除する」（①）をクリックし、次にコメントをつけたい「処理業者名」

（②）をクリックします。 

 
図 24 処理業者の検索・削除ページ 

 

① 

②
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5-3-2 コメントの登録・修正・削除 

「コメント欄」（①）にコメントを入力し、次に「グループ分類・コメント欄を更新する」（②）

をクリックすると、コメントが登録されます。コメントを入力する処理業者の公表情報を確認

したい場合は、処理業者名をクリックしてください。 
「コメント欄」を修正・削除したい場合は、「コメント欄」を修正・削除して「グループ分類・

コメント欄を更新する」をクリックすると反映されます。 

 
図 25 お気に入り情報編集ページ 

 

① 

②
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5-4 グループ管理 
「お気に入り登録」した処理業者の管理をサポートするため、任意のグループ名を作成して処

理業者を振り分けることができます。これにより、グループ毎に処理業者を業者番号順や業者名

順に表示させ、新着・更新情報を見ることができます。 
また、1 つの処理業者を複数のグループに登録させることができるので、例えば、「A 工場委託

先」と「B 工場委託先」というグループを作り、その両方に登録させることができます。 
 
5-4-1 グループ編集ページへ移動 
新たにグループ名を作成するため、「グループを編集する」（①）をクリックします。次に「登

録先グループ」の□▽ボタン（②）をクリックし、表示されるリストの中から未登録のものを選

び、次に「グループ名」欄（③）に任意のグループ名を入力して、「選択したグループを更新す

る」（④）をクリックすると、グループ名が作成されます。 
 

 
図 26 グループ編集ページ 

 

① 

② 

③ 

④
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5-4-2 グループ登録する処理業者の選択 

次に「お気に入り登録」処理業者を、作成したグループに登録します。「処理業者を検索・削

除する」（①）をクリックし、グループに登録したい処理業者名（②）をクリックします。 

 
図 27 処理業者の検索・削除ページ 

 

① 

②
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5-4-3 処理業者のグループ登録・非登録 

処理業者名の下の「グループ分類」欄に、作成したグループ名が表示されているので、登録

したいグループ（①）に☑を入れて選択し、「グループ分類・コメント欄を更新する」（②）を

クリックすると、グループ登録されます。1 つの処理業者を複数のグループに登録することがで

きます。グループ登録する処理業者の公表情報を確認したい場合は、処理業者名をクリックし

てください。 
グループ登録から外したい場合は、登録グループ名の☑を外し、「グループ分類・コメント欄

を更新する」をクリックしてください。 

 
図 28 お気に入り情報編集ページ 

 

① 

② 



25 
 

 
5-4-4 グループ名の修正・削除 

グループ名を修正したい場合は、「登録先グループ」の□▽ボタン（①）をクリックし、次に修

正したいグループ名を選び、次に「グループ名」欄（②）で修正して、「選択したグループを更

新する」（③）をクリックすると、修正されます。 
グループ名を削除したい場合は、「登録先グループ」の□▽ボタン（①）をクリックし、次に削

除したいグループ名（②）を選び、「選択したグループを削除する」（③）をクリックすると、

削除されます。 

 
図 29 グループ編集ページ 

 

① 

② 

③
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6. 特定の許可条件の新着情報：許可条件の「お気に入り登録」 

特定の許可条件を「お気に入り登録」することで、3 通りに活用することができます。 
1 つは、関心のある許可条件を「お気に入り登録」することで、その条件に一致する許可を持つ

処理業者が、新たに情報公表を始めた／適合確認された場合に、お知らせメールを受けることが

できます。 
2 つ目は、例えば処理委託先を探すため、産業廃棄物の種類や排出場所（都道府県・政令市）な

どを許可条件に処理業者を検索したが、検索結果の中に希望にかなう処理業者や許可を持つもの

がない場合に有効な機能です。その許可条件を「お気に入り登録」することで、条件に一致する

許可情報が新たに登録された場合には、お知らせをメールで受けることができます。 
もう 1 つは、特定の許可条件を「お気に入り登録」することで、条件が一致する処理業者が、

過去 2 週間以内に許可情報を更新したり、新たに登録するとウェブに表示されます。 
※ 「お気に入り登録」できる許可条件は 1 件のため、すでに登録済みの場合に登録すると、登

録済みの情報が無効となり、新しい条件が登録されます。 
※ お知らせを受けるためには、「更新通知メール」を受信する設定が必要です。（「更新通知メー

ル」の設定変更は、「8-1 ユーザー情報・パスワードの変更」参照。） 
※ 許可情報は処理業者が自ら登録するため、実際に処理委託をする際には許可証を確認するな

どで事実確認に努めてください。 
【 手 順 】 

6-1 既存の許可情報の検索 

6-2 お気に入り登録・消去（許可情報） 

6-3 条件一致の処理業者による許可情報の新着・更新 

 
6-1 既存の許可情報の検索 
許可情報を「お気に入り登録」する前に、いま登録されている既存の許可情報の中で、希望の

条件にかなうものがあるかどうか検索をします。 

 
6-1-1 処理業者の検索ページ 
「処理業者を検索・削除する」（①）をクリックし、「処理業者を検索する」（②）をクリック

します。 

 
図 30 処理業者の検索・削除ページ 

 

