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【 当社 環境理念 】 

 地球を守るということは、その美しい自然と限りある資源を大切に 

することです。それは世界の人々にとっての義務でもあります。 

 TDK ラムダはこの地球環境の保全を最重要課題に掲げ、全社 

的に取組むと共にひとりひとりが社会の一員として積極的にその活動 

に参加します。 

 
１．目的 
  弊社は、上記「環境理念」に基づき、環境保全活動の維持・向上を進める事 
 により、地球・社会・顧客の要求に配慮・対応した事業活動を通じて社会的責任 
 を果すことを目的とし、購買活動に対するグリーン調達を進めております。また 
 以前より、弊社製品に使用する部材について、環境負荷化学物質の含有調査を行 
 って参りました。 
  この度、それらの内容をより具体的に分かり易くする為、「グリーン調達ガイド 
 ライン」を作成する事と致しました。  
  グリーン調達の推進により、お取引先、組立・加工協力会社を含めた生産活動 
 全体で、環境負荷の低減を図り、グリーン製品を提供するとともに地球環境の保 
 全と循環型社会の形成を目指しています。 

 
２．適用範囲 
  このガイドラインは、TDK ラムダグループが調達する、TDK ラムダ主要 
標準製品を構成する全ての部材調達に適用するものと致します。 

   
３．お取引様に対してお願いする内容 
 （１）環境保全活動に対する項目 
   環境保全に積極的なお取引様や組立・加工協力会社様から 
   優先的に部材を調達させて頂きます。 
  ＜優先順位＞ 

①ISO14001 の認証を取得，又は取得予定（計画がある） 
②ISO14001 等に基づいた環境マネジメントシステムを構築・運用がある 
③環境管理に自主的に取組み、継続的に改善している 

    調査は、添付の『取引先環境保護に関する調査』にて、確認させて頂きます。 
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  （２）調達品の環境保全に関する項目 
     当社では、調達品の環境負荷の低減に関する項目を具体的に定め、環境 
    負荷がより少ない調達品の選定に努めて行きます。 
     また、化学物質について以下の様に自主管理を行う事と致しました。 
    調達品に、当社グループが指定する自主管理物質が含まれる場合には 
    それぞれの管理に応じたご協力をお願い致します。 

      
      禁止物質１      製品への含有リスクが高い禁止物質  
      禁止物質２      禁止物質１以外の禁止物質 
      管理物質       含有調査を行い管理する物質 

   
    尚、当社グループの自主管理物質に関しては、添付の『環境負荷物質一覧表』 
   を参照願います。 

 
  （３）自主管理物質の管理 

①禁止物質１ （１０物質群） 
禁止物質１については、（４）の調査により、該当物質の不使用を確認し 

         『含有化学物質調査表』に必要事項を入力の上、弊社担当者までメール又は

電子媒体にて送付願います。また、不使用を保証する「製品・部材に含有さ

れる化学物質に関する『非含有保証書』」（以下、「保証書」と言う）の提出を

お願い致します。 

  
②禁止物質２ （２４物質群） 
③禁止物質２については、『非含有保証書』の提出は不要ですが、禁止物質１

と同様に該当物質の不使用を確認し、部材への使用を禁止願います。また、

合わせて『含有化学物質調査表』の提出をお願いします。 

 
④ 管理物質  （１３物質群） 

     使用制限等は実施致しませんが、同調査を実施し、該当物質の部材に含 
    有される量を弊社にて管理いたします。 

 
  （４）調達品に含有される環境負荷物質の調査 
     当社の主要製品を構成する材料、部品、ユニット、梱包用材料に関わる、

調達品について、化学物質に関しては MSDSplus にて、化学物質以外に関し

ては、chemSHERPA 様式又は、弊社が外部機関へ委託している業者の専用

様式により部材に含有される化学物質の調査をお願いいたします。          

含有成分に関しては原則、90%以上の開示をお願い致します。            

また、英文での記入をお願い致します。 
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尚、chemSHERPA の記入方法につきましては、TDK 株式会社ホームページ

（下記 ULR 参照）より参照願います。 

 http://www.tdk.co.jp/about_tdk/procurement/pro03.htm 
 

調査は実測値でも計算値でもどちらでも結構です。 
計算値：貴社製品を構成する部材毎に、添加される化学物質使用量の調査 
    及び購入部品については、貴社サプライヤー様から調査回答を入手 
    して頂き、それらを集計した値を御記入お願い致します。 

    実測値：製品を実際に化学分析した結果を御記載お願い致します。 

      
 （５）「調査表」の提出について 
   「調査表」（又は同等の書式）の提出は、弊社が業務委託を行っている GreenSoft 

社へ提出して頂くか、御社名等のファイル名を付けＥメール又は、電子デバイ 
ス等にて弊社担当まで提出願います。（紙での提出は不要です） 

 
（６）製品・部材に含有される化学物質に関する『非含有保証書』の提出について 
   弊社に納入する部品及び部材について、弊社で禁止している物質が含有さ 

れていない場合や適用除外、又は閾値以内の場合その証明として、該当部材 
名を明記した「製品・部材に含有される化学物質に関する非含有保証書」の  

提出をお願い致します。 

 
  （７）梱包材に含有される化学物質に関する『非含有保証書』について 
    当社（TDK ラムダグループ）の製品を梱包する梱包材について、環境負荷物

質一覧に基づき、カドミウム、鉛、水銀、６価クロム合計で１００pm 
   以下で、PVC 等が含有していない保証として、「梱包材に含有される化学物 

質に関する非含有保証書」を提出願います。 

 
（８）ICP データ（発光分光分析装置によるデータ）の提出について 

「調査表」や「保証書」とは別に樹脂（ゴムを含む）、塗料、インク、線材の      

素材にカドミウムや鉛等の有害物質が含有していない証拠として ICP データ 
    等の提出をお願い致します。 

 尚、ICP データの詳細（分析方法等）につきましては添付資料の「環境負

荷物質一覧表」を参照願います。 

 
 （９） ＥＵ ＲＥＡＣＨ規則制への対応 
    ＲＥＡＣＨ規則(*1)のＳＶＨＣ(*2)リストが公開された際には、当社へ納入 
    される部材へのＳＶＨＣ含有有無を御確認願います。また、ＳＶＨＣが 

0.1wt%以上含有していることが判明した場合には、調査表（同等の書式）と 
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SVHC 含有情報を速やかに当社に御報告下さい。 

   
    *1) ＲＥＡＣＨ規則とはＥＵで 2007 年 6 月 1 日に発効した、化学物質の 
      登録、評価、認可及び制限に関する規則（Registration, Evaluation, 
            Authorization and Restriction of Chemicals)のことです。 
    *2) ＳＶＨＣとはＲＥＡＣＨ規則における高懸念物質（Substance of Very 
            High Concern）のことで、具体的な物質リストは随時発表される。  

  
  （10）コンフリクト ミネラル（紛争鉱物）への対応  
    紛争鉱物（金、タンタル、タングステン、錫）に関して、納入製品に含有が 

ある場合は、その旨「調査表」等にてご報告願います。 
また、紛争鉱物の含有が確認された場合は、CMRT 様式に従って精 

錬所情報の提出をお願い致します。  

 
 （11）個別要求による情報提供 
    弊社の顧客要求への対応などにより、個別要求による情報提供をお願い 
    する場合があります。 
   【例】    

① EU-RoHS 指令対象６物質群の分析試験報告書及び年度更新 
② EU-REACH 規則の SVHC(Substances of Very High Concern)の調査 
③ フタル酸エステル、ハロゲンフリー等の調査、分析試験報告書 
④ 鋼材等のミルシート等 
⑤ 弊社が業務委託している情報管理会社への部品情報依頼 
⑥ 有機高分子化合物（プラスチック･塗料･インク･線材被服･プリント基板 
ゴム･接着剤等）の使用の有無や、SONY 殿のグリーンブックへの登録の 
有無と GB 番号等 

 
(12) RoHS 追加物質（フタル酸エステル系物質）の管理について 
   RoHS 指令に新たに追加となった４物質の特性として、接触により移動する 
   特性があり、意図的に含有していない部材に含有する可能性があります。 

その為、製品(購入頂く部材等)の製造工程や製品を梱包する梱包材に関し

て追加４物質が含有(混入)していない事を確認の上、『10 物質の非含有保証書』

の提出をお願致します。 

 
(13) その他 

    必要に応じて、基本契約または覚え書、購入仕様書等でグリーン調達に関 
する条項を個別に盛り込ませていただく場合があります。その場合は、個別 
仕様を優先させて頂きますので、御了承頂きますようお願い致します。 
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    また、「調査表」記載事項に変更が生じた場合は、その都度、変更内容を 
御提出お願い致します。 

 
    本ガイドラインは、社会状況の変化や顧客の要求等により、改訂する事が 
   あります。 

 
【添付】 
・取引先環境保護に関する調査  様式：EMS-010-3     (第２版) 
・環境負荷物質一覧表                                （第 15 版） 
・REACH 規則 SVHC 一覧  197 物質    2019 年 1 月 15 日更新   
・製品･部材に含有される化学物質に関する『非含有保証書』 

    様式：EMS-010-1A   （第 6 版）  
  ・梱包材に含有される化学物質に関する『非含有保証書』 

 様式：EMS-010-2   （第 6 版） 

  
 

２００４年 4 月 １日（第１版） 
２００４年１２月１５日（第２版） 
２００５年 1 月２１日（第３版） 
２００６年 ４月２６日（第４版） 
２００６年１１月２９日（第 5 版） 
２００８年 ２月２７日（第 6 版） 
２００８年１０月 ８日（第７版） 
２００８年１１月 ５日（第 8 版） 
２００９年１１月２７日（第９版） 
２０１１年 ３月８日（第１０版） 
２０１２年１月１７日（第１１版） 
２０１２年７月１３日（第１２版） 
２０１３年１月３１日（第１３版） 
２０１３年８月２０日（第１４版） 

２０１３年１２月２７日（第１５版） 
２０１４年９月 1 日（第１６版） 
２０１5 年１月 7 日（第１７版） 

２０１５年７月２３日（第１８版） 
２０１５年１２月２８日（第１９版） 
２０１６年７月２１日 （第２０版） 

２０１６年１１月１５日 （第２１版） 
２０１７年 2 月１０日（第２２版） 
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２０１７年９月２２日（第２３版） 
２０１８年５月７日（第２４版） 
２０１８年８月７日（第２５版） 

２０１９年１月３１日（第２６版） 
TDK ラムダ株式会社 

環境品質統括本部 
品質保証部 製品環境 G 

 



第２６版の改訂内容
The revised contents of the 26th edition

REACH SVHC
物質追加　（6物質）
2019年 1月現在、197物質

6 substances of SVHC are added.
197 substances of SVHC are released as of Jan, 2019.



様式：EMS-010-3 （第2版）
　　　　　　年　　月　　　日

取引先各位
Attn : Supplier

取引先環境保護に関する調査
Questionnaire on Supplier's Activity for Environmental Preservation

　この調査は、今後の取引を行う上での評価の資料として取り扱いますので、責任のある方
　にてご回答願います。
This questionnaire is part of the supplier assessment document and it shall be answered by 
a responsible person.

調査実施日 日 月 年

Investigation Date date month year

貴社名
Company name

貴事業所名
Site/Location

調査実施責任者 氏名： TEL：

Filled in by
Name Telephone

１．ＩＳＯ１４００１の認証取得を受けていますか？
Are you ISO14001 certified?

□YES □NO

Ｙｅｓの場合 取得済みの認証機関と認証年月を記入下さい。
If Yes Please fill in the certificate organization and date of certification.

認証機関名： 認証年月：

Certificate Organization: Date of Certification

Ｎｏの場合 認証のスケジュールはありますか？
If No Is there any plan for application for certification?

□YES 認証予定を記入下さい 　　　　年　　　　月頃
YES Please fill in your plan. Until    Year    month

□いいえ
NO

　その理由をお聞かせ下さい
Please tell me the reason.

２．上記質問にてＮｏの場合のみご記入下さい。

①環境負荷低減活動に取組まれていますか。 □YES □NO
Is there any actions to eliminate environmental impact in place in your company?

②廃棄物を管理する担当者はいますか。 □YES □NO

When you answer "No" in the above questions, please reply to the following
questions.



様式：EMS-010-3 （第2版）
Is there any person in charge of waste management?

③エネルギーを管理する担当者はいますか。 □YES □NO
Is there any person in charge of energy management?

④化学物質を管理する担当者はいますか。 □YES □NO
Is there any person in charge of management of chemical substances?

⑤法規制は遵守されていますか。 □YES □NO
Is the regulation system observed? 

⑥廃棄物の排出量は管理が出来ていますか。 □YES □NO
Is emission of waste under control?

⑦エネルギーの使用量の管理が出来ていますか。 □YES □NO
Is energy consumption under control?

⑧近隣住人との間で環境（騒音、振動、悪臭、大気汚染、水質汚染等） □YES □NO

に関わる大きなトラブルは有りませんか。

⑨特別管理産業廃棄物や産業廃棄物はマニフェスト管理が正しく □YES □NO

実施されていますか。

⑩上記項目にて、Ｎｏの項目に関して改善の余地がありますか。 □YES □NO

３．納入部品の環境管理物質調査等への対応を願います。

納入部品に関して、原材料まで展開し調査の実施を願います。
Please do investigation including raw material for delivery part.

尚、原材料が複数有る場合はその数分の調査をお願い致します。

また、原材料に樹脂（ゴムを含む）、塗料、インク、線材、接着剤等のプラスチック素材
については、一部、別紙ー１の測定方法によるカドミウムの許容濃度を測定したデータの添付
をお願いする場合があります。

ご協力ありがとうございました。

As for the parts made of resin (incl.. Rubber), paint, ink, wire, plastic material like
adhesive, etc,  you are contingently requested to submit data of cadmium contents
measured based on the method shown in appendix-1.

Thank you for your cooperation.

 Please cooperate to investigate Environmental substances defined by
regulation/law and TDK-Lambda requirement for delivery part.

