
 2019年度ＧＰ資機材認定製品一覧
（掲載全691製品／2020年1月現在）

一般社団法人日本印刷産業連合会
ＧＰ認定事務局

【洗浄剤：ローラー洗浄剤、ブランケット洗浄剤、水棒洗浄剤】 ※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。

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 スター数変更

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種有機溶剤

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 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 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種有機溶剤 ☆☆☆→☆☆

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種有機溶剤

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種有機溶剤

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 ＵＶモイストスーパー ☆☆ 001-S-0023 2013/06/13 水棒洗浄剤 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ＥＸ ☆☆☆ 001-S-0024 2013/06/13 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 マルチエイドソフト ☆☆☆ 001-S-0027 2013/06/13 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 ブランウォッシュＥＸ ☆☆☆ 001-S-0029 2015/06/12 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 カラーウォッシュＥＸ ☆☆☆ 001-S-0030 2015/06/12 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-0031 2015/12/07 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 グレーズバスタープラス ☆☆☆ 001-S-0032 2015/12/07 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プラス ☆☆☆ 001-S-0033 2015/12/07 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 ＮＦモイスト ☆☆☆ 001-S-0034 2016/12/05 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当 成分変更製品

洗浄剤 株式会社日研化学研究所 カラーキャッチ ☆☆ 001-S-0035 2018/06/21 ローラー洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

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種有機溶剤

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種有機溶剤 ☆☆→☆

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種有機溶剤

洗浄剤 東京インキ株式会社  ｸﾘｽﾀﾙｸﾘｰﾅｰECO ☆☆☆ 002-S-0019 2016/03/11 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 エコオチールA ☆☆☆ 002-S-0020 2017/03/13 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 UVローラー洗浄剤FG ☆☆ 002-S-0021 2017/09/21 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 東京インキ株式会社 UVローラー洗浄剤R ☆☆ 002-S-0022 2017/09/21 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 東京インキ株式会社 UVローラー洗浄剤K ☆ 002-S-0023 2017/09/21 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 第３種有機溶剤

洗浄剤 東京インキ株式会社 UVローラー洗浄剤TS ☆☆ 002-S-0024 2017/09/21 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 第３種有機溶剤

洗浄剤 東京インキ株式会社 給水ローラークリーナーUV-1 ☆☆ 002-S-0025 2017/09/21 水棒洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 東京インキ株式会社 インキローラメンテナス洗浄剤 ☆☆ 002-S-0026 2017/09/21 ローラー洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 東京インキ株式会社 カルシウムクリーナーU ☆☆ 002-S-0027 2017/09/21 ローラー洗浄剤 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ECO ☆☆ 002-S-0028 2017/09/21 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  ﾆｭｰﾀﾞﾝﾌﾟｷｰﾊﾟｰ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  ﾆｭｰﾀﾞﾝﾌﾟｷｰﾊﾟｰ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   ｾｰﾌﾃｨｰﾌﾞﾗﾝ洗浄液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 光陽化学工業株式会社 ﾛｰﾙｸﾘﾝKR-1 ☆☆ 003-S-0008 2016/12/05 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  ｾｰﾌﾃｨﾛｰﾙｸﾘﾝSR-1 ☆☆ 003-S-0009 2016/12/05 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 ｾｰﾌﾃｨﾀﾞﾝﾌﾟｷｰﾊﾟｰPK-23 ☆☆ 003-S-0010 2016/12/05 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 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 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 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種有機溶剤

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種有機溶剤

洗浄剤 日本シーマ株式会社 プリルクリーン ☆ 004-S-0013 2015/03/13 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種有機溶剤

洗浄剤 日本シーマ株式会社 UVクリーナーF3 ☆☆ 004-S-0014 2015/03/13 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F19 ☆☆ 004-S-0015 2015/12/07 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 メガゾール ☆☆ 004-S-0016 2017/03/13 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 P・D CRASHER ☆☆☆ 004-S-0017 2017/03/13 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 WHITY Ⅱ ☆☆ 004-S-0018 2017/03/13 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 UVクリーナーF-23 ☆☆ 004-S-0019 2017/03/13 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 WウォッシュUVEco ☆☆ 004-S-0020 2017/03/13 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種有機溶剤

洗浄剤 日本シーマ株式会社 ソフトクリンLTD ☆☆ 004-S-0021 2017/03/13 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 ブランクリンEco ☆☆ 004-S-0022 2017/03/13 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 クリーンエースMAX ☆ 004-S-0023 2017/03/13 ローラー/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 プリルクリーンⅩⅩ ☆ 004-S-0024 2017/03/13 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 プリルクリーンsoft ☆☆ 004-S-0025 2017/03/13 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 富士フイルム株式会社 PRESSMAX 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
☆☆→☆☆☆

旧称　ECOLI-GR

洗浄剤 富士フイルム株式会社 PRESSMAX CD-2 (給水ローラー親水化液) ☆☆☆ 005-S-0006 2015/03/13 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 富士フイルム株式会社 PRESSMAX FC-2 (給水ﾛｰﾗｰ脱脂＆乾燥液) ☆ 005-S-0011 2015/06/12 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 富士フイルム株式会社 PRESSMAX DC-2 (給水ﾛｰﾗｰ洗浄液) ☆☆ 005-S-0012 2015/06/12 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社 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 Ａ2ＵＶ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 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 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 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 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 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

洗浄剤 ASIAMIX株式会社 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種有機溶剤

洗浄剤 ASIAMIX株式会社 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 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 ウェットウォッシュNEO ☆ 006-S-0022 2012/3/14 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種有機溶剤

洗浄剤 ASIAMIX株式会社 ウェットウォッシュECO ☆☆ 006-S-0023 2012/3/14 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当
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洗浄剤 ASIAMIX株式会社 クロームローラープロテクター ☆☆ 006-S-0024 2012/3/14 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社 ロハスプリントエマルジョンウォッシュ ☆☆ 006-S-0026 2012/3/14 ローラー洗浄剤 油性用 非該当 ☆☆☆→☆☆

洗浄剤 ASIAMIX株式会社 ブラスト ☆ 006-S-0027 2012/3/14 ローラー洗浄剤 油性用 第３種有機溶剤

洗浄剤 ASIAMIX株式会社 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 ASIAMIX株式会社 ダイナクリーンNEO ☆☆ 006-S-0033 2016/03/11 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 ロハスプリント給水ローラー洗浄剤 ☆☆ 006-S-0034 2016/03/11 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当 旧「給水ローラー洗浄剤G」

洗浄剤 ASIAMIX株式会社 ロハスオートウォッシュECO ☆☆ 006-S-0035 2016/03/11 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UVウォッシュKC1 ☆☆ 006-S-0036 2016/03/11 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OSUICマニュアルウォッシュ ☆☆ 006-S-0037 2016/03/11 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 UVウォッシュ　８０ ☆☆ 006-S-0038 2016/03/11 ローラー洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社 ロハスプリントOSUIC　UVウォッシュNF ☆☆ 006-S-0039 2016/03/11 ローラー洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社 プレス＆ショップクリーナー ☆☆ 006-S-0040 2016/03/11 ローラー/ブランケット洗浄剤 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
成分表記変更
2016/12/05

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 ローラ洗浄剤 油性用 非該当 文書交付対象物質追加

2016/12/05

洗浄剤 冨士薬品工業株式会社 FC洗浄液C ☆ 011-S-0006 2017/09/21 ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 冨士薬品工業株式会社 FC洗浄液CRF ☆ 011-S-0007 2017/09/21 ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 冨士薬品工業株式会社 FC洗浄液CRF4 ☆ 011-S-0008 2017/09/21 ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 冨士薬品工業株式会社 MPSクリーナー ☆ 011-S-0009 2017/09/21 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当
洗浄剤 冨士薬品工業株式会社 MPSﾛｰﾙｸﾘｰﾝ UV-W ☆☆ 011-S-0010 2019/6/13 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洗浄液CRF5 ☆ 011-S-0011 2019/6/13 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 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種有機溶剤

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種有機溶剤

洗浄剤 株式会社 此花 KRK エコブランフレッシュ W ☆☆ 012-S-0004 2012/06/13 ブランケット洗浄剤 油性用 第３種有機溶剤

洗浄剤 株式会社 此花 KRK ノンモルトンローラー洗浄剤 ☆☆ 012-S-0005 2012/06/13 水棒洗浄剤 油性用 第３種有機溶剤

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

洗浄剤 株式会社 此花 KRK エコブランフレッシュ ST ☆☆ 012-S-0007 2012/06/13 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 ﾊﾟﾜｰｿﾞｰﾙｴｺ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 ﾊﾟﾜｰｿﾞｰﾙｴｺR152 ☆ 013-S-0002 2012/09/14 ローラー／ブランケット用洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種有機溶剤

洗浄剤 ウエノ株式会社 ﾊﾟﾜｰｿﾞｰﾙｴｺR201 ☆ 013-S-0003 2012/09/14 ローラー／ブランケット用洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種有機溶剤

洗浄剤 ウエノ株式会社 ﾊﾟﾜｰｿﾞｰﾙｴｺHA600 ☆☆ 013-S-0004 2012/09/14 ローラー／ブランケット用洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ウエノ株式会社 ﾊﾟﾜｰｿﾞｰﾙｴｺAW850 ☆☆ 013-S-0005 2012/09/14 ローラー／ブランケット用洗浄剤 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エコ ☆☆ 013-S-0011 2013/09/13 水棒洗浄剤 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ＮＨ１０ ☆☆ 013-S-0012 2014/12/08 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当 文書交付対象物質追加

