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・ＧＰ認定工場をはじめ、印刷会社等の購入する印刷資機材に対し、グリーン基準に適合

した資機材が一目でわかり、容易に選択できる制度です。 

・本制度は資機材提供メーカーの幅広い参加を期待するとともに、印刷業界全体への環境

配慮製品の普及と GP 認定工場の活動の質的向上を目的としています。 

 

 

・本制度に賛同する印刷資機材提供メーカー及び資機材をデータベースに登録し、ＧＰ認

定工場及びその他印刷関連事業者、印刷発注者等が検索できるようＷＥＢ上に公開する

とともに、該当製品にＧＰマークを表示できる制度です。 

 

 

・製品登録を希望する印刷資機材提供メーカーは、「ＧＰ資機材認定制度メーカー登録申請

書」によって、事前にメーカーの登録を行います。 

・登録されたメーカーは「印刷資機材グリーン基準及び達成点数表兼認定基準適合証明書」

に基づき各資機材の申請を行います。達成点数により、環境配慮度合い（スリースター

制）が決定します。 

・印刷資機材提供メーカーによる申請内容をＧＰ認定事務局にて審査を行ったうえで、 

ＧＰ認定委員会で認定を行います。 

・認定を受けた資機材は印刷資機材データベースに登録され、日本印刷産業連合会のホー

ムページで公開、また各メーカーは、認定資機材に対し GP マークを表示します。 

・洗浄剤等は、特化則、がん原性指針、脂肪族塩素化合物に該当しないことを平成 24 年度

から必須条件にしました。このことよりさらに信頼性が増し、より注目を集めています。 

 

 

（１）印刷資機材へのＧＰマーク表示 

・印刷資機材の GP マークはスリースターからワンスターまでの 3 種類です。 

・☆の数が多いほど環境配慮の度合いが高いことを示します。（達成点数によって決定） 

・GP マークの下には、各資機材の固有番号が入ります。 

日本印刷産業連合会が運営するＧＰ資機材認定制度の概要をまとめました。参加方法等

詳細につきましては、当連合会ホームページ(http://www.jfpi.or.jp/greenprinting/system/)を

ご覧になるか、Ｅメール(gp-nintei@jfpi.or.jp)にてＧＰ認定事務局までお問合せ下さい。 

グリーンプリンティング（ＧＰ）資機材認定制度の概要 

１．背景と目的 

２．ＧＰ資機材認定制度の概要

３．ＧＰ資機材認定の仕組みについて

４．印刷資機材ＧＰマークの表示について

平成２５年５月３１日

一般社団法人日本印刷産業連合会

添付資料 
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GREEN PRINTING JFPI  

資機材 999-S-0001 

GREEN PRINTING JFPI  

資機材 999-S-0002 

GREEN PRINTING JFPI  

資機材 999-S-0003 

 

＜認定番号の見方＞ 

・資機材の GP マークの認定番号の頭に「資機材」、続いて資機材メーカー番号、資機材の

種類のアルファベット、資機材番号が入ります。 

 

（２）資機材メーカーのＧＰマーク表示 

・☆のないＧＰマークを表示できます。 

・ＧＰマークの下には、資機材メーカーの固有番号 

と説明書きが入ります。 

・名刺、会社案内、ホームページ等に表示することが 

できます。 

 

 

 

・有効期間は、年度単位（４月から翌年３月まで）です。 

・タイプ別に点数が決まっており、登録費に応じた点数分まで製品認定に申請することが 

できます。Ａタイプが１製品１点、Ｂタイプが１製品２点、Ｃタイプが１製品３点です。 

・各タイプの製品種類は次のとおりです。 

Ａタイプ：洗浄剤、エッチ液、プレート、製版薬品、プレートクリーナー、含浸型洗浄布 

  Ｂタイプ：現像機 

  Ｃタイプ：セッター 

・登録費は年度払い（６月頃に請求書を発行）となります。年度途中の増額はできますが、 

減額はできません。 

・登録費に応じた申請可能な点数は次のとおりです。 

登録費 認定申請可能点数 

１０万円 １０点まで申請可 

２０万円 ３０点まで申請可 

３０万円 ５０点まで申請可 

４０万円～ １０万円増えるごとに２０点加算 

 

 

当社はＧＰ資機材認定制度 
に参加しています。 

５．GP 資機材認定の登録費について
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①メーカー登録申請 ⇒ GP 認定事務局まで郵送 

・「GP 資機材認定制度メーカー登録申請書」を使用 

・メーカー名、住所、公開メールアドレス、担当者名等登録 

・登録製品種類、登録口数を申請 

②メーカー登録受付 

・「GP 資機材認定制度メーカー登録申請書」のチェック 

・登録費の請求、受領、登録完了通知、・製品登録各種書類の送付

③製品登録申請 ⇒ GP 認定事務局までメール等 

・製品登録フォーマット、達成点数表、証明書類等の送付 

④製品認定審査、認定 （６月、９月、１２月、３月） 

・GP 認定事務局による申請書類の審査 

・GP 認定委員会にて認定 

⑤製品登録、認定証明書の発行  

・GP 資機材認定証明書発行、GP マーク送付 

⑥GP 認定製品一覧の WEB 掲載 

・GP 資機材登録メーカー一覧、GP 資機材認定製品一覧掲載 

・証明書自動発行（認定証明書、MSDS 等）システム予定 

⑦各種更新 

・メーカー登録 年 1 回自動更新（年度末） 

・製品の登録（受付随時、認定登録 3 カ月に 1 回） 

⑧認定取消等  

・登録内容に誤りがあった場合は、修正または取消 

・悪質な場合は、企業登録抹消の上、公表 

６．GP 資機材認定登録・公開までの流れ
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・ＧＰ資機材認定製品については、印刷工場による購入・使用がＧＰ工場認定の上で評価

されるよう、ＧＰ工場認定基準（オフセット印刷サービスグリーン基準）に反映させて

います。よって、ＧＰ認定工場及び認定申請しようとする工場は、ＧＰ資機材認定製品

を購入・使用するようになります。 

 
 
・平成２５年５月現在までの認定製品数と本年度に登録されている製品数、及び参加メー

カーは次のとおりです。 

種類 開始時期 認定製品数 本年度登録 

洗浄剤 平成２２年１０月～ １３２ １２５ 

エッチ液 平成２２年１０月～ １３２ １１５ 

現像機 平成２３年 ６月～  １７ １７ 

プレート 平成２３年 ６月～  ５３ ４９ 

製版薬品 平成２３年 ６月～   ６   ６ 

プレートクリーナー 平成２４年 ４月～  １６  １６ 

セッター 平成２４年 ９月～  ２４  ２４ 

含浸型洗浄布 平成２４年１２月～   ９   ９ 

８種類  ３８９ ３６１ 

 
【ＧＰ資機材認定制度・参加メーカー一覧 計 24 社】（登録番号順／平成２５年５月現在） 

㈱日研化学研究所／東京インキ㈱／光陽化学工業㈱／日本シーマ㈱／富士フイルム㈱／ 

ASIAMIX㈱／コダック㈱／日本アグフア・ゲバルト㈱／コニカミノルタビジネステクノ 

ロジーズ㈱／東レ㈱／冨士薬品工業㈱／㈱此花／ウエノ㈱／㈱オフセットクリーン／ 

マコト化学工業㈱／三菱製紙㈱／大日本スクリーン製造㈱／ハイデルベルグ・ジャ 

パン㈱／㈱東洋化学商会／富士商興㈱／ニッカ㈱／日本ボールドウィン㈱／成東インキ 

製造㈱／DIC グラフィックス㈱ 

 

 
・当連合会のホームページに、参加企業一覧及び認定製品が掲載されます。 

・年４回行われるＧＰ工場交流会（毎回参加者は 70 名前後）でのアピール、ＧＰ工場向け

ＧＰニュースへの製品情報掲載や製品パンフレットの配布などを行っています。 

・印刷機材展、エコプロダクツ、各種プレスリリース等で随時周知を行っています。 

・環境省の「環境表示ガイドライン」「グリーン購入法－調達基本方針」「グリーン購入の

調達者の手引き」「プレミアム基準策定ガイドライン」において、ＧＰ認定制度が取り上

げられています。 

以上 

７．ＧＰ資機材認定製品のＧＰ工場認定基準への反映

８．ＧＰ資機材認定製品の種類と認定実績

９．ＧＰ資機材認定制度参加のメリット



メーカー名
責任

部署長名
種類（該当のセ
ルに色を塗る）

ローラー用
洗浄剤

ブランケット用
洗浄剤

水棒洗浄剤

製品名
用途（該当のセ
ルに色を塗る）

油性用 ＵＶ用 油性・ＵＶ兼用

7点 5点 3点 1点
ランク外
（０点）

洗浄剤 資源の有効利用 再生材活用 物質循環 熱回収
業者のリサイクル
証明書（コピー）

必須項目
MSDS及び
MSDSplus

該当（１点）

＜種類・物質名＞
MSDS及び
MSDSplus

必須項目
MSDS及び
MSDSplus

第２種

第１種

200℃以上
または

引火点なし

70℃以上、
200℃未満

21℃以上、
70℃未満

21℃未満

＜分類＞

MSDS及び
MSDSplus

必須項目 －

必須項目 －

必須項目
MSDS及び
MSDSplus

（更新時最新版）

必須項目 －

該当（１点）

＜該当の対象＞

MSDS及び
MSDSplus

必須項目
MSDS及び
MSDSplus

0%
(ＶＯＣフリー)