Is there any prominent troubles relevant to environment with neighboring
residents? (Noise, Vibration, Smell, Air Pollution, etc.)

Is manifesto management carried out correctly for management of industrial
waste subject to special control?

Is there any possibility to make an improvement for any of above mentioned
item to which answered "No".

When the part consists of multiple raw materials, survey must be filled in for
each of them.



環境負荷物質一覧表
１．禁　止　物　質　１ 第15版

禁止物質１とは、製品への含有を禁止する化学物質のうち、製品に含有する可能性が高い、または、含有情報把握の必要性

があると判断したものをいう。

No 許容限界率
（不純物濃度） 対象用途

カドミウム及びその化合物 ＜100ppm
適用除外を除く、上記以外の用途
【分析結果】＊1

適用除外
EUのRoHS指令に基づく適用除外項目の全て
表１－２を参照

＜300ppm
熱硬化性または熱可塑性コード/ケーブルの
被覆に含まれる鉛
【分析結果】＊1

＜1000ppm
適用除外を除く、上記以外の用途

適用除外
EUのRoHS指令に基づく適用除外項目の全て
表１－２を参照

＜1000ppm 適用除外以外の全ての用途

適用除外
EUのRoHS指令に基づく適用除外項目の全て
表１－２を参照

＜1000ppm 適用除外以外の全ての用途

適用除外 EUのRoHS指令に基づく適用除外項目の全て

＜1000ppm 適用除外以外の全ての用途

適用除外 EUのRoHS指令に基づく適用除外項目の全て

＜1000ppm 適用除外以外の全ての用途

適用除外 EUのRoHS指令に基づく適用除外項目の全て

7 ＜1000ppm 全ての用途

8 ＜1000ppm 全ての用途

9 ＜1000ppm 全ての用途

10 ＜1000ppm 全ての用途

※参考: ＥＵ包装・包装廃棄物指令　　９４／６２／ＥＣ、　　ＲｏＨＳ指令　２０１１／６５／ＥＵ

※ : 数値は素材重量比(均質物質）

　「均質物質」とは、異なる材料への機械的に解体できない素材を意味します。「均質物質」の例は、個々のタイプのプラスティック

　セラミック、ガラス、金属、めっき皮膜、紙、ダンボール、樹脂、コーティング材等です。

　｢機械的に解体（mechanically disjointed)」と言う意味は、例えば、ネジ外し、切断、粉砕（grinding）及び研磨工程等のような

　機械的な操作によって分離できることを意味します。

＊1）【分析結果】

必要に応じて分析結果必要。対象については、部位単位で定量分析を実施し分析結果が閾値以内で管理願います。

分析時の定量下限値は、以下例示以外の方法であっても、前処理と測定装置の組合わせで、カドミウム5ppm未満、

鉛30ppm未満のそれぞれを保証できれば良い。

「カドミウム/カドミウム化合物、鉛/鉛化合物」

　前処理；硫酸・硝酸・塩酸・フッ化水素酸・過酸化水素酸などの存在下で湿式分解法（加圧分解含む）、硫酸存在下での灰下法、

　　　　　　密閉容器内での加圧酸分解法（マイクロウェーブ分解法）などによって溶液化する。溶液中に沈殿物が生じた場合は、

　　　　　　フッ酸分解、アルカリ分解などによって完全に溶解して溶液化してください。

　分析装置；誘導結合プラズマ発光分光分析装置（ICP-AES｛ICP-OES}）、誘導結合プラズマ質量分析装置（ICP-MS)、原子吸光

　　　　　　　　分析装置（AAS,FLAAS)、または、データを証明書として使用する場合は、試験方法を明記願います。

ジブチルフタレート
 (DBP)     CAS NO. 84-74-2

ジイソブチルフタレート
 (DIBP)    CAS NO. 84-69-5

禁　止　物　質　名

3 水銀

6
PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)類
Deca-BDE　を含む

4 六価クロム

5 PBB(ポリブロモビフェニル)類

1

2 鉛及びその鉛化合物

フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
 (DEHP)    CAS NO. 117-81-7

ブチルベンジルフタレート
(BBP)      CAS NO. 85-68-7
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1

フタル酸エステル類
グループ1 （BBP, DBP, DEHP） 含有管理

グループ1合計

＜1000ppm
(可塑化した材料)

全ての用途

2

フタル酸エステル類
グループ2 （DIDP, DINP,DNOP）

含有管理

グループ2合計

＜1000ppm
(可塑化した材料)

全ての用途

3

ハロゲン/ハロゲン化合物
（ただし有機臭素化合物・
有機塩素化合物のみ）

含有管理

臭素分、
塩素分各
＜900ppm

およびその合計
＜1500ppm
(均質材料)

全ての用途
有機臭素化合物(PBB類、PBDE類を除く)
(臭素系難燃剤、TBBPA,HBCDD等を含む)
有機塩素化合物
(塩素系難燃剤、PVC等を含む)

5 金/金化合物
含有管理 － 全ての用途

6 錫/錫化合物
含有管理 － 全ての用途

7 タンタル/タンタル化合物
含有管理 － 全ての用途

8 タングステン/タングステン化合物
含有管理 － 全ての用途

含有管理
＜1000ppm
(均質材料)

適用除外以外の全ての用途

適用除外 -
ベリリウム-銅合金； ベリリウム-ニッケル合金；

 ベリリウム-金合金

含有管理
＜1000ppm
(均質材料)

適用除外以外の全ての用途

適用除外 -

光学部品でセレン化亜鉛を含有したもの
（例：反射鏡、レンズ）；
日本工業規格が定めたセレンを含有した
ステンレス鋼

11
アンチモン/アンチモン化合物

含有管理
＜1000ppm
(均質材料)

全ての用途

12
過塩素酸塩

含有管理
＜0.006ppm
（均質材料）

全ての用途

用途および対象

＜1000ppm
(法律要求)

全ての用途

＜1000ppm
(表記無き限り

0.1wt%)
物品による含有管理

閾値
(計算の基準)化学物質名

REACH規則より Candidate List に
掲載されたSVHC（高懸念物質）

ベリリウム/ベリリウム化合物

セレン/セレン化合物

"GADSL Reference List"に掲載されたClassification（分
類）が、
"D（申告：Declarable）"の物質

含有管理

要求事項
区分

9

10

13

4
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1 Mercury in single capped (compact) fluorescent
lamps not exceeding (per burner):

電球形およびコンパクト形(小型)蛍光ランプで
あって水銀含有量が1バーナー当たり（次の量
を）超えないもの

1(a) For general lighting purposes < 30 W: 5 mg 一般照明用途 30W未満 : 5mg Expires on 31 December 2011; 3.5mg
may be used per burner after 31
December 2011 until 31 December
2012; 2.5mg mg shall be used per
burner after 31 December 2012

・2011/12/31に期限終了
・2011/12/31から2012/12/31まで
3.5mg/バーナー
・2012/12/31以降は，2.5mg/バーナー

1(b) For general lighting purposes >= 30 W
and < 50 W: 5 mg

一般照明用途 30W以上50W未満 : 5mg Expires on 31 December 2011; 3.5mg
may be used per burner after 31
December 2011

・2011/12/31に期限終了
・2011/12/31以降は，3.5mg/バーナー

1(c) For general lighting purposes > 50 Watts
and < 150 Watts: 5 mg

一般照明用途 50W以上150W未満 : 5mg

1(d) For general lighting purposes >150 Watts: 15 mg 一般照明用途 150W以上 : 15mg

1(e) For general lighting purposes with circular or
square structural shape and
tube diameter <17 mm

一般照明用途で環形または角型かつチューブ
の直径17mm以下

No limitation of use until 31 december
2011; 7 mg may be used per burner
after 31 December 2011

・2011/12/31まで制限なし
・2011/12/31以降は，7mg/バーナー

1(f) For special purposes: 5 mg 特殊用途用 : 5mg

2(a) Mercury in double-capped linear fluorescent
lamps for general lighting purposes not
exceeding (per lamp):

一般照明用途の直管蛍光ランプであって(ランプ
当たりの)水銀含有量が（次の量を）超えないも
の

2(a)(1) Tri-band phosphor with normal lifetime and a
tube diameter < 9 mm (e.g. T2): 5 mg

3波長形蛍光体を使用した標準寿命かつランプ
径9mm以下 (例 T2) : 5mg

Expires on 31 December 2011; 4 mg
may be used per lamp after 31

・2011/12/31に期限終了
・2011/12/31以降は，4mg/ランプ

2(a)(2) Tri-band phosphor with normal lifetime and a
tube diameter ≥ 9 mm and ≤ 17 mm (e.g. T5): 5
mg

3波長形蛍光体を使用した標準寿命かつランプ
径9mm以上17mm以下 (例 T5) : 5mg

Expires on 31 December 2011; 3 mg
may be used per lamp after 31
December 2011

・2011/12/31に期限終了
・2011/12/31以降は，3mg/ランプ

2(a)(3) Tri-band phosphor with normal lifetime and a
tube diameter > 17 mm and ≤ 28 mm (e.g. T8): 5
mg

3波長形蛍光体を使用した標準寿命かつランプ
径17mm超28mm以下 (例 T8) : 5mg

Expires on 31 December 2011; 3.5 mg
may be used per lamp after 31
December 2011

・2011/12/31に期限終了
・2011/12/31以降は，3.5mg/ランプ

2(a)(4) Tri-band phosphor with normal lifetime and a
tube diameter > 28 mm (e.g. T12): 5 mg

3波長形蛍光体を使用した標準寿命のランプ径
28mm超 (例 T12) : 5mg

Expires on 31 December 2012; 3.5 mg
may be used per lamp after 31

・2012/12/31に期限終了
・2012/12/31以降は，3.5mg/ランプ

2(a)(5) Tri-band phosphor with long lifetime ( ≥
25,000h): 8 mg

3波長形蛍光体を使用した長寿命(25000時間以
上)のランプ : 8mg

Expires on 31 December 2011; 5 mg
may be used per lamp after 31

・2011/12/31に期限終了
・2011/12/31以降は，5mg/ランプ

【表１-２】禁止物質１の適用除外リスト
Table 1-2  List of Exemptions for Prohibited Substance 1

適用除外リスト
List of Exemptions

適用除外項目
Exemption

期限
Scope and dates of applicability
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適用除外リスト
List of Exemptions

適用除外項目
Exemption

期限
Scope and dates of applicability

2(b) Mercury in other fluorescent lamps not
exceeding (per lamp):

その他の蛍光灯ランプであって（ランプ当たり
の）水銀含有量が（次の使用量を）超えないも
の：

2(b)(1) Linear halophosphate lamps with tube diameter
>28 mm (e.g. T10 and T12): 10 mg

ランプ径28mm超の直管蛍光ハロ燐酸ランプ（例
T10 およびT12）: 10mg

Expires on 13 April 2012 2012/4/13に期限終了

2(b)(2) Non-linear halophosphate lamps
(all diameters): 15 mg

直管蛍光ランプ以外のハロ燐酸蛍光体を使用し
たランプ（径の規定なし）：15mg

Expires on 13 April 2016 2016/4/13に期限終了

2(b)(3) Non-linear tri-band phosphor lamps with tube
diameter > 17 mm (e.g. T9)

直管蛍光ランプ以外の3波長形蛍光体を使用し
たランプ径17mm超 (例 T9)

No limitation of use until 31 december
2011; 15 mg may be used per lamp
after 31 December 2011

・2011/12/31まで制限なし
・2011/12/31以降は，15mg/ランプ

2(b)(4) Lamps for other general lighting and special
purposes (e.g. induction lamps)

その他の一般照明用途及び特殊用途（例　電磁
誘導灯）

No limitation of use until 31 december
2011; 15 mg may be used per lamp
after 31 December 2011

・2011/12/31まで制限なし
・2011/12/31以降は，15mg/ランプ

3 Mercury in cold cathode fluorescent lamps and
external electrode fluorescent lamps (CCFL and
EEFL) for special purposes not exceeding (per
lamp):

特殊用途の冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍
光ランプ(CCFL及びEEFL)であって水銀含有量
がランプあたり（次の量を）超えないもの

3(a) Short length ( ≤500 mm) 短尺ランプ（500mm以下） No limitation of use until 31 december
2011; 3.5 mg may be used per lamp
after 31 December 2011

・2011/12/31まで制限なし
・2011/12/31以降は，3.5mg/ランプ

3(b) Medium length ( >500mm and ≤ 1500 mm) 中尺ランプ（500mm超1500mm以下） No limitation of use until 31 december
2011; 5 mg may be used per lamp after
31 December 2011

・2011/12/31まで制限なし
・2011/12/31以降は，5mg/ランプ

3(c) Long length ( > 1500 mm) 長尺ランプ(1500mm超) No limitation of use until 31 December
2011; 13 mg may be used per lamp
after 31December 2011

・2011/12/31まで制限なし
・2011/12/31以降は，13mg/ランプ

4(a) Mercury in other low pressure discharge lamps
(per lamp)

その他の低圧放電管ランプ（ランプ当たり） No limitation of use until 31December
2011; 15 mg may be used per lamp
after 31December 2011

・2011/12/31まで制限なし
・2011/12/31以降は，15mg/ランプ

4(b) Mercury in High Pressure Sodium (vapour)
lamps for general lighting purposes not
exceeding (per burner) in lamps with improved
colour rendering index Ra > 60:

平均演色評価数が60を超える（ように改善した）
一般照明用の高圧ナトリウム(蒸気)ランプであっ
てランプ中の水銀含有量が1バーナー当たり（次
の量を）超えないもの

4(b)-I P< 155 W P（ランプ電力） ≦155W No limitation of use until 31December
2011; 30 mg may be used per burner
after 31December 2011

・2011/12/31まで制限なし
・2011/12/31以降は，30mg/バーナー
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適用除外リスト
List of Exemptions

適用除外項目
Exemption

期限
Scope and dates of applicability

4(b)-Ⅱ 155W < P ≤ 405 W 155W ＜ P ≦ 405W No limitation of use until 31December
2011; 40 mg may be used per burner
after 31December 2011