2017/3☆☆☆→☆☆

洗浄剤 ウエノ株式会社 グレーズクリーナー ☆☆ 013-S-0013 2014/12/08 ローラー洗浄剤 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-0015 2015/12/07 ローラー／ブランケット用洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種有機溶剤 旧製品成分変更

洗浄剤 ウエノ株式会社 ダンパーウォッシュ ☆ 013-S-0016 2015/12/07 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種有機溶剤 旧製品成分変更

洗浄剤 ウエノ株式会社 グレーズスイーパー ☆ 013-S-0017 2015/12/07 ローラー洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 第３種有機溶剤 旧製品成分変更

洗浄剤 ウエノ株式会社 グレーズクリーナーＧＦ ☆☆ 013-S-0018 2015/12/07 ローラー洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ウエノ株式会社 プレゾール ☆☆ 013-S-0019 2015/12/07 ローラー洗浄剤 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エコ ☆☆ 013-S-0020 2015/12/07 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エコＥＸ ☆☆ 013-S-0022 2016/09/26 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ウエノ株式会社 ﾊﾟﾜｰｿﾞｰﾙｴｺＲ５００ ☆☆ 013-S-0023 2017/06/19 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ＮＨ３０ ☆☆ 013-S-0024 2017/09/21 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 ウエノ株式会社 グレーズクリーナーＭＸ ☆☆ 013-S-0025 2018/03/15 ローラー洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ウエノ株式会社 パワーゾールＮＨ４０ ☆☆ 013-S-0026 2019/09/19 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 ウエノ株式会社 エコブランエースＵＶ ☆ 013-S-0027 2019/12/19 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 エコブランエースＳ－１ ☆ 013-S-0028 2019/12/19 ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 ウエノ株式会社 ブランリニューアーＵＶ１０ ☆☆ 013-S-0029 2019/12/19 ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 ウエノ株式会社 ブランリニューアーＳＰ－１ ☆☆ 013-S-0030 2019/12/19 ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

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・ＵＶ兼用 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 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種有機溶剤

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　Wash UN10 ☆☆☆ 018-S-0007 2015/9/18 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 UVインキ洗浄剤　SU272 ☆☆ 018-S-0008 2015/9/18 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 Saphira Wash502NV ☆☆ 018-S-0009 2017/09/21 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種有機溶剤

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種有機溶剤

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種有機溶剤

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 製本　ホットメルト除去剤 ☆ 019-S-0011 2015/06/12 その他 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 製本　紙折機用ローラー洗浄剤 ☆ 019-S-0012 2015/06/12 ローラー洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 製本　紙折機用ローラー洗浄剤（乳白） ☆☆ 019-S-0013 2015/06/12 ローラー洗浄剤 油性用 第３種有機溶剤

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 イーグルクリーン ☆ 019-S-0014 2015/06/12 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 第３種有機溶剤

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 エコッシュ ☆ 019-S-0015 2015/06/12 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 ファルコンＫ ☆ 019-S-0016 2015/06/12 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 第３種有機溶剤

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 環境対応型　ＮＥＷ　ＥＭウォッシュ ☆☆ 019-S-0017 2015/06/12 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 東洋モルトン洗浄剤 ☆ 019-S-0018 2015/06/12 水棒洗浄剤 油性用 第３種有機溶剤

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 Ｋ-ＯＦＦブランケット ☆ 019-S-0019 2015/06/12 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 第３種有機溶剤

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 キュアグリーン ☆☆☆ 019-S-0020 2015/06/12 ローラー/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ソルベントＥＣＯ ☆☆ 019-S-0021 2015/06/12 ローラー/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 エマルジョンスィーパー.No.1 ☆☆ 019-S-0022 2017/03/13 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 エマルジョンスィーパー.No.2 ☆☆ 019-S-0023 2017/03/13 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 エマルジョンスィーパー.No.3 ☆☆ 019-S-0024 2017/03/13 ローラー洗浄剤 油性用 非該当
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洗浄剤 株式会社東洋化学商会 UVマッハNo.2 ☆☆ 019-S-0025 2017/03/13 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 UVマッハNo.3 ☆☆ 019-S-0026 2017/03/13 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 UVマッハNo.4 ☆☆ 019-S-0027 2017/03/13 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 UVマッハNo.5 ☆☆ 019-S-0028 2017/03/13 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 洗油　極 ☆ 019-S-0029 2017/03/13 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 第３種有機溶剤

洗浄剤 株式会社東洋化学商会 匠 ☆ 019-S-0030 2018/9/20 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 第３種有機溶剤

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 富士商興株式会社 Spark wash Plus AC-01 ☆☆ 020-S-0002 2018/03/15 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 日本ボールドウイン株式会社 スーパーリムーバー２４２１ ☆☆☆ 022-S-0001 2014/06/13 ローラー洗浄剤 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 2013/3/14 ローラー洗浄剤 油性用 非該当 ☆☆☆→☆☆

洗浄剤 成東インキ製造株式会社 BLクリーナーmild ☆ 023-S-0002 2017/09/21 ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 成東インキ製造株式会社 J WASH Eco ☆☆ 023-S-0003 2017/09/21 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 成東インキ製造株式会社 UVクリーナー　JF-7 ☆☆ 023-S-0004 2017/09/21 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 成東インキ製造株式会社 インキクリーナーEX ☆☆ 023-S-0005 2017/09/21 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 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　HB-7 ☆☆ 023-S-0006 2017/09/21 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ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　HB-6 ☆☆ 023-S-0007 2017/09/21 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 成東インキ製造株式会社 BLクリーナー　SU ☆ 023-S-0008 2017/09/21 ブランケット洗浄剤 油性用 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-F ☆☆ 023-S-0009 2017/09/21 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 成東インキ製造株式会社 UVクリーナー　JF-１ ☆☆ 023-S-0010 2017/09/21 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 ＤＩＣグラフィックス株式会社 ＤＩＣ親水化処理剤ＥＣＯ ☆☆☆ 024-S-0002 2013/06/13 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ＤＩＣグラフィックス株式会社 ダイキュア洗油Ａ ☆ 024-S-0003 2013/06/13 ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 ＤＩＣグラフィックス株式会社 ダイキュア洗油Ｐ改 ☆ 024-S-0004 2013/06/13 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 第３種有機溶剤

洗浄剤 ＤＩＣグラフィックス株式会社 ダイキュア洗油Ｎ改 ☆ 024-S-0005 2013/06/13 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 第３種有機溶剤

洗浄剤 ＤＩＣグラフィックス株式会社 ダイキュア洗油Ｓ ☆☆ 024-S-0006 2013/06/13 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 ＤＩＣグラフィックス株式会社 ダイキュアローラー洗油改 ☆ 024-S-0007 2013/06/13 ローラー洗浄剤 ＵＶ用 第３種有機溶剤

洗浄剤 ＤＩＣグラフィックス株式会社 ＤＩＣ水棒洗浄剤ＮＥＯ（油性） ☆☆ 024-S-0010 2015/03/13 水棒洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 ＤＩＣグラフィックス株式会社 ＤＩＣ水棒洗浄剤ＮＥＯ（ＵＶ） ☆☆ 024-S-0011 2015/03/13 水棒洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 ＤＩＣグラフィックス株式会社 ダイキュア　ローラー洗油ＮＥＯ ☆☆ 024-S-0012 2015/12/07 ローラー洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 ＤＩＣグラフィックス株式会社 ＤＩＣ親水化処理剤ＮＥＯ ☆☆☆ 024-S-0013 2015/12/07 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ＤＩＣグラフィックス株式会社 ＤＣ ローラー洗油ＮＥＯ－Ｍ ☆☆ 024-S-0014 2019/12/19 ローラー洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 株式会社ヤマトヤ商会 クリーナーEXY ☆ 025-S-0001 2013/09/13 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社ヤマトヤ商会 フイルムクリーナーEXY ☆ 025-S-0002 2013/09/13 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社ヤマトヤ商会 ノンフロンクリーナーEXY ☆ 025-S-0003 2013/09/13 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社ヤマトヤ商会 スキャナクリーナーEXY ☆ 025-S-0004 2013/09/13 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社ヤマトヤ商会 ブランケットクリーナーEXY ☆ 025-S-0005 2013/09/13 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社ヤマトヤ商会 水棒クリーナーeco2 ☆☆ 025-S-0008 2014/03/13 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 株式会社加貫ローラ製作所 エコクリーナー ☆ 026-S-0001 2013/09/13 ローラー洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社加貫ローラ製作所 ニューマチックリーンＥＣＯ ☆☆ 026-S-0003 2013/09/13 ローラー洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社加貫ローラ製作所 ロイヤルクリーンＵＶプラス ☆☆ 026-S-0004 2013/09/13 ローラー洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 株式会社加貫ローラ製作所 ロイヤルクリーンＵＶプラスＬ ☆☆ 026-S-0005 2013/09/13 ローラー洗浄剤 ＵＶ用 非該当 ☆→☆☆

