
プリンタ・ファクシミリの入力方法

2023年3月

「エコ商品ねっと」掲載条件： 対象となる機種はグリーン購入法の基準を満たすこと

項目名　(*)は必須項目です。 内容

処理 (*)
※CSVのみ

処理内容を入力してください（半角数字）。
「1」：新規追加する商品情報の場合
「2」：既存情報の更新をする場合
「3」：既存情報の削除をする場合
※空欄にした場合、その行は「エコ商品ねっと」に反映されません。

公開区分(*)
※入力フォームのみ

該当する公開区分を選択してください。

小分類カテゴリID (*) 入力フォームはプルダウンメニューから選択、CSVは後記の小分類表を参考に入力してください。

商品ID
※CSVのみ

商品IDは変更しないでください。
新規登録の場合はCSVアップロード時にIDが自動的に振られるので空白のままにしてください。

登録区分 (*)
※入力フォームのみ

「エコ商品ねっと（G法かんたん検索含む）」を選択してください。
※「G法かんたん検索のみへ登録」を選択した場合、「エコ商品ねっと」に反映されません。

事業者名 (*)
事業者名を入力してください（会社形態を含めない）。
文字数制限：110文字

事業者名かな (*)
事業者名（ひらがな）を入力してください（会社形態を含めない）。
文字数制限：110文字

製品名・形式 (*)
製品名・形式を入力してください。
文字数制限：180文字

モノクロ／カラー (*)
「1」：モノクロ（モノカラー含む）
「2」：カラー
※プリンタ、ファクシミリの分類に該当する商品が対象となります。

コピー速度（枚／分） (*)
A4サイズ横を1分間に連続コピーできる枚数
コピー機能がない場合は「-1」（半角数字）を入力してください。公開時は［－］（ハイフン）で表示されます。
文字数制限：10文字（半角数字）

印刷速度（枚／分） (*)
A4サイズの同一ページを1分間に印刷できる枚数
印刷機能がない場合は「-1」（半角数字）を入力してください。公開時は［－］（ハイフン）で表示されます。
文字数制限：10文字（半角数字）

電送時間 (*)

A4版700字程度の原稿を標準的画質で高速モードで送ったときの速さ（画像のみの伝送速度）。
「1」：G3
「2」：S-G3（スーパーG3）
「3」：G4
「4」：ファクシミリ機能がない
「5」：オプションでFAX機能を付けられる
※製品出荷時に設定された電送時間を選択してください。
※「オプション」は、製品出荷時にファクシミリ機能が付いておらず、後からオプションでFAX機能を追加できる
場合に選択してください。

グリーン購入法適合 (*)

「1」：グリーン購入法に適合している
「2」：適合していない
「3」：対象外
※入力フォームは該当するものを選択、CSVは該当する番号を入力してください。

国際エネルギースター計画基
準への適合 (*)

「1」：最新の基準に適合
「3」：同計画に適合していない（または、同基準の制定以前に出荷された機種につき、対象外）
※最新の基準とは、商品情報公開時点で適用される最新の基準を指します。

TEC消費電力量（kWh） (*)

概念的1週間の消費電力量（kWh）
対象外の機種は「-1」（半角数字）を入力してください。公開時は［外：対象外］で表示されます。
文字数制限：7文字（半角数字）

※算出方法は、国際エネルギースタープログラム基準に基づく。
※TEC消費電力量の対象は、高温印刷技術（電子写真、固体インク、感熱、染料昇華、熱転写、高性能イン
クジェット）を使用する標準形式のプリンタ、ファクシミリ、複写機および複合機。
※概念的1週間とは、稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフの2日間で構成される。
※基準値は、製品速度（印刷または複写の速度）に基づき算出される。



プリンタ・ファクシミリの入力方法

2023年3月

「エコ商品ねっと」掲載条件： 対象となる機種はグリーン購入法の基準を満たすこと

項目名　(*)は必須項目です。 内容

グリーン購入法の判断の基準
の標準消費電力量の基準を
満たしているか (*)

「ｙ」：はい
「ｎ」：いいえ
「‐」：未確認、または対象外
※グリーン購入法の判断の基準を満たしているかどうかの確認に使用します。「エコ商品ねっと」には公開さ
れません。

スリープモード消費電力（W）
(*)

国際エネルギースタープログラム基準に基づくスリープモード消費電力（W）を入力してください。
対象外の機種は「-1」（半角数字）を入力してください。公開時は［外：対象外］で表示されます。
スリープモードがない機種は「-2」（半角数字）を入力してください。公開時は［－］（ハイフン）で表示されます。
スリープモード消費電力を未だ測定していない機種は「-3」（半角数字）を入力してください。公開時は［未：未
測定］で表示されます。
文字数制限：6文字（半角数字）
※スリープモードの定義は、国際エネルギースタープログラムの「画像機器基準Ver3.0」を参照します。
https://www.energystar.go.jp/document.html

