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German Packaging Act has been strengthened 

 
German Packaging Act came into force on January 1, 
2019, to reduce container and packaging waste. This law 
also applies to all companies and online retailers that send 
packages to Germany. 
These companies and retailers are obliged to register with 
the online container and packaging recycling system 
"LUCID" and they must pay for the disposal and recycling 
of packaging materials imported into Germany. 
In addition, from July 1, 2022, marketplace 
administrations are obliged to ensure that sellers of 
products using German online marketplaces are 
registered with LUCID, while sellers must demonstrate 
that they are complying with the law and fulfilling their 
registration obligations. Without this proof, the selling will 
be prohibited by the administrators of the market in use. 
We recommend all companies that have not yet registered with LUCID to complete their registration as soon as 
possible. 
A similar system will be adopted for electronic devices from January 2023, and sellers will have to prove that 
they fulfil their registration obligations.  
Please contact us if you want to know more details.   
 
Yours, Dr. Chiharu Kato 
 
 
 

Collaboration with overseas 
 
The global economy remains unstable. Some companies and SMEs have a hard time turning a profit and others 
are concerned that product will not sell well. 
On the other hand, there are companies and SMEs that take advantage of this unstable time and research new 
materials and develop new technologies. They don't bring instant profits, but they invest in the near future and 
set new challenges. 
In some cases, there are also companies and SMEs that cooperate with foreign companies and/or foreign 
research institutes to make further improvements. By cooperating with overseas, knowledge and technology can 
be linked and deepened. At the product development stage, they can develop it in a form that meets the needs 
of the local market. 
For SMEs that want to expand abroad, there are public grants from national and local governments for overseas 
development and research. Using such a system is also possible to expand business in abroad.    
If you would like to know from which institutions you can apply for public grants, please feel free to contact us. 
We will be more than happy to assist you. 
 
Yours, Dr. Chiharu Kato 
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容器包装廃棄物法が強化されました 
 

容器包廃棄物法 (独略:VerpackG）は容器・包装材廃棄物の環境への影響を考えその削減を目指し 2019 年 1 月 1

日に施行されたドイツの法律です。 

 

この法律はドイツへ荷物を発送する会社・オンライン小売業全てにも適用されます。これらの事業者は容器包装

オンライン登録システム「LUCID」に登録し、ドイツに輸入される包装材の処分代・リサイクル代の支払いを行う

ことが要求されます。 

加えて2022年7月1日よりドイツのオンラインマーケットプレイスを使用し製品の販売を行う事業者がこのLUCID

に登録されている事をマーケットプレイスの管理者は確認する義務が生じる事になりました。 

そして事業者は法を守り登録義務を果たしている事を証明する事が必要になります。 

この証明が無い場合、使用しているマーケットプレイスの管理者より販売・出展禁止になることになります。 

LUCID に登録がお済みでない事業者の皆様は早急に対応する事をお勧めします。 

 

なお電子機器に関しても 2023 年 1 月より同様のシステムが採用され、販売・出展側が法律遵守を証明する必要が

生じます。詳細をお求めのお客様はご連絡下さい。 
理学博士 加藤千春 

 
 
 

海外とのコラボレーション 
 

世界経済がまだまだ不安定です。利益の追及が難しい企業・会社があると思います。なかなか貴社の製品が売れ

ないという事で悩んでいる方も少なくないと思われます。 

 

そんな時代の中でこの不安定な時期を逆手にとって新しい素材の研究、新しい技術の開発を行っている企業・会

社もあります。今、直接の利益にならなくても近い将来への投資と新しい物へ挑戦をしているのです。 

そして場合により海外企業や海外研究機関と協力し更なる上を目指している企業・会社もあります。海外機関・

企業と協力する事で知識・技術をより集約する事ができ、また製品開発の段階ではその国のニーズに対応する形

で開発を奨めて行く事ができます。 

 

またそのような海外展開を希望する中小企業を対象した国や都道府県による公的な開発助成金、海外研究助成金

などもあります。そのようなシステムを利用し海外展開を図っていく事も可能です。 

 

助成金の申請を行っている機関を知りたいというお客様はご一報下さい。相談にのらせていただきます。 

 
 

理学博士 加藤千春 
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