2008 年 3 月 10 日

様

Ref No：ESS-0803-10
日本ヒューレット・パッカード株式会社
環境推進本部

PFOS非含有証明書

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、ご依頼を賜わりました、製品の非含有証明に関し以下の通りご報告申し上げます。
ご査収の程、宜しくお願い申しあげます。
製品名：
HP 80 インクカートリッジ 黒

350ml

C4871A

HP 80 インクカートリッジ シアン

350ml

C4846A

HP 80 インクカートリッジ マゼンタ

350ml

C4847A

HP 80 インクカートリッジ イエロー

350ml

C4848A

HP 80 インクカートリッジシアン

175ml

C4872A

HP 80 インクカートリッジマゼンタ

175ml

C4874A

HP 80 インクカートリッジイエロー

175ml

C4873A

貴社納入上記製品について、PFOS 及び PFOS 類縁化合物を含有しないこと、製造工程で
の不使用を証明いたします。
以

上

2008 年 2 月 26 日

様

Ref No：ESS-0802-39
日本ヒューレット・パッカード株式会社
経営企画室 環境推進本部

PFOS非含有証明書

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、ご依頼を賜わりました、製品の非含有証明に関し以下の通りご報告申し上げます。
ご査収の程、宜しくお願い申しあげます。
製品名：

HP製

C5058A HP90 BK

インクカートリッジ

C5061A HP90 C

インクカートリッジ

C5063A HP90 M

インクカートリッジ

C5065A HP90 Y

インクカートリッジ

貴社納入上記製品について、PFOS 及び PFOS 類縁化合物を含有しないこと、製造工程で
の不使用を証明いたします。
以

上

PFOS 及びPFOS類縁化合物 調査票
別紙３
当該製品に関係する業界団体名
桜井株式会社
会社名
無し
小売業
業種（※）
エッセンシャルユースを希望する場合に、上記の業界団体に用途等を連絡し、
知財・品質・環境管理室
本件に係る会社の窓口の部署
今後の作業を当該団体経由で行ってもよいか。（いずれかを○で囲んで下さ
小林 誠 (2008/3/12, QERS01-007)
担当者氏名（ふりがな）
い。）
東京都台東区池之端1-2-18 MG池之端ビル
連絡先住所（全角）
（今後の本件について業界団体を窓口にして対応をした方が効率の良い対
０３－３８２７－４３５０
電話番号（半角）
応、作業の抜け防止、より強力な理由の作成等の観点で効果的ではないかと
０３－３８２７－４３２１
FAX番号（半角）
07hinkan07@star.sakurai.co.jp
考えております。）
e-mail（半角）
（※）必ずしも日本標準産業分類に従う必要はありません。適当と思われる業種をご記入下さい
業種の書き方に迷うようでしたら、http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/3.htmも御参照下さい
【調査対象製品名】 スタージェット400CAD-HM
【調査結果】 原材料中に意図的な含有が無く、また製造工程においても使用しておりません。従って、規制対象となっても供給部材への影響はありません。

よい
よくない

PFOSそのもの又はPFOSを含有している製品を購入・入手し、使用している場合
購入した製品Aを使用してPFOS又はPFOS類縁化合物を含む他の製品Bを製造している場合にお答え下さい。

購入・入手し、使用している製品の使用について

購入・入手してる製品Aの商品名

当該製品Aが
使用禁止と
当該製品Aの用途 なった場合の
代替品の有無
（ア）

左記の(ア)の回答が無
の場合、当該製品Aの
使用禁止の適用除外
（エッセンシャルユー
ス）を希望するかどう
か
（希望する＝○印、希
望しない＝×で記載し
て下さい。）

当該製品を使用して別
の製品Bを製造する場
合には、製造した製品B
の商品名（製品Aを他の
物質と混合して製品Bを
製造した場合を含む）

製品Ｂに含
製品ＢのPFOSの
製造している製品
製品Bの製造量
有している
購入した製品Aに含まれ
含有率
Bの代替品
左記の(イ)の回
(※1)
PFOSの量
るPFOSを化学反応させて
(※1)
（PFOS又はPFOS 答が有の場合、
(※1)
PFOS類縁化合物を製造 製造している製品Ｂの用
類縁化合物を含 開発完了の予
してる場合には、その
途
有しない製品）の 定時期（西暦で
PFOS類縁化合物のCAS
開発計画の有無 の年月）
（%）
（ppm）
番号(※1）
（kg/年）
（kg/年）
（イ）
(※2)
(※2)

