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会社概要

CBAについて
About CBA

会社名 株式会社CBA

設立 2020年1月22日

役員 代表取締役 宇佐見 良人
取締役 城野 洋一
取締役 芝原 季樹

拠点 ■本社
〒153-0064
東京都目黒区下目黒1-1-14コノトラビル6階
TEL：050-3196-3198

■京都オフィス
〒604-8206
京都市中京区新町通三条上ル町頭町112菊三ビル5階
TEL：075-366-5252

資本金 56百万円

事業内容 廃棄物市場における資源循環に向けた
プラットフォーム構築事業

URL https://www.cba-japan.co.jp/

本社周辺地図

京都オフィス周辺地図



©︎ CBA Inc.

“廃棄物処理法と焼却”を中心に据えた日本の廃棄物対応は、脱炭素・資源循環型社会へ移行する世界から大きな遅れを招き、メーカーを中心と

する廃棄物排出者に大きな負担を強いる結果となりました。

CBAは、今後気候変動（CO2）、資源の枯渇等の課題に対応する為には、単純に燃やすだけでなく

“ごみ=資源”と認識して循環させる流れが必須と考えます。

廃棄物処理の様々な課題でお困りではありませんか？
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CBAの考える資源循環型社会

地域特性や循環資源の性質に応じて最適な規模の循環を重層的に形成する「地域循環型社会」を目指します。
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資源循環型社会を

目指すために
やるべきこと
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廃棄物DXプラットフォーム

CBA wellfest
循環型社会の実現は地球レベルの課題です。
CBAは、廃棄物処理業界のDX（デジタル・トランスフォーメーション）により、
資源循環（リサイクル）を加速し、SDG’sで唱えられている持続可能な社会の実現に貢献します。

遵法管理 組織管理
遵法業者評価
（現地確認）

トレース管理 地域貢献
リサイクル率

Co2排出量
価格管理
（費用）

拠点間
格差管理

遵法系サービス 資源循環系サービス 集計系サービス
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CBA wellfestの機能

業務最適化と法令遵守に分けたCBA wellfestの機能概要です。

業務最適化 法令遵守

廃棄方法/処理の
調査・選択

最適な廃棄/処理方法を検索・選択す
ることができます。

マニフェストの
起票・管理・トレース

管理画面上でマニフェストの起票・
管理を行うことができ、現在の処理
状況を追跡できます。

一般廃棄物・有価物・
産業廃棄物を一元管理

これまで、廃棄物管理担当者が別々
に管理していた、一般廃棄物・有価
物・産業廃棄物を一緒に管理するこ
とができます。

電子/紙マニフェスト
を同様に管理

すべてを電子マニフェストにできな
くても大丈夫。紙マニフェストも
データ入力で同様に管理することが
できます。

カレンダ＆情報共有で
業務効率化

いつ、どんな廃棄物がどの廃棄物処
理事業者で処分されるか、予約登録
からスケジュール確認もカレンダで
いつでもOK!

価格・拠点間格差管理
排出量集計分析

処理完了データから、排出量や費用
データも確認できます。
拠点を超えたデータ分析も大幅に効
率UP。

組織全体管理

複数拠点・JWnetID違いでも
4階層まで一括管理が可能です。本社
から各拠点の状況もいつでも確認で
きます。

契約書/許可証管理

契約書/許可証を処理データとセット
にして管理。監査の際も慌てること
なく対応できます。

契約書/許可証管理

期限切れを起こしがちな廃棄物処理
事業者の許可証更新もwellfestにお任
せください。

マニフェスト遵法性確認

契約・許可証整合性をチェック。
許可証更新、契約漏れを通知します。

業者選定サポート情報

自治体・取り扱い品目別に廃棄物処
理事業者を管理画面で一覧確認。最
適な業者選定をサポートします。

2022年秋から
新機能随時

リリース予定
※

※2022年5月現在。
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CBA wellfest導入のメリット

