
●お問い合わせは

※会社名、製品名などは、各社または各団体の商標もしくは登録商標です。　※このカタログの内容は、予告なく変更する場合があります。　　※このカタログの記載内容は2018年11月現在のものです。
※このカタログに記載されている価格は税別価格です。Copyright○2018 OTSUKA CORPORATION ALL Rights Reserved.C

OBS-DS0013-1811

0120（528）258たのめーるマーケティング部
ダイレクト企画課
営業時間／9：00～18：00（弊社休業日を除く）
東京本社 〒102ｰ8573 東京都千代田区飯田橋2ｰ18ｰ4
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機密文書溶解処理サービス機密文書溶解処理サービス

書類をダンボールのまま回収・溶解
機密保持とリサイクルを両立した安心のサービス

メルティBOX 2が
選ばれている
理由

メルティBOXインフォ

メルティBOX 2 処理対象

メルティBOXの各種お手続きに関するご案内
や、お役立ち情報をまとめてご紹介します。

登録情報の変更
ご利用の手引き
バーコードシール再発行
ダンボール箱の注文（たのめーる）
よくある質問

●
●
●
●
●

●コピー用紙 ●上質紙 ●再生紙 ●色紙 ●カラー印刷 ●紙フォルダ ●封筒

●新聞（切り抜きを含む） ●雑誌 ●窓付き封筒 ●フィルム封筒 ●写真 ●カーボン紙 ●コーティング紙 ●感熱紙

【紙を処分する際に発生する付属物】
●ホチキスの針 ●とじひも ●クリアフォルダ ●透明ポケット ●バインダー ●クリップ ●ふせん ●輪ゴム

●記録媒体（CD、磁気テープなど） ●火気、危険物 ●紙に該当しないもの（食品、文具、衣類、ノベルティなど）

サービスがよく分かる紹介動画をご用意 !
詳しくはホームページから! たのめーる  メルティBOX

メルティBOXインフォ

ご利用中のお客様へお役立ち情報をお届け

あんしん＋（プラス）
据置型の施錠付きBOXに機密書類を入れるだけ！
据置型の施錠付きBOXに機密書類を入れるだけのタイプです。回収したダンボールは、無開梱の
まま溶解処理し、リサイクルに活用するタイプです。バインダーに綴じられていた書類もそのまま
箱に入れて処理することができ、処理後機密抹消の証明書を発行します。

A3用紙もそのまま入るサ
イズ（420mm×25mm）で
ファイルごとの投入が可能。

大きな投入口

ひと箱にたっぷり入り、ホ
チキス外しやクリップ外し
が不要。

大容量25kg

収納量がひと目で分かる表
示機能付き。

満杯表示付き

CEN（欧州標準化委員会）
基準で最上位評価を得て
いるアブロイ社製を採用。

セキュア

施錠付きBOX

さらに高度なセキュリティをお望みのお客様には

月額料金
処理料

材質
BOXサイズ
投入口サイズ
固定具

月額：3,000円（税別）
1箱：2,300円（税別）

スチール製
525(W)×500(D)×1,150（H)mm
430×26mm
キャスター・アジャスター

1箱1箱

シンプル価格

1,800円(税別)1,800円(税別)
登録料・月額料不要

だけ!だけ!
※容積の5%程度まで

処理できるもの

少数なら処理できるもの

処理できないもの

1箱からでも回収OK
バインダーの金具、

クリップはそのままでOK

回収は法人向けに特化した
セイノースーパーエクスプレス

徹底したトレーサビリティで
安心と信頼の輸送

ダンボールは無開梱のまま
溶解・リサイクル

機密抹消証明書を発行

ご利用のお客様へ
サポートページをご用意登録料・月額料不要

たのめーる  メルティBOX



ご利用の流れ
サービスがよく分かる紹介動画を
ホームページに掲載!

お申し込みお申し込み

「たのめーる」サイトで新規お
申し込みができます。複数拠
点のお申し込みも可能です。
※お申し込みは法人もしくは個人事業
主のお客様に限らせていただきます。

縦・横・高さ 3辺の合計が
115cm以下かつ最大辺が
50cm以下

地球にやさしい
機密書類の溶解処理サービス
「メルティBOX 2」は、書庫の棚卸やレイアウト変更で発生した大量の機密文書を、
ダンボールで回収して無開梱のまま溶解処理するサービスです。溶解処理した紙媒
体についてはその90%以上を再資源化。機密保持とリサイクルを両立しています。

こんな機密書類の破棄にお困りではありませんか？

クリップ付でもバインダーでも
そのままダンボール箱へ

ダンボールのご用意がない
お客様は「たのめーる」で
ご注文できます！

15時までに依頼すれば
翌営業日に回収可能!