1％未満
（ノンVOC）

1～50％未満 50～100％

260℃以上
110℃以上、
260℃未満

100℃以上、
110℃未満

100℃未満

水 植物系 エマルジョン系 炭化水素系

３Ｒの推進
容器の不使用
（量り売り）

減容化及び
リサイクルを
配慮している

３Ｒの仕組みがな
く容器が対応でき

ていない
概要説明書

取組の継続性 必須項目 －

0

印刷資機材グリーン基準及び達成点数表兼認定基準適合証明書（洗浄剤） 様式　　　　　（非公開）

部署名　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

当社は、本製品がＧＰ資機材認定基準に適合し、本表の内容どおりであることを証明します。

製品区分 グリーン原則
グリーン基準

達成点数 必須項目

グリーン基準評価・配点
（該当するセルを塗りつぶし、点数を達成点数欄に記入） 該当物質名・該当の

対象・その他記入欄
添付が必要な
証明書類等※

評価の方法

項目

リサイクル
リサイクルがある場合、「再生材利用（再生利用するプロダクトリサイクル）」、
「物質循環(材料・製品への再資源化のマテリアルリサイクル)」、「熱回収(燃
料化するサーマルリサイクル)」から選択。

有害性とは塩素系及びフロン系物質を含有しないこと。

ＰＲＴＲ法 非該当（５点）

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関す
る法律(PRTR法)」で定める第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質
の使用に関し記載。使用する場合、種類と物質名を記載。

安衛法（製造禁止物質、特化
則、がん原性指針）

非該当（１点）
「労働安全衛生法施行令」で製造等が禁止される有害物等を使用しないこ
と、並びに特定化学物質障害予防規則、がん原性指針に該当しないこと。

非該当 第３種（３点）

有害物質の
管理

有害性 塩素系・フロン系不使用（１点）

オゾン層 非該当（１点）

非該当（５点）

＜種類・物質名＞
MSDS及び
MSDSplus

「有機溶剤中毒予防規則」で定められる有機溶剤について、「非該当」、「第３
種」、「第２種」、「第１種」から選択。第３種～第１種有機溶剤を使用する場
合、種類と物質名を記載。

消防法
（ただし引火点により評価）

「消防法」で定める危険物の第４類（引火性液体）で、特殊引火物及び第1石
油類（引火点21℃未満）に該当しないこと。引火点により評価し、引火点のな
い場合は５点とする。第２石油類（引火点21℃以上70℃未満）、第３石油類
（引火点70℃以上200℃未満）、第４石油類（引火点200℃以上250℃未満）、
指定可燃物の分類を記載のこと。※指定可燃物についても、引火点で評価
する。

悪臭 非該当（１点）
「悪臭防止法」による特定悪臭物質（22物質）を使用しないこと。

安衛法（有機則）

ＶＯＣは環境省定義の「200物質」（別表参照）。混合溶剤は、含有率の高い
上位３物質までの物質名と含有率をそれぞれ記載するとともに、全体のＶＯＣ
含有率を記載し左の表から範囲を選択する。沸点は、含有率の高い上位３物
質のうち一番低い沸点を選択すること。なお、エマルジョンとは乳化状態のも
のをさす。物質それぞれの含有率、沸点の記載が難しい場合は、事務局まで
問い合わせること。

「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」で定められ
る物質を使用しないこと。特定物質とはオゾン層破壊物質をさす。

特定物質
（RoHS/ELV/REACH(SVHC)）

非該当（１点）
RoHS指令、ELV指令、REACH規則（SVHC）に示される規制物質を使用して
いないこと。

タイプ

水質・土壌（有害物質） 非該当（１点）

水質汚濁防止法で定める有害物質及び土壌汚染対策法で定める第１種特
定有害物質、第２種特定有害物質、第３種特定有害物質を使用しないこと。

特別管理産業廃棄物

（注）登録製品は、当面、ローラー用洗浄剤、ブランケット用洗浄剤、水棒洗浄剤を対象とする。

包装容器の３Ｒ
リユースの仕組みがある

（５点）

推進している場合、「容器の不使用（量り売り）」、「リユースの仕組みがあ
る」、「減容化及びリサイクルの配慮」から選択。３Ｒの仕組みがなく容器が対
応できていない場合はランク外。概要説明書には、実施例等を記載するこ
と。

ＧＰ資機材認定制度への会員
登録とラベル表示

廃棄物が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）の特別管
理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の該当に関し記載。
該当の対象は次から選び記入のこと。①特定有害産業廃棄物、②廃酸
(Ph2．0以下)、③廃アルカリ(Ph12.5以上)、④引火点70℃未満

ＧＰ資機材認定制度に不参加の場合は認定を受けられない

毒劇物 非該当（１点）
「毒物及び劇物取締法（毒劇法）」で定められる毒物、劇物、特定毒物を使用
しないこと。

登録済み（１点）

沸点

合計点

☆合計点を製品一覧表に記入して下さい。
　必須項目はそれぞれ１点とし、どれかひとつでも達成していない場合は、認定されません。

※ＭＳＤＳ及びＭＳＤＳplusに該当項目を証明する記載がない場合は、別途証明書を提出す
ること。

☆グリーン基準評価は、該当するセルを右の色で塗りつぶしてください。

VOC削減

ＶＯＣ成分の特定とVOC含有
率（処方時の配合率or出荷時
の保証値）

＜物質名・含有率・沸点＞

＜全体のＶＯＣ含有率＞

－



様式　　　　　（非公開）

メーカー名
責任

部署長名

製品名

項目 7点 5点 3点 1点 ランク外（０点）

エッチ液 ＰＲＴＲ法 必須項目
MSDS及び
MSDSplus

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に
関する法律(PRTR法)」で定める第一種指定化学物質及び第二種指定化
学物質の使用に関し該当しないこと。

安衛法（製造禁止物質、特化則、
がん原性指針）

必須項目
MSDS及び
MSDSplus

「労働安全衛生法施行令」で製造等が禁止される有害物等を使用しない
こと、並びに特定化学物質障害予防規則、がん原性指針に該当しないこ
と。

安衛法（有機則） 非該当 第３種 第２種 第１種

＜種類・物質名＞
MSDS及び
MSDSplus

「有機溶剤中毒予防規則」で定められる有機溶剤について、「非該当」、
「第３種」、「第２種」、「第１種」から選択。第３種～第１種有機溶剤を使用
する場合、種類と物質名を記載。

消防法
（ただし引火点により評価）

250℃以上
または

引火点なし

200℃以上、
250℃未満

70℃以上、
200℃未満

21℃以上、
70℃未満

21℃未満

＜分類＞

MSDS及び
MSDSplus

「消防法」で定める危険物の第４類（引火性液体）で、特殊引火物及び第
1石油類（引火点21℃未満）に該当しないこと。引火点により評価し、引
火点のない場合は７点とする。第２石油類（引火点21℃以上70℃未
満）、第３石油類（引火点70℃以上200℃未満）、第４石油類（引火点
200℃以上250℃未満）、指定可燃物の分類を記載のこと。※指定可燃
物についても、引火点で評価する。

悪臭 必須項目 －
「悪臭防止法」による特定悪臭物質（22物質）を使用しないこと。

オゾン層 必須項目 －
「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」で定め
られる物質を使用しないこと。特定物質とはオゾン層破壊物質をさす。

特定物質
（RoHS/ELV/REACH(SVHC)）

必須項目
MSDS及び
MSDSplus

（更新時 新版）

RoHS指令、ELV指令、REACH規則（SVHC）に示される規制物質を使用
していないこと。

水質・土壌（有害物質） 含有あり

＜物質名＞

－

水質汚濁防止法で定める有害物質及び土壌汚染対策法で定める第１種
特定有害物質、第２種特定有害物質、第３種特定有害物質を使用しない
こと。ただし、硝酸アンモニウムについては、標準使用条件で水濁法の
規制値以下であれば使用可。その場合、含有ありとして１点。

特別管理産業廃棄物 該当（１点）

＜該当の対象＞

MSDS及び
MSDSplus

廃棄物が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）の特
別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の該当に関し記載。
該当の対象は次から選び記入のこと。①特定有害産業廃棄物、②廃酸
(Ph2．0以下)、③廃アルカリ(Ph12.5以上)、④引火点70℃未満

毒劇物 必須項目
MSDS及び
MSDSplus

「毒物及び劇物取締法（毒劇法）」で定められる毒物、劇物、特定毒物を
使用しないこと。

アルコール等（ＩＰＡ、代替ＩＰＡ、高
沸点溶剤含む）の併用

併用なし
（ＧＰ工場の使用証

明書あり）
併用あり

ＧＰ工場使用証
明書、その他実

績書

「併用なし（ＧＰ工場使用証明書あり）」、「併用なし（複数機種実績あ
り）」、「併用あり」から選択。併用なしの場合は実績を示すこと。なお、Ｇ
Ｐ工場使用証明書は別途様式を定めている。

VOC削減
VOC成分の特定とVOC含有率（処
方時の配合率or出荷時の保証値）

0％
（VOCフリー）

１％未満
（ノンVOC）

50％未満 80％未満 80%以上

＜物質名とその含有率＞

＜全体のＶＯＣ含有率＞
－

ＶＯＣは環境省定義の「200物質」（別表参照）。混合溶剤は、含有率の高
い上位３物質までの物質名とそれぞれの含有率を記載するとともに、全
体のＶＯＣの含有率に記載し、左の表から範囲を選択する。