① 

② 
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6-1-2 検索条件選択 

表示された検索条件ページで、希望する許可情報の条件を入力します。許可情報を検索する

ため、「業者番号」と「処理業者名」の欄は空欄のまま検索してください。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

図 31 検索条件ページ 

 

クリックすると、許可自治体を選ぶことができます。 

クリックすると、廃棄物の種類を選ぶことができます。
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6-1-3 検索結果から許可情報を見る 

条件に一致する許可がある場合は、処理業者名が表示されます。処理業者名（下図、参照）

をクリックすると、許可取得状況などが表示され、さらに「許可の種類」をクリックすると許

可情報が表示されます。その他にも「優良産廃処理業者認定制度の情報公表」が表示されてい

る場合は、詳しい情報を見ることができます。 
しかしながら、この検索結果の中に希望にかなう処理業者や許可を持つものがない場合には、

次の手順で許可条件を「お気に入り登録」します。 

 
図 32 検索結果ページ 

 
6-2 お気に入り登録・消去（許可情報） 
希望にかなう処理業者がなかったり、許可を持つものがない場合には、その許可条件を「お気

に入り登録」することで、その条件に一致する許可を持つ処理業者が、新たに情報公表を始めた

／適合確認された場合に、お知らせメールを受けとったり、新たに許可情報を登録した場合には

ウェブで見ることができます。また、条件に一致する許可情報が新たに登録された場合には、お

知らせをメールで受けることができます。 
 
6-2-1 許可条件の設定ページへ移動 
メニューの「許可条件を設定する」（①）をクリックし、「許可条件を設定する」（②）をクリ

ックします。 

 
図 33 許可条件の設定ページ 

 

① 

② 
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6-2-2 許可条件の選択ページ 
新たに表示される許可条件選択ページで、希望する条件を入力して、「許可条件をお気に入り

登録する」をクリックすると、「お気に入り登録」されます。 
※ すでに許可条件が登録されている場合に「許可条件をお気に入り登録する」をクリックする

と、既存の許可条件登録が無効になり、新たな登録内容が有効となるのでご注意ください。 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

図 34 許可条件の選択ページ 

 

クリックすると、許可自治体を選ぶことができます。 

クリックすると、廃棄物の種類を選ぶことができます。
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6-2-3 お気に入り登録の消去 

「許可条件を設定する」（①）をクリックし、「許可条件を消去する」（②）をクリックすると、

消去されます。 

 
図 35 許可条件の設定ページ 

 

① 

②
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6-3 条件一致の処理業者による許可情報の新着・更新 
お気に入り登録した許可条件に関連する新着・更新情報の見かたです。 
 
6-3-1 条件一致の処理業者による新着情報① 
「お気に入り登録」許可条件と一致する処理業者が、新たに情報公表を始めた／優良認定さ

れた場合に、お知らせメールを受けることができます。定期的に送られる更新通知メールにお

いて、該当する処理業者がある場合は、下記のように処理業者名が通知されます。該当する許

可情報を見る場合は「6-1-1 処理業者の検索ページ」の手順で、処理業者名を入力して検索して

ください。 
※ お知らせを受けるためには、「更新通知メール」を受信する設定が必要です。（「更新通知

メール」の設定変更は、「8-1 ユーザー情報・パスワードの変更」参照。） 
■お気に入り「許可条件」にマッチした新着情報 

・新たに情報公表を始めたのは、以下の 1 件です。 

 ○○株式会社 

・新たに優良認定されたのは、以下の 2件です。 

 △△株式会社 

 株式会社□□ 

図 36 更新通知メール（一部）のイメージ 

 
6-3-2 条件一致の処理業者による新着情報② 

「お気に入り登録」許可条件と一致する処理業者が、新たに許可情報を登録した場合は、ウ

ェブで見ることができます。「許可条件を設定する」（①）をクリックし、「許可条件に該当する

処理業者の新着情報を表示」（②）をクリックすると、過去 2 週間以内のものが表示されます。 

 
図 37 許可条件の設定ページ 

 

① 

②
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6-3-3 条件が一致する新着の許可情報 

「お気に入り登録」許可条件と一致する許可情報が、新たに登録された場合には、お知らせ

をメールで受けることができます。定期的に送られる更新通知メールにおいて、該当する許可

情報がある場合は、下記のように件数と処理業者名が通知されます。該当する許可情報を見る

場合は「6-1-1 処理業者の検索ページ」の手順で、処理業者名を入力して検索してください。 
※ お知らせを受けるためには、「更新通知メール」を受信する設定が必要です。（「更新通知

メール」の設定変更は、「8-1 ユーザー情報・パスワードの変更」参照。） 
■お気に入り「許可条件」にマッチした新着情報 

・新たに許可情報を登録したのは、以下の 1件です。 

 ☆☆株式会社 

図 38 更新通知メール（一部）のイメージ 
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7. 更新通知メールの活用 