POINT

弊社営業への
ご連絡でもOK!

徹底したトレーサビリティ※

（初めてのお客様）（初めてのお客様）
初回キット
お届け
初回キット
お届け

お申し込みから約２週間で
「ご利用の手引き」と「バー
コードシール」が届きます。

ダンボール箱
の準備

ダンボール箱
の準備

ダンボール箱は、規定サイズ
以下であれば種別は問いま
せん。

梱 包梱 包

ご用意いただいたダンボー
ル箱に文書を詰めて、しっ
かり梱包します。

シールを貼付し
処理依頼書を
FAX

シールを貼付し
処理依頼書を
FAX

バーコードシールを側面の
上部に貼り、処理依頼書を
FAXしてください。

ダンボール箱
引き渡し
ダンボール箱
引き渡し

セイノースーパーエクスプレ
スが伝票を持参して、台車で
運べる場所まで伺います。

荷姿を撮影荷姿を撮影

配送センターでバーコードを
センサーで読み取り、全ての
箱（形状など）を撮影し管理。

ワンビシ
アーカイブズの
情報管理センターへ

ワンビシ
アーカイブズの
情報管理センターへ
情報管理センターに届いた
ダンボールの情報を読み取
り箱数を確認します。

大塚商会では、これまで多くの取引実績から得
られたノウハウと、IT活用における確かな実績を
もとに、マルチベンダー＆マルチフィールドでお
客様に便利で快適なサービスをご提案します。

溶解処理施設
で処理

溶解処理施設
で処理

ダンボール箱は、社員立会い
の下、無開梱のまま溶解機に
投入して水で溶解します。

証明書を発行証明書を発行

処理完了した翌月の5営業日
以降、機密抹消証明書（DDR
証明書）を順次発行します。

ご利用の手引き
バーコードシール24枚
バーコードシール追加発行依頼書
DDR処理依頼書

www.tanomail.com/
申込番号 ： 162-4656 ※20箱を超える場合は日にちを分けてご依頼ください。

回収はセイノースーパーエクスプレス
通常の繁忙期にも安定した物流

高セキュリティの
保管倉庫で管理

施設搬入から
無開梱で溶解処理

24時間365日の監視体制・アクセス管理 輸送トラックに封印

二次元バーコードで個体識別し、1箱ずつ撮影

顧問先資料 保管期限が
過ぎた国税書類

保管期限が
過ぎたカルテ 申込書 仕様書 名簿 答案用紙

POINT

POINT POINT POINT

POINT

POINT

POINT

1箱1箱

1箱からOK

1,800円(税別)1,800円(税別)

安心をお届けする「メルティBOX 2」のサービス基盤

大塚商会

回収も
安心
回収も
安心

安全な
保管
安全な
保管

セイノースーパー
エクスプレス

ワンビシ
アーカイブズ

大都市圏との同時被災を避ける距離と、強固な地盤の立地

各種センサーやアクセス管理システムを備えた設備

情報取り扱いに関する適正を重視した採用、教育・研修の充実

お歳暮・お中元シーズンなどの繁忙期にも安定した物流

長年培ってきた実績と知見で機密書類を安全に輸送

複数個口であっても2次元バーコードで個体識別

●
●
●
●

規定サイズ
初回キット内容

たのめーる  メルティBOX

企業の環境報告書などにも活用

処理をした書類の
立木換算も表示

POINT

自然災害に強い立地

万全のセキュリティ

人的セキュリティ

法人限定サービスだから安定した物流

機密書類運搬の実績と知見

荷物の個体識別で安心安全

セキュリティ
向上

セキュリティ
向上

書類の
処理
書類の
処理

サービス構築サービス構築

多くのお客様の
要望を反映した
多くのお客様の
要望を反映した登録料・月額料不要

だけ!だけ!

※トレーサビリティ：お客様よりお引き取りした機密書類（個人情報）の漏えいリスクを最小限にするため、各作業段階（お引き取り～処理完了まで）の流通履歴を確認できるようにしています。