３Ｒの推進 包装容器の３Ｒ
容器の不使用
（量り売り）

減容化及び
リサイクルを
配慮している

３Ｒの仕組み
がなく容器が
対応できてい
ない

－
推進している場合、「容器の不使用（量り売り）」、「リユースの仕組みが
ある」、「減容化及びリサイクルの配慮」から選択。３Ｒの仕組みがなく容
器が対応できていない場合はランク外。

切替時のデータ提供 必須項目 －
印刷会社に対し湿し水の切替時に測定データを提供していること。提供
のない場合は認定を受けられない。

ＧＰ資機材認定制度への会員登
録とラベル表示

必須項目 －
ＧＰ資機材認定制度に不参加の場合は認定を受けられない。

0

印刷資機材グリーン基準及び達成点数表兼認定基準適合証明書（湿し水－エッチ液）

部署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印

当社は、本製品がＧＰ資機材認定基準に適合し、本表の内容どおりであることを証明します。

製品区分 グリーン原則
グリーン基準

達成点数 必須項目

グリーン基準評価・配点
該当物質名・該当の対

象・その他記入欄
添付が必要な
証明書類※

評価の方法（該当するセルを塗りつぶし、点数を達成点数欄に記入）

有害物質の
管理

非該当（1点）

非該当（１点）

非該当（１点）

非該当（１点）

非該当（１点）

含有せず（５点）

非該当（５点）

非該当（１点）

併用なし
（複数機種で実績あり）

（５点）

リユースの仕組みがある
（５点）

☆グリーン基準評価は、該当するセルを右の色で塗りつぶしてください。

取組の継続性

あり（１点）

登録済み（１点）

合計点

☆合計点を製品一覧表に記入して下さい。
　必須項目はそれぞれ１点とし、どれかひとつでも達成していない場合は、認定されません。

※ＭＳＤＳ及びＭＳＤＳplusに該当項目を証明する記載がない場合は、別途証明書を提出
すること。
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【洗浄剤：ローラー洗浄剤、ブランケット洗浄剤、水棒洗浄剤】

製品区分 メーカー名 製品名 スター数 認定番号 認定年月日 種類 用途 有機則

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 ニッケンローラークリーナーＧＳ ☆☆☆ 001-S-0001 2010/09/29 ローラー洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 ニッケンファインウォッシュＦ－１ ☆☆ 001-S-0002 2010/09/29 ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 ニッケンアクアウォッシュ ☆☆ 001-S-0003 2010/09/29 ブランケット洗浄剤 油性用 第３種

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 ウォッシュアップ ☆☆ 001-S-0004 2010/09/29 ローラー洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 スリーエスｅ ☆☆ 001-S-0005 2010/09/29 ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 クリーンアップエコ ☆☆ 001-S-0006 2010/09/29 ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 ハイパーモイストα ☆☆ 001-S-0007 2010/09/29 水棒洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 マルチエイドｅ ☆☆☆ 001-S-0008 2010/09/29 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 カルシウムバスター ☆☆☆ 001-S-0009 2010/09/29 ローラー洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 グレーズバスター ☆☆☆ 001-S-0010 2010/09/29 ローラー洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 グレーズバスターＵＶ ☆☆☆ 001-S-0011 2010/09/29 ローラー洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 カラーチェンジャー ☆☆☆ 001-S-0012 2010/09/29 ローラー洗浄剤 油性用 第３種

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 ブランウォッシュＥＣＯ ☆☆ 001-S-0013 2010/09/29 ブランケット洗浄剤 油性用 第３種

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 ＵＶウォッシュＥＣＯ ☆☆ 001-S-0014 2010/09/29 ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 第３種

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 ニッケンＵＶクリーナーＥＣＯ２ ☆☆ 001-S-0015 2010/09/29 ローラー洗浄剤 ＵＶ用 第３種

洗浄剤 東京インキ株式会社 エマクリン ☆☆ 002-S-0001 2010/09/29 ローラー洗浄剤 油性用 第３種

洗浄剤 東京インキ株式会社 クリスタルクリーナー ☆☆ 002-S-0002 2010/09/29 ローラー洗浄剤 油性用 第３種

洗浄剤 東京インキ株式会社 紙粉クリーナーＡ ☆☆☆ 002-S-0003 2010/09/29 ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 東京インキ株式会社 給水ローラークリーナーＴＫ２ ☆☆ 002-S-0004 2010/09/29 水棒洗浄剤 油性用 第３種

洗浄剤 東京インキ株式会社 環境対応給水ローラークリーナー ☆☆ 002-S-0005 2010/09/29 水棒洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 東京インキ株式会社 エコオチールＳ ☆☆ 002-S-0006 2010/09/29 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 東京インキ株式会社 オチール ☆ 002-S-0007 2010/09/29 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 第３種

洗浄剤 東京インキ株式会社 Ｚクリーン ☆ 002-S-0009 2010/09/29 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 第３種

洗浄剤 東京インキ株式会社 ＵＶローラー洗浄剤Ｋ ☆ 002-S-0010 2010/09/29 ローラー洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種

洗浄剤 光陽化学工業株式会社 ニューダンプキーパーＰＫ－７ＥＸ ☆☆ 003-S-0001 2010/09/29 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 光陽化学工業株式会社 ニューダンプキーパーＰＫ－３ ☆☆ 003-S-0002 2010/09/29 水棒洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 光陽化学工業株式会社 ニューダンプキーパーＰＫ－９ ☆ 003-S-0003 2011/06/15 水棒洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 光陽化学工業株式会社 サン・ソイクリーナーＳＹ－１ ☆☆☆ 003-S-0004 2011/06/15 ローラー洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 光陽化学工業株式会社 サン・ソイクリーナーＳＹ－３ ☆☆☆ 003-S-0005 2011/06/15 ローラー洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 光陽化学工業株式会社 ニューコーヨークリンＫＣ－５５ＥＸ ☆☆☆ 003-S-0006 2012/06/13 ローラー洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 光陽化学工業株式会社 セーフティーブラン洗浄液SB-1EX ☆☆ 003-S-0007 2012/06/13 ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 日本シーマ株式会社 ダスターＥＸ ☆☆ 004-S-0001 2010/09/29 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 日本シーマ株式会社 ベストクリーンＺＥＲＯ ☆☆ 004-S-0002 2010/09/29 ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 日本シーマ株式会社 ＵＶクリーナーＡ２Ｚ ☆☆ 004-S-0003 2010/09/29 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 第３種

洗浄剤 日本シーマ株式会社 ＷＨＩＴＹ　ＨＰ ☆☆☆ 004-S-0005 2010/09/29 ローラー洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 日本シーマ株式会社 ＷウォッシュＥＣＯ ☆☆ 004-S-0006 2010/09/29 ローラー洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 日本シーマ株式会社 クリーンエース　エコ ☆☆ 004-S-0007 2010/09/29 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 日本シーマ株式会社 プリルクリーンＥＣＯ ☆☆ 004-S-0009 2010/09/29 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 日本シーマ株式会社 エコゼット ☆☆ 004-S-0010 2010/09/29 ブランケット/ローラー洗浄 油性用 第３種

洗浄剤 日本シーマ株式会社 ＵＶクリーナーＮＳ ☆☆ 004-S-0011 2012/03/14 ローラー/ブランケット洗浄剤 UV用 非該当

洗浄剤 日本シーマ株式会社 UVクリーナーF-5 ☆☆ 004-S-0012 2012/03/14 ローラー/ブランケット洗浄剤 UV用 第３種

洗浄剤 富士フイルム株式会社 ECOLI-RC (低VOC強力洗浄液) ☆☆ 005-S-0001 2010/09/29 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 富士フイルム株式会社 ECOLI-GR(ｸﾞﾚｰｼﾞﾝｸﾞ除去液) ☆☆ 005-S-0002 2010/09/29 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 富士フイルム株式会社 ECOLI-CC(色替えｸﾘｰﾅｰﾍﾟｰｽﾄ) ☆☆☆ 005-S-0003 2010/09/29  ローラー洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 富士フイルム株式会社 ECOLI-W62(低VOC洗浄液) ☆☆ 005-S-0004 2010/09/29 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 富士フイルム株式会社 CD-1(給水ﾛｰﾗｰｸﾘｰﾅｰ親水化液) ☆☆ 005-S-0005 2010/09/29 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ABCウォッシュ ☆ 006-S-0001 2010/12/14 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ABCセイフティブランケットローラークリーナー ☆ 006-S-0002 2010/12/14 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ハイドロロン ☆ 006-S-0003 2010/12/14 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ＦＣ-28ブランケットローラーウォッシュ ☆ 006-S-0005 2010/12/14 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ダイナクリーン ☆☆ 006-S-0006 2010/12/14 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) エコウォッシュ ☆☆☆ 006-S-0007 2010/12/14 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ソルベックス ☆☆ 006-S-0008 2010/12/14 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) スーパーゲル ☆ 006-S-0009 2010/12/14 ローラー洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ＡＳ２ＵＶウォッシュ３２ ☆☆ 006-S-0010 2010/12/14 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) Ａ３UVウォッシュ５８ ☆☆ 006-S-0011 2010/12/14 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) Ａ３UVウォッシュ７５ ☆☆ 006-S-0012 2010/12/14 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) Ａ３オートウォッシュ６０ ☆☆ 006-S-0013 2010/12/14 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ルーブクリーン ☆☆ 006-S-0014 2010/12/14 ローラー洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) デカルシファイアー ☆☆☆ 006-S-0015 2010/12/14 ローラー洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