洗浄剤 株式会社加貫ローラ製作所 ＵＶクリーナーＮＥＸＴ ☆ 026-S-0006 2017/12/11 ローラー用洗浄剤 ＵＶ用 第３種有機溶剤

洗浄剤  株式会社小森コーポレーション KG-102 ☆☆ 028-S-0001 2013/12/09 ローラー洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤  株式会社小森コーポレーション KG-131 ☆☆ 028-S-0003 2013/12/09 ローラー洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤  株式会社小森コーポレーション KG-201 ☆☆ 028-S-0004 2013/12/09 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤  株式会社小森コーポレーション KG-202 ☆☆☆ 028-S-0005 2013/12/09 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤  株式会社小森コーポレーション KG-311 ☆☆ 028-S-0007 2013/12/09 ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤  株式会社小森コーポレーション KG-105 ☆☆ 028-S-0008 2016/12/05 ローラー洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤  株式会社小森コーポレーション KG-205 ☆☆ 028-S-0009 2016/12/05 水棒洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 和光化学株式会社（ＢＡＳＦジャパン㈱変更） OFH-55(CIMA-06) ☆☆ 030-S-0001 2014/03/13 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当  提供メーカー変更2018/12

洗浄剤 日米礦油株式会社 ＮＫ－１１２０ ☆☆ 032-S-0001 2014/06/13 水棒洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 日米礦油株式会社 ＮＫ－１１４０ ☆☆ 032-S-0002 2014/06/13 水棒洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 日米礦油株式会社 ニューソルＤＸハイソフト ☆☆ 032-S-0003 2014/06/13 ローラー洗浄剤 油性用 第３種有機溶剤

洗浄剤 日米礦油株式会社 ニューソルeco１６ ☆☆ 032-S-0004 2014/06/13 ローラー洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 日米礦油株式会社 ニューソルeco２０ ☆☆ 032-S-0005 2014/06/13 ローラー洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 日米礦油株式会社 ＭＴクリーナー№７－２ ☆☆ 032-S-0006 2014/06/13 ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 日米礦油株式会社 ブランクリーナー№２ ☆☆ 032-S-0007 2014/06/13 ブランケット洗浄剤 油性用 非該当 ☆→☆☆

洗浄剤 日米礦油株式会社 ＵＶクリーナー（Ｆ） ☆☆ 032-S-0008 2014/09/12 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 株式会社ニチナン化学 ＮＣクリーナー　Ｍ ☆ 033-S-0001 2014/09/12 水棒洗浄剤 油性用 第３種有機溶剤

洗浄剤 株式会社ニチナン化学 ＮＣクリーナー　ＭＰ ☆ 033-S-0002 2014/09/12 水棒洗浄剤 油性用 第３種有機溶剤

洗浄剤 株式会社ニチナン化学 ＮＣクリーナー　Ｒ１ ☆ 033-S-0003 2014/09/12 水棒洗浄剤 油性用 第３種有機溶剤

洗浄剤 株式会社ニチナン化学 ＮＣクリーナー　Ｔ２ ☆☆ 033-S-0004 2014/09/12 水棒洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社ニチナン化学 ＮＣクリーン　ＢＳＨ－Ｎ－ＮＰ ☆ 033-S-0005 2014/09/12 ブランケット洗浄剤 油性用 第３種有機溶剤

洗浄剤 株式会社ニチナン化学 ＤＭクリーン ☆ 033-S-0006 2014/09/12 ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 東洋インキ株式会社 FD DC洗剤EX ☆☆ 039-S-0001 2017/06/19 ローラー洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 東洋インキ株式会社 FD DC洗剤EX EC ☆☆ 039-S-0002 2017/06/19 ローラー洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 東洋インキ株式会社 FD DC洗剤NEX EC ☆☆ 039-S-0003 2017/06/19 ローラー洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 東洋インキ株式会社 FD DC洗剤NEO ☆☆ 039-S-0004 2017/06/19 ローラー洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 東洋インキ株式会社 FD DC洗剤NEO EC ☆☆ 039-S-0005 2017/06/19 ローラー洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 株式会社モリタファインケミカル エコスキットSP ☆☆ 041-S-0001 2017/12/11 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社モリタファインケミカル エコスキット ☆☆ 041-S-0002 2017/12/11 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社モリタファインケミカル ハイパーフレッシュ ☆☆ 041-S-0003 2017/12/11 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 第３種有機溶剤

洗浄剤 株式会社モリタファインケミカル ＨＹＰＥＲＦＲＥＳＨ-ＮＥＯ ☆ 041-S-0004 2017/12/11 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 第３種有機溶剤

洗浄剤 株式会社モリタファインケミカル ＵＶフレッシュＳＰ ☆☆ 041-S-0005 2017/12/11 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 株式会社モリタファインケミカル ＵＶローラークリーナーＦ ☆☆ 041-S-0006 2017/12/11 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 株式会社モリタファインケミカル スキットクリーンＵＶ-Ｈ ☆☆ 041-S-0007 2017/12/11 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 株式会社モリタファインケミカル ウエットキーパーＥＰ ☆☆☆ 041-S-0008 2017/12/11 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 株式会社モリタファインケミカル ピュアクリーンＳＤ ☆☆ 041-S-0009 2017/12/11 ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 株式会社モリタファインケミカル ピュアクリーン ☆☆ 041-S-0010 2017/12/11 ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社モリタファインケミカル ピュアクリーンＥ ☆☆ 041-S-0011 2017/12/11 ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社モリタファインケミカル ローラーホワイト ☆☆ 041-S-0012 2017/12/11 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社モリタファインケミカル ブランホワイト ☆☆ 041-S-0013 2017/12/11 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当
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洗浄剤 株式会社モリタファインケミカル ホワイトＷＴＫ-１２ ☆☆ 041-S-0014 2017/12/11 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社モリタファインケミカル ストロングウオッシュエコ ☆☆ 041-S-0015 2018/03/15 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 株式会社モリタファインケミカル ハイパーフレッシュB-21 ☆☆ 041-S-0016 2018/03/15 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社モリタファインケミカル ウエットキーパーＥＣＯ ☆☆ 041-S-0017 2018/03/15 水棒洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 キラトス株式会社（旧・清匠） SCジェットクリーンECO ☆☆ 042-S-0001 2018/03/15 ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 キラトス株式会社（旧・清匠） SCブランウォッシュNo2 ☆☆ 042-S-0002 2018/03/15 ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 キラトス株式会社（旧・清匠） SC-UV-クリーナーエコ ☆☆ 042-S-0003 2018/03/15 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 キラトス株式会社（旧・清匠） ミラクルUVクリーナー ☆☆ 042-S-0004 2018/03/15 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 キラトス株式会社（旧・清匠） スーパーSafetyUVクリーナーNo1 ☆☆ 042-S-0005 2018/03/15 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 キラトス株式会社（旧・清匠） スーパーSafetyUVクリーナーNo3 ☆☆ 042-S-0006 2018/03/15 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 キラトス株式会社（旧・清匠） クリーンスカッシュZ ☆ 042-S-0007 2018/03/15 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 第３種有機溶剤

洗浄剤 キラトス株式会社（旧・清匠） エヌクリーンECO ☆☆ 042-S-0008 2018/03/15 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 キラトス株式会社（旧・清匠） UV-SS-50 ☆ 042-S-0009 2018/03/15 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 第３種有機溶剤

洗浄剤 キラトス株式会社（旧・清匠） PSクリーンECO ☆☆ 042-S-0010 2018/03/15 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 株式会社オノダ ニューブランホワイト ☆ 043-S-0001 2018/03/15 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社オノダ ＢＲクリーナーＥＣＯ ☆ 043-S-0002 2018/03/15 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 株式会社オノダ ＯＮブランフレッシュＥＣＯ ☆ 043-S-0003 2018/03/15 ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社オノダ ＵＶエース ☆☆ 043-S-0004 2018/03/15 ローラー/ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 非該当

洗浄剤 株式会社オノダ ＵＶホワイトＮＥＷ ☆☆ 043-S-0005 2018/03/15 ブランケット洗浄剤 ＵＶ用 第３種有機溶剤

洗浄剤 株式会社オノダ スーパークリーンＮ ☆ 043-S-0006 2018/03/15 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 第３種有機溶剤

洗浄剤 株式会社オノダ ニュークリーンナップＥＣＯ ☆ 043-S-0007 2018/03/15 ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社オノダ ハイパーホワイト ☆☆ 043-S-0008 2018/03/15 ローラー洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社オノダ スーパークリーンＥＣＯ ☆☆ 043-S-0009 2018/03/15 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社オノダ ＯＮＤブランケット洗浄剤 ☆ 043-S-0011 2018/12/13 ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社カンセイコーポレーション 洗浄剤　輝Ⅱ ☆☆ 044-S-0001 2019/03/14 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社カンセイコーポレーション 洗浄剤　輝 ☆☆ 044-S-0002 2019/03/14 ローラー/ブランケット洗浄剤 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社カンセイコーポレーション 水棒クリーナーS1　水元の輝 ☆☆ 044-S-0003 2019/03/14 水棒洗浄剤 油性用 非該当

◎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。

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 スター数変更

洗浄剤 株式会社環境技術研究所 インキ除去剤 ☆☆ 040-S-0001 2017/06/19 ローラー洗浄剤 油性・ＵＶ兼用 非該当 取りやめ 2019/04

【洗浄剤：プレートクリーナー】 ※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。

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 スター数変更

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 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種有機溶剤