・2011/12/31まで制限なし
・2011/12/31以降は，40mg/バーナー

4(b)-Ⅲ P > 405 W 405W ＜ P No limitation of use until 31December
2011; 40 mg may be used per burner
after 31December 2011

・2011/12/31まで制限なし
・2011/12/31以降は，40mg/バーナー

4(c) Mercury in other High Pressure Sodium
(vapour) lamps for general lighting purposes not
exceeding (per burner):

その他の一般照明用の高圧ナトリウム(蒸気)ラ
ンプであってランプ中の水銀含有量が1バー
ナー当たり（次の量を）超えないもの

4(c)-I P < 155 W P（ランプ電力） ≦155W No limitation of use until 31December
2011; 25 mg may be used per burner
after 31December 2011

・2011/12/31まで制限なし
・2011/12/31以降は，25mg/バーナー

4(c)-Ⅱ 155W < P < 405W 155W ＜ P ≦ 405W No limitation of use until 31December
2011; 30 mg may be used per burner
after 31December 2011

・2011/12/31まで制限なし
・2011/12/31以降は，30mg/バーナー

4(c)-Ⅲ P > 405 W 405W ＜ P No limitation of use until 31December
2011; 40 mg may be used per burner
after 31December 2011

・2011/12/31まで制限なし
・2011/12/31以降は，40mg/バーナー

4(d) Mercury in High Pressure Mercury (vapour)
lamps  (HPMV)

高圧水銀(蒸気)ランプ(HPMV)に含まれる水銀 Expires on 13 April 2015 ・2015/4/13に期限終了

4(e) Mercury in metal halide lamps(MH) 金属ハロゲン化物ランプ(MH)に含まれる水銀

4(f) Mercury in other discharge lamps for special
purposes not specifically mentioned in this
Annex

本付属書に特に定められていないその他のラン
プに含まれる水銀

5(a) Lead in glass of cathode ray tubes CRT(ブラウン管，冷極線管)のガラスに含まれる
鉛

5(b) Lead in the glass of fluorescent tubes not
exceeding 0,2% by weight

ガラス蛍光管であって鉛含有量が0.2wt%を超え
ないもの

6(a) Lead as an alloying element in steel for
machining purposes and in galvanized steel
containing up to 0.35% lead by weight

機械加工のために合金成分として鋼材中及び
亜鉛メッキ鋼板中に含まれる0.35 wt％までの鉛

6(b) Lead as an alloying element in aluminium
containing up to 0.4% lead by weight

合金成分としてアルミニウムに含まれる0.4 wt％
までの鉛

6(c) Copper alloy containing up to 4% lead by weight 鉛含有量が4wt%以下の銅合金
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適用除外リスト
List of Exemptions

適用除外項目
Exemption

期限
Scope and dates of applicability

7(a) Lead in high melting temperature type solders
(i.e. lead-based alloys containing 85% by weight
or more lead)

 高融点ハンダに含まれる鉛（すなわち鉛含有率
が重量で85％以上の鉛ベースの合金）

7(b) Lead in solders for servers, storage and storage
array systems, network infrastructure
equipment for switching, signalling, transmission,
and network management for
telecommunications

サーバ，記憶装置，記憶アレイシステム，信号切
り替え・送受信・伝送及び電気通信ネットワーク
管理用のネットワーク基盤設備向けのはんだに
含まれる鉛

7(c)-I Electrical and electronic components containing
lead in a glass or ceramic other than dielectric
ceramic in capacitors, e.g. piezoelectronic
devices, or in a glass or ceramic matrix
compound

コンデンサ内の誘電体セラミック以外のガラス中
またはセラミック中に鉛を含む電気電子部品（例
圧電素子），もしくはガラスまたはセラミックを母
材とする化合物中に鉛を含む電気電子部品

7(c)-II Lead in dielectric ceramic in capacitors for a
rated voltage of 125 V AC or 250 V DC or
higher

定格電圧がAC125VまたはDC250Vまたはそれ
以上のコンデンサ内の誘電体セラミック中の鉛

7(c)-
(III)

Lead in dielectric ceramic in capacitors for a
rated voltage of less than 125 V AC or 250 V 
DC

定格電圧がAC125VまたはDC250V未満のコン
デンサ内の誘電体セラミック中の鉛

Expires on 1 January 2012 and　after
that date may be used in spare parts
for EEE placed on the market before 1
January 2013

・2012年1月1日に期限終了。
・その期日以降は2013年1月1日より前
に上市された電気電子機器用のスペア
パーツについて

7(c)-
(Ⅳ)

Lead in PZT based dielectric ceramic materials
for capacitors being part of integrated circuits
or discrete semiconductors'

集積回路あるいはディスクリート半導体の集積
回路のコンデンサとしてのPZTに含まれる誘導
体セラミック材料中の鉛

Expires on 21 July 2016 ・2016/7/21に期限終了

8(a) Cadmium and its compounds in one shot pellet
type thermal cut-offs

一括投入混練コンパウンドペレット成形したサー
マルカットオフに含まれるカドミウムとその化合
物

Expires on 1 January 2012 and　after
that date may be used in spare parts
for EEE placed on he market before 1
January 2012

・2012年1月1日に期限終了。
・その期日以降は2012年1月1日より前
に上市された電気電子機器用のスペア
パーツについて

8(b) Cadmium and its compounds in electrical
contacts

電気接点中のカドミウムとその化合物

9 Hexavalent chromium as an anticorrosion agent
of the carbon steel cooling system in absorption
refrigerators up to 0.75 %  by weight in the
cooling solution

 吸収型冷蔵庫中のカーボン・スチール冷却シス
テムの防食用として冷却ソリューション中に含ま
れる0.75wt%以下の六価クロム
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適用除外リスト
List of Exemptions

適用除外項目
Exemption

期限
Scope and dates of applicability

9(b) Lead in bearing shells and bushes for
refrigerant-containing compressors for heating,
ventilation, air conditioning and refrigeration
(HVACR) applications

冷媒管用のベアリング・シェル及びブッシュに含
まれる鉛・・・・暖房用，換気用，空調用及び冷凍
冷蔵（HVACR）機器のコンプレッサーを含む

11(a) Lead used in C-press compliant pin connector
systems

C-プレス・コンプライアント・ピン・コネクタシステ
ムに用いられる鉛

May be used in spare parts for EEE
placed on the market before [insert the
date of notification]

2010年9月24日以前に上市された電気
電子機器用のスペアパーツについて

11(b) Lead used in other than C-press compliant pin
connector systems

C-プレス・コンプライアント・ピン以外のコネクタ
システムに用いられる鉛

Expires on 1 January 2013 and after
that date may be used in spare parts
for EEE placed on the market before 1
January 2013

・2013年1月1日に期限終了。
・その期日以降は2013年1月1日より前
に上市された電気電子機器用のスペア
パーツについて

12 Lead as a coating material for the thermal
conduction module C-ring

熱伝導モジュール形Cリング向けコーティング材
料としての鉛

May be used in spare parts for EEE
placed on the market before [insert the
date of notification]

2010年9月24日以前に上市された電気
電子機器用のスペアパーツについて

13(a) Lead in white glasses used for optical
applications

光学機器に使われる白色ガラスに含まれる鉛

13(b) Cadmium and lead in filter glasses and glasses
used for reflectance standards

フィルタガラスおよび反射標準物質用のガラス
中に含まれるカドミウムおよび鉛

14 Lead in solders consisting of more than two
elements for the connection between the pins
and the package of microprocessors with a lead
content of more than 80% and less than 85% by
weight

マイクロプロセッサのピンおよびパッケージ間の
接合用に用いる、2種類超の元素で構成される
はんだに含まれる鉛で、その含有量が80 wt％
超かつ85 wt％未満のもの

Expires on 1 January 2011 and after
that date may be used in spare parts
for EEE placed on the market before 1
January 2011

・2011年1月1日に期限終了。
・その期日以降は2011年1月1日より前
に上市された電気電子機器用のスペア
パーツについて

15 Lead in solders to complete a viable electrical
connection between semiconductor die and
carrier within integrated circuit flip chip
packages

集積回路パッケージ（フリップチップ）の内部半
導体ダイおよびキャリア間における確実な電気
接続に必要なはんだに含まれる鉛

16 Lead in linear incandescent lamps with silicate
coated tubes

ケイ酸塩(silicate)がコーティングされたバルブを
有する直管白熱電球の鉛

Expires on 1 September 2013 ・2013/9/1に期限終了

17 Lead halide as radiant agent in high intensity
discharge (HID) lamps used for professional
reprography applications

プロフェッショナル向け複写用途に使用される高
輝度放電（HID）ランプ中の、放射媒体としてのハ
ロゲン化鉛

2016/7/21に期限終了
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適用除外リスト
List of Exemptions

適用除外項目
Exemption

期限
Scope and dates of applicability

18(a) Lead as activator in the fluorescent powder (1 %
lead by weight or less) of discharge lamps when
used as speciality lamps for diazoprinting
reprography, lithography, insect traps,
photochemical and curing processes containing
phosphors such as SMS ((Sr,Ba

SMS (Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb) 等の蛍光体を含む、
ジアゾ印刷複写、リソグラフィ、捕虫器、光化学、
硬化処理用の専用ランプとして使用される放電
ランプの蛍光粉体の活性剤としての鉛(重量比
1%以下)

Expires on 1 January 2011 ・2011/1/1に期限終了

18(b) Lead as activator in the fluorescent powder (1%
lead by weight or less) of discharge lamps when
used as sun tanning lamps containing phosphors
such as BSP (BaSi2O5:Pb)

BSP (BaSi2O5:Pb) 等の蛍光体を含む日焼け用
ランプとして使用される放電ランプの蛍光粉体の
活性剤としての鉛(重量比1%以下)

19 Lead with PbBiSn-Hg and PbInSn-Hg in specific
compositions as main amalgam and with PbSn-
Hg as auxiliary amalgam in very compact energy
saving lamps(ESL)

非常にコンパクトな省エネルギーランプ(ESL)に
おける、主アマルガムとしての特定の組成物
PbBiSn-HgおよびPbInSn-Hg、ならびに補助アマ
ルガムとしてのPbSn-Hgの鉛

Expires on 1 June 2011 ・2011/6/1に期限終了

20 Lead oxide in glass used for bonding front and
rear substrates of flat fluorescent lamps used
for Liquid Crystal Displays (LCDs)

液晶ディスプレイ(LCD)に使用される平面蛍光ラ
ンプの前部および後部基板を接合するために使
用されるガラスの中の酸化鉛

Expires on 1 June 2011 ・2011/6/1に期限終了

21 Lead and cadmium in printing inks for the
application of enamels on glasses, such as
borosilicate and soda lime glasses

ホウケイ酸ガラスへのエナメル塗布用印刷イン
キに含まれる鉛およびカドミウム

23 Lead in finishes of fine pitch components other
than connectors with a pitch of 0.65 mm and
less

ピッチが0.65mm以下での微細ピッチコンポーネ
ントの仕上げ処理が施された部位に含まれる鉛

May be used in spare parts for EEE
placed on the market before [insert the
date of notification]

2010年9月24日以前に上市された電気
電子機器用のスペアパーツについて

24 Lead in solders for the soldering to machined
through hole discoidal and planar array ceramic
multilayer capacitors

機械加工通し穴付き円盤状および平面アレーセ
ラミック多層コンデンサへのはんだ付け用はん
だに含まれる鉛

25 Lead oxide in surface conduction electron
emitter displays (SED) used in structural
elements, notably in the seal frit and frit ring

構造要素に用いられる表面伝導電子エミッタ表
示盤（SED）に含まれる酸化鉛。特に，シールフ
リット、フリットリングに含まれる酸化鉛

2016/7/21に期限終了

26 Lead oxide in the glass envelope of black light
blue lamps

ブラックライトブルー（BLB）ランプのガラス筐体
に含まれる酸化鉛

Expires on 1 June 2011 ・2011/6/1に期限終了

27 Lead alloys as solder for transducers used in
high-powered (designated to operate for several
hours at acoustic power levels of 125 dB SPL
and above) loudspeakers

高耐入力（125dB SPL以上の音響パワーレベル
で数時間作動すると規定されている）スピーカに
使用されるトランスデューサ用はんだとして用い
られる鉛合金

Expired on [insert the date of
notification]

2010年9月24日以前に上市された電気
電子機器用のスペアパーツについて



【表1-2】　Table1-2 （7/8）

適用除外リスト
List of Exemptions

適用除外項目
Exemption

期限
Scope and dates of applicability

29 Lead bound in crystal glass as defined in Annex
I (Categories 1, 2, 3 and 4) of Council Directive
69/493/EEC

理事会指令69/493/EECの付属書I（カテゴリ1、
2、3および4）で定義されているクリスタルガラス
に含まれる鉛

30 Cadmium alloys as electrical/mechanical solder
joints to electrical conductors located directly
on the voice coil in transducers used in high-
powered loudspeakers with sound pressure
levels of 100 dB (A) and more

音圧レベル100dB(A)以上の高耐入力スピーカ
の変換器のボイスコイルに直付けされる導電体
の電気的/機械的なはんだ接合部分のカドミウ
ム合金

2016/7/21に期限終了

31 Lead in soldering materials in mercury free flat
fluorescent lamps (which e.g. are used for liquid
crystal displays, design or industrial lighting)

水銀を含有しない薄型蛍光ランプ（たとえば、液
晶ディスプレイや、デザイン用または工業用照明
に用いられるもの）に使用されるはんだ材の中
の鉛

2016/7/21に期限終了

32 Lead oxide in seal frit used for making window
assemblies for Argon and Krypton laser tubes

アルゴン・クリプトンレーザ管のウインドウ組立部
品を形成するために用いられるシールフリット中
の酸化鉛

33 Lead in solders for the soldering of thin copper
wires of 100 μm diameter and less in power
transformers

電力変圧器用の直径100ミクロン以下の細径銅
線のはんだ付け用のはんだ中の鉛

2016/7/21に期限終了

34 Lead in cermet-based trimmer potentiometer
elements

サーメット（陶性合金）を主構成要素とするトリ
マー電位差計構成部品中の鉛

36 Mercury used as a cathode sputtering inhibitor
in DC plasma displays with a content up to 30
mg per display

DCプラズマディスプレイの陰極スパッタリング抑
制剤として用いられる、1台あたり30mg以下の水
銀

Expires on 1 July 2010 ・2010/6/1に期限終了

37 Lead in the plating layer of high voltage diodes
on the basis of a zinc borate glass body

ホウ酸亜鉛ガラス基板上に形成する高電圧ダイ
オードのメッキ層中の鉛

38 Cadmium and cadmium oxide in thick film
pastes used on aluminium bonded beryllium
oxide

酸化ベリリウムと接合するアルミニウムに使わ
れる、厚膜ペースト中のカドミウムおよび酸化カ
ドミウム

2016/7/21に期限終了

39 Cadmium in colour converting II-VI LEDs (< 10

μg Cd per mm2 of light-emitting area) for use
in solid state illumination or display systems

イルミネーションまたはディスプレイ・システム用
途の色変換II-VI族化合物半導体LED(発光領域
mm2あたりのカドミウム<10μg)に含まれるカドミ
ウム

Expires on 1 July 2014 ・2014/6/1に期限終了



【表1-2】　Table1-2 （8/8）

適用除外リスト
List of Exemptions

適用除外項目
Exemption

期限
Scope and dates of applicability

40 Cadmium in photoresistors for analogue
optocouplers applied in professional audio
equipment

プロ用オーディオ機器のアナログ式フォトカプラ
用のフォトレジスト中のカドミ

Expires on 31 december 2013 ・2013/12/31に期限終了

※期限終了以降の当該用途での物質の使用は禁止
*Note: Use of the substance in the applications listed is banned after the
expiration date.