※全製品とも、特化則、がん原性指針については非該当です。また脂肪族塩素化合物も含まれていません。
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製品区分 メーカー名 製品名 スター数 認定番号 認定年月日 種類 用途 有機則

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) SKグレイズリムーバー ☆☆ 006-S-0016 2010/12/14 ローラー洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ウィンリラックス ☆☆☆ 006-S-0017 2010/12/14 ローラー洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) アニロックス・クリーナー・オレンジ ☆☆ 006-S-0020 2010/12/14 ローラー洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) アニロックス・クリーナー・グリーン ☆☆☆ 006-S-0021 2010/12/14 ローラー洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ウェットウォッシュNEO ☆ 006-S-0022 2012/03/14 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ウェットウォッシュECO ☆☆ 006-S-0023 2012/03/14 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) クロームローラープロテクター ☆☆ 006-S-0024 2012/03/14 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) A3 UVウォッシュ68 ☆☆ 006-S-0025 2012/03/14 ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ロハスプリントエマルジョンウォッシュ ☆☆☆ 006-S-0026 2012/03/14 ローラー洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ブラスト ☆ 006-S-0027 2012/03/14 ローラー洗浄剤 油性用 第３種

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ロハスプリントOSUIC BW ☆ 006-S-0028 2012/12/10 ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ロハスプリントOSUIC マルチウォッシュ ☆☆ 006-S-0029 2012/12/10 ローラー／ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ロハスプリントOSUIC マルチウォッシュＬo ☆☆ 006-S-0030 2012/12/10 ローラー／ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ロハスプリントOSUIC UVウォッシュ６５ ☆☆ 006-S-0031 2012/12/10 ローラー／ブランケット洗浄剤 UV用 非該当

洗浄剤 冨士薬品工業株式会社 ＦＣ 給水ロールクリーン ☆☆ 011-S-0001 2011/06/15 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 冨士薬品工業株式会社 FC UV Wash No.６ ☆☆ 011-S-0002 2012/12/10 ローラー洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 冨士薬品工業株式会社 ＦＣ インキ洗浄液・ECO ☆☆ 011-S-0003 2012/12/10 ローラー洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社此　花 ＫＲＫロールフレッシュ－ＨＤ ☆☆ 012-S-0001 2012/06/13 ローラー洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社此　花 ＫＲＫロールフレッシュ－ＳＴ ☆☆ 012-S-0002 2012/06/13 ローラー洗浄剤 油性用 第３種

洗浄剤 株式会社此　花 ＫＲＫロールフレッシュ－ＨＳ ☆☆ 012-S-0003 2012/06/13 ローラー洗浄剤 油性用 第３種

洗浄剤 株式会社此　花 ＫＲＫエコプランフレッシュ－Ｗ ☆☆ 012-S-0004 2012/06/13 ブランケット洗浄剤 油性用 第３種

洗浄剤 株式会社此　花 ＫＲＫノンモルトンローラ洗浄剤 ☆☆ 012-S-0005 2012/06/13 水棒洗浄剤 油性用 第３種

洗浄剤 株式会社此　花 ＫＲＫノンモルトンローラ洗浄剤ECO ☆☆ 012-S-0006 2012/06/13 水棒洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 ウエノ株式会社 パワーゾールエコＲ１００ ☆☆ 013-S-0001 2012/09/14 ローラー洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 ウエノ株式会社 パワーゾールエコＲ１５２ ☆ 013-S-0002 2012/09/14 ローラー／ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種

洗浄剤 ウエノ株式会社 パワーゾールエコＲ２０１ ☆ 013-S-0003 2012/09/14 ローラー／ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種

洗浄剤 ウエノ株式会社 パワーゾールエコＨＡ６００ ☆☆ 013-S-0004 2012/09/14 ローラー／ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ウエノ株式会社 パワーゾールエコＡＷ８５０ ☆☆ 013-S-0005 2012/09/14 ローラー／ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ウエノ株式会社 パワーリフレッシュ ☆ 013-S-0006 2012/09/14 ローラー／ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ウエノ株式会社 ダンパーウォッシュ ☆ 013-S-0007 2012/09/14 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ウエノ株式会社 ダンパーリフレッシュ ☆ 013-S-0008 2012/09/14 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種

洗浄剤 ウエノ株式会社 グレーズスイーパー ☆ 013-S-0009 2012/09/14 ローラー洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 株式会社オフセットクリーン ＵＶフレッシュエコⅡ ☆☆ 014-S-0001 2012/09/14 ローラー／ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 株式会社オフセットクリーン スキットクリーンＵＶ－4 ☆☆ 014-S-0002 2012/09/14 ローラー／ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 株式会社オフセットクリーン ＯＣフレッシュエコ ☆☆ 014-S-0003 2012/09/14 ローラー／ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社オフセットクリーン ピュアクリーン ☆ 014-S-0004 2012/09/14 ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社オフセットクリーン ＦＫウォッシュ ☆ 014-S-0005 2012/09/14 ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社オフセットクリーン ストロングウォッシュエコ ☆☆ 014-S-0006 2012/09/14 ローラー／ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社オフセットクリーン ウェットキーパーエコ ☆☆ 014-S-0007 2012/09/14 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 株式会社オフセットクリーン エコスキット ☆☆ 014-S-0008 2012/09/14 ローラー／ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社オフセットクリーン ＯＣスピリッツウォッシュ ☆☆ 014-S-0009 2012/09/14 ローラー／ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社オフセットクリーン ハイパーフレッシュ ☆ 014-S-0010 2012/09/14 ローラー／ブランケット洗浄剤 油性用 第３種

洗浄剤 マコト化学工業株式会社 ＭＣウォッシャーＤＰ　ＥＣＯ ☆☆ 015-S-0001 2012/09/14 水棒洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 ハイデルベルグ・ジャパン株式会社 油性インキ洗浄剤ＳＣ２６０ ☆☆ 018-S-0001 2013/03/14 ローラー／ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 ハイデルベルグ・ジャパン株式会社 ＵＶインキ洗浄剤ＳＵ２５５アルファ－Ｎ ☆☆ 018-S-0002 2013/03/14 ローラー／ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ハイデルベルグ・ジャパン株式会社 ＵＶインキ洗浄剤ＳＵ２５５ベータ－Ｎ ☆☆ 018-S-0003 2013/03/14 ローラー／ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 ハイデルベルグ・ジャパン株式会社 Saphiraアルカラ―クリーナーＤクリーン ☆☆ 018-S-0004 2013/03/14 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ハイデルベルグ・ジャパン株式会社 Saphira　Ca-Remover カルシウム除去剤 ☆☆ 018-S-0005 2013/03/14 ローラー洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ハイデルベルグ・ジャパン株式会社 Saphira 圧胴洗浄剤ＨＤ－Wash ☆ 018-S-0006 2013/03/14 ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 ＥＣＯステージ ☆ 019-S-0001 2012/12/10 ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 ライトソルベントＥＣＯ ☆ 019-S-0002 2012/12/10 ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 ビュークリーン ☆☆ 019-S-0003 2012/12/10 ローラー洗浄剤 油性用 第３種

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 セーフティクリーン２１Ｑ ☆ 019-S-0004 2012/12/10 ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 クリア―エース ☆☆ 019-S-0005 2012/12/10 ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 ブランケット回復液 ☆ 019-S-0006 2012/12/10 ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 ＵＶウォッシュＲ＆Ｂ ☆ 019-S-0007 2012/12/10 ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 ＮＥＷ　ＥＭウォッシュ ☆ 019-S-0008 2012/12/10 ローラー／ブランケット洗浄剤 油性用 第３種

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 キングクリーンＮＥＷ ☆ 019-S-0009 2012/12/10 ローラー／ブランケット洗浄剤 油性用 第３種

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 スカイクリーンマッハ ☆ 019-S-0010 2012/12/10 ブランケット洗浄剤 油性用 第３種

洗浄剤 富士商興株式会社 ｅｎｐｕｒｅｘ９５ＰＬＵＳ ☆☆ 020-S-0001 2012/12/10 ローラー／ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 成東インキ製造株式会社 ウォーター洗浄剤　BR-S ☆☆☆ 023-S-0001 2013/03/14 ローラー洗浄剤 油性用 非該当
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製品区分 メーカー名 製品名 スター数 認定番号 認定年月日 種類 用途 有機則

洗浄剤 ロハスプリント株式会社 SKエマルジョンウォッシュ ☆☆ 006-S-0004 2010/12/14 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ロハスプリント株式会社 ウェットウォッシュ ☆ 006-S-0018 2010/12/14 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種

洗浄剤 ロハスプリント株式会社 A3ウォッシュMRC60 ☆☆ 006-S-0019 2010/12/14 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

製品区分 メーカー名 製品名 スター数 認定番号 認定年月日 種類 用途 有機則

洗浄剤 東京インキ株式会社 セラクリン ☆☆ 002-S-0013 2011/12/14 ローラー用洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種

【洗浄剤：プレートクリーナー】

製品区分 メーカー名 製品名 スター数 認定番号 認定年月日 種類 用途 有機則

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 サイバーテン ☆☆☆ 001-S-0016 2012/03/14 プレートクリーナー 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 サイバーテンＵＶ ☆☆☆ 001-S-0017 2012/03/14 プレートクリーナー ＵＶ用 非該当