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 東京インキ株式会社 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｸﾘｰﾅｰ ☆☆ 002-S-0029 2017/09/21 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ＭＳ ☆☆ 002-S-0030 2019/03/14 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 HN-C（プレートクリーナー） ☆☆ 005-S-0009 2012/03/14 プレートクリーナー 油性用 非該当 ☆☆☆→☆☆

洗浄剤 富士フイルム株式会社  PRESSMAX MC-E2（マルチクリーナー）[旧：MC E2（マルチクリーナー）] ☆☆ 005-S-0010 2015/03/13 プレートクリーナー 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 ASIAMIX株式会社 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種有機溶剤

洗浄剤 ウエノ株式会社 プレートエースⅡ ☆ 013-S-0021 2014/12/07 プレートクリーナー 油性・ＵＶ兼用 第３種有機溶剤  2015/12☆☆→☆

洗浄剤 ＤＩＣグラフィックス株式会社 ＤＩＣプレートクリーナー ☆☆ 024-S-0008 2013/06/13 プレートクリーナー 油性・ＵＶ兼用 第３種有機溶剤

洗浄剤 ＤＩＣグラフィックス株式会社 ＤＩＣプレートクリーナーＮＥＯ ☆☆☆ 024-S-0009 2014/09/12 プレートクリーナー 油性・ＵＶ兼用 非該当

洗浄剤 株式会社ヤマトヤ商会 プレートクリーナーMP ☆☆ 025-S-0006 2013/09/13 プレートクリーナー 油性・ＵＶ兼用 非該当 ☆☆☆→☆☆

洗浄剤 株式会社ヤマトヤ商会 プリントSP ☆☆ 025-S-0007 2013/09/13 プレートクリーナー 油性・ＵＶ兼用 非該当 ☆☆☆→☆☆

洗浄剤 株式会社ニチナン化学 ＮＣプレートクリーナー　Ａ ☆☆ 033-S-0007 2014/09/12 プレートクリーナー 油性用 第３種有機溶剤

洗浄剤 株式会社ニチナン化学 ＮＣプレートクリーナー　Ｃ ☆☆ 033-S-0008 2014/09/12 プレートクリーナー 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社ニチナン化学 ＮＣプレートクリーナー　Ｆ ☆☆ 033-S-0009 2014/09/12 プレートクリーナー 油性用 非該当

洗浄剤 株式会社ニチナン化学 ＮＣプレートクリーナー　ＦＡ ☆☆ 033-S-0010 2014/09/12 プレートクリーナー 油性用 非該当

【含浸型洗浄布（洗浄剤）】 ※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。

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 スター数変更

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 東京インキ株式会社 ｼﾞｬｲﾛｸﾛｽWET ☆☆ 002-E-0001 2017/09/21 含浸型洗浄布 油性用 非該当

含浸型洗浄布 東京インキ株式会社 ｼﾞｬｲﾛｸﾛｽWET-UV ☆☆ 002-E-0002 2017/09/21 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-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 ニッカ株式会社 ＮＡクロスアクア　ＷＥＴ－ＵＶＣ ☆☆ 021-E-0005 2017/06/19 含浸型洗浄布 ＵＶ用 非該当

含浸型洗浄布 日本ボールドウイン株式会社 プリパック／スーパーパック　油性用　0001 ☆☆ 022-E-0001 2012/12/10 含浸型洗浄布 油性用 非該当  2016/7☆☆☆→☆☆

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

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

2016/7☆☆☆→☆☆

含浸型洗浄布 日本ボールドウイン株式会社 プリパック／スーパーパック　油性用　0004 ☆☆☆ 022-E-0004 2014/06/13 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 スーパーパック／プリパック 油性用 0005 ☆☆ 022-E-0005 2017/03/13 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  スーパーパック／プリパック　油性用　0006 ☆☆☆ 022-E-0006 2017/03/13 含浸型洗浄布 油性用 非該当

含浸型洗浄布 株式会社テルサント WETTYONE 油性用 ☆☆ 029-E-0001 2014/03/13 含浸型洗浄布 油性用 非該当 ☆☆☆→☆☆

含浸型洗浄布 株式会社テルサント WETTYONE UV用 ☆☆ 029-E-0002 2014/03/13 含浸型洗浄布 ＵＶ用 非該当 ☆☆☆→☆☆

含浸型洗浄布 株式会社テルサント GRAND WET 油性用（旧　EUROWET）　　 ☆☆ 029-E-0003 2014/03/13 含浸型洗浄布 油性用 非該当 ☆☆☆→☆☆

含浸型洗浄布 株式会社テルサント GRAND WET ＵＶ用（旧　EUROWET）　　 ☆☆ 029-E-0004 2014/03/13 含浸型洗浄布 ＵＶ用 非該当 ☆☆☆→☆☆
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【エッチ液】 ※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。

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 スター数変更

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 アストロマーク４０ ☆☆ 001-H-0018 2014/09/12 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４０プラス ☆☆ 001-H-0019 2014/09/12 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１００ ☆☆ 001-H-0020 2014/09/12 非該当

エッチ液 株式会社日研化学研究所 アストロＷＥＢ１００００ ☆☆ 001-H-0021 2014/09/12 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４４ＵＶ ☆☆ 001-H-0022 2014/09/12 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４４ＵＶプラス ☆☆ 001-H-0023 2014/09/12 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２０ ☆☆ 001-H-0024 2015/06/12 非該当

エッチ液 株式会社日研化学研究所 アストロＷＥＢ５０００ ☆☆ 001-H-0025 2015/06/12 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１５０ ☆☆ 001-H-0026 2017/03/13 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１５０プラス ☆☆ 001-H-0027 2017/03/13 非該当

エッチ液 株式会社日研化学研究所 アストロフィット１０５ ☆☆☆ 001-H-0028 2017/03/13 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６６ＵＶ ☆☆ 001-H-0029 2018/06/21 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６６ＵＶプラス ☆☆ 001-H-0030 2018/06/21 非該当

エッチ液 株式会社日研化学研究所 アストロジャスト６０７ ☆☆ 001-H-0031 2018/06/21 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

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 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 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 東京インキ株式会社 Protech 302 ☆☆ 002-H-0028 2014/03/13 非該当 ☆→☆☆

エッチ液 東京インキ株式会社 FX-H2 ☆☆ 002-H-0029 2016/03/11 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 FX-M3 ☆☆ 002-H-0030 2016/06/16 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 Protech701UV ☆☆ 002-H-0031 2017/09/21 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 Protech702UV ☆☆ 002-H-0032 2017/09/21 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 Protech703UV ☆☆ 002-H-0033 2017/09/21 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 Protech705UV ☆☆ 002-H-0034 2017/09/21 非該当

エッチ液 東京インキ株式会社 FX-M5 ☆☆ 002-H-0035 2019/03/14 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　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　WEBWF7400 ☆☆ 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-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　WEBWF7500 ☆☆ 003-H-0025 2011/09/14 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社  PRESSMAX S-S1[旧：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  PRESSMAX S-S2[旧：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  PRESSMAX S-H1[旧：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  PRESSMAX S-U1[旧：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  PRESSMAX S-Z1[旧：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  PRESSMAX S-N1[旧：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  PRESSMAX W-S1[旧：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  PRESSMAX W-S2[旧：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  PRESSMAX W-K1[旧：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  PRESSMAX W-K2[旧：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  PRESSMAX W-M1[旧：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  PRESSMAX W-P1[旧：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  PRESSMAX  アンチパイリング M1[旧：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  PRESSMAX アンチパイリング K1[旧：アンチパイリング K1] ☆☆ 005-H-0023 2012/12/10 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社  PRESSMAX S-R1[旧：ECOLITY S-R1] ☆☆ 005-H-0024 2013/09/13 非該当

エッチ液 富士フイルム株式会社  PRESSMAX W-R1[旧：ECOLITY W-R1] ☆☆ 005-H-0025 2013/06/13 非該当

エッチ液 ASIAMIX株式会社 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１ＵＶＫ（旧SK-1UVK） ☆ 006-H-0005 2010/12/14 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 有機則 スター数変更

エッチ液 ASIAMIX株式会社 ダイナコル381 ☆☆☆ 006-H-0007 2010/12/14 非該当

エッチ液 ASIAMIX株式会社 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1K2 ☆ 006-H-0009 2012/03/14 非該当 ☆☆→☆

エッチ液 ASIAMIX株式会社 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1BF2 ☆ 006-H-0011 2012/12/10 非該当 ☆☆→☆

エッチ液 ASIAMIX株式会社 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1NW2 ☆ 006-H-0014 2012/12/10 非該当

エッチ液 ASIAMIX株式会社 ロハス1K-WEB3 ☆ 006-H-0015 2016/03/11 非該当

エッチ液 ASIAMIX株式会社 ロハス1K3 ☆ 006-H-0016 2016/03/11 非該当

エッチ液 ASIAMIX株式会社 ロハス1UV4 ☆ 006-H-0017 2016/03/11 非該当

エッチ液 ASIAMIX株式会社 ロハス1NW3-2 ☆ 006-H-0018 2016/03/11 非該当

エッチ液 ASIAMIX株式会社 ロハス1NW3-5 ☆ 006-H-0019 2016/03/11 非該当

エッチ液  冨士薬品工業株式会社  FCﾘｽｺｰﾄH-17H-6606 ☆☆ 011-H-0001 2011/06/15 非該当
2016/12/05

☆☆☆→☆☆
絵表示変更

エッチ液  冨士薬品工業株式会社  FCﾘｽｺｰﾄH-17H-8300 ☆☆ 011-H-0002 2011/06/15 非該当
2016/12/05
絵表示変更