備考

PFOS類縁化合物又はそれを含有している製品を購入・入手して使用している場合
購入している製品の使用について

購入・入手してる製品Cの商品名

購入・入手した製品Cを使用して他のPFOS類縁化合物を含む製品Dを製造している場合にお答え下さい。

製品Dの
製造している製
購入した製品Cに含まれ
左記の(ウ)の回答が無
当該製品Cを使用して別
品Dの代替品 左記の(エ)の回 製造量
るPFOS類縁化合物ａを化
の場合、当該製品Cの
の製品Dを製造した場合
当該製品Cが使用禁
購入している製品C
※1
（PFOS類縁化 答が有の場合、
学反応させてPFOS類縁
使用禁止の適用除外を
には、製造した製品Dの
製造している製品
に含有している 当該製品Cの 止となった場合の代替
合物を含有しな 開発完了の予定
化合物ｂを製造してる場
希望するかどうか
商品名（製品Cを他の物
Dの用途
用途
品の有無
PFOS類縁化合物
合には、製造している
い製品）の開発 時期（西暦での
（希望する＝○印、希望
質と混合して他の製品D
のCAS番号
（ウ）
計画の有無 年月）
PFOS類縁化合物ｂの
しない＝×で記載して
（kg/年）
を製造した場合を含む）
（エ）
CAS番号(※1)
下さい。）

製品Dの
PFOSの含有率
※1
（%）
※2

（ppm）
※2

製品Dの
PFOSの量
※１

（kg/年）

※１：可能であれば、御記入下さい。
※２：含有率については、%かppmの欄については、どちらか一方のみに記述頂ければ結構です。
※３：PFOS類縁物質の場合には、当該化合物中のパーフルオロオクチルスルホニル基（C8F17SO2－）分の含有率等を記載

備考

(QERS00-041)
2009 年 1 月 15 日

御中

桜井株式会社
東京都台東区池之端 1-2-18 MG 池之端ビル
知財・品質・環境管理室
TEL.03-3827-4390 / FAX.03-3827-4620

判定通知書
拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、標記の件、下記の通りご報告いたします。
何卒宜しくお願い申し上げます。
敬具
記
1. 対象製品
スタージェット 400CAD-HM
2. 該非判定
適用法令

判定

Ⅰ

輸出貿易管理令 別表第 1 の 1～15 項

非該当

Ⅱ

輸出貿易管理令 別表第 1 の 16 項

該当

Ⅲ

輸出貿易管理令 別表第 2

非該当

Ⅳ

米国輸出管理規制（EAR）

対象外
以上

1/1

`
日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒168-0072
東京都杉並区高井戸東 3-8-13
イメージング・プリンティング事業統括

for business
partner

イメージ・プリンティング事業統括
パートナー営業本部

2009 年 6 月 1 日

IPG-Partner09-136

御中

HP Designjet純正用紙 RoHS指令についてのご報告
平素より日本 HP 製品をご拡販いただき、誠にありがとうございます。
お問い合わせのありました、HP Designjet 純正用紙の RoHS 指令、その他環境法規（PFOS 非含有証明）、ま
たその他の化学物質の非含有、及び非該当証明につきまして、ご報告いたします。

記
『RoHS 指令』
HP Designjet 純正用紙は RoHS 指令に接触致しませんので（対象外のため）、非該当であることを証明致しま
す。
『その他環境法規・その他化学物質含有』
PFOS、及び PFOS 類緑化合物を含有せずまた製造工程での不使用、その他環境法規に違反する化学物質の
非含有を証明致します。