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 ノンＶＯＣプレートクリーナー ☆☆☆ 001-S-0018 2012/03/14 プレートクリーナー 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 ＵＶプレートケアｎｏｎＶＯＣ ☆☆☆ 001-S-0019 2012/03/14 プレートクリーナー ＵＶ用 非該当

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 ウルトラパワープレートクリーナー ☆☆ 001-S-0020 2012/03/14 プレートクリーナー 油性用 第３種

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 スリーパワープレートクリーナー ☆☆ 001-S-0021 2012/03/14 プレートクリーナー 油性用 第３種

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 ＵＶインキプレートクリーナー ☆☆ 001-S-0022 2012/03/14 プレートクリーナー ＵＶ用 第３種

洗浄剤 東京インキ株式会社 プレートクリーナーＴＣ－２ ☆☆ 002-S-0016 2012/03/14 プレートクリーナー 油性・ＵＶ兼用 第３種

洗浄剤 東京インキ株式会社 環境対応プレートクリーナー ☆☆☆ 002-S-0017 2012/03/14 プレートクリーナー 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 東京インキ株式会社 プレートクリーナーＢＥ ☆☆☆ 002-S-0018 2012/03/14 プレートクリーナー 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 光陽化学工業株式会社 サン･プレートクリーナーＫＰ－Ｗ ☆☆☆ 003-S-0008 2012/03/14 プレートクリーナー 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 富士フイルム株式会社 ＭＣ Ｅ（マルチクリーナー） ☆☆ 005-S-0007 2012/03/14 プレートクリーナー 油性・ＵＶ兼用 第３種

洗浄剤 富士フイルム株式会社 ＣＳ－２（サーマル無処理CTPプレートXZ-R用プレートクリーナー） ☆☆ 005-S-0008 2012/03/14 プレートクリーナー 油性・ＵＶ兼用 第３種

洗浄剤 冨士フイルム株式会社 ＨＮ－Ｃ ☆☆☆ 005-S-0009 2013/03/14 プレートクリーナー 油性用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ハイドロイメージプレートクリーナー ☆☆ 006-S-0032 2012/12/10 プレートクリーナー 油性・ＵＶ兼用 第３種

洗浄剤 ウエノ株式会社 プレートエースⅡ ☆☆ 013-S-0010 2012/09/14 プレートクリーナー 油性・ＵＶ兼用 非該当

【含浸型洗浄布（洗浄剤）】

製品区分 メーカー名 製品名 スター数 認定番号 認定年月日 種類 用途 有機則

含浸型洗浄布 株式会社日研化学研究所 ブラピカウェット ☆☆☆ 001- E -0001 2012/12/10 含浸型洗浄布 油性用 非該当

含浸型洗浄布 株式会社日研化学研究所 ブラピカウェットＵＶ ☆☆☆ 001- E -0002 2013/03/14 含浸型洗浄布 ＵＶ用 非該当

含浸型洗浄布 ニッカ株式会社 ＮＡクロスアクア　ＷＥＴ ☆☆☆ 021- E -0001 2012/12/10 含浸型洗浄布 油性用 非該当

含浸型洗浄布 ニッカ株式会社 ＮＡクロスアクア　ＷＥＴ－ＵＶＡ ☆☆☆ 021- E -0002 2012/12/10 含浸型洗浄布 UV用 非該当

含浸型洗浄布 ニッカ株式会社 ＮＡクロスアクア　ＷＥＴ－ＵＶＢ ☆☆☆ 021- E -0003 2012/12/10 含浸型洗浄布 UV用 非該当

含浸型洗浄布 ニッカ株式会社 ＮＡクロスアクア　ＷＥＴ－ＭＥ ☆☆☆ 021- E -0004 2012/12/10 含浸型洗浄布 油性用 非該当

含浸型洗浄布 日本ボールドウィン株式会社 プリパック／スーパーパック　油性用 ☆☆☆ 022- E -0001 2012/12/10 含浸型洗浄布 油性用 非該当

含浸型洗浄布 日本ボールドウィン株式会社 プリパック／スーパーパック　ＵＶ用 ☆☆☆ 022- E -0002 2012/12/10 含浸型洗浄布 ＵＶ用 非該当

含浸型洗浄布 日本ボールドウィン株式会社 プリパック／スーパーパック　油性・ＵＶ兼用 ☆☆☆ 022- E -0003 2012/12/10 含浸型洗浄布 油性・ＵＶ兼用 非該当

【エッチ液】

製品区分 メーカー名 製品名 スター数 認定番号 認定年月日 有機則

エッチ液 株式会社日研化学研究所 アストロマーク３ ☆☆ 001- H -0001 2010/09/29 非該当

エッチ液 株式会社日研化学研究所 アストロマーク３プラス ☆☆ 001- H -0002 2010/09/29 非該当

エッチ液 株式会社日研化学研究所 アストロマーク１０ ☆ 001- H -0003 2010/09/29 非該当

エッチ液 株式会社日研化学研究所 アストロマーク１０プラス ☆ 001- H -0004 2010/09/29 非該当

エッチ液 株式会社日研化学研究所 アストロマークＣＢ ☆ 001- H -0005 2010/09/29 非該当

エッチ液 株式会社日研化学研究所 アストロマークＣＢプラス ☆ 001- H -0006 2010/09/29 非該当

エッチ液 株式会社日研化学研究所 アストロマーク３０ ☆☆ 001- H -0007 2010/09/29 非該当

エッチ液 株式会社日研化学研究所 アストロノンＶＯＣ ☆☆☆ 001- H -0008 2010/09/29 非該当

エッチ液 株式会社日研化学研究所 アストロＷＥＢ ☆☆ 001- H -0009 2010/09/29 非該当

エッチ液 株式会社日研化学研究所 アストロウェブＣＢ ☆ 001- H -0010 2010/09/29 非該当

エッチ液 株式会社日研化学研究所 アストロウェブＣＢプラス ☆ 001- H -0011 2010/09/29 非該当

エッチ液 株式会社日研化学研究所 アストロＷＥＢ８０００ ☆ 001- H -0012 2010/09/29 非該当

エッチ液 株式会社日研化学研究所 アストロＷＥＢ８０００プラス ☆ 001- H -0013 2010/09/29 非該当

エッチ液 株式会社日研化学研究所 アストロＷＥＢ３３００ ☆☆ 001- H -0014 2010/09/29 非該当

エッチ液 株式会社日研化学研究所 アストロＷＥＢ－ＮＶ ☆☆☆ 001- H -0015 2010/09/29 非該当

エッチ液 株式会社日研化学研究所 アストロマーク１１ ☆ 001- H -0016 2012/03/14 非該当

エッチ液 株式会社日研化学研究所 アストロ　Ａ１７３ ☆ 001- H -0017 2012/09/14 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 ＣＤＳ７０９ＴＲ ☆☆ 002- H -0004 2010/09/29 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 ＣＤＳ７０９ＤＮ ☆☆ 002- H -0005 2010/09/29 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 ＣＤＳ９０１ＬＳ－ＫＳ ☆☆ 002- H -0007 2010/09/29 非該当

◎認定後廃版となった製品一覧（環境配慮内容に変更はありません）　※廃版後、1年間掲載します。

※全製品とも、特化則、がん原性指針については非該当です。また脂肪族塩素化合物も含まれていません。

※全製品とも、特化則、がん原性指針については非該当です。また脂肪族塩素化合物も含まれていません。

※全製品とも、特化則、がん原性指針については非該当です。また脂肪族塩素化合物も含まれていません。

◎認定後登録を取りやめた製品一覧（環境配慮内容に変更はありません）　※登録取りやめ後、1年間掲載します。
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製品区分 メーカー名 製品名 スター数 認定番号 認定年月日 有機則

エッチ液 東京インキ株式会社 ＣＤＳ９０１ＳＰ ☆☆ 002- H -0008 2010/09/29 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 ＣＤＳ９０３ＨＳ ☆☆ 002- H -0010 2010/09/29 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 ＣＤＳ９０３ＳＮ－１ ☆☆ 002- H -0012 2010/09/29 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 ノンアルコールエッチ液ＳＲ７５ ☆☆ 002- H -0014 2010/09/29 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 ＣＤＳ９０３ＴＰ ☆☆☆ 002- H -0016 2011/12/14 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 ＣＤＳ７０９ＫＦ－３ ☆☆☆ 002- H -0018 2011/12/14 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 ノンＶＯＣエッチ液ＥＰ－２ ☆☆☆ 002- H -0019 2011/12/14 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 Protech 101 ☆☆ 002- H -0020 2012/09/14 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 Protech 102 ☆☆ 002- H -0021 2012/09/14 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 Protech 103 ☆ 002- H -0022 2012/09/14 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 Protech 201 ☆ 002- H -0023 2012/09/14 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 Protech 202 ☆ 002- H -0024 2012/09/14 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 Protech 301 ☆ 002- H -0025 2012/09/14 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 Protech 501 ☆☆☆ 002- H -0026 2012/09/14 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 Protech 502 ☆☆☆ 002- H -0027 2012/09/14 非該当