エッチ液  冨士薬品工業株式会社  FCﾘｽｺｰﾄH-17H-9500 ☆☆ 011-H-0003 2011/06/15 非該当
2016/12/05
絵表示変更

エッチ液  冨士薬品工業株式会社  FCﾘｽｺｰﾄH-17T-10 TP-2 ☆☆ 011-H-0004 2011/06/15 非該当
2016/12/05

☆☆☆→☆☆
絵表示変更

エッチ液  冨士薬品工業株式会社  FCﾘｽｺｰﾄH-17FDW-17 ☆☆ 011-H-0005 2011/06/15 非該当
2016/12/05
絵表示変更

エッチ液  冨士薬品工業株式会社  FCﾘｽｺｰﾄH-17BF-IH ☆☆ 011-H-0007 2011/06/15 非該当
2016/12/05

☆☆☆→☆☆
絵表示変更

エッチ液  冨士薬品工業株式会社  FCﾘｽｺｰﾄH-17FDW-42 ☆☆☆ 011-H-0008 2014/06/13 非該当

エッチ液  冨士薬品工業株式会社  FCﾘｽｺｰﾄH-17BF-KS ☆☆ 011-H-0010 2014/06/13 非該当
2016/12/05

☆☆☆→☆☆
絵表示変更

エッチ液  冨士薬品工業株式会社  FCﾘｽｺｰﾄH-17MPSI ☆☆ 011-H-0011 2014/06/13 非該当
2016/12/05
絵表示変更

エッチ液  冨士薬品工業株式会社  FCﾘｽｺｰﾄH-17MPSK ☆☆ 011-H-0012 2014/06/13 非該当
2016/12/05
絵表示変更

エッチ液  冨士薬品工業株式会社  FCﾘｽｺｰﾄH-17MPSTO ☆☆ 011-H-0013 2014/06/13 非該当
2016/12/05
絵表示変更

エッチ液  冨士薬品工業株式会社  FCﾘｽｺｰﾄH-17MPST ☆☆ 011-H-0014 2014/06/13 非該当
2016/12/05
絵表示変更

エッチ液  冨士薬品工業株式会社  FCﾘｽｺｰﾄH-17MPSB ☆☆ 011-H-0015 2014/06/13 非該当
2016/12/05
絵表示変更

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 2015/03/13 非該当

エッチ液 三菱製紙株式会社 ＴＤＰ－ＨＬ ☆☆ 016-H-0002 2015/03/13 非該当

エッチ液 三菱製紙株式会社 ＴＤＰ－ＤＬ２ ☆☆☆ 016-H-0004 2015/03/13 非該当

エッチ液 三菱製紙株式会社 ＴＤＰ－ＤＬ３ ☆☆☆ 016-H-0005 2015/03/13 非該当

エッチ液 三菱製紙株式会社 ＳＬＭ－ＯＤ・ＰＳⅢ ☆☆ 016-H-0007 2015/03/13 非該当

エッチ液 三菱製紙株式会社 ＴＤＰ－ＤＬ１Ｎ ☆☆☆ 016-H-0008 2015/03/13 非該当

エッチ液 三菱製紙株式会社 ＳＬＭ－ＯＤ３０Ｎ ☆☆☆ 016-H-0009 2015/03/13 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 Pro100 ☆ 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 FS Pro 200N ☆☆ 018-H-0003 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 FS Pro 200K ☆☆ 018-H-0004 2014/09/12 非該当

エッチ液 ＤＩＣグラフィックス株式会社 Ｐｒｅｓａｒｔｏ－ＷＨ１００ ☆☆ 024-H-0001 2013/06/13 非該当

エッチ液 ＤＩＣグラフィックス株式会社 Ｐｒｅｓａｒｔｏ－ＷＨ１００改 ☆☆ 024-H-0002 2013/06/13 非該当

エッチ液 ＤＩＣグラフィックス株式会社 Ｐｒｅｓａｒｔｏ－ＷＳ１００ ☆☆ 024-H-0003 2013/06/13 非該当

エッチ液 ＤＩＣグラフィックス株式会社 Ｐｒｅｓａｒｔｏ　ｚｅｒｏ－ＩＰＡ　ＳＦ ☆☆ 024-H-0004 2013/06/13 非該当 ☆→☆☆

エッチ液 ＤＩＣグラフィックス株式会社 Ｐｒｅｓａｒｔｏ－ＳＤ１００ ☆☆ 024-H-0005 2013/06/13 非該当

エッチ液 ＤＩＣグラフィックス株式会社 ＤＩＣエッチ液　ＦＳＴ－５４５ ☆☆ 024-H-0006 2013/06/13 非該当

エッチ液 ＤＩＣグラフィックス株式会社 Ｐｒｅｓａｒｔｏ－１０００ ☆☆ 024-H-0007 2014/09/12 非該当

エッチ液 ＤＩＣグラフィックス株式会社 ＤＩＣエッチ液　ＦＳＴ－７００ ☆☆ 024-H-0008 2014/09/12 非該当

エッチ液 ＤＩＣグラフィックス株式会社 ＤＩＣエッチ液　ＦＳＴ－９９７ ☆☆ 024-H-0009 2018/12/13 非該当

エッチ液 ＤＩＣグラフィックス株式会社 ＤＩＣエッチ液　ＦＳＴ－６００ ☆☆ 024-H-0010 2018/12/13 非該当

エッチ液 ＤＩＣグラフィックス株式会社 ＤＩＣエッチ液　ＦＳＴ－６００改 ☆☆ 024-H-0011 2018/12/13 非該当

エッチ液 ＤＩＣグラフィックス株式会社 ＤＩＣエッチ液　ＦＳＴ－６０１ ☆☆ 024-H-0012 2018/12/13 非該当

エッチ液 ＤＩＣグラフィックス株式会社 Ｐｒｅｓａｒｔｏ－ＷＧ ☆☆ 024-H-0013 2019/09/19 非該当

エッチ液 ＤＩＣグラフィックス株式会社 Ｐｒｅｓａｒｔｏ－ＷＣ ☆☆ 024-H-0014 2019/09/19 非該当

エッチ液 ＤＩＣグラフィックス株式会社 Ｐｒｅｓａｒｔｏ－ＷＢ ☆☆ 024-H-0015 2019/09/19 非該当

エッチ液 ＤＩＣグラフィックス株式会社 Ｐｒｅｓａｒｔｏ－ＳＵ ☆☆ 024-H-0016 2019/09/19 非該当

エッチ液  株式会社小森コーポレーション KG-502 ☆☆ 028-H-0001 2013/12/09 非該当

エッチ液  株式会社小森コーポレーション KG-511 ☆☆ 028-H-0002 2013/12/09 非該当

エッチ液  株式会社小森コーポレーション KG-522 ☆☆☆ 028-H-0003 2013/12/09 非該当

エッチ液 株式会社ニチナン化学 ＮＣ－９５ ☆☆ 033-H-0001 2014/09/12 非該当

エッチ液 株式会社ニチナン化学 ＮＣ－６４１ ☆☆ 033-H-0002 2014/09/12 非該当

エッチ液 株式会社ニチナン化学 ＮＣ－６４１－Ｕ ☆☆ 033-H-0003 2014/09/12 非該当

エッチ液 株式会社ニチナン化学 ＮＣ－６４１ＮＡ ☆☆ 033-H-0004 2014/09/12 非該当

エッチ液 株式会社ニチナン化学 ＮＣ－６４２ ☆☆ 033-H-0005 2014/09/12 非該当

エッチ液 株式会社ニチナン化学 ＮＣ－ＥＴＫ ☆☆ 033-H-0006 2014/09/12 非該当

エッチ液 株式会社ニチナン化学 ＮＣ－ＭＯ ☆☆ 033-H-0007 2014/09/12 非該当

エッチ液 株式会社ニチナン化学 ＮＣ－ＭＯ－Ｕ ☆☆ 033-H-0008 2014/09/12 非該当

エッチ液 株式会社ニチナン化学 ＮＣ－ＲＧ ☆☆ 033-H-0009 2014/09/12 非該当

エッチ液 株式会社ニチナン化学 ＮＣ－ＲＧ２ ☆☆ 033-H-0010 2014/09/12 非該当

エッチ液 株式会社ニチナン化学 ＮＣ－ＲＧ２改－ＡＢ ☆☆ 033-H-0011 2014/09/12 非該当

エッチ液 株式会社ニチナン化学 ＮＣ－ＲＧ２改－Ｙ ☆☆ 033-H-0012 2014/09/12 非該当

エッチ液 株式会社ニチナン化学 ＮＣ－ＵＶ－Ａ ☆☆ 033-H-0013 2014/09/12 非該当

エッチ液 株式会社ニチナン化学 ＮＣ－ＴＲ１０１－Ｋ ☆☆ 033-H-0014 2014/09/12 非該当

6



 2019年度ＧＰ資機材認定製品一覧
（掲載全691製品／2020年1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 スター数変更