禁止物質2 Prohibited Substance 2 (1/3)

３．禁　止　物　質　２ (Prohibited Substance 2)
　　禁止物質２とは、製品への含有を禁止する化学物質のうち、禁止物質１以外の物質をいう。

Ｎｏ
日本語の物質名

（通称・略称・化学名等）
English　substance name

区分
Classification

閾値
Threshold level

用途および対象
Applications of substance and scope of the Standards

1 アスベスト類 Asbestos
含有禁止
Inclusion
prohibited

-
絶縁材、断熱材、充填材など全ての用途
Electrical and heat insulating materials and filling
materials

含有禁止
Inclusion
prohibited

＜30ppm

人体に継続的に触れる機能として作られた製品の人
体接触部（皮革製品、繊維製品）
The actual human contact area of a product that
is manufactured to function in continuous contact
with human bodies.
(Leather and fiber products)

適用除外
Exempt from

the Standards
-

上記以外の用途
All applications other the above

含有禁止
Inclusion
prohibited

＜1000ppm
適用除外以外の全ての用途
All applications other than those exempt from the
Standards

適用除外
Exempt from

the Standards
-

成分としてヒ素を含有する化合物半導体、プリント基
板の銅箔接着部
Semiconductor compounds containing ar arsenic
constituent; copper foil bonding on printed circuit
boards

4 フッ素化温室ガス（HFC, PFC, SF6）
Fluorinated greenhouse gases
(HFC, PFC, SF6)

含有禁止
Inclusion
prohibited

-

冷媒、吹き付け剤、消火剤、洗浄剤、絶縁材、苛性ガ
スなど全ての用途
All applications(Examples:Refrigerants,blowing
agents,extinguishing agents,cleaning
agents,insulating media,caustic gas)

含有禁止
Inclusion
prohibited

-

複合木材製品（合板、粒子ボード、MDF）または部品

Composite
wood(plywood,particle,board,MDF)products or
Components

含有禁止
Inclusion
prohibited

＜75ppm
繊維製品
Textiles

適用除外
Exempt from

the Standards
-

上記以外の用途
All applications other the above

6
ヘキサブロモシクロドデカン（HBCDD）
およびすべての主要ジアステレオ異性体

Hexabromocyclododecane
(HBCDD)  and all major
diastereoisomers

含有禁止
Inclusion
prohibited

-

難燃剤（主に発砲ポリスチレンとある種の繊維に使用
される）など全ての用途
All applications(Examples:Flame retardant mainly
used for expanded polystyrene and some types of
fiber)

含有禁止
Inclusion
prohibited

-

長時間皮膚に触れる可能性のある用途
（例：携帯用として設計させたポータブル電子機器の
外装）
Applications with possibillity of contact with
human skin for a long period of
time(Examples:Exterior,packaging of poratable
electronic equipment designed to be carried by a
person)

適用除外
Exempt from

the Standards
-

上記以外の用途
All applications other the above

8 オゾン層破壊物質 Ozone Depleting Substances
含有禁止
Inclusion
prohibited

-
全ての用途
All applications

9

パーフルオロオクタンスルフォン酸塩
（PFOS）
C8F17SO2X(X=OH, 金属塩、ハロゲン
化物、アミドおよびポリマーを含む派生物
質)

Perfluorooctane sulfonate
(PFOS)

含有禁止
Inclusion
prohibited

-
フィルムとプラスチックの帯電防止剤など全ての用途
All applications(Examples:antistatic agent for
films and plastics)

10

フェノール、2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-
イル)-4,6-ビス(1,2-ジメチルエチル）；

2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-
4,6-ジ-tert-ブチルフェノール

Phenol,2-(2H-benzotriazol-2-
yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)；
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-
bis(1,1-dimethylethyl)-Phenol

含有禁止
Inclusion
prohibited

-

接着剤、塗料、印刷インク、プラスチック、インクリボ
ン、パテ、コーキングまたはシール用充填材など全て
の用途
All
applications(Examples:Adhesives,paints,printing
inks,plastics,inked ribbons,putty,caulking or
sealing fillers)

11 ポリ塩化ビフェニル類（ＰＣＢ類）
Polychlorinated biphenyls
(PCB's)

含有禁止
Inclusion
prohibited

-
全ての用途
All applications

環境負荷物質一覧表(Environmentally Related Substance Sh

Prohibited Substances 2 refer to those chemical substances other than Prohibited Substances 1､
of those chemicals banned to be contained in a purchased product.

Formaldehyde

Nickel

Certain azo compounds

Arsenic/Arsenic compounds

一部の芳香族アミン（表2-2参照）
を生成するアゾ染料・顔料

ヒ素/ヒ素化合物

2

3

5

7

ホルムアルデヒド

ニッケル



禁止物質2 Prohibited Substance 2 (2/3)

３．禁　止　物　質　２ (Prohibited Substance 2)
　　禁止物質２とは、製品への含有を禁止する化学物質のうち、禁止物質１以外の物質をいう。

Ｎｏ
日本語の物質名

（通称・略称・化学名等）
English　substance name

区分
Classification

閾値
Threshold level

用途および対象
Applications of substance and scope of the Standards

環境負荷物質一覧表(Environmentally Related Substance Sh

Prohibited Substances 2 refer to those chemical substances other than Prohibited Substances 1､
of those chemicals banned to be contained in a purchased product.

12 ポリ塩化ターフェニル類（PCT）
Polychlorinated Terphenyls
(PCTs)

含有禁止
Inclusion
prohibited

-

絶縁油、潤滑油、電機絶縁材、溶媒、電解液、可塑
剤、防火材、電線とケーブル用コーティング剤、誘電
体シーラントなど全ての用途
All applications(Examples:insulation oil, lubricant
oil,electrical insulation medium,solvent,electrolytic
solution;Plasticizers,fire retardants,coatings for
electrical wire and cable,dielectric sealants)

13 ポリ塩化ナフタレン類（塩素数≧3）
Polychlorinated Naphthalenes
(more than 3 chlorine atoms)

含有禁止
Inclusion
prohibited

-
全ての用途
All applications

含有禁止
Inclusion
prohibited

＜1000ppm

梱包材は全ての用途　その他*3
※3:電解コンデンサの被覆、絶縁シート
端子カバー等は可能な限り原則禁止、
線材等は当面使用可
Packaging materials;
*3 Prohibited for Electrolytic capacitor sleeve,
Insulation sheet, Terminal cover, but it is allowed
for wires at this moment.

適用除外
Exempt from

the Standards
-

磁気テープ；
記録メディアで、顧客より特別な要求がないもの
線材（電源コードは除く）、圧着端子の絶縁体
Magnetic tapes
Recording media with no customer-specific
requirements
Wier (Exempt : Power coeds),The insulator of a
pressure terminal

15 放射性物質 Radioactive substances
含有禁止
Inclusion
prohibited

-
全ての用途
All applications

16 短鎖型塩化パラフィン（C10-13）
Shortchain Chlorinated
Paraffins
(C10 – C13)

含有禁止
Inclusion
prohibited

-
全ての用途
All applications

17
3置換有機スズ化合物

トリブチルスズ類（TBT），
トリフェニルスズ類（TPT）化合物

Tributyl Tin (TBT) and
Triphenyl Tin (TPT) compounds

含有禁止
Inclusion
prohibited

スズ換算
by weight of tin
＜1000ppm
(均質材料)

全ての用途
All applications

18
ビス（トリブチルスズ）＝オキシド（TBTO）,
3 置換有機スズ化合物

Tributyl Tin Oxide (TBTO),
Tri-substiituted organostannic
compounds

含有禁止
Inclusion
prohibited

＜1000ppm
(均質材料)

全ての用途
All applications

19 フマル酸ジメチル Dimethylfumarate　（DMF）
含有禁止
Inclusion
prohibited

＜0.1ppm
(均質材料)

全ての用途
All applications

20 ジブチルスズ化合物 (DBT) Dibutyltin (DBT) compounds
含有禁止
Inclusion
prohibited

スズ換算
by weight of tin
＜1000ppm
(均質材料)

全ての用途
All applications

21 ジオクチルスズ化合物(DOT) Dioctyltin (DOT) compounds
含有禁止
Inclusion
prohibited

スズ換算
by weight of tin
＜1000ppm
(均質材料)

皮膚に触れる繊維・壁、フロアカバー、
２成分室温硬化モールドキット（RTV-2 モールドキッ
ト）
Textile articles intended to come into contact with
the skin
Two-component room temperature vulcanisation
moulding kits (RTV-2 moulding kits).

ECHA（欧州化学品庁）のホームページより最新情報
を参照
See the latest information of ECHA

https://echa.europa.eu/substances-restricted-
under-reach

GADSL Webサイト"GADSL Reference List"最新情
報を参照
See the latest information of "GADSL Reference
List"

http://www.gadsl.org

23

REACH規則附属書XVII（制限物質）

"GADSL Reference List"に掲載された

Classification（分類）が

"P（禁止：Prohibited）"
または"D/P（申告／禁止：

Declarable/Prohibited）"
の物質

REACH (EC) No. 1907/2006
Annex XVII
(Restricted substances )

14 ポリ塩化ビニル（PVC） Polyvinyl Chloride

22
含有禁止
Inclusion
prohibited

物品による
(法律要求)

'Depending on
the item

Substances classified as
"P (Prohibited)" or
"D / P (Declarable / Prohibited)"
in "GADSL Reference List"

含有禁止
Inclusion
prohibited

＜1000ppm
(表記無き限り

0.1wt%)
'<1000ppm

(If not stated
otherwise)



禁止物質2 Prohibited Substance 2 (3/3)

３．禁　止　物　質　２ (Prohibited Substance 2)
　　禁止物質２とは、製品への含有を禁止する化学物質のうち、禁止物質１以外の物質をいう。

Ｎｏ
日本語の物質名

（通称・略称・化学名等）
English　substance name

区分
Classification

閾値
Threshold level

用途および対象
Applications of substance and scope of the Standards

環境負荷物質一覧表(Environmentally Related Substance Sh

Prohibited Substances 2 refer to those chemical substances other than Prohibited Substances 1､
of those chemicals banned to be contained in a purchased product.

含有禁止
Inclusion
prohibited

-

新規に採用する、樹脂系部材への含有禁止

It applies to the resin component for new part.
コネクタ、ACコード、ACアダプタ、ACインレット、AC
アウトレット、DCプラグ、DCジャック、電源スイッチ、端
子台、ファンモーター、トランスまたはインダクタ用ボ
ビン/台座/コアケース
Connectors,AC codes, AC adapters,AC inlets,AC
outlets,DC plugs,DC jacks,Power
switches,Terminal strips,Fan
motor,Bobbin/Base/Core case for Transformer or
Inductor

適用除外
Exempt from

the Standards
-

上記以外の用途
All applications other the above

Ver.4
含有禁止用途の材料変更連絡の徹底を宜しくお願いします。

またサイレントチェンジの無いよう材料管理の徹底を宜しくお願いします。

Please issue material change notification for prohibited substance.
Please manage material change to prevent silent change.