インストール不要

CBA wellfestはクラウドサービスで
す。PCの設定等も不要でご利用い
ただけます。

廃棄物の統合管理

電子マニフェストと紙マニフェスト
を同様に管理することが可能です。
もちろん一般廃棄物と有価物も産業
廃棄物と同様の管理を行えます。

組織管理機能の充実

拠点やJWnetIDが異なっていても組
織管理を可能です。
※法人が異なる場合も可

業界最高レベルのセキュリティ

大手セキュリティサービス企業との提携
によりシステム運用の安全性を高いレベ
ルで実装しております。

コンプライアンスの向上

廃棄物業者の許可証期限管理はCBAにお
任せください。また廃棄物処理パターン
はシステム運用するため、整合性の取れ
ないマニフェストの発行を未然に防ぐこ
とができます。

資源循環社会を見据えたシステム

資源循環型社会を早期に構築するためには
データ分析が必須です。CBA wellfestはデー
タ集計・分析の機能強化には特に力を注いで
おります。

導入効果（マニフェスト1枚当たりの処理単価）
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CBA wellfestは次世代のクラウドサービスへ成長致します

環境与信DBサービス 2023年度リリース予定

企業信用調査データ、独自調査データ、及びCBAシステムの実ユーザデータを融合/活用し、
環境貢献度を分析・評価・スコア化して、信頼性の高い環境与信情報を提供致します。

企業調査会社の
基礎情報

ESG評価機関の
分析データ

CBAサービスとして
の提供・活用

新規・既存
取引先調査

証券会社
レポート
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廃棄物資源化プロセス支援サービス 2024年度リリース予定

蓄積された顧客データを分析し最適な回収計画を策定、実行。コスト削減、リサイクル率の向上、地域資源循環への貢献が実現可能へ

最適な回収事業者に最適価格で回収依頼をかけることが可能に！

IoTを絡めたルート回収イメージ



©︎ CBA Inc.

他社比較表
Comparison

比較項目 比較項目詳細 CBA wellfest 某A社 某B社 比較説明

料金比較 ◎ × △
・当社料金については、年間マニフェスト件数により決定。
・年間発行枚数の少ない事業所の導入の場合も検討しやすい料金設定。

機能比較

スケジュール共有機能 ◎ × ×
・予約しているマニフェストデータをスケジュールで表現。
・処理業者へもスケジュール共有可能。（処理業者もWellfest利用必要）

コンプライアンスチェック機
能 ◎ ○ △

・業許可証、処理委託契約書とマニフェスト発行パターンが連動。
・処理委託契約書登録は当社で実施。
・登録したデータからマニフェスト発行パターンを自動生成。
・処理委託契約書がない情報はマニフェスト登録を完全防止。
・よく使うルートをお気に入り設定可能。

業者情報共有機能 ◎ × △
・現地視察情報や価格変更のお知らせなど全社に共有したい情報を

システムに登録可能。
・次回更新予定日を設定することで管理も連絡。

処理費管理 ◎ ○ △ ・廃棄物処理費を一括でCSV取込み可能。

データ管理（許可証） ◎ ○ △
・契約書に紐づく許可証データを表示。
・データ内に許可証コピーのPDFを格納

データ管理（契約書） ◎ △ ○
・運搬契約、処分契約のデータをセットで管理。
・データ内に処理委託契約書のPDFファイルを格納。

ポート
サービス比較

データ管理（マニフェスト） ◎ ○ △
・マニフェストを４つのカテゴライズして表示が可能。

（全データ、予約データ、確定データ、完了データ）
・それぞれワンクリックでデータ確認可能。

マスタ登録代行 ◎ ○ ×
・稼働後のマスタ登録も当社でカバー。
※費用は掛かりません。

許可証回収代行 ◎ ◎ ×
・当社が直接処理業者へ回収連絡。
・処理業者が行政に提出している申請書から管理。
・新しい許可証が発行されるまで監視。

説明会 ◎ ○ × ・WEB説明会を無料実施。必要回数分を対応。

独自サービス CBA独自業者DB ◎ × ×
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お問い合わせ
Inquiry

CBA wellfestについてのお問い合わせ・ご相談は、下記窓口までお気軽にご連絡ください。
業界経験豊富なスタッフが丁寧にご案内致します。

株式会社CBA

inquiry@cba-japan.co.jp

https://www.cba-japan.co.jp/

東京本社

〒153-0064

東京都目黒区下目黒1-1-14 コノトラビル 6階

050-3196-3198

京都オフィス

〒604-8206

京都府中京区新町三条上ル町頭町112 菊三ビル5階

075-366-5252