更新通知メールを受信することで、以下の情報を得ることができます。 
※ お知らせを受けるためには、「更新通知メール」を受信する設定が必要です。（「更新通知メー

ル」の設定変更は、「8-1 ユーザー情報・パスワードの変更」参照。） 

更新通知メールの表示 情報の内容 

■お気に入り登録処理業者の公表情報（優良産

廃処理業者認定制度）の変更 

 

  変更された情報公表  お気に入り登録した処理業者が、優良産廃処理

業者認定制度の情報開示を公表した／変更した

／公表を停止した 

■お気に入り登録処理業者の優良基準への新

たな適合／不適合の情報 

 

  新たに優良産廃処理業者認定制度の基

準に適合になった処理業者名 

 都道府県・政令市において・ 新たに優良基準に

認定され、環境省に報告されたもの 

 新たに優良産廃処理業者認定制度の基

準に不適合になった処理業者名 

 都道府県・政令市において優良基準に認定され

ていたが、不適合になって環境省に報告されたも

の 

■お気に入り「許可条件」にマッチした新着情報  

  新たに情報公表を始めた／公表停止した

処理業者名 

 お気に入り登録した許可情報を持つ処理業者

が、過去 2 週間以内に新たに情報公表を始めた

 新たに優良認定された処理業者名  お気に入り登録した許可情報を持つ処理業者

が、新たに優良認定された 

 新たに許可情報を登録した処理業者名  お気に入り登録した許可情報が、新たに登録され

た 

■お気に入り登録処理業者の許可情報の変更  お気に入り登録した処理業者が、許可情報を変

更した 

■お気に入り登録処理業者の許可証の有効期

限情報 

 お気に入り登録した処理業者が登録した許可情

報について、有効期間が 1 ヶ月未満もの 

■その他の新着情報  

 優良産廃処理業者認定制度に基づく情報

公表の件数 

 産廃情報ネットで優良産廃処理業者認定制度の

情報公表を行っている処理業者数 

都道府県・政令市において優良産廃処理業

者認定制度で優良認定/優良確認され、環

境省に報告された件数 

 優良産廃処理業者認定制度の基準に認定され

た処理業者数 

新たに優良認定されたことが都道府県・政

令市から連絡をうけた処理業者名 

 都道府県・政令市において新たに優良認定され、

環境省に報告された処理業者名 

○月○日から○月○日の許可情報の新着

件数、URL 

 その期間に新たに登録された許可情報 
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8. システム設定 
 ユーザー情報やパスワード、更新通知メール設定、メールアドレスを変更することができます。

排出事業者向けサービスの使用を止めるため、ユーザー情報を削除する「退会」もここで行いま

す。 
※ 当初登録されたユーザー情報が変わった場合は、速やかに変更をお願いします。 
※ 「退会」された場合は、処理業者のお気に入り登録などの登録情報が削除されますので、ご

注意ください。 
 

8-1 ユーザー情報・パスワードの変更 
当初登録されたユーザー情報が変わった、あるいはパスワードを変えたい、または更新通知メ

ール設定を変えたい場合の変更手順です（メールアドレスの変更手順は次の 9-2 を参照してくだ

さい）。 

「ユーザー情報を変更する」（①）をクリックし、変更したい項目のみ入力（②）をして、最後

に「変更」（③）をクリックすると、変更が完了します。 

 
図 39 ユーザー情報の変更ページ 

 

① 

②

③

更新通知メールの設定 
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8-2 メールアドレスの変更 
当初登録したメールアドレスを変更したい場合の手順です。 

 
8-2-1 ユーザー情報の変更ページへ移動 
「ユーザー情報を変更する」（①）をクリックし、「メールアドレス変更」（②）をクリックし

ます。 

 
図 40 ユーザー情報の変更ページ 

 

① 

②
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8-2-2 新しいメールアドレスの入力 

新しいメールアドレスを 2 ヶ所（①）とも入力し、「内容確認」（②）をクリックします。 

 
図 41 メールアドレスの変更入力ページ 

 

① 

② 
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8-2-3 入力の確認 

入力した新しいメールアドレスを確認して、「申し込み」をクリックします。24 時間以内に新

しいメールアドレスに確認メールが届きます。 

 
図 42 メールアドレス変更内容確認ページ 
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8-2-4 確認メールの開封 

届いた確認メールを開き、メール本文に記された URL を開いてください（差出人「産廃情報

ネット運営事務局」、アドレス「net@sanpainet.or.jp」、件名「メールアドレス変更申込み受付

のご案内」で 24 時間以内に届きます。）。この URL には有効期限があるのでご注意ください。 

 
図 43 メールアドレス変更申込み受付けのご案内メール 

 
8-2-5 確認メールの開封 

表示されたウェブページで「はい」をクリックすると、新しいアドレスにパスワードを記し

たメールが届きますので、そのパスワードでログインをしてください。 

 
図 44 メールアドレス変更確認ページ 

 