エッチ液 株式会社カンセイコーポレーション ＡＫ－３５０ ☆☆ 044-H-0001 2019/03/14 非該当

エッチ液 株式会社カンセイコーポレーション ＨＫ－３５０ ☆☆ 044-H-0002 2019/03/14 非該当

エッチ液 株式会社カンセイコーポレーション ＦＧ－３６２ ☆☆ 044-H-0003 2019/03/14 非該当

エッチ液 株式会社カンセイコーポレーション ＦＧ－３５２ ☆☆ 044-H-0004 2019/03/14 非該当

エッチ液 株式会社カンセイコーポレーション ｏｎ　ｓｈｏｒｅ　ＦＳ ☆☆ 044-H-0005 2019/03/14 非該当

エッチ液 株式会社カンセイコーポレーション ＳＯＮＡＴＡ ☆☆ 044-H-0006 2019/03/14 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 コダック合同会社 P-1310X ☆☆☆ 007-A-0001 2011/06/15

現像機 コダック合同会社 P-940X ☆☆☆ 007-A-0002 2011/06/15

現像機 コダック合同会社 T-HDX 850 ☆☆☆ 007-A-0003 2014/03/13

現像機 コダック合同会社 T-HDX 1250 ☆☆☆ 007-A-0004 2014/03/13

現像機 コダック合同会社 T-HDX 1500 ☆☆☆ 007-A-0005 2014/03/13

現像機 コダック合同会社 T-HDJ 940 ☆☆☆ 007-A-0006 2014/03/13

現像機 コダック合同会社 T-HDJ 1310 ☆☆☆ 007-A-0007 2014/03/13

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 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CX125 ☆☆☆ 008-A-0005 2014/03/13

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 ハイデルベルグ・ジャパン株式会社 クリーンアウトユニットＣ９５ ☆☆☆ 018-A-0001 2013/06/13

現像機 ハイデルベルグ・ジャパン株式会社 クリーンアウトユニットＣ１２５ ☆☆☆ 018-A-0002 2013/06/13

◎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。

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 取りやめ年月

現像機 東レ株式会社 自動現像機TWL-650F ☆☆☆ 010-A-0003 2011/06/15 取りやめ2019/10

現像機 東レ株式会社 自動現像機TWL-400 ☆☆☆ 010-A-0004 2011/06/15 取りやめ2019/10

現像機 東レ株式会社 自動現像機TWL-1160GⅡ ☆☆☆ 010-A-0005 2011/06/15 取りやめ2019/10

【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 変更等

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（0.2） ☆☆☆ 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（0.2） ☆☆☆ 005-B-0012 2011/06/15

プレート 富士フイルム株式会社 XL-T サーマルプレート（0.3） ☆☆☆ 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（0.2） ☆☆☆ 005-B-0023 2012/03/14

プレート 富士フイルム株式会社 SUPERIA ZP（0.3） ☆☆☆ 005-B-0024 2015/06/12

プレート 富士フイルム株式会社 SUPERIA ZP（0.24） ☆☆☆ 005-B-0025 2015/06/12

プレート 富士フイルム株式会社 SUPERIA ZP（0.2） ☆☆☆ 005-B-0026 2015/06/12

プレート 富士フイルム株式会社 SUPERIA ZP（0.15） ☆☆☆ 005-B-0027 2015/06/12

プレート 富士フイルム株式会社 SUPERIA ZD（0.3） ☆☆☆ 005-B-0028 2015/12/08

プレート 富士フイルム株式会社 SUPERIA ZD（0.24） ☆☆☆ 005-B-0029 2015/12/08

プレート 富士フイルム株式会社 SUPERIA ZD（0.2） ☆☆☆ 005-B-0030 2015/12/08

プレート 富士フイルム株式会社 SUPERIA ZD（0.15） ☆☆☆ 005-B-0031 2015/12/08

プレート 富士フイルム株式会社 SUPERIA ZD-Ⅱ（0.3） ☆☆☆ 005-B-0032 2018/12/13

プレート 富士フイルム株式会社 SUPERIA ZD-Ⅱ（0.24） ☆☆☆ 005-B-0033 2018/12/13

プレート 富士フイルム株式会社 SUPERIA ZD-Ⅱ（0.2） ☆☆☆ 005-B-0034 2018/12/13

プレート 富士フイルム株式会社 SUPERIA ZD-Ⅱ（0.15） ☆☆☆ 005-B-0035 2018/12/13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

プレート コダック合同会社 Trillian SP サーマルプレート (0.40) ☆☆ 007-B-0017 2014/03/13   2016/09/26一部変更☆→☆☆

プレート コダック合同会社 Trillian SP サーマルプレート (0.30) ☆☆ 007-B-0018 2014/03/13   2016/09/26一部変更☆→☆☆
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プレート コダック合同会社 Trillian SP サーマルプレート (0.24) ☆☆ 007-B-0019 2014/03/13  2016/09/26一部変更

プレート コダック合同会社 Trillian SP サーマルプレート (0.20) ☆☆ 007-B-0020 2014/03/13  2016/09/26一部変更

プレート コダック合同会社 Trillian SP サーマルプレート (0.15) ☆☆ 007-B-0021 2014/03/13  2016/09/26一部変更

プレート コダック合同会社 Sword XD サーマルプレート(0.30) ☆☆ 007-B-0022 2014/03/13

プレート コダック合同会社 Sword XD サーマルプレート(0.24) ☆☆ 007-B-0023 2014/03/13

プレート コダック合同会社 Sword XD サーマルプレート(0.20) ☆☆ 007-B-0024 2014/03/13

プレート コダック合同会社 Sword XD サーマルプレート(0.15) ☆☆ 007-B-0025 2014/03/13

プレート コダック合同会社 Sonora CX プロセスフリープレート (0.30) ☆☆ 007-B-0026 2016/09/26

プレート コダック合同会社 Sonora CX プロセスフリープレート (0.24) ☆☆☆ 007-B-0027 2016/09/26

プレート コダック合同会社 Sonora CX プロセスフリープレート (0.20) ☆☆☆ 007-B-0028 2016/09/26

プレート コダック合同会社 Sonora CX プロセスフリープレート (0.15) ☆☆☆ 007-B-0029 2016/09/26

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 日本アグフア・ゲバルト株式会社 Azura TU (0.30) ☆☆ 008-B-0005 2015/09/18

プレート 日本アグフア・ゲバルト株式会社 Azura TU (0.24) ☆☆ 008-B-0006 2015/09/18

プレート 日本アグフア・ゲバルト株式会社 Azura TU (0.20) ☆☆ 008-B-0007 2015/09/18

プレート コニカミノルタ株式会社 Blue Earth　サーマルプレート（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　サーマルプレート（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　サーマルプレート（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　サーマルプレート（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-GU（0.24） ☆☆☆ 010-B-0006 2015/12/07

プレート 東レ株式会社 TAC-GＨ（0.24） ☆☆☆ 010-B-0007 2019/09/19

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

プレート ハイデルベルグ・ジャパン株式会社 Saphira Chemfree Plate 101（0.24） ☆☆ 018-B-0001 2013/06/13

プレート ハイデルベルグ・ジャパン株式会社 Saphira Chemfree Plate 101（0.20） ☆☆ 018-B-0002 2013/06/13

プレート ハイデルベルグ・ジャパン株式会社 Saphira Chemfree Plate 101（0.15） ☆☆☆ 018-B-0003 2013/06/13

◎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。

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 取りやめ年月

プレート 東レ株式会社 TAC-XG(0.24) ☆☆☆ 010-B-0005 2011/06/15 取りやめ2019/10

【製版薬品】 ※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。

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 種類 スター数変更

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

製版薬品 コダック合同会社 SW-D1 ☆☆ 007-C-0001 2011/06/15 非該当 現像液 ☆☆☆→☆☆

製版薬品 コダック合同会社 PD-1 ☆☆☆ 007-C-0002 2011/06/15 非該当 現像液

製版薬品 コダック合同会社 SW-D2 ☆☆ 007-C-0004 2014/03/13 非該当 現像液 ☆☆☆→☆☆

製版薬品 コダック合同会社 SP500B ☆☆ 007-C-0005 2014/09/12 非該当 現像液

◎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。

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 種類 取りやめ年月

製版薬品 東レ株式会社 PA-F ☆☆☆ 010-C-0002 2011/06/15 非該当 現像機用後処理液 取りやめ2019/10

【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 変更等

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 コダック合同会社 Trendsetter 400/800 シリーズ ☆☆☆ 007-D-0001 2012/09/14

セッター コダック合同会社 Magnus 800 Quantum　シリーズ ☆☆☆ 007-D-0002 2012/09/14

セッター コダック合同会社 Magnus 800　Quantum Z ☆☆ 007-D-0003 2012/09/14

セッター コダック合同会社 Magnus 400 シリーズ ☆☆☆ 007-D-0004 2012/09/14

セッター コダック合同会社 ACHIEVE400/800シリーズ ☆☆☆ 007-D-0005 2019/09/19

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 三菱製紙株式会社 ＴＤＰ－３２４Ⅱ ☆☆☆ 016-D-0003 2015/03/13