GADSLとは
Global Automotive Stakeholder Group (GASG)が公開する"Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)"

   に表示される物質のこと (常に最新版が有効)

http://www.gadsl.org

GADSL
Substances listed in the "Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)" published by the Global Automotive Stakeholder Group (GASG)
 (Always the latest version is applied.)
http://www.gadsl.org

24 赤リン Red phosphorus



　　　環境負荷物質一覧表(Environmentally Related Substance Sheet)

４．梱包部材に関する禁止物質
　　　(TL製品を梱包する部材）

No 　物　質　名
管理濃度

（不純物濃度） 対象用途

1 ー

2
合計 ＊

100ｐｐｍ以下
【分析結果必要】＊1

3 ー 塩化コバルトを含むシリカゲルまたは湿度インジケータ

4 ＜1,000ppm 全ての用途

5 ＜1,000ppm 全ての用途

6 ＜1,000ppm 全ての用途

7 ＜1,000ppm 全ての用途

8 ＜1,000ppm 全ての用途

9 ＜1,000ppm 全ての用途

　＊　閾値は包装を構成する各部材・塗料・インクごとに、４重金属の合計１００ｐｐｍ以下とする。
　　　尚、梱包材への禁止物質２の含有も同様に禁止する。

＊1）【分析結果必要】
　対象については、部位単位で定量分析を実施し分析結果が閾値以内で管理願います。分析時の定量下限値は、以下例示以外
　の方法であっても、前処理と測定装置の組合わせで、カドミウム5ppm未満、鉛30ppm未満のそれぞれを保証できれば良い。

「カドミウム/カドミウム化合物、鉛/鉛化合物、クロム／クロム化合物」
　前処理；硫酸・硝酸・塩酸・フッ化水素酸・過酸化水素酸などの存在下で湿式分解法（加圧分解含む）、硫酸存在下での灰下法、
　　　　　　密閉容器内での加圧酸分解法（マイクロウェーブ分解法）などによって溶液化する。溶液中に沈殿物が生じた場合は、
　　　　　　フッ酸分解、アルカリ分解などによって完全に溶解して溶液化してください。
　分析装置；誘導結合プラズマ発光分光分析装置（ICP-AES｛ICP-OES}）、誘導結合プラズマ質量分析装置（ICP-MS)、原子吸光
　　　　　　　　分析装置（AAS,FLAAS)、または、データを証明書として使用する場合は、試験方法を明記願います。

「水銀／水銀化合物」
　前処理；加圧分解または還流冷却付分解フラスコを用いて、水銀の揮散を防ぎ、硫酸・硝酸・過マンガン酸カリウム
　　　　　　などで溶液化してください。また、マイクロウェーブ分解法などを用

　分析装置；還元気化ICP発光分光分析装置（ICP-AES｛ICP-OES})、原子吸光分析装置（還元気化、過熱気化）
　　　　　　　　誘導結合プラズマ質量分析装置（ICP-MS)、また、データを証明書として使用する場合は、試験方法を明記願います。

包装材料（TL製品を配送・保護するための材料）
（トレイ、袋、緩衝材、シート、ラップ、段ボール、テープ、
結束バンド、ラベル、印刷インキ、塗料など。但し、通い
箱やサイト間の輸送に使用する場合は除く）

PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)
類
Deca-BDE　を含む

PVC（ポリ塩化ビニル）

PBB(ポリブロモビフェニル)類

カドミウム、鉛、水銀、六価クロム

塩化コバルト

フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
 (DEHP)    CAS NO. 117-81-7

ブチルベンジルフタレート
(BBP)      CAS NO. 85-68-7

ジブチルフタレート
 (DBP)     CAS NO. 84-74-2

ジイソブチルフタレート
 (DIBP)    CAS NO. 84-69-5



REACH規則SVHC一覧
Reach SVHC list

*最新の情報はECHA（欧州化学品庁）のホームページ（https://echa.europa.eu/candidate-list-table）等で確認すること。

*Latest information should be confirmed on home page of ECHA (European Chemicals Agency). 

                                           <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

No 日本語の物質名 English substance name
化学式、
分子式等
Molecular

CAS No.

1 アントラセン Anthracene C14H10 120-12-7

2
4,4'-ジアミノジフェニルメタン
（4,4'-メチレンジアニリン）

4,4'- Diaminodiphenylmethane C13H14N2 101-77-9

3
フタル酸ジブチル
DBP Dibutyl phthalate C16H22O4 84-74-2

4 塩化コバルト（Ⅱ） Cobalt dichloride CoCl2 7646-79-9

5 五酸化二ヒ素 Diarsenic pentaoxide As2O5 1303-28-2

6 三酸化二ヒ素 Diarsenic trioxide As2O3 1327-53-3

7 ニクロム酸ナトリウムニ水和物 Sodium dichromate ,dihydrate
Na2Cr2O7,

Na2Cr2H2O7

e.g.
10588-01-9,
7789-12-0

8

5‐ｔｅｒｔ‐ブチル‐2，4，6‐トリニトロ‐
ｍ‐キシレン；
1-tert-ブチル-3,5-ジメチル-2,4,6-ト
リニトロベンゼン；
マスクキシレン

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene
(musk xylene)

C12H15N3O6 81-15-2

9
フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）;
ビス（２‐エチルヘキシル）フタラート
DEHP（またはDOP）

Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) C6H4(CO2C8H17)2 117-81-7

10
ヘキサブロモシクロドデカン
（HBCDD）類

Hexabromocyclododecane (HBCDD)
and all major diastereoisomers
identified
(α – HBCDD, β-HBCDD, γ-HBCDD)

C12H18Br6

e.g.
25637-99-4,
3194-55-6,

134237-50-6,
 134237-51-7,
 134237-52-8

11
塩化パラフィン；塩素化パラフィン
；クロロパラフィン
炭素長10-13

Alkanes, C10-13, chloro
(Short Chain Chlorinated Paraffins)

-
e.g.

85535-84-8

12 ビス（トリブチルスズ）オキシド Bis(tributyltin)oxide C24H54OSn2 56-35-9

13 ヒ酸鉛 Lead hydrogen arsenate PbHAsO4 7784-40-9

14
フタル酸ブチルベンジル;
フタル酸ベンジルブチル
BBP

Benzyl butyl phthalate C19H20O4 85-68-7

15 ヒ酸トリエチル Triethyl arsenate (C2H5O)3AsO 15606-95-8

16 アントラセン油 Anthracene oil － 90640-80-5

17 アントラセン油
（アントラセンペースト、軽蒸留）

Anthracene oil, anthracene paste,
distn. Lights

－ 91995-17-4

18
アントラセン油
（アントラセンペースト、アントラセン
留分）

Anthracene oil, anthracene paste,
anthracene fraction

－ 91995-15-2



No 日本語の物質名 English substance name
化学式、
分子式等
Molecular

CAS No.

19 アントラセン油
（アントラセン低含有）

Anthracene oil, anthracene-low － 90640-82-7

20 アントラセン油
（アントラセンペースト）

Anthracene oil, anthracene paste － 90640-81-6

21 高温コールタールピッチ Pitch, coal tar, high temp. － 65996-93-2

22 ２，４－ジニトロトルエン 2,4-Dinitrotoluene C7H6N2O4 121-14-2

23
フタル酸ジイソブチル
DIBP Diisobutyl phthalate C16H22O4 84-69-5

24 クロム酸鉛（ＩＩ） Lead chromate CrO4Pb 7758-97-6

25
硫酸モリブデン酸クロム酸鉛；モリブ
デン赤
（Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１０４）

Lead chromate molybdate
sulphate red (C.I. Pigment Red
104)

PbMoO4 12656-85-8

26 クロム酸鉛；黄鉛
（Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー３４）

Lead sulfochromate yellow (C.I.
Pigment Yellow 34)

Pb(Cr,S)O4 1344-37-2

27 りん酸トリス（２－クロロエチル） tris(2-chloroethyl)phosphate C6H12Cl3O4P 115-96-8

28 アクリルアミド Acrylamide C3H5NO 79-06-1

29 トリクロロエチレン Trichloroethylene
CHCl=CCl2

C2HCl3
79-01-6

30 ホウ酸 Boric acid B(OH)3
10043-35-3
11113-50-1

31 四ホウ酸二ナトリウム(無水物) Disodium tetraborate, anhydrous B4Na2O7
1303-96-4
1330-43-4
12179-04-3

32
四ホウ素二ナトリウム七酸化物(水
和物)

Tetraboron disodium heptaoxide,
hydrate

－ 12267-73-1

33 クロム酸ナトリウム Sodium chromate Na2CrO4 7775-11-3

34 クロム酸カリウム Potassium chromate CrK2O4 7789-00-6

35 二クロム酸アンモニウム Ammonium dichromate Cr2H8N2O7 7789-9-5

36 二クロム酸カリウム Potassium dichromate K2Cr2O7 7778-50-9

37 硫酸コバルト（ＩＩ） Cobalt(II) sulphate CoO4S 10124-43-3

38 硝酸コバルト（ＩＩ） Cobalt(II) dinitrate Co(NO3)2 10141-05-6

39 炭酸コバルト（ＩＩ） Cobalt(II) carbonate CCoO3 513-79-1

40 酢酸コバルト（ＩＩ） Cobalt(II) diacetate Co(CH3COO)2 71-48-7

41 ２－メトキシエタノール 2-Methoxyethanol C3H8O2 109-86-4

42 ２－エトキシエタノール 2-Ethoxyethanol C4H10O2 110-80-5

43 三酸化クロム Chromium trioxide CrO3 1333-82-0



No 日本語の物質名 English substance name
化学式、
分子式等
Molecular

CAS No.

44
三酸化クロム及びそのオリゴマーか
ら生じる酸（クロム酸、重クロム酸、
クロム酸と重クロム酸のオリゴマー）

Acids generated from chromium
trioxide and their oligomers Group
containing:
Chromic acid
Dichromic acid
Oligomers of chromic acid and
dichromic acid

－
7738-94-5
13530-68-2

45 酢酸2-エトキシエチル 2-ethoxyethyl acetate C6H12C3 111-15-9

46 クロム酸ストロンチウム strontium chromate SrCrO4 7789-06-2

47

1,2-ベンゼンジカルボン酸、(炭素数
7～11の分岐および直鎖アルキル
エステル類）
 （無水フタル酸）

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-
11-branched and linear alkyl esters
［DHNUP］

C8H4O3 /
C6H4(CO)2O

68515-42-4
（85-44-9 ）

48 ヒドラジン 一水和物、無水 ヒドラジ
ン

Hydrazine
N2H4 / H2N-NH2 7803-57-8、

302-01-2

49 1-メチル-2-ピロリドン、N-メチル-2-
ピロリドン

1-methyl-2-pyrrolidone C5H9NO 872-50-4

50 1,2,3-トリクロロプロパン 1,2,3-trichloropropane ［TCP］
C3H5Cl3 /

CH2ClCHClCH2Cl
96-18-4

51

1,2-ベンゼンジカルボン酸、炭素数7
の側鎖炭化水素を主成分とする炭
素数6～8のフタル酸エステル類
（無水フタル酸）

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-
8-branched alkyl esters, C7-rich
［DIHP］

C8H4O3 /
C6H4(CO)2O

71888-89-6
（85-44-9 ）

52
トリス（クロメート）ニクロム，クロム
酸/クロム（Ⅲ）

Dichromium tris(chromate) Cr8O21 24613-89-6

53 クロム酸ヒドロキシ亜鉛カリウム
Potassium
hydroxyoctaoxodizincatedi-chromate

Cr2K2O8Zn 11103-86-9

54 クロム酸八水酸化五亜鉛 Pentazinc chromate octahydroxide CrH8O12Zn5 49663-84-5

55 アルミノシリケート、
耐火性セラミック繊維

Aluminosilicate Refractory Ceramic
Fibres (RCF)
Aluminosilicate
Refractory Ceramic Fibres
Aluminosilicate Refractory Ceramic
Fibres are fibres covered by index
number 650-017-00-8 in
Annex VI, part 3, table 3.2 of
Regulation (EC) No 1272/2008, and
fulfil the two following conditions:
a) Al2O3 and SiO2

- -

56 ジルコニアアルミノシリケート、
耐火性セラミック繊維

Zirconia Aluminosilicate Refractory
Ceramic Fibres (Zr-RCF)
Zirconia Aluminosilicate,
Refractory Ceramic Fibres
Zirconia Aluminosilicate Refractory
Ceramic Fibres are fibres covered by
index number 650-017-00-8 in Annex
VI, part 3,
table 3.2 of Regulation (EC) No
1272/2008, and fulfil the two following
conditions:

- -



No 日本語の物質名 English substance name
化学式、
分子式等
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57 アニリンとホルムアルデヒドの重合
物

Formaldehyde, oligomeric reaction
products with aniline (technical MDA)

(C6H7N-CH2o)x 25214-70-4

58 ビス（２−メトキシエチル）＝フタラー
ト

Bis(2-methoxyethyl) phthalate C14H18O6 117-82-8

59 ２−メトキシアニリン 2-Methoxyaniline; o-Anisidine C7H9NO 90-04-0

60 ４−（２，４，４−トリメチルペンタン−２
−イル）フェノール

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, (4-
tert-Octylphenol)

C14H22O 140-66-9

61 １，２−ジクロロエタン 1,2-Dichloroethane C2H4CL2 107-06-2

62 ジエチレングリコールジメチルエー
テル

Bis(2-methoxyethyl) ether C6H14O3 111-96-6

63 ヒ酸
（アルセナート）

ARSENIC ACID AsH3O4 7778-39-4

64 ヒ酸カルシウム Calcium arsenate As2Ca3O8 7778-44-1

65 ヒ酸鉛（ＩＩ） Trilead diarsenate As2O8Pb3 3687-31-8

66 Ｎ，Ｎ−ジメチルアセトアミド N,N-dimethylacetamide (DMAC) C4H9NO 127-19-5

67 ２，２’−ジクロロ−４，４’−メチレンジア
ニリン

2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline C13H12CL2N2 101-14-4

68 ３，３−ビス（４−ヒドロキシフェニル）
イソベンゾフラン−１（３Ｈ）−オン

Phenolphthalein C20H14O4 77-09-8

69 アジ化鉛（ＩＩ） Lead azide Lead diazide N6Pb 13424-46-9

70 ２，４，６−トリニトロ−１，３−ベンゼン
ジオール鉛（ＩＩ）塩

Lead styphnate C6HN3O8Pb 15245-44-0

71
二ピクリン酸鉛，ビスピクリン酸鉛
（II），鉛（II）ビス（2,4,6-トリニトロベ
ンゼン-1-オラート）

Lead dipicrate C12H4N6O14Pb 6477-64-1

72

［4‐｛ビス（4‐ジメチルアミノフェニ
ル）メチレン｝‐2,5‐シクロヘキサジエ
ン‐1‐イリデン］ジメチルアンモニウ
ムクロリド
(C.I. ベーシックバイオレット 3)
〔この物質はミヒラーズケトン（EC
No.:202-027-5)、ミヒラーズベース
（EC No.:202-959-2)を質量比で
0.1%以上含んでいる場合に限る。〕