以上
今後も HP Designjet シリーズ用純正用紙をよろしくお願いいたします。

*** hp japan and hp business partner internal use only ***

PFOS 及びPFOS類縁化合物 調査票
別紙３

調査対象製品名：エルマーEK-300W
ソマール株式会社
当該製品に関係する業界団体名
会社名
無し
化学品製造業
業種（※）
品質保証部
エッセンシャルユースを希望する場合に、上記の業界団体に用途等を連絡し、
本件に係る会社の窓口の部署
冨木政敏
今後の作業を当該団体経由で行ってもよいか。（いずれかを○で囲んで下さ
担当者氏名（ふりがな）
埼玉県草加市稲荷５－１９－１
い。）
連絡先住所（全角）
（今後の本件について業界団体を窓口にして対応をした方が効率の良い対
048-931-1515
電話番号（半角）
応、作業の抜け防止、より強力な理由の作成等の観点で効果的ではないかと
048-931-1514
FAX番号（半角）
考えております。）
e-mail（半角）
（※）必ずしも日本標準産業分類に従う必要はありません。適当と思われる業種をご記入下さい
業種の書き方に迷うようでしたら、http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/3.htmも御参照下さい

よい
よくない

原材料中に意図的な含有が無く、また製造工程においても使用しておりません。従って、規制対象となっても供給部材への影響はありません。
PFOSそのもの又はPFOSを含有している製品を購入・入手し、使用している場合
購入・入手し、使用している製品の使用について

購入・入手してる製品Aの商品名

当該製品Aが
使用禁止と
当該製品Aの用途 なった場合の
代替品の有無
（ア）

購入した製品Aを使用してPFOS又はPFOS類縁化合物を含む他の製品Bを製造している場合にお答え下さい。
左記の(ア)の回答が無
の場合、当該製品Aの
使用禁止の適用除外
（エッセンシャルユー
ス）を希望するかどう
か
（希望する＝○印、希
望しない＝×で記載し
て下さい。）

当該製品を使用して別
の製品Bを製造する場
合には、製造した製品B
の商品名（製品Aを他の
物質と混合して製品Bを
製造した場合を含む）

製品Ｂに含
製品ＢのPFOSの
製造している製品
製品Bの製造量
有している
購入した製品Aに含まれ
含有率
左記の(イ)の回
Bの代替品
(※1)
PFOSの量
るPFOSを化学反応させて
(※1)
（PFOS又はPFOS 答が有の場合、
(※1)
PFOS類縁化合物を製造 製造している製品Ｂの用
類縁化合物を含 開発完了の予
してる場合には、その
途
有しない製品）の 定時期（西暦で
PFOS類縁化合物のCAS
開発計画の有無 の年月）
（%）
（ppm）
番号(※1）
（kg/年）
（kg/年）
（イ）
(※2)
(※2)

備考

PFOS類縁化合物又はそれを含有している製品を購入・入手して使用している場合
購入している製品の使用について

購入・入手してる製品Cの商品名

購入・入手した製品Cを使用して他のPFOS類縁化合物を含む製品Dを製造している場合にお答え下さい。

製品Dの
左記の(ウ)の回答が無
購入した製品Cに含まれ
製造している製
当該製品Cを使用して別
の場合、当該製品Cの
るPFOS類縁化合物ａを化
品Dの代替品 左記の(エ)の回 製造量
購入している製品C
の製品Dを製造した場合
当該製品Cが使用禁
※1
使用禁止の適用除外を
学反応させてPFOS類縁
（PFOS類縁化 答が有の場合、
には、製造した製品Dの
に含有している 当該製品Cの 止となった場合の代替
製造している製品
希望するかどうか
化合物ｂを製造してる場
合物を含有しな 開発完了の予定
商品名（製品Cを他の物
PFOS類縁化合物
用途
品の有無
Dの用途
（希望する＝○印、希望
合には、製造している
い製品）の開発 時期（西暦での
のCAS番号
質と混合して他の製品D
（ウ）
しない＝×で記載して
PFOS類縁化合物ｂの
計画の有無 年月）
（kg/年）
を製造した場合を含む）
下さい。）
CAS番号(※1)
（エ）

製品Dの
PFOSの含有率
※1
（%）
※2

（ppm）
※2

製品Dの
PFOSの量
※１

（kg/年）

※１：可能であれば、御記入下さい。
※２：含有率については、%かppmの欄については、どちらか一方のみに記述頂ければ結構です。
※３：PFOS類縁物質の場合には、当該化合物中のパーフルオロオクチルスルホニル基（C8F17SO2－）分の含有率等を記載

備考