セッター 三菱製紙株式会社 ＴＤＰ－４５９Ⅱ ☆☆☆ 016-D-0004 2015/03/13

セッター 三菱製紙株式会社 ＴＤＰ－７５０ ☆☆☆ 016-D-0005 2015/03/13

セッター 三菱製紙株式会社 SDP-Eco1630ⅢR ☆☆ 016-D-0006 2015/03/13

セッター 株式会社SCREENグラフィックソリューションズ PlateRite Ultima 16000ⅡE/S/Z ☆☆☆ 017-D-0001 2012/09/14

セッター 株式会社SCREENグラフィックソリューションズ PlateRite HD 8900/8900N-E/S/Z ☆☆☆ 017-D-0002 2012/09/14 2017/04 8900N追加

セッター 株式会社SCREENグラフィックソリューションズ PlateRite 8600N-E/S/Z ☆☆☆ 017-D-0003 2012/09/14

セッター 株式会社SCREENグラフィックソリューションズ PlateRite FX870Ⅱ／ⅡE／ⅡEL ☆☆☆ 017-D-0009 2012/09/14

セッター 株式会社SCREENグラフィックソリューションズ PlateRite FX1524/1200 ☆☆☆ 017-D-0010 2012/09/14

セッター 株式会社SCREENグラフィックソリューションズ PlateRite Ultima 36000/24000S/SX/Z/ZX ☆☆☆ 017-D-0011 2014/03/13

セッター 株式会社SCREENグラフィックソリューションズ PlateRite Ultima 16000N ☆☆☆ 017-D-0012 2014/03/13

セッター 株式会社SCREENグラフィックソリューションズ PlateRite 4600Z/S/E ☆☆☆ 017-D-0013 2016/03/11

セッター 株式会社SCREENグラフィックソリューションズ PlateRite Ultima 16000N-Z/S/E ☆☆☆ 017-D-0014 2018/03/15

セッター 株式会社SCREENグラフィックソリューションズ PlateRite 8600NⅡ-Z/S/E ☆☆☆ 017-D-0015 2019/03/14

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
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【インクジェット・液体トナー型デジタル印刷機】

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 タイプ スター数変更

デジタル印刷機 富士フイルム株式会社 Jet Press 540W ☆☆ 005-F-0001 2014/03/13 巻取

デジタル印刷機 富士フイルム株式会社 Jet Press 720 ☆☆☆ 005-F-0002 2014/03/13 枚葉

デジタル印刷機 富士フイルム株式会社 Jet Press 720S ☆☆☆ 005-F-0003 2016/03/11 枚葉

デジタル印刷機 富士フイルム株式会社 Jet Press 750S ☆☆☆ 005-F-0004 2019/06/13 枚葉

デジタル印刷機 コダック合同会社 Ｐｒｏｓｐｅｒ　S Web ☆☆ 007-F-0001 2014/03/13 巻取

デジタル印刷機 コダック合同会社 Ｐｒｏｓｐｅｒ　S Sheet ☆☆ 007-F-0002 2014/03/13 枚葉

デジタル印刷機 コニカミノルタ株式会社 AccurioJet KM-1 ☆☆☆ 009-F-0001 2019/12/19 枚葉

デジタル印刷機 株式会社SCREENグラフィックソリューションズ Truepress Jet520/520EX/520ZZ/520HD ☆☆☆ 017-F-0001 2014/03/13 巻取

デジタル印刷機 株式会社SCREENグラフィックソリューションズ Truepress　JetSX ☆☆☆ 017-F-0002 2014/03/13 枚葉

デジタル印刷機 株式会社SCREENグラフィックソリューションズ Truepress Jet L350UV ☆☆☆ 017-F-0003 2015/03/13 巻取

デジタル印刷機 株式会社SCREENグラフィックソリューションズ Truepress Jet520NX ☆☆☆ 017-F-0004 2018/03/15 巻取

デジタル印刷機 株式会社SCREENグラフィックソリューションズ Truepress Jet L350UV+/L350UV+LM ☆☆☆ 017-F-0005 2018/03/15 巻取

デジタル印刷機 株式会社ミヤコシ ＭＪＰ２０ ☆☆ 031-F-0001 2014/03/13 巻取

デジタル印刷機 富士ゼロックス株式会社 2800 Inkjet Color Continuous Feed Printing System ☆☆ 034-F-0001 2014/09/12 巻取

デジタル印刷機 富士ゼロックス株式会社 1400 Inkjet Color Continuous Feed Printing System (Model-S2H) ☆☆ 034-F-0003 2015/09/18 巻取

デジタル印刷機 富士ゼロックス株式会社 1400 Inkjet Color Continuous Feed Printing System (Model-T2H) ☆☆ 034-F-0004 2015/09/18 巻取

デジタル印刷機 富士ゼロックス株式会社 11000 Inkjet Press ☆☆☆ 034-F-0005 2019/03/14 巻取

デジタル印刷機 株式会社リコー RICOH PRO VC60000 ☆☆☆ 036-F-0001 2015/06/12 巻取  2016/6☆☆→☆☆☆

【ドライトナー型デジタル印刷機】
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 タイプ カラー・モノクロ 変更等

ドライトナー型
デジタル印刷

機
コダック合同会社

Kodak NexPress SX Digital Production
Color Pressシリーズ
→Kodak NexPress SX3300 Digital
Production Color Press/Kodak
NexPress SX3900 Digital Production
Color Press

☆☆ 007-G-0001 2015/06/12 枚　葉　 カラー機

ドライトナー型

デジタル印刷機 コニカミノルタ株式会社 bizhub PRESS C1060 ☆☆ 009-G-0001 2015/06/12 枚　葉　 カラー機
ドライトナー型

デジタル印刷機 コニカミノルタ株式会社 bizhub PRESS C1070 ☆☆ 009-G-0002 2015/06/12 枚　葉　 カラー機
ドライトナー型

デジタル印刷機 コニカミノルタ株式会社 bizhub PRESS C1085 ☆☆ 009-G-0003 2015/06/12 枚　葉　 カラー機
ドライトナー型

デジタル印刷機 コニカミノルタ株式会社 bizhub PRESS C1100 ☆☆ 009-G-0004 2015/06/12 枚　葉　 カラー機
ドライトナー型

デジタル印刷機 コニカミノルタ株式会社 bizhub PRESS 1052 ☆☆ 009-G-0005 2015/06/12 枚　葉　 モノクロ機
ドライトナー型

デジタル印刷機 コニカミノルタ株式会社 bizhub PRESS 1250 ☆☆ 009-G-0006 2015/06/12 枚　葉　 モノクロ機
ドライトナー型

デジタル印刷機 コニカミノルタ株式会社  AccurioPressシリーズ（C2070・C2060・C2070P） ☆☆☆ 009-G-0010 2017/03/13 枚　葉　 カラー機
ドライトナー型

デジタル印刷機 コニカミノルタ株式会社 AccurioPressシリーズ （C6100・C6085） ☆☆ 009-G-0011 2019/06/13 枚　葉　 カラー機
ドライトナー型

デジタル印刷機 コニカミノルタ株式会社 AccurioPressシリーズ　(C3080・C3070・C3080P） ☆☆☆ 009-G-0012 2019/06/13 枚　葉　 カラー機
ドライトナー型

デジタル印刷機 コニカミノルタ株式会社 AccurioPressシリーズ(6136・6120・6136P) ☆☆ 009-G-0013 2019/06/13 枚　葉　 モノクロ機

ドライトナー型

デジタル印刷機 富士ゼロックス株式会社
Color 1000i Press/ Color 1000 Press/

Color 800 Press
☆☆ 034-G-0001 2015/06/12 枚　葉　 カラー機

ドライトナー型

デジタル印刷機 富士ゼロックス株式会社 Versant 2100 Press（Model-2含む） ☆☆ 034-G-0002 2015/06/12 枚　葉　 カラー機
ドライトナー型

デジタル印刷機 富士ゼロックス株式会社 Versant 80 Press（Model-2含む） ☆☆☆ 034-G-0003 2015/06/12 枚　葉　 カラー機

ドライトナー型

デジタル印刷機 富士ゼロックス株式会社
Nuvera 157 EA Production System/
Nuvera 144 EA Production System

☆☆ 034-G-0005 2015/06/12 枚　葉　 モノクロ機

ドライトナー型

デジタル印刷機 富士ゼロックス株式会社
Nuvera 314 EA Perfecting Production
System/Nuvera 288 EA Perfecting

Production System
☆☆ 034-G-0006 2015/06/12 枚　葉　 モノクロ機

ドライトナー型

デジタル印刷機 富士ゼロックス株式会社 D136 Light Publisher/D136 Printer ☆☆☆ 034-G-0007 2015/06/12 枚　葉　 モノクロ機
2016/6
☆☆→☆☆☆

ドライトナー型

デジタル印刷機 富士ゼロックス株式会社
Ｄ125 Light Publisher/D125

Printer/D110 Light Publisher/D110
Printer/D110 CPS/D95 CPS

☆☆☆ 034-G-0008 2015/06/12 枚　葉　 モノクロ機

ドライトナー型

デジタル印刷機 富士ゼロックス株式会社 DocuColor 7171 P ☆☆☆ 034-G-0009 2015/12/07 枚　葉　 カラー機
2016/6
☆☆→☆☆☆