[4-[4,4'-bis(dimethylamino)
benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-
1-ylidene]dimethylammonium
chloride
(C.I. Basic Violet 3)
 [with ≥  0.1% of Michler's ketone
(EC No. 202-027-5) or Michler's base
(EC No. 202-959-2)]

C25H30ClN3 548-62-9

73
1,3,5-トリス-[(2S および2R)-2,3-エ
ポキシプロピル]-1,3,5-トリアジン-
2,4,6-(1H,3H,5H)-トリオン

1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-
epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-
(1H,3H,5H)-trione (β-TGIC)

C12H15N3O6 59653-74-6 

74 トリエチレングリコールジメチルエー
テル

1,2-bis(2-methoxyethoxy) ethane
(TEGDME; triglyme)

C8H18O4 112-49-2

75

4-メチルアミノ-4',4''-ビス(ジメチルア
ミノ)トリフェニルメタノール
〔この物質はミヒラーズケトン（EC
No.:202-027-5)、ミヒラーズベース
（EC No.:202-959-2)を質量比で
0.1%以上含んでいる場合に限る。〕

4,4'-bis(dimethylamino)-4''-
(methylamino)trityl alcohol
 [with ≥  0.1% of Michler's ketone
(EC No. 202-027-5) or Michler's base
(EC No. 202-959-2)]

C24H29N3O 561-41-1
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76 ビス（メタンスルホン酸）鉛（II） Lead(II) bis(methanesulfonate) C2H6O6PbS2 17570-76-2 

77 1,2-ジメトキシエタン;エチレングリ
コールジメチルエーテル

1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol
dimethyl ether
(EGDME)

C4H10O2 110-71-4

78 三酸化二ホウ素
酸化ホウ素

Diboron trioxide B2O3 1303-86-2

79

α,α-ビス[4-(ジメチルアミノ)フェニ
ル]-4-(フェニルアミノ)-1-ナフタレンメ
タノール
(C.I. ソルベントブルー 4)
〔この物質はミヒラーズケトン（EC
No.:202-027-5)、ミヒラーズベース
（EC No.:202-959-2)を質量比で
0.1%以上含んでいる場合に限る。〕

α,α-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4
(phenylamino)naphthalene-1-
methanol
(C.I. Solvent Blue 4)
 [with ≥  0.1% of Michler's ketone
(EC No. 202-027-5) or Michler's base
(EC No. 202-959-2)]

C33H33N3O 6786-83-0

80
1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)-
1,3,5-トリアジン-2,4,6(1H,3H,5H')-
トリオン

1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-
triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
(TGIC)

C12H15N3O6 2451-62-9

81
4,4'-ビス(ジメチルアミノ)ベンゾフェノ
ン
(ミヒラーズケトン)

4,4'-bis(dimethylamino)
benzophenone (Michler’s ketone)

C17H20N2O 90-94-8

82
N,N,N',N'-テトラメチル-4,4'-メチレン
ジアニリン
(ミヒラーズベース)

N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-
methylenedianiline (Michler’s base)

C17H22N2 101-61-1

83

[4-[[4-アニリノ-1-ナフチル][4-(ジメチ
ルアミノ)フェニル]メチレン]シクロヘ
キサ-2,5-ジエン-1-イリデン]ジメチル
アンモニウムクロリド
(C.I. ベーシックブルー 26)
〔この物質はミヒラーズケトン（EC
No.:202-027-5)、ミヒラーズベース
（EC No.:202-959-2)を質量比で
0.1%以上含んでいる場合に限る。〕

[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-
(dimethylamino)phenyl]methylene]cyc
lohexa-2,5-dien-1-ylidene]
dimethylammonium chloride
(C.I. Basic Blue 26)
 [with ≥  0.1% of Michler's ketone
(EC No. 202-027-5) or Michler's base
(EC No. 202-959-2)]

C33H32ClN3 2580-56-5

84 ホルムアミド Formamide CH3NO 75-12-7

85 ﾃﾞｶﾌﾞﾛﾓｼﾞﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ（ﾃﾞｶBDE)
Bis(pentabromophenyl)ether
(decabromodiphenyl ether; Deca
BDE)

C12Br10O 1163-19-5

86
ﾍﾟﾝﾀｺｻﾌﾙｵﾛﾄﾘﾃﾞｶﾝ酸、
ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛﾄﾘﾃﾞｶﾝ酸、
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛﾄﾘﾃﾞｶﾝ酸

Pentacosafluorotridecanoic acid - 72629-94-8

87
ﾄﾘｺｻﾌﾙｵﾛﾄﾞﾃﾞｶﾝ酸、
ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛﾄﾞﾃﾞｶﾝ酸、
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛﾄﾞﾃﾞｶﾝ酸

Tricosafluorododeacnoic acid - 307-55-1

88
ﾍﾆｺｻﾌﾙｵﾛｳﾝﾃﾞｶﾝ酸、
ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｳﾝﾃﾞｶﾝ酸、
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｳﾝﾃﾞｶﾝ酸

Henicosafluoroundecanoic acid - 2058-94-8

89
ﾍﾌﾟﾀｺｻﾌﾙｵﾛﾃﾄﾗﾃﾞｶﾝ酸、
ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛﾃﾄﾗﾃﾞｶﾝ酸、
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛﾃﾄﾗﾃﾞｶﾝ酸

Heptacosafluoroteradecanic acid - 376-06-7

90
ｱｿﾞｼﾞｶﾙﾎﾞﾝｱﾐﾄﾞ、
ｱｿﾞﾋﾞｽﾎﾙﾑｱﾐﾄﾞ、
ｼﾞｱｾﾞﾝ-1,2-ﾋﾞｽｶﾙﾎﾞｱﾐﾄﾞ

Diazene-1,2-dicarboxamide(C,C'-
azodi
(formamide)

C2H4N4O2 /
NH4CON=NCON

H2
123-77-3
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91

*1
[1]ｼｸﾛﾍｷｻﾝ-1,2-ｼﾞｶﾙﾎﾞﾝ酸無水物
[2]ｼｽ-ｼｸﾛﾍｷｻﾝ-1,2-ｼﾞｶﾙﾎﾞﾝ酸無
水物
[3]ﾄﾗﾝｽ-ｼｸﾛﾍｷｻﾝ-1,2-ｼﾞｶﾙﾎﾞﾝ酸
無水物
[ｼｽ型[2]とﾄﾗﾝｽ型[3]の個々の異性
体及びｼｽ型・ﾄﾗﾝｽ型異性体の全て
の可能な組合せ[1]。このｴﾝﾄﾘｰに
よって異性体の全てがｶﾊﾞｰされる]

Cyclohexane-1,2-dicarboxylic
anhydride[1]
cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic
anhydride[2]
trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic
anhydride[3]
[The indivdual cis-[2] and trans-[3]
isomer substances and all possible
combinations of the cis- and trans-
isomers [1] are coverd by this entry].

C8H10O3
85-42-7,

13149-00-3,
14166-21-3

92

*2
[1]ﾒﾁﾙﾍｷｻﾋﾄﾞﾛﾌﾀﾙ酸無水物
[2]ﾍｷｻﾋﾄﾞﾛ-4-ﾒﾁﾙﾌﾀﾙ酸無水物
[3]ﾍｷｻﾋﾄﾞﾛ-1-ﾒﾁﾙﾌﾀﾙ酸無水物
[4]ﾍｷｻﾋﾄﾞﾛ-3-ﾒﾁﾙﾌﾀﾙ酸無水物
[[2],[3]と[4]の個々の異性体（これら
のｼｽ型とﾄﾗﾝｽ型の立体異性体を含
む）及び異性体の全ての可能な組
合せ[1].このｴﾝﾄﾘｰによって異性体
の全てがｶﾊﾞｰされる。]

Hexahydromethyphthalic
anhydride[1],
Hexahydro-4-methylphthalic
anhydride[2],
Hexahydro-1-methylphthalic
anhydride[3],
Hexahydro-3-methylphthalic
anhydride[4],
(including their cis- and trans- stereo
isomeric forms) and all possible
combinations of the isomers[1] are
covered by this entry.]

C2H12O3

25550-51-0
19438-60-9
48122-14-1
57110-29-9

93

4-ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ、分岐及び直鎖
[ﾌｪﾉｰﾙの4の位置で炭素数9の直鎖
および/または分岐したｱﾙｷﾙ鎖が共
有結合している物質、
個々の異性体またはその混合物の
いずれも含むUVCB物質及びwell-
defined物質（組成等が分かってい
る物質）]

4-Nonylphenol, branched and linear
[substances with a linear and / or
branched alkyl chain with a cabon
unmber of 9 covalently bound in
position 4 to phenol,
covering also UVCB- and well -
defined substances which include
any of the individual isomers or a
combination thereof]

- -

94

4-(1,1,3,3-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾌﾞﾁﾙ）ﾌｪﾉｰﾙ,ｴﾄ
ｷｼﾚｰﾄ
[well-defined物質（組成等が分かっ
ている物質)及びUVCB物質、ﾎﾟﾘﾏｰ
およびその同属体]

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol,
ethoxylated
[covering well-defined substances
and UVCB substances, polymers and
homologues]

- -

95 ﾒﾄｷｼ酢酸 Methoxyacetic acid 625-45-6

96 N,N-ｼﾞﾒﾁﾙﾎﾙﾑｱﾐﾄﾞ N,N-dimethylformamide
C3H7NO /

HCON(CH3)2
68-12-2

97
ｼﾞﾌﾞﾁﾙｽｽﾞｼﾞｸﾛﾘﾄﾞ,
ｼﾞｸﾛﾛｼﾞﾋﾞﾁﾙｽｽﾞ（DBTC)

Dibutyltin dichloride (DBTC) *3 - 683-18-1

98 一酸化鉛（酸化鉛（Ⅱ）） Lead monoxide(Lead oxide) PbO 1317-36-8

99 ｵﾚﾝｼﾞﾚｯﾄﾞ（四酸化鉛） Orange lead (Lead tetroxide) Pb3O4 1314-41-6

100 ﾋﾞｽﾃﾄﾗﾌﾙｵﾛﾎｳ酸鉛、ﾎｳﾌｯ化鉛 Lead bis(tetrafluoroborate) - 13814-96-5

101

ﾋﾞｽ（炭酸)二水酸化三鉛、
塩基性炭酸鉛、
炭酸水酸化鉛、
亜炭酸鉛

Trilead bis (carbonate)dihydroxide - 1319-46-6



No 日本語の物質名 English substance name
化学式、
分子式等
Molecular

CAS No.

102 三酸化ﾁﾀﾝ鉛、
ﾁﾀﾝ酸鉛

Lead titanium trioxide - 12060-00-3

103 ﾁﾀﾝ酸ｼﾞﾙｺﾆｳﾑ酸鉛
ｼﾞﾙｺﾝ酸ﾁﾀﾝ酸鉛

Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2

104 ｹｲ酸鉛、塩基性ｹｲ酸鉛 Silicic acid , lead salt - 11120-22-2

105

*4
ｹｲ酸(H2Si2O5)ﾊﾞﾘｳﾑ塩(1:1),鉛を
ﾄﾞｰﾌﾟ[生殖毒性物質の
Repr,1A(CLP)または
category1(DSD)の一般的濃度限
界値を超えて含有する鉛；この物質
ｈ規制(EC)No1272/2008中のindex
number 082-001-00-6の鉛化合物
としてｴﾝﾄﾘｰされている]

Silicic acid(H2Si2O5),barium
salt(1:1),
lead-doped
[with lead(Pb) content above the
applicable generic concentration limit
for 'toxicty for reproduction' Repr.
1A(CLP) or category 1(DSD); the
substace is a member of the group
entry of lead compounds, with index
unmber 082-001-00-6 in Regulation
(EC) No 1272/2008]

- 68784-75-8

106 1-ﾌﾞﾛﾓﾌﾟﾛﾊﾟﾝ（n-ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾌﾞﾛﾏｲﾄﾞ） 1-bromopropane(n-propyl bromide)
C3H7Br /

CH3CH2CH2Br
106-94-5

107 ﾒﾁﾙｵｷｼﾗﾝ（ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾉｷｼﾄﾞ） Methyloxirane(Propylene oxide)
C3H6O /

CH3CHC2O
75-56-9

108 1,2-ﾍﾞﾝｾﾞﾝジカルボン酸
ｼﾞﾍﾟﾝﾁﾙｴｽﾃﾙ、分岐及び直鎖

1,2-Benzenedicarboxylic acid,
dipentylester, branched and linear

- 84777-06-0

109 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｲｿﾍﾟﾝﾁﾙ（DIPP) Diisopentylphthalate(DIPP) - 605-50-5

110
ﾌﾀﾙ酸n-ﾍﾟﾝﾁﾙｰｲｿﾍﾟﾝﾁﾙ、
n-ﾍﾟﾝﾁﾙ-ｲｿﾍﾟﾝﾁﾙﾌﾀﾚｰﾄ

N-pentyl-isopentylphthalate -
776297-69-

9*5

111
1,2-ｼﾞｴﾄｷｼｴﾀﾝ
ｼﾞｴﾁﾙｸﾞﾘｺｰﾙ、
ｼﾞｴﾁﾙｾﾛｿﾙﾌﾞ

1,2-diethoxyethane
C6H14O2 /

CH3CH2OCH2CH
2OCH2CH3

629-14-1

112 塩基性酢酸鉛 Acetic acid, lead salt, basic - 51404-69-4

113 ｵｷｼ硫酸鉛 Lead oxide sulfate - 12036-76-9

114 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｵｷｿ三鉛 [Phthalato(2-)]dioxotrilead - 69011-06-9