エッチ液 光陽化学工業株式会社 ＳＯＬＡＩＡ　５０１ ☆☆ 003- H -0001 2010/09/29 非該当

エッチ液 光陽化学工業株式会社 ＳＯＬＡＩＡ　５０３ ☆☆ 003- H -0002 2010/09/29 非該当

エッチ液 光陽化学工業株式会社 ＳＯＬＡＩＡ　５０５ ☆☆ 003- H -0003 2010/09/29 非該当

エッチ液 光陽化学工業株式会社 ＳＯＬＡＩＡ　５０７ ☆☆ 003- H -0004 2010/09/29 非該当

エッチ液 光陽化学工業株式会社 ＳＯＬＡＩＡ　７０１ ☆☆ 003- H -0005 2010/09/29 非該当

エッチ液 光陽化学工業株式会社 ＳＯＬＡＩＡ　ＷＥＢ　ＷＦ７０００ ☆☆☆ 003- H -0006 2010/09/29 非該当

エッチ液 光陽化学工業株式会社 ＳＯＬＡＩＡ　ＫＳ－Ｙ ☆☆ 003- H -0007 2010/09/29 非該当

エッチ液 光陽化学工業株式会社 ＳＯＬＡＩＡ　ＫＳ－Ｎ ☆☆ 003- H -0008 2010/09/29 非該当

エッチ液 光陽化学工業株式会社 SOLAIA　WEB　WF7100 ☆☆☆ 003- H -0019 2011/06/15 非該当

エッチ液 光陽化学工業株式会社 SOLAIA　WEB　WF7200 ☆☆ 003- H -0020 2011/06/15 非該当

エッチ液 光陽化学工業株式会社 SOLAIA　WEB　WF7300 ☆☆☆ 003- H -0021 2011/06/15 非該当

エッチ液 光陽化学工業株式会社 SOLAIA　WEB　WF7400 ☆☆ 003- H -0022 2011/06/15 非該当

エッチ液 光陽化学工業株式会社 SOLAIA　６０１Ｖ ☆☆ 003- H -0023 2011/09/14 非該当

エッチ液 光陽化学工業株式会社 SOLAIA　５０７KｰHP ☆☆ 003- H -0024 2011/09/14 非該当

エッチ液 光陽化学工業株式会社 SOLAIA WEB WF7500 ☆☆ 003- H -0025 2012/06/13 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 ECOLITY_S-S1 ☆☆ 005- H -0010 2012/12/10 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 ECOLITY_S-S2 ☆☆ 005- H -0011 2012/12/10 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 ECOLITY_S-H1 ☆☆ 005- H -0012 2012/12/10 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 ECOLITY_S-U1 ☆☆ 005- H -0013 2012/12/10 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 ECOLITY_S-Z1 ☆☆ 005- H -0014 2012/12/10 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 ECOLITY_S-N1 ☆☆☆ 005- H -0015 2012/12/10 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 ECOLITY_W-S1 ☆☆ 005- H -0016 2012/12/10 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 ECOLITY_W-S2 ☆☆ 005- H -0017 2012/12/10 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 ECOLITY_W-K1 ☆☆ 005- H -0018 2012/12/10 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 ECOLITY_W-K2 ☆☆ 005- H -0019 2012/12/10 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 ECOLITY_W-M1 ☆☆ 005- H -0020 2012/12/10 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 ECOLITY_W-P1 ☆☆ 005- H -0021 2012/12/10 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 アンチパイリング_M1 ☆☆ 005- H -0022 2012/12/10 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 アンチパイリング_K1 ☆☆ 005- H -0023 2012/12/10 非該当

エッチ液 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ロハス１（旧SK-1） ☆ 006- H -0001 2010/12/14 非該当

エッチ液 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ロハス１Ｎ（旧SK-1N） ☆ 006- H -0002 2010/12/14 非該当

エッチ液 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ロハス１Ｋ（旧SK-1K） ☆ 006- H -0003 2010/12/14 非該当

エッチ液 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ロハス１ＢＦ（旧SK-1BF） ☆ 006- H -0004 2010/12/14 非該当

エッチ液 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ロハス１ＵＶＫ（旧SK-1UVK） ☆ 006- H -0005 2010/12/14 非該当

エッチ液 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ロハス１Ｋ－ＷＥＢ（旧SK-1K-WEB） ☆ 006- H -0006 2010/12/14 非該当

エッチ液 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ダイナコル381 ☆☆☆ 006- H -0007 2010/12/14 非該当

エッチ液 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ウェッブファントセブンスター ☆☆☆ 006- H -0008 2010/12/14 非該当

エッチ液 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ロハス1K2 ☆☆ 006- H -0009 2012/03/14 非該当

エッチ液 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ロハス1NW ☆ 006- H -0010 2012/03/14 非該当

エッチ液 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ロハス1BF2 ☆☆ 006- H -0011 2012/12/10 非該当

エッチ液 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ロハス1UV3 ☆ 006- H -0012 2012/12/10 非該当

エッチ液 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ロハス1UVHB2 ☆☆ 006- H -0013 2012/12/10 非該当

エッチ液 ASIAMIX株式会社(ロハスプリント) ロハス1NW2 ☆ 006- H -0014 2012/12/10 非該当

エッチ液 冨士薬品工業株式会社 ＦＣリスコートＨ－１７　Ｈ６６０６ ☆☆ 011- H -0001 2011/06/15 非該当

エッチ液 冨士薬品工業株式会社 ＦＣリスコートＨ－１７　Ｈ８３００ ☆☆ 011- H -0002 2011/06/15 非該当

エッチ液 冨士薬品工業株式会社 ＦＣリスコートＨ－１７　Ｈ９５００ ☆☆ 011- H -0003 2011/06/15 非該当

エッチ液 冨士薬品工業株式会社 ＦＣリスコートＨ－１７　Ｔ－１０ＴＰ２ ☆☆ 011- H -0004 2011/06/15 非該当

エッチ液 冨士薬品工業株式会社 ＦＣリスコートＨ－１７　ＦＤＷ－１７ ☆☆ 011- H -0005 2011/06/15 非該当
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 2013年度ＧＰ資機材認定製品一覧
（掲載全３６１製品／2013年4月現在）

 一般社団法人日本印刷産業連合会
ＧＰ認定事務局

製品区分 メーカー名 製品名 スター数 認定番号 認定年月日 有機則

エッチ液 冨士薬品工業株式会社 ＦＣリスコートＨ－１７　ＦＤＷ－２１ ☆ 011- H -0006 2011/06/15 非該当

エッチ液 冨士薬品工業株式会社 ＦＣリスコートＨ－１７　ＢＦ－ＩＨ ☆☆ 011- H -0007 2011/06/15 非該当

エッチ液 マコト化学工業株式会社 MCエッチ液MK-5 ☆☆ 015- H -0001 2012/09/14 非該当

エッチ液 マコト化学工業株式会社 MCエッチ液MK-3 ☆☆ 015- H -0002 2012/09/14 非該当

エッチ液 マコト化学工業株式会社 MCエッチ液MT-101 ☆☆ 015- H -0003 2012/09/14 非該当

エッチ液 マコト化学工業株式会社 MCエッチ液MT-95 ☆☆ 015- H -0004 2012/09/14 非該当

エッチ液 マコト化学工業株式会社 MCエッチ液MT-75 ☆☆☆ 015- H -0005 2012/09/14 非該当

エッチ液 マコト化学工業株式会社 MCエッチ液LUV-10 ☆☆ 015- H -0006 2012/09/14 非該当

エッチ液 マコト化学工業株式会社 MCエッチ液KUV-20 ☆☆ 015- H -0007 2012/09/14 非該当

エッチ液 マコト化学工業株式会社 MCエッチ液LVS-200 ☆☆☆ 015- H -0008 2012/09/14 非該当

エッチ液 マコト化学工業株式会社 MCエッチ液YT-410 ☆☆ 015- H -0009 2012/09/14 非該当

エッチ液 三菱製紙株式会社 ＴＤＰ－ＤＡ１ ☆☆☆ 016- H -0001 2012/09/14 非該当

エッチ液 三菱製紙株式会社 ＴＤＰ－ＨＬ ☆☆ 016- H -0002 2012/09/14 非該当

エッチ液 三菱製紙株式会社 ＴＤＰ－ＤＬ１ ☆☆☆ 016- H -0003 2012/09/14 非該当

エッチ液 三菱製紙株式会社 ＴＤＰ－ＤＬ２ ☆☆☆ 016- H -0004 2012/09/14 非該当

エッチ液 三菱製紙株式会社 ＴＤＰ－ＤＬ３ ☆☆☆ 016- H -0005 2012/09/14 非該当

エッチ液 三菱製紙株式会社 ＳＬＭ－ＯＤ３０ ☆☆ 016- H -0006 2012/09/14 非該当

エッチ液 三菱製紙株式会社 ＳＬＭ－ＯＤ・ＰＳIII ☆☆ 016- H -0007 2012/09/14 非該当

エッチ液 ハイデルベルグ・ジャパン株式会社 SaphiraＡＬ－Ｎ１ ☆ 018- H -0001 2013/03/14 非該当

エッチ液 ハイデルベルグ・ジャパン株式会社 Saphira給湿液　ＦＳ Pro １００ ☆ 018- H -0002 2013/03/14 非該当

エッチ液 ハイデルベルグ・ジャパン株式会社 Saphira給湿液　ＦＳ Pro ２００Ｎ ☆ 018- H -0003 2013/03/14 非該当

製品区分 メーカー名 製品名 スター数 認定番号 認定年月日 有機則

エッチ液 富士フイルム株式会社 ECOLITY-1 ☆☆ 005- H -0001 2010/09/29 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 ECOLITY-2 ☆☆ 005- H -0002 2010/09/29 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 nonVOC-ECOLITY200 ☆☆☆ 005- H -0003 2010/09/29 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 zero IPA-ECOLITY20 ☆☆ 005- H -0004 2010/09/29 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 ECOLITY-W1 ☆☆ 005- H -0005 2010/09/29 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 ECOLITY-W2 ☆☆ 005- H -0006 2010/09/29 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 FCT-712 ☆☆ 005- H -0007 2010/09/29 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 ECOLITY-L1 ☆☆ 005- H -0008 2011/09/14 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社 ECOLITY-Ｌ2 ☆☆ 005- H -0009 2011/09/14 非該当