ドライトナー型

デジタル印刷機 富士ゼロックス株式会社 Versant 3100 Press ☆☆ 034-G-0010 2016/12/05 枚　葉　 カラー機
ドライトナー型

デジタル印刷機 富士ゼロックス株式会社 Versant 180 Press ☆☆☆ 034-G-0011 2016/12/05 枚　葉　 カラー機
ドライトナー型

デジタル印刷機 富士ゼロックス株式会社  Xerox iGen 150 PressXerox iGen 5 150 Press ☆ 034-G-0012 2016/12/05 枚　葉　 カラー機

ドライトナー型

デジタル印刷機 富士ゼロックス株式会社
B9シリーズ（B9110/B9125/B9136

Light Publisher/Printer）
☆☆☆ 034-G-0013 2018/03/15 枚　葉　 モノクロ機

ドライトナー型

デジタル印刷機 富士ゼロックス株式会社 Iridesse™ Production Press ☆☆ 034-G-0014 2018/03/15 枚　葉　 カラー機

ドライトナー型

デジタル印刷機 富士ゼロックス株式会社 DocuColor 5656 PN ☆☆☆ 034-G-0015 2018/12/13 枚　葉　 カラー機

ドライトナー型

デジタル印刷機 株式会社リコー RICOH Pro C9110/RICOH Pro C9100 ☆☆☆ 036-G-0001 2015/06/12 枚　葉　 カラー機

ドライトナー型

デジタル印刷機 株式会社リコー
RICOH Pro C7110S/RICOH Pro C7100S/
RICOH Pro C7110

☆☆☆ 036-G-0002 2015/06/12 枚　葉　 カラー機
2016/6☆☆☆→☆☆
2016/9☆☆→☆☆☆

ドライトナー型

デジタル印刷機 株式会社リコー RICOH Pro C5110S/RICOH Pro C5100S ☆☆☆ 036-G-0003 2015/06/12 枚　葉　 カラー機

ドライトナー型

デジタル印刷機 株式会社リコー
RICOH Pro 8120S/RICOH Pro 8110S/RICOH

Pro 8100S
☆☆☆ 036-G-0004 2015/06/12 枚　葉　 モノクロ機

ドライトナー型

デジタル印刷機 株式会社リコー RICOH Pro C651EX ☆☆ 036-G-0005 2015/06/12 枚　葉　 カラー機
ドライトナー型

デジタル印刷機 株式会社リコー RICOH Pro C751EX ☆☆☆ 036-G-0006 2015/06/12 枚　葉　 カラー機

ドライトナー型

デジタル印刷機 株式会社リコー
RICOH Pro C901S/RICOH Pro C901

/RICOH Pro C901 Graphic Arts +
☆☆ 036-G-0007 2015/06/12 枚　葉　 カラー機

ドライトナー型

デジタル印刷機 株式会社リコー RICOH Pro C901S Graphic Arts + ☆☆ 036-G-0008 2015/06/12 枚　葉　 カラー機
ドライトナー型

デジタル印刷機 株式会社リコー RICOH Pro 8220S/RICOH Pro 8210S/RICOH Pro 8200S ☆☆☆ 036-G-0009 2016/12/05 枚　葉　 モノクロ機
ドライトナー型

デジタル印刷機 株式会社リコー RICOH Pro C5210S/RICOH Pro C5200S ☆☆☆ 036-G-0010 2016/12/05 枚　葉　 カラー機
ドライトナー型

デジタル印刷機 株式会社リコー RICOH Pro C7210S/RICOH Pro C7200S ☆☆☆ 036-G-0011 2018/09/20 枚　葉　 カラー機

ドライトナー型

デジタル印刷機 株式会社リコー RICOH Pro C9210/RICOH Pro C9200 ☆☆☆ 036-G-0012 2018/09/20 枚　葉　 カラー機
2019/9
☆☆→☆☆☆

ドライトナー型

デジタル印刷機 株式会社リコー RICOH Pro 8320S/8310S/8300S ☆☆☆ 036-G-0013 2019/06/13 枚　葉　 モノクロ機
ドライトナー型

デジタル印刷機 キヤノン株式会社 imagePRESS C7011VP/C7011VPS/C6011 ☆☆ 037-G-0001 2015/06/12 枚　葉　 カラー機

ドライトナー型

デジタル印刷機 キヤノン株式会社 imagePRESS C800/C700/C700L/C60 ☆☆☆ 037-G-0002 2015/06/12 枚　葉　 カラー機
2015/12
☆☆→☆☆☆

ドライトナー型

デジタル印刷機 キヤノン株式会社
imagePRESS1135Ⅲ/1135Ⅱ/1125Ⅱ

/1110Ⅱ
☆☆ 037-G-0003 2015/06/12 枚　葉　 モノクロ機

2015/12
☆→☆☆
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 2019年度ＧＰ資機材認定製品一覧
（掲載全691製品／2020年1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 タイプ カラー・モノクロ 変更等
ドライトナー型

デジタル印刷機 キヤノン株式会社 varioPRINT 135/120/110 ☆☆ 037-G-0004 2015/09/18 枚　葉　 モノクロ機

ドライトナー型

デジタル印刷機 キヤノン株式会社
VarioPrint 6320 Ultra+ / 6250 Ultra+ /

6200 Ultra+ / 6160 Ultra+
☆ 037-G-0005 2015/09/18 枚　葉　 モノクロ機

ドライトナー型

デジタル印刷機 キヤノン株式会社 imagePRESS C10000VP/C8000VP ☆☆ 037-G-0006 2016/06/16 枚　葉　 カラー機
ドライトナー型

デジタル印刷機 キヤノン株式会社 imagePRESS C850/C750/C650/C65 ☆☆☆ 037-G-0007 2016/12/05 枚　葉　 カラー機

ドライトナー型

デジタル印刷機 キヤノン株式会社
imagePRESSシリーズ

C910/C810/C660/C660CA
☆☆ 037-G-0008 2019/12/19 枚　葉　 カラー機

ドライトナー型

デジタル印刷機 キヤノン株式会社 varioPRINT 140/130/115 ☆☆ 037-G-0009 2019/12/19 枚　葉　 モノクロ機
ドライトナー型

デジタル印刷機 キヤノン株式会社 VarioPrint 6330 / 6270 ☆ 037-G-0010 2019/12/19 枚　葉　 モノクロ機
ドライトナー型

デジタル印刷機 キヤノン株式会社 VarioPrint 6220 / 6180 ☆ 037-G-0011 2019/12/19 枚　葉　 モノクロ機

◎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。

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 タイプ カラー・モノクロ 変更等
ドライトナー型

デジタル印刷機 コニカミノルタ株式会社 bizhub PRESS 2250P ☆☆ 009-G-0007 2015/06/12 枚　葉　 モノクロ機 取りやめ2019/07

ドライトナー型

デジタル印刷機 コニカミノルタ株式会社 bizhub PRESS C1070P ☆☆☆ 009-G-0008 2016/09/26 枚　葉　 カラー機 取りやめ2019/07

【製本用接着剤】 ※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。

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 用途 有機則 スター数変更

製本用接着剤 株式会社松本久夫商店 ＭＢノール　特殊クルミ糊　Ｋ－１１ ☆☆☆ 045-K-0001 2019/03/14 貼込／くるみ 非該当

製本用接着剤 株式会社松本久夫商店 MB接着　６６Ｂ１５７５ ☆☆☆ 045-K-0002 2019/03/14 下固め／天糊 非該当

製本用接着剤 株式会社松本久夫商店 MB接着　７Ｋ号Ｍ ☆☆☆ 045-K-0003 2019/03/14 貼込／くるみ／天糊／その他 非該当

製本用接着剤 株式会社松本久夫商店 MB接着　２２２ＣＦ ☆☆ 045-K-0004 2019/03/14 天糊 非該当

製本用接着剤 株式会社松本久夫商店 MB接着　Ｍ－９４８Ｐ ☆☆ 045-K-0005 2019/03/14 下固め／天糊 非該当

製本用接着剤 株式会社松本久夫商店 MB接着　ＧＣ－７６５－Ｏ ☆☆ 045-K-0006 2019/03/14 小口／合紙 非該当

製本用接着剤 株式会社松本久夫商店 MB接着　ＦＡ－１８３０Ｌ ☆☆ 045-K-0007 2019/03/14 貼込／その他 非該当

製本用接着剤 株式会社松本久夫商店 ＭＢノール　特殊クルミ糊　Ｋ－２７ ☆☆☆ 045-K-0008 2019/03/14 貼込／クルミ 非該当

製本用接着剤 株式会社松本久夫商店 MB接着　ＧＣ－９ＮＡＬＬ ☆☆☆ 045-K-0009 2019/03/14 小口 非該当

【その他資機材】

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

VOC警報器 新コスモス電機株式会社 VOC警報器（XH-981G） － 038-(J)-0001 2015/12/07

現像廃液削減装置 富士フイルム株式会社 現像廃液削減装置（XR-1200J/XR-2000/XR-5000) － 005-(J)-0001 2016/06/16

現像廃液削減装置 富士フイルム株式会社 再生水再利用装置（XR-R60) － 005-(J)-0002 2016/06/16

VOC回収装置 株式会社小森コーポレーション VOC回収装置 － 028-(J)-0001 2018/06/21

10