115 ｼﾞｵｷｿﾋﾞｽ（ｽﾃｱﾘﾝ酸）三鉛,ｼﾞｵｷｿﾆ
ｽﾃｱﾘﾝ酸三鉛

Dioxobis(stearato)trilead - 12578-12-0

116 脂肪酸鉛塩（炭素数16～18） Fatty acids C16-18, lead salts - 91031-62-8

117 ｼｱﾅﾐﾄﾞ鉛 Lead cynamidate - 20837-86-9

118 二硝酸鉛、硝酸鉛（Ⅱ） Lesd dinitrate
N2O6Pb /
Pb(NO3)2

10099-74-8

119 四塩基性硫酸鉛 pentalead tetraoxide sulphate - 12065-90-6

120 ﾊﾟｲﾛｸﾛｱ、C.I．ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄｲｴﾛｰ41 Pyrochlore, antimony lead yellow - 8012-00-8

121 塩基性亜硫酸鉛 Sulfurous acid, lead salt, dibasic - 62229-08-7

122 四ｴﾁﾙ鉛、ﾃﾄﾗｴﾁﾚﾝ鉛 Tetraethyllead PB(C2H5)4 78-00-2

123 三塩基性硫酸鉛 Tetralead trioxide sulphate - 12202-17-4
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124 二塩基性ﾘﾝ酸鉛、二塩基性亜ﾘﾝ酸
鉛

Trilead dioxide phosphonate - 12141-20-7

125 フラン Furan C4H4O 110-00-9

126 硫酸ｼﾞｴﾁﾙ Diethyl sulphate
C4H10O4S /
(C2H5)2SO4

64-67-5

127 硫酸ｼﾞﾒﾁﾙ Dimethyl sulphate
C2H6O4S /

(CH3O)2SO2
77-78-1

128 3-ｴﾁﾙ-2-ｲｿﾍﾟﾝﾁﾙ-2-ﾒﾁﾙ-1,3-ｵｷｻ
ｿﾞﾘｼﾞﾝ

3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-
1,3-oxazolidine

- 143860-04-2

129
ｼﾞﾉｾﾌﾞ(6-sec-ﾌﾞﾁﾙ-2,4-ｼﾞﾆﾄﾛﾌｪﾉｰ
ﾙ)

Dinoseb(6-sec-butyl-2,4-
dinitrophenol)

C10H12N2O2 88-85-7

130
4,4'-ﾒﾁﾚﾝｼﾞ-o-ﾄﾙｲｼﾞﾝ,4,4'-ｼﾞｱﾐﾉ-
3,3'-ｼﾞﾒﾁﾙｼﾞﾌｪﾆﾙﾒﾀﾝ

4,4'-methylenedi-o-toluidine - 838-88-0

131 4,4'-ｵｷｼｼﾞｱﾆﾘﾝおよびその塩 4,4'-oxydianiline and its salts - 101-80-4

132 4-ｱﾐﾉｱｿﾞﾍﾞﾝｾﾞﾝ 4-aminoazobenzene - 60-09-3

133
4-ﾒﾁﾙ-m-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ（ﾄﾙｴﾝ-2,4-ｼﾞ
ｱﾐﾝ)

4-methyl-m-
phenylenediamine(toluene-2,4-
diamine)

C7H10N2 /
CH3C6H3(NH2)2

95-80-7

134 6-ﾒﾄｷｼ-m-ﾄﾙｲｼﾞﾝ(p-ｸﾚｼｼﾞﾝ） 6-methoxy-m-toluidine(p-cresidine)
C8H11NO /

CH3OC6H3(CH3)
NH2

120-71-8

135 ﾋﾞﾌｪﾆﾙ-4-ｲﾙｱﾐﾝ Biphenyl-4-ylamine
C12H11N /

C6H5-C6H4NH2
92-67-1

136
o-ｱﾐﾉｱｿﾞﾄﾙｴﾝ[4-o-ﾄﾘﾙｱｿﾞ-o-ﾄﾙｲｼﾞ
ﾝ]

o-aminoazotoluene[(4-o-tolylazo-o-
toluidine)]

- 97-56^3

137 o-ﾄﾙｲｼﾞﾝ o-toluidine
C7H9N /

C6H4CH3NH2
95-53-4

138 N-ﾒﾁﾙｱｾﾄｱﾐﾄﾞ,ﾒﾁﾙｱｾﾁﾙｱﾐﾝ N-methylacetamide - 79-16-3

139 カドミウム Cadmium Cd 7440-43-9

140 酸化カドミウム Cadmium oxide CdO 1306-19-0

141
ﾍﾟﾝﾀﾃﾞｶﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸ｱﾝﾓﾆｳﾑ、ﾍﾟﾙ
ﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸ｱﾝﾓﾆｳﾑ、ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｵｸ
ﾀﾝ酸ｱﾝﾓﾆｳﾑ（APFO）

Ammonium
Pentadecafluoroctanoate
(APFO)

C8H4F15NO2 3825-26-1

142
ﾍﾟﾝﾀﾃﾞｶﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸、ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸ
ﾀﾝ酸、
ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）

Pentadecafluorooctanoic acid
(PFOA)

C8HF15O2 335-67-1

143
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾍﾟﾝﾁﾙ、ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｱﾐﾙ
（DPP） Dipentyl phthalate (DPP) C8H26O4 131-18-0

144

４－ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ、分岐および直鎖の
ｴﾄｷｼﾚｰﾄ[ﾌｪﾉｰﾙの４の位置で炭素
数９の直鎖及び/または分岐したｱﾙ
ｷﾙ鎖が共有結合している物質、
UVCB物質及びWell-defined物質
（組成等が分かっている物質）、ﾎﾟﾘ
ﾏｰ及び同族体の個々の異性体やそ
の組合せのどれでもを含んでｴﾄｷｼ
化されたものを含む]

4-Nonylphenol, branched and linear,
ethoxylated [ substances with a linear
and / or branched alkyl chain with a
carbon number of 9 covalently bound
in position 4 to phenol,
ethoxylated covering UVCB – and
well-defined substances, polymers
and homologues, which include
any of the individual isomers and/or
combinations thereof ]

－
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145
硫化カドミウム、硫化カドミウム
（Ⅱ）、
カドミウムスルフィド

Cadmium sulphide CdS 1306-23-6

146

3,3'-[[1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジイルビ
ス（アゾ）]ビス(4-アミノナフタレンｰ1-
スルホネート）ニナトリウム、コン
ゴーレッド（C.I.ダイレクトレッド28）

Disodium 3,3'[[1,1'-biphenyl]-4,4'-
diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-
1-sulphonare)
(C.I. Direct Red 28)

C32H22N6Na2
O6S2

573-58-0

147

4-アミノｰ3-[[4'-[(2,4-ジアミノフェニ
ル）アゾ]-[1,1'-ビフェニル]-4-イル]ア
ゾ]-5-ヒドロキシ-6-(フェニルアゾ）ナ
フタレン-2,7-ジスルホネートニナトリ
ウム、クロラゾールブラックE
（C.I.ダイレクトブラック38）

Disodium 4-amino-3-[[4'-[(2,4-
diaminophenyl)]azo]-5-hydroxy-6-
(phenylazo) napthalene-2,7-
disulphonate
(C.I. Direct Black 38)

C34H25N9Na2
O7S2

1937-37-7

148
フタル酸ジヘキシル、ジヘキシルフ
タラート、フタル酸ジ-n-ヘキシル

Duhexyl phthalate C20H30O4 84-75-3

149
イミダゾリジン-2-チオン、2-イミダゾ
リジンチオン、N,N'-エチレンチオ尿
素；2-イミダゾリンｰ2-チオール

Imidazolidine-2-thione;2-imidazoline-
2-thiol

C3H6N2S 96-45-7

150 酢酸鉛（Ⅱ）、ビス酢酸鉛（Ⅱ）、二酢
酸鉛（Ⅱ）

Lead di(acetate)
C4H6O4Pb/

(CH3COO)2Pb
301-04-2

151
リン酸トリキシレニル、トリ（ジメチル
フェニル）ホスフェート、リン酸トリス
（ジメチルフェニル）

Trixylyl phosphate C8H11O4P 25155-23-1

152 ジクロロカドミウム Cadmium chloride CdCl2 10108-64-2

153 1,2-ベンゼンジカルボン酸、
ジヘキシルエステル、分岐及び直鎖

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl
ester, branched and linear

C20H30O4 68515-50-4

154 ベルオキソホウ酸ナトリウム、
過ホウ酸ナトリウム

Sodium peroxometaborate BNaO3 7632-04-4

155 過ホウ酸ナトリウム；過ｊホウ酸、
ナトリウム塩

Sodium perborate; perbpric acid,
sodium salt

-

156 フッ化カドミウム、カドミウムジフルオ
リド

Cadmium fluoride CcdF2 7790-79-6

157 硫酸カドミウム（Ⅱ）、硫酸カドミウム
（Ⅱ）無水物・水和物

Cadmium sulphate CdO4S
10124-36-4;
31119-53-6

158
2-ベンゾトリアゾール-2-イル-4,6-ジ-
tert-ブチルフェノール（UV-320）

2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-
butylphenol (UV-320)

C20H25N30 3846-71-7

159
2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-
4,6-ジ-tert-ペンチルフェノール（UV-
328）

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-
ditertpentylphenol (UV-328)

C22H29N3O 25973-55-1

160

10-エチル-4,4-ジオクチル-7-オキソ-
8-オキサ-3,5-ジチア-4-スタンナテト
ラデカン酸2-エチルヘキシル
（DOTE）

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-
oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-
stannatetradecanoate
(DOTE)

C36H72O4S2Sn 15571-58-1
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161

10-エチル-4,4-ジオクチル-7-オキソ-
8-オキサ-3,5-ジチア-4-スタンナテト
ラデカン酸2-エチルヘキシルと10-エ
チル-4-[[2-[(2-(エチルヘキシル)オ
キシ]-2-オキソエチル]チオ]-4-オク
チル-7-オキソ-8-オキサ-3,5-ジチア-
4-スタンナテトラデカン酸2-エチルヘ
キシルの反応生成物（DOTEと
MOTEの反応生成物）※

reaction mass of 2-ethylhexyl 10-
ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-
dithia-4-stannatetradecanoate and 2-
ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-
ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-
octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-
stannatetradecanoate (reaction mass
of DOTE and MOTE)

-

162

1,2-ベンゼンジカルボン酸、ジ-C6～
10-アルキルエステル；
1,2-ベンゼンジカルボン酸、デシル・
ヘキシル・オクチルジエステルと
0.3％以上のフタル酸ジへキシル
（EC No. 201-559-5）との混合物
1,2-ベンゼンジカルボン酸、ジ-C6～
10-アルキルエステル；
1,2-ベンゼンジカルボン酸、デシル・
ヘキシル・オクチルジエステルと
0.3％以上のフタル酸ジへキシル
（EC No. 201-559-5）との混合物

1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-
10-alkyl　esters;
 1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed
decyl and hexyl and octyl diesters
with ? 0.3% of dihexyl phthalate (EC
No. 201-559-5)

68515-51-5
68648-93-1

163

5-sec-ブチル-2-（2,4-ジメチルシク
ロヘキサ-3-エン-1-イル）-5-メチル-
1,3-ジオキサン[1]、5-sec-ブチル-2-
（4,6-ジメチルシクロヘキサ-3-エン-
1-イル）-5-メチル-1,3-ジオキサン[2]
（[1]と[2]の個々の立体異性体、また
はその組合せも含む）

5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-
3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1],
5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-
3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2]
[covering any of the individual
stereoisomers of [1] and [2] or any
combination thereof]

-

164 ニトロベンゼン Nitrobenzene C6H5NO2 98-95-3

165
2,4-ジ-tert-ブチル-6-(5-クロロベン
ゾトリアゾール-2-イル)フェノール
（UV-327）

2,4-di-tert-butyl-6-(5-
chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-
327)

C20H24ClN3O 3864-99-1

166
2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-
4-(tert-ブチル)-6-(sec-ブチル)フェ
ノール （UV-350）

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-
6-(sec-butyl)phenol (UV-350)

C20H25N3O 36437-37-3

167 1,3-プロパンスルトン 1,3-propanesultone C3H6O3S 1120-71-4

168 パーフルオロノナン-1-酸
その塩とアンモニウム塩

Perfluorononan-1-oic-acid and its
sodium and ammonium salts

C9HF17O2
C9F17O2.NH4

375-95-1
21049-39-8
4149-60-4

169
ベンゾ[def]クリセン
（ベンゾ[a]ピレン）

Benzo[def]chrysene

(Benzo[a]pyrene)
C20H12 50-32-8
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170
4,4’-イソプロピリデンジフェノール
（ビスフェノールA）、BPA、2,2-ビス
（p-ヒドロキシフェニル）プロパンなど

4,4’-isopropylidenediphenol
(bisphenol A; BPA)

C15H16O2 80-05-7

171

ノナデカフルオロデカン酸（PFDA）
およびそのナトリウムとアンモニウ
ム塩、（ノナデカフルオロデカン酸ア
ンモニウム、ノナデカフルオロデカン
酸、ノナデカフルオロデカン酸ナトリ
ウム）

Nonadecafluorodecanoic acid
(PFDA) and its sodium and
ammonium salts

335-76-2、
3830-45-3、
3108-42-7

172
p-(1,1-ジメチルプロピル)フェノー
ル、4-tert-アミルフェノールなど

p-(1,1-dimethylpropyl)phenol C11H16O 80-46-6

173

4-ヘプチルフェノール、分岐および
直鎖[フェノールの4の位置で炭素数
7の直鎖および/または分岐したアル
キル鎖が共有結合している物質、
個々の異性体やその組合せのどれ
でもを含んだUVCB物質およびwell-
defined物質（組成等が分かってい
る物質）を含む］

4-heptylphenol, branched and linear
[substances with a linear and/or
branched alkyl chain with a carbon
number of 7 covalently bound
predominantly in position 4 to phenol,
covering also UVCB- and well-
defined substances which include
any of the individual isomers or a
combination thereof]

- -

174 パーフルオロへキサン-1-スルホン
酸とその塩

Perfluorohexane-1-sulphonic acid
and its salts

- -

175 ベンゾ[a]アントラセン Benz[a]anthracene -
56-55-3

1718-53-2

176 炭酸カドミウム Cadmium carbonat - 513-78-0

177 水酸化カドミウム Cadmium hydroxide - 21041-95-2

178 硝酸カドミウム Cadmium nitrate -
10022-68-1
10325-94-7

179 クリセン Chrysene -
218-01-9
1719-03-5

180

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-
ドデカクロロペンタシクロ
[12.2.1.16,9.02,13.05,10]
オクタデカ-7,15-ジエン (“デクロラン
プラス”™)
[その個々のantiおよびsyn異性体の
いずれか、またはそれらの任意の組
み合わせをカバーする]

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.
02,13.05,10] octadeca-7,15-diene
(“Dechlorane Plus”™)
[covering any of its individual anti-
and syn-isomers or any combination
thereof]

-
13560-89-9
135821-74-8
135821-03-3

181

1,3,4-チアジアゾリジン-2,5-ジチオ
ン, ホルムアルデヒド および 4-ヘプ
チルフェノール, 分岐および直鎖 の
反応生成物 (RP-HP)
[0.1wt%以上の4-ヘプチルフェノー
ル, 分岐および直鎖を含む]

Reaction products of 1,3,4-
thiadiazolidine-2,5-dithione,
formaldehyde and 4-heptylphenol,
branched and linear (RP-HP)
[with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol,
branched and linear]

- -

182
1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無
水物
トリメリット酸無水物; TMA

Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2
anhydride
trimellitic anhydride; TMA

C9H4O5 552-30-7

183 ベンゾ[ghi]ペリレン Benzo[ghi]perylene C22H12 191-24-2

184
デカメチルシクロペンタシロキサン
D5

Decamethylcyclopentasiloxane
D5

C10H30O5Si5 541-02-6



No 日本語の物質名 English substance name
化学式、
分子式等
Molecular

CAS No.