製品区分 メーカー名 製品名 スター数 認定番号 認定年月日 有機則

エッチ液 東京インキ株式会社 ノンＶＯＣエッチ液　ＥＰ－１　ＨＴ ☆☆☆ 002- H -0015 2010/09/29 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 ＣＤＳ８０３ＤＰ ☆☆☆ 002- H -0017 2011/12/14 非該当

【現像機】

製品区分 メーカー名 製品名 スター数 認定番号 認定年月日

現像機 富士フイルム株式会社 LP-1310HⅡ ☆☆☆ 005-A-0001 2011/06/15

現像機 富士フイルム株式会社 LP-940HⅡ ☆☆☆ 005-A-0002 2011/06/15

現像機 富士フイルム株式会社 ＸＰ-1310Ｒ ☆☆☆ 005-A-0003 2011/12/14

現像機 富士フイルム株式会社 ＸＰ-940Ｒ ☆☆☆ 005-A-0004 2011/12/14

現像機 コダック株式会社 P-1310X ☆☆☆ 007-A-0001 2011/06/15

現像機 コダック株式会社 P-940X ☆☆☆ 007-A-0002 2011/06/15

現像機 日本アグフア・ゲバルト株式会社 Azuraクリーニングユニット C85 ☆☆☆ 008-A-0001 2011/06/15

現像機 日本アグフア・ゲバルト株式会社 Azuraクリーニングユニット C120 ☆☆☆ 008-A-0002 2011/06/15

現像機 日本アグフア・ゲバルト株式会社 Azuraクリーニングユニット C95 ☆☆☆ 008-A-0003 2011/06/15

現像機 日本アグフア・ゲバルト株式会社 Azuraクリーニングユニット C125 ☆☆☆ 008-A-0004 2011/06/15

現像機 コニカミノルタ株式会社 Blue Earth現像機　BF-950 ☆☆☆ 009-A-0001 2011/06/15

現像機 コニカミノルタ株式会社 Blue Earth現像機　BF-1250 ☆☆☆ 009-A-0002 2011/06/15

現像機 東レ株式会社 自動現像機TWL-1160F ☆☆☆ 010-A-0001 2011/06/15

現像機 東レ株式会社 自動現像機TWL-860F ☆☆☆ 010-A-0002 2011/06/15

現像機 東レ株式会社 自動現像機TWL-650F ☆☆☆ 010-A-0003 2011/06/15

現像機 東レ株式会社 自動現像機TWL-400 ☆☆☆ 010-A-0004 2011/06/15

現像機 東レ株式会社 自動現像機TWL-1160GⅡ ☆☆☆ 010-A-0005 2011/06/15

◎認定後廃版となった製品一覧（環境配慮内容に変更はありません）　※廃版後、1年間掲載します。

◎認定後登録を取りやめた製品一覧（環境配慮内容に変更はありません）　※登録取りやめ後、1年間掲載します。
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 一般社団法人日本印刷産業連合会
ＧＰ認定事務局

