
リサイクル規制の手続きはお任せください。 

本業に専念できます！ 
 

 

 
循環型経済と言われる「サーキュラーエコノミー」を世界で主導しているのが欧州です。そしてこれを支える

一つが廃棄物の効果的な分類と回収です。 

 
 欧州連合は主要なリサイクル規制として、包装容器廃棄指令、電気電子機器廃棄物指令  

(WEEE 指令)、廃電池指令を出し、製造業者が使用済み製品の回収・リサイクルの仕組みを構築し、

その費用を負担する事を義務づけられています。そしてこれらの指令は EU 参加各国にて国内法に 
  置き換わり、各界の製造業はその法的義務を遵守しなければなりません。 

 
「資源を使用し、製造して、廃棄する。」このように発展してきた直線型経済。しかし今求められているのは

循環型のビジネスモデルです。資源を使用し製造された製品は、可能な限り価値ある資源とし再び製造過程に

取り組まれ、あるいは別の製品になり市場に出回る事になります。このように既存資源を繰り返し循環させて

いく経済活動が「サーキュラー・エコノミー」と言われる循環型経済なのです。 

 

欧州・ドイツ進出日本企業も例外ではありません。欧州各国にて異なる法規制に対応し、正しく手続きを行う

必要があります。 

 
当社 TH インターナショナルはランドベル（Landbell）グループと提携し日本のお客様のリサイクル義務の遵

守を支援させて頂いております。 
ランドベルグループは欧州各国及び一部の欧州以外の国々で包装容器廃棄物、電池廃棄物、電気電子機器廃棄

物を中心とした、多様な廃棄物の回収、選別、再利用までの総合的なサービスを提供しております。 
 

各国の法規制を適格に把握し、適切に手続きを行う事は時間がかかる複雑な業務になります。ランドベルグル

ープがすべてを包括したサービスをご提供し、お客様をご支援させて頂く事で、お客様は本来のビジネスに注

力する事ができます。 

 

ご質問等ございましたらどうぞ日本語でお気軽にお問合せ下さい。 

連絡先  ：有限会社 TH インターナショナル／ランドベルグループ 

住所    ：Ettighofferstr. 78, 53123 Bonn  

メール  ：japan@erp-recycling.org 

電話番号    ：+49 173 8181 819  



We support your recycling requirements,  

while you focus on your main business! 

 
 
 
 
Europe leads the circular economy in the world. One of the supporting factors is the effective 
classification and collection of waste.   
 

The European Union has issued the Packaging Recycling Directive, the Waste Electrical 
and Electronic Equipment Directive (WEEE Directive) and the Waste Battery Directive as 
major recycling regulations, and manufactures have established mechanisms for 
collecting and recycling used products and are obligated to pay for the cost. These 

directives have been replaced by national law in each EU country, and the manufacturing industries 
in various fields must comply with its legal obligations.    
 
The prevailing liner “Take-make-consume and dispose“ model has been developed past years. 
However, a circular busines model is now required. Products that use resources are manufactured 
as valuable as possible and are re-engaged in the manufacturing process, or become different 
products and are put on the market. The economic activity that repeatedly circulates existing 
resources is called the “circular economy“.     
 
Japanese companies operating in Germany or Europe have no exception. It is necessary to comply 
with different laws and regulations in each European country and to carry out proper procedures.  
 
THI works as a team of the Landbell Group to help Japanese customers comply with thier recycling 
obligations. Landbell Group provides a comprehensive service to collect, sort and resue various 
wastes, including packaging waste, waste electrical and electronical equipment and waste battery, 
across Europe and beyond.  
 
It is a time-consuming and complicated task to understand the laws and regulations of each country 
and to carry out proper procedures. By providing all-inclusive services and support, our customers 
can focus on their main business.  
 
If you have any questions, please feel free to contact us in Japanese. 
 
Name   : TH International GmbH / Landbell Group  
Address : Ettighofferstr. 78, 53123 Bonn 
Email  : japan@erp-recycling.org 
TEL  : +49 173 8181 819 
 
 
 
 
 
 
 