185
フタル酸ジシクロヘキシル
DHCP

Dicyclohexyl phthalate
DHCP

C20H26O4 84-61-7

186 八ホウ酸二ナトリウム Disodium octaborate B8Na2O13 12008-41-2

187
ドデカメチルシクロヘキサシロキサン
D6

Dodecamethylcyclohexasiloxane
D6

C12H36O6Si6 540-97-6

188
エチレンジアミン
EDA

Ethylenediamine
EDA

C2H8N2 107-15-3

189 鉛 Lead Pb 7439-92-1

190
オクタメチルシクロテトラシロキサン
D4

Octamethylcyclotetrasiloxane
D4

C8H24O4Si4 556-67-2

191 水素化テルフェニル Terphenyl, hydrogenated - 61788-32-7

192
1,7,7-トリメチル-3-(フェニルメチレ
ン)ビシクロ
[2.2.1]ヘプタン-2-オン

1,7,7-trimethyl-3-
(phenylmethylene)bicyclo
[2.2.1]heptan-2-one

C17H20O 15087-24-8

193
2,2-ビス(4'-ヒドロキシフェニル)-
4-メチルペンタン

2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-
methylpentane

C18H22O2 6807-17-6

194 ベンゾ［ｋ］フルオランテン Benzo[k]fluoranthene C20H12 207-08-9

195 フルオランテン Fluoranthene C16H10
206-44-0,

93951-69-0
196 フェナントレン Phenanthrene C14H10 85-01-8

197 ピレン Pyrene C16H10
129-00-0,
1718-52-1



To: TDK-Lambda K.K 年　　　月　　　日
TDKラムダ株式会社　　行 Date of issue (YY/MM/DD)

[メーカ保証] Manufacturer:

[メーカ] Manufacturer: 会社名  Company Name

部署名 Division Name

責任者名 Name of Manager 印

担当者名 Signature: 印

TEL(Phone)

E-mail
[代理店保証] Distributor:

[代理店] Distributor: 会社名  Company Name

責任者名 Signature: 印

１．対象化学物質とその許容基準(The object chemical substance and its threshold level)

NO
用途

Applications of substance and scope of
the standards

1
適用除外　表1-2の用途リスト ※
Exeｍptions : Table 1-2  List  *

2
適用除外以外の用途
All applications other than the Exemptions
適用除外　表1-2の用途リスト ※
Exeｍptions : Table 1-2  List  *
全ての用途
All applications
適用除外　表1-2の用途リスト ※
Exeｍptions : Table 1-2  List  *

4
全ての用途
All applications

5
全ての用途
All applications

6
全ての用途
All applications

7
全ての用途
All applications

8
全ての用途
All applications

9
全ての用途
All applications

10
全ての用途
All applications

２．対象製品名または部材名　（Target Product / Component / Material）

No
品目コード
Item Code

品名
Product Name

型式
Catalog Number

除外コード
Exemption code

備考（除外用途等記載）
Note（Exemption.etc)

例 ０００１１１１１ FET ２SK****** 7(a) 高融点はんだ

1

2

3

4

5

　尚、記入しきれない場合は、対象品リストを別紙で添付して下さい。 * Items, in case more than 5, can be listed and attached to this document.

３．その他　 Others

　 様式：EMS-010-1A_JE(第6版） / Form:EMS-010-1A_JE(Ver_6)

＜１,０００ ｐｐｍ

PBDE(Deca-BDE含む）
PBDE (Polybrominated Biphenyl Ethers)＆Deca-BDE

＜１,０００ ｐｐｍ

＜１,０００ ｐｐｍ

＜１,０００ ｐｐｍ

＜１,０００ ｐｐｍ

＜１,０００ ｐｐｍ

※　許容基準に関する詳細は「TDKラムダ（株）グリーン調達ガイドライン」DL-EMS-010　参照
* Refer to "TDK-LAMBDA Green Procurement Guideline for further details.

　　２項記載の製品または部材において、材料変更・製造場所変更・製造工程変更等が発生する場合は、１項記載の学物質含有量が基準値を満たすことを
　　確認し、あらためて本保証書を提出致します。

3
水銀
Mercury and Mercury Compounds

＜１,０００ ｐｐｍ

除外基準による
Based on list of exemptions

六価クロム
Hexavalent Chromium and Hexavalent Chromium
Compounds

＜１,０００ ｐｐｍ

【新】製品・部材に含有される化学物質に関する『非含有保証書』
　 Non-Containing Guarantee of Chemical Substances

　　当社は、当社（当社の子会社・関連会社を含む）がTDKラムダ株式会社（子会社・関連会社を含む）に納入する下記製品又は部材に、TDKラムダ株式会社
　　の「グリーン調達ガイドライン」に基づき、下記に記載する化学物質に関して、TDKラムダ株式会社の定めた許容基準を満たす事を保証致します。

  　We, manufacturer, (and our subsidiaries and affiliates) hereby guarantee that the following listed productsand components/materials that we
supply to TDK-LAMBDA K.K (and their subsidiaries and affiliates) do not contain the following chemical substances exceeding threshold level
specified by TDK-Lambda K.K. in accordance with   "TDK-LAMBDA Group Green Procurement Guideline".

　　当社（代理店）は、納入する下記製品又は部材が[メーカ]が上記保証した対象物であることを保証いたします。

　　　If there is any change of material/production location/production process etc. for the above items, we will confirm the content of chemical substances is
    less than the threshold level which described in section1. And will submit this　"Non-Containing Guarantee of Chemical Substances" to TDK-LAMBDA K.K.
    before its delivery.
　　尚、対象の化学物質が上記許容基準を超えて含有された製品または部材が貴社へ納入された場合、当社の責任において誠意を持って対応致します。

　　　In case that the items which contain the above listed substances exceeding the threshold levelis delivered toTDK-LAMBDA K.K,
　　　we will take appropriate action to recover the status, in good faith, on our own responsibility　and expense.

フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)      CAS NO. 117-81-7

ブチルベンジルフタレート
Butyl benzyl phthalate (BBP)                CAS NO. 85-68-7

ジブチルフタレート
Dibutyl phthalate (DBP)                       CAS NO. 84-74-2

ジイソブチルフタレート
Diisobutyl phthalate (DIBP)                   CAS NO. 84-69-5

除外基準による
Based on list of exemptions

PBB
PBB (Polybrominated Biphenyls)

＜１,０００ ｐｐｍ

除外基準による
Based on list of exemptions

鉛及びその化合物
Lead and lead compounds

   　We Distributor,hereby guarantee that the following listed products and components/materials that we supply to TDK-LAMBDA K.K (and their
subsidiaries and affiliates) are the products and components/materials which  Manufacture guaranteed as above.

許容基準
Threshold Level

（Impurities density）

適用除外以外の用途
All applications other than the Exemptions ＜１００ ｐｐｍ

対象物質群
Substances name

カドミウム及びその化合物
Cadmium and Cadmium Compounds



To: TDK-LAMBDA K.K 年　　　月　　　日
TDKラムダ株式会社　　行 Date of issue (YY/MM/DD)

梱包材に含有される化学物質に関する『非含有保証書』
Non-Containing Guarantee of Chemical Substances for Packaging Materials

[メーカ保証]

　　当社は、当社（当社の子会社・関連会社を含む）がTDKラムダ株式会社（子会社・関連会社を含む）に納入するTDKラムダ株式会社の製品を

　梱包する部材について、「グリーン調達ガイドライン」に基づき、下記に記載する化学物質に関して、TDKラムダ株式会社の定めた許容基準を

  満たす事を保証致します。

 We, manufacturer, (and our subsidiaries and affiliates) hereby guarantee that the following listed on packing materials that we supply to 

TDK-LAMBDA K.K (and their subsidiaries and affiliates) do not contain the following chemical substances exceeding threshold level 

specified by Densei-Lambda K.K. in accordance with "TDK-LAMBDA Group Green Procurement Guideline".

[メーカ] Manufacturer: 会社名  Company Name

部署名 Division Name

責任者名 Name of Manager 印

担当者名 Signature: 印

TEL(Phone)

E-mail
[代理店保証]
　　当社（代理店）は、納入する下記製品又は部材が[メーカ]が上記保証した対象物であることを保証いたします。

    We Distributor, hereby guarantee that the following listed products and components/materials that we supply to TDK-LAMBDA K.K
  (and their subsidiaries and affiliates) are the products and components/materials which Manufacture guaranteed as above.

[代理店] Distributor: 会社名  Company Name

責任者名 Signature: 印

１．対象化学物質とその許容基準  The object chemical substance and its threshold level

NO

対象物質群
Substances name

許容基準
Threshold Level
（Impurities density）

1
PVC
Polyvinyl chloride(PVC) and PVC
blends

意図的使用なし
Intentional non-use

2
カドミウム、鉛、水銀、６価クロム
Cadmium, Lead, Mercury, Hexavalent
chromium

合計＊
Total *

＜100ppm

3 PBB ＜1000ppm

4
PBDE (Deca-BDE含む）
 (Polybrominated Biphenyl Ethers)＆
Deca-BDE

＜1000ppm

5
塩化コバルト
Cobalt dichloride

意図的使用なし
Intentional non-use

6
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
 Bis (2-ethylhexyl) phthalate
 (DEHP)    CAS NO. 117-81-7

＜1000ppm

7
ブチルベンジルフタレート
Butyl benzyl phthalate
(BBP)      CAS NO. 85-68-7

＜1000ppm

8
ジブチルフタレート
Dibutyl phthalate
 (DBP)     CAS NO. 84-74-2

＜1000ppm

9
ジイソブチルフタレート
Diisobutyl phthalate
 (DIBP)    CAS NO. 84-69-5

＜1000ppm

　＊：許容値は包装材を構成する各部材・塗料・インクごとに、４重金属の合計を１００ppm未満とする。
　　詳細は「TDKラムダ（株）グリーン調達ガイドライン」　DL-EMS-010 参照

＊　The sum total of 4 heavy metal（Cd,Pb、Hg、Cr+6） is a thing 100 ppm or less.
　　　They are defined for every component to constitute.　 Refer to "TDK-LAMBDA Green Procurement Guideline ”DL-EMS-010" for further details.

 

２．対象製品名または部材名  Target Product / Component / Material

No
品目コード
Item Code

品名
Product Name

例 ０００１１１１１ PCパック PC-122

1
2
3
4
5

　尚、記入しきれない場合は、対象品リストを別紙で添付して下さい。

 * Items, in case more than 5, can be listed and attached to this document.
３．その他  Others
　　２項記載の製品または部材において、材料変更・製造場所変更・製造工程変更等が発生する場合は、１項記載の化学物質含有量が基準値を
　　を満たすことを確認し、あらためて本保証書を提出致します。
　　If there is any change of material/production location/production process etc. for the above items, we will confirm the content of chemical substances is less

　　than the threshold level which described in section1. And will submit this  "Non-Containing Guarantee of Chemical Substances" to TDK-LAMBDA K.K. before its delivery.

　　尚、対象の化学物質が上記許容基準を超えて含有された製品または部材が貴社へ納入された場合、当社の責任
　において誠意を持って対応致します。
    In case that the items which contain the above listed substances exceeding the threshold levelis delivered to TDK-LAMBDA K.K, we will take appropriate action to 

   recover the status, in good faith, on our own responsibility and expense.

様式：EMS-010-2　(第6版） / Form:  EMS-010-2 (Ver.6)

全ての用途
All applications

全ての用途
All applications

全ての用途
All applications

型式
Catalog Number

用途
Applications of substance and scope of the standards

包装材料（DL製品を配送・保護するための材料）
（トレイ、袋、緩衝材、シート、ラップ、段ボール、テープ、結束バンド、
ラベル、印刷インキ、塗料など。但し、通い箱やサイト間の輸送に使用す
る場合は除く）
Application as packing materials (for distributing and protecting DL
products) (Examples: Trays, bags, cushioning material, sheets,
wraps, carton box, tapes, tie bands, labels, printing inks, paints, and
the line. Reusable shuttling boxes are exempt.)

全ての用途
All applications

全ての用途
All applications

塩化コバルトを含むシリカゲル、又は湿度インジケータ
Prohibition of the use of Sillica-gel bag containing Cobalt dichloride.

全ての用途
All applications