【プレート】

製品区分 メーカー名 製品名 スター数 認定番号 認定年月日

プレート 富士フイルム株式会社 XP-F　サーマルプレート（0.40） ☆☆☆ 005-B-0001 2011/06/15

プレート 富士フイルム株式会社 XP-F　サーマルプレート（0.30） ☆☆☆ 005-B-0002 2011/06/15

プレート 富士フイルム株式会社 XP-F　サーマルプレート（0.24） ☆☆☆ 005-B-0003 2011/06/15

プレート 富士フイルム株式会社 XP-F　サーマルプレート（0.2） ☆☆☆ 005-B-0004 2011/06/15

プレート 富士フイルム株式会社 XP-F　サーマルプレート（0.15） ☆☆☆ 005-B-0005 2011/06/15

プレート 富士フイルム株式会社 XP-L　サーマルプレート（0.30） ☆☆☆ 005-B-0006 2011/06/15

プレート 富士フイルム株式会社 XP-L　サーマルプレート（0.24） ☆☆☆ 005-B-0007 2011/06/15

プレート 富士フイルム株式会社 XP-L　サーマルプレート（0.20） ☆☆☆ 005-B-0008 2011/06/15

プレート 富士フイルム株式会社 XP-P　サーマルプレート（0.24） ☆☆☆ 005-B-0009 2011/06/15

プレート 富士フイルム株式会社 XP-T　サーマルプレート（0.30） ☆☆ 005-B-0010 2011/06/15

プレート 富士フイルム株式会社 XP-T　サーマルプレート（0.24） ☆☆☆ 005-B-0011 2011/06/15

プレート 富士フイルム株式会社 XP-T　サーマルプレート（0.20） ☆☆☆ 005-B-0012 2011/06/15

プレート 富士フイルム株式会社 XZ-R　サーマルプレート（0.30） ☆☆☆ 005-B-0017 2011/09/14

プレート 富士フイルム株式会社 XZ-R　サーマルプレート（0.24） ☆☆☆ 005-B-0018 2011/09/14

プレート 富士フイルム株式会社 XZ-R　サーマルプレート（0.20） ☆☆☆ 005-B-0019 2011/09/14

プレート 富士フイルム株式会社 XZ-R　サーマルプレート（0.15） ☆☆☆ 005-B-0020 2011/09/14

プレート 富士フイルム株式会社 XL-T サーマルプレート（0.30） ☆☆☆ 005-B-0021 2012/03/14

プレート 富士フイルム株式会社 XL-T サーマルプレート（0.24） ☆☆☆ 005-B-0022 2012/03/14

プレート 富士フイルム株式会社 XL-T サーマルプレート（0.20） ☆☆☆ 005-B-0023 2012/03/14

プレート コダック株式会社 Sword J　サーマルプレート(0.30) ☆☆ 007-B-0001 2011/06/15

プレート コダック株式会社 Sword J　サーマルプレート(0.24) ☆☆ 007-B-0002 2011/06/15

プレート コダック株式会社 Sword J　サーマルプレート(0.20) ☆☆ 007-B-0003 2011/06/15

プレート コダック株式会社 Sword J　サーマルプレート(0.15) ☆☆ 007-B-0004 2011/06/15

プレート コダック株式会社 TP-W　サーマルプレート(0.30) ☆☆ 007-B-0005 2011/06/15

プレート コダック株式会社 TP-W　サーマルプレート(0.24) ☆☆ 007-B-0006 2011/06/15

プレート コダック株式会社 TP-W　サーマルプレート(0.20) ☆☆ 007-B-0007 2011/06/15

プレート コダック株式会社 TP-W　サーマルプレート(0.15) ☆☆ 007-B-0008 2011/06/15

プレート コダック株式会社 TP-U　サーマルプレート(0.30) ☆ 007-B-0009 2011/06/15

プレート コダック株式会社 TP-U　サーマルプレート(0.24) ☆☆ 007-B-0010 2011/06/15

プレート コダック株式会社 TP-U　サーマルプレート(0.20) ☆☆ 007-B-0011 2011/06/15

プレート コダック株式会社 TP-U　サーマルプレート(0.15) ☆☆ 007-B-0012 2011/06/15

プレート コダック株式会社 Thermal Direct　ﾉﾝﾌﾟﾛｾｽ ﾌﾟﾚｰﾄ(0.30) ☆☆ 007-B-0013 2011/06/15

プレート コダック株式会社 Thermal Direct　ﾉﾝﾌﾟﾛｾｽ ﾌﾟﾚｰﾄ(0.24) ☆☆☆ 007-B-0014 2011/06/15

プレート コダック株式会社 Thermal Direct　ﾉﾝﾌﾟﾛｾｽ ﾌﾟﾚｰﾄ(0.20) ☆☆☆ 007-B-0015 2011/06/15

プレート コダック株式会社 Thermal Direct　ﾉﾝﾌﾟﾛｾｽ ﾌﾟﾚｰﾄ(0.15) ☆☆☆ 007-B-0016 2011/06/15

プレート 日本アグフア・ゲバルト株式会社 Azura TS（0.30） ☆☆ 008-B-0001 2011/06/15

プレート 日本アグフア・ゲバルト株式会社 Azura TS（0.24） ☆☆ 008-B-0002 2011/06/15

プレート 日本アグフア・ゲバルト株式会社 Azura TS（0.20） ☆☆ 008-B-0003 2011/06/15

プレート 日本アグフア・ゲバルト株式会社 Azura TS（0.15） ☆☆☆ 008-B-0004 2011/06/15

プレート コニカミノルタ株式会社 Blue Earthｻｰﾏﾙﾌﾟﾚｰﾄ（0.30） ☆☆ 009-B-0001 2011/06/15

プレート コニカミノルタ株式会社 Blue Earthｻｰﾏﾙﾌﾟﾚｰﾄ（0.24） ☆☆ 009-B-0002 2011/06/15

プレート コニカミノルタ株式会社 Blue Earthｻｰﾏﾙﾌﾟﾚｰﾄ（0.20） ☆☆ 009-B-0003 2011/06/15

プレート コニカミノルタ株式会社 Blue Earthｻｰﾏﾙﾌﾟﾚｰﾄ（0.15） ☆☆☆ 009-B-0004 2011/06/15

プレート 東レ株式会社 TAC-VG(0.15) ☆☆☆ 010-B-0001 2011/06/15

プレート 東レ株式会社 TAC-VG(0.24) ☆☆☆ 010-B-0002 2011/06/15

プレート 東レ株式会社 TAC-VG(0.30) ☆☆☆ 010-B-0003 2011/06/15

プレート 東レ株式会社 TAC-VH(0.24) ☆☆☆ 010-B-0004 2011/06/15

プレート 東レ株式会社 TAC-XG(0.24) ☆☆☆ 010-B-0005 2011/06/15

プレート（紙） 三菱製紙株式会社 TDP-R175 ☆☆ 016-B-0001 2012/09/14

【製版薬品】

製品区分 メーカー名 製品名 スター数 認定番号 認定年月日 種類 有機則

製版薬品 富士フイルム株式会社 XP-D/XP-DR ☆☆☆ 005-C-0001 2011/06/15 現像液 非該当

製版薬品 コダック株式会社 SW-D1 ☆☆☆ 007-C-0001 2011/06/15 現像液 非該当

製版薬品 コダック株式会社 PD-1 ☆☆☆ 007-C-0002 2011/06/15 現像液 非該当

製版薬品 東レ株式会社 CP-Y ☆☆☆ 010-C-0001 2011/06/15 現像機用前処理液 非該当

製版薬品 東レ株式会社 PA-F ☆☆☆ 010-C-0002 2011/06/15 現像機用後処理液 非該当

製版薬品 東レ株式会社 PA-1 ☆☆☆ 010-C-0003 2011/06/15 現像機用後処理液 非該当

※全製品とも、特化則、がん原性指針については非該当です。また脂肪族塩素化合物も含まれていません。
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 2013年度ＧＰ資機材認定製品一覧
（掲載全３６１製品／2013年4月現在）

 一般社団法人日本印刷産業連合会
ＧＰ認定事務局

【セッター】

製品区分 メーカー名 製品名 スター数 認定番号 認定年月日

セッター 富士フイルム株式会社 Luxel PLATE SETTER T-9800 HD-X ☆☆☆ 005-D-0001 2012/09/14

セッター 富士フイルム株式会社 Luxel PLATE SETTER T-9800 HD-E/S ☆☆☆ 005-D-0002 2012/09/14

セッター 富士フイルム株式会社 Luxel PLATE SETTER T-9500
NS/NHS

☆☆ 005-D-0003 2012/09/14

セッター 富士フイルム株式会社 Luxel PLATE SETTER T-9500 N ☆☆ 005-D-0004 2012/09/14

セッター 富士フイルム株式会社 Luxel PLATE SETTER T-6300/S ☆ 005-D-0005 2012/09/14

セッター コダック株式会社 Trendsetter 400/800 シリーズ ☆☆☆ 007-D-0001 2012/09/14

セッター コダック株式会社 Magnus 800 Quantum　シリーズ ☆☆☆ 007-D-0002 2012/09/14

セッター コダック株式会社 Magnus 800　Quantum Z ☆☆ 007-D-0003 2012/09/14

セッター コダック株式会社 Magnus 400 シリーズ ☆☆☆ 007-D-0004 2012/09/14

セッター 三菱製紙株式会社 TDP-459 ☆☆☆ 016-D-0001 2012/12/10

セッター 三菱製紙株式会社 TDP-324 ☆☆☆ 016-D-0002 2012/12/10

セッター 大日本スクリーン製造株式会社 PlateRite Ultima 16000ⅡE/S/Z ☆☆☆ 017-D-0001 2012/09/14

セッター 大日本スクリーン製造株式会社 PlateRite HD 8900E/S/Z ☆☆☆ 017-D-0002 2012/09/14

セッター 大日本スクリーン製造株式会社 PlateRite 8600N-E/S/Z ☆☆☆ 017-D-0003 2012/09/14

セッター 大日本スクリーン製造株式会社 PlateRite 8300N-E ☆☆☆ 017-D-0004 2012/09/14

セッター 大日本スクリーン製造株式会社 PlateRite 8300N-S ☆☆☆ 017-D-0005 2012/09/14

セッター 大日本スクリーン製造株式会社 PlateRite 6600E/S ☆ 017-D-0006 2012/09/14

セッター 大日本スクリーン製造株式会社 PlateRite 4300E/S ☆☆☆ 017-D-0007 2012/09/14

セッター 大日本スクリーン製造株式会社 PlateRite News2000S+ ☆☆ 017-D-0008 2012/09/14

セッター 大日本スクリーン製造株式会社 PlateRite FX870Ⅱ ☆☆☆ 017-D-0009 2012/09/14

セッター 大日本スクリーン製造株式会社 PlateRite FX1524/1200 ☆☆☆ 017-D-0010 2012/09/14

セッター ハイデルベルグ・ジャパン株式会社 Suprasetter A106 ☆☆ 018-D-0001 2012/09/14

セッター ハイデルベルグ・ジャパン株式会社 Suprasetter 106 ☆☆ 018-D-0002 2012/09/14

セッター ハイデルベルグ・ジャパン株式会社 Suprasetter A75 ☆☆☆ 018-D-0003 2012/09/14

※注意：ＧＰ資機材認定制度発足以来３８９製品の認定を行っていますが、2012年度当初から廃版や登録を取りやめた製品を今回除いてありますので、
　　　　　　本表に掲載されている製品数は３６１製品になります。
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一般社団法人日本印刷産業連合会・グリーンプリンティング認定事務局から
印 刷 業 界 の
環境配慮認定制度 「グリーンプリンティング（ＧＰ）認定制度」のご案内

≪お問合せ先≫　一般社団法人日本印刷産業連合会・グリーンプリンティング認定事務局
電話：03-3553-6051　Eメール：gp-nintei@jfpi.or.jp　　ホームページ「グリーンプリンティング」で検索

グリーンプリンティング（ＧＰ）認定制度概要
　印刷業界団体の代表である日本印刷産業連合会は、印
刷工場と印刷製品の環境配慮を推進するため、印刷産業
界の環境配慮自主基準「印刷サービスグリーン基準」を
制定し、達成した印刷工場、印刷製品、印刷資機材を認
定するグリーンプリンティング認定制度（ＧＰ認定制度）
を平成18年から推進しています。

印刷工場の環境配慮－ＧＰ工場認定制度
　グリーンプリンティング工場認定制度（ＧＰ工場認定
制度）は、認定基準に基づき客観的な審査によって環境
配慮された印刷工場を認定する制度です。認定基準は事
業所全体と工程別に決められており、その内容は全て
ホームページ等で公開されています。
　審査・認定は、ＧＰ認定審査員が申請書審査と現地審
査を行い、その結果を第三者で構成するＧＰ工場認定委
員会において審査し、認定を行っています。認定を受け
た工場をグリーンプリンティング認定工場（ＧＰ認定工
場）と言い、３年に１回更新審査を行います。
　【実績】ＧＰ認定工場は、全国約300工場

印刷資機材の環境配慮－ＧＰ資機材認定制度
　グリーンプリンティング資機材認定制度（ＧＰ資機材
認定制度）は、印刷会社が購入・使用する資機材を環境
配慮基準に基づき認定する制度です。対象品目は、洗浄
剤、含浸型洗浄布、エッチ液、印刷版、現像機、セッター、
製版薬品です（平成25年１月現在）。
　印刷資機材メーカーからの認定基準適合証明書により、
環境配慮度合いの達成点数を算出し、３段階のＧＰマー
クが表示されます。認定を受けた資機材は、日本印刷産
業連合会のホームページで製品ごとの環境配慮の内容を
確認することができます。
　【実績】ＧＰ資機材認定製品は、約380製品

印刷製品の環境配慮－ＧＰ製品認定制度
　グリーンプリンティング製品認定制度（ＧＰ製品認定
制度）は、ＧＰ認定工場が製造し、紙、インキ、表面加
工材料、製本材料も環境配慮基準を満たした印刷製品に
ＧＰマークを表示できる制度です。
　ＧＰマークは、製造工程と印刷資材すべてが環境配慮
されている、より高度な環境ラベルとして、官公庁の発
行物、ＣＳＲレポートから一般のパンフレットなどさま
ざまな印刷製品に表示されています。
　【実績】ＧＰマーク付き印刷製品は、約２億４千万部

ＧＰ認定制度と作業環境配慮の推進
　グリーンプリンティング（ＧＰ）認定制度は、印刷
業界の環境配慮を推進する総合認定制度ですが、印刷
事業場内における従業員の安全と健康を確保し、快適
な職場環境の形成の促進にもつながるよう配慮してい
ます。
　印刷工場の認定制度では、有機溶剤の発散を防止す
るため容器等の蓋閉めを基準化し、５Ｓ活動を推奨し
ています。また、資材の購入に当たっては、有害性の
考慮を求めています。
　資機材の認定制度では、資材メーカーの協力のもと
環境配慮、危険有害性の側面から多角的に評価してい
ます。洗浄剤等の認定基準では、「特化則」、「がん原
性指針」に非該当及び有機塩素化合物未使用を必須に
するとともに、「有機則」に該当・非該当を明確にし、
その内容を当連合会ホームページで公開しています。


	20130531GP資機材認定制度説明.pdf
	seihin_entry_201301
	seihin_entry_201301_2
	2013gpshikizai_list361
	会報掲載広告カラーA4トンボなし