スタンバイモード消費電力
（W） (*)

国際エネルギースタープログラム基準に基づくオフモード／スタンバイモード消費電力（W）が記載されていま
す。
対象外の機種は「-1」（半角数字）を入力してください。公開時は［外：対象外］で表示されます。
オフモード／スタンバイモードがない機種は「-2」を入力してください。公開時は［－］で表示されます。
オフモード／スタンバイモード消費電力を未だ測定していない機種は「-3」を入力してください。公開時は［未：
未測定］で表示されます。
文字数制限：5文字（半角数字）
※オフモードの定義は、国際エネルギースタープログラムの「画像機器基準Ver3.0」を参照します。スタンバイ
モードの定義は、同プログラムの「画像機器基準Ver.2.0」を参照します。
https://www.energystar.go.jp/document.html

スリープ移行時間・スリープ時
消費電力・待機時消費電力が
グリーン購入法の判断の基準
を満たしているか (*)

「ｙ」：はい
「ｎ」：いいえ
「‐」：未確認、またはグリーン購入法対象外
※グリーン購入法の判断の基準を満たしているかどうかの確認に使用します。「エコ商品ねっと」には公開さ
れません。

省エネ関連特記事項 (*)
省エネに関して、特記事項があれば入力してください。
特にない場合は「特になし」と入力します。
文字数制限： 60文字

両面コピー／印刷機能 (*)
「1」：ある
「2」：オプションでつけられる
「3」：ない

複数ページコピー／印刷機能
(*)

「1」：ある
「2」：ない
※複数ページコピー／印刷機能とは、複数ページの原稿を縮小して1ページにコピー／印刷する機能のこ
と。

再使用部品の使用 (*)
「1」：再使用部品を使用している（再生機ではない）
「2」：再使用部品を使用していない
「3」：使用している（再生機である）

再使用部品の使用状況 (*)

再使用部品を使用している主な部品名等を入力してください。
「再使用部品の使用」で「2：再使用部品を使用していない」を選択した場合は「特になし」と入力します。
文字数制限：60文字
※使用済み製品から取り出した再使用部品の使用について、「再使用」とは、そのままの形で同じ用途に使
用することです。

再生プラスチック材料の使用
(*)

「1」：使用している（再生材配合率10％以上）
「2」：使用していない（または再生材配合率10％未満）

※再生材配合率10％以上のプラスチック材を使用していること（実績ベース又は設計仕様ベース）。再生材
配合率10％未満の場合は「使用していない」を選択すること。
※再生材の定義は、JIS Q 14021の｢7.8リサイクル材料含有率｣に準拠すること。

再生プラスチック材料の使用
状況 (*)

再生プラスチック材料を使用している主な部品名等を入力してください。
再生プラスチック材料を使用していない場合は「特になし」と入力します。
文字数制限：60文字
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2023年3月

「エコ商品ねっと」掲載条件： 対象となる機種はグリーン購入法の基準を満たすこと

項目名　(*)は必須項目です。 内容

使用済みカートリッジの回収・
リサイクル・部品再使用 (*)

「1」：回収・リサイクル、部品再使用を行っている
「2」：回収・リサイクルを行っている
「3」：回収・リサイクルを行っていない
「4」：カートリッジ方式でないので対象外

自社または委託で実施している場合、カートリッジ方式は以下の二種類を指します。
（1）トナーカートリッジ：感光体ドラム、トナー容器スリーブ、帯電器、クリーニングブレード等（その全部または
一部）を一体化し、トナー補給等に伴い、交換するユニットのこと
（2）インクカートリッジ
「リサイクル」＝材料として再生すること
「再使用」＝そのままの形状で同じ用途に使用すること

RoHS指令適合 (*)
「1」：適合している
「2」：適合していない
「3」：非公表

化学物質管理に関する特記
事項 (*)

化学物質管理に関して、特にアピールしたいことがある場合に入力してください。
※商品詳細画面に表示させるには、CSVから入力してください。
特にない場合は「特になし」と入力します。
文字数制限：100文字
※再使用部品の使用により、RoHS指令の基準を満たさない場合はこの欄に入力します。

IEEE1680.2のオプション基準
クリア数 (*)

IEEE1680.2のオプション基準のクリア数あるいはEPEATのランクを入力してください。

リサイクル対応型ドライトナー
(*)

「1」：リサイクル対応型ドライトナー
「2」：ドライトナー
「3」：インクジェット方式

グリーン購入法適合用紙の使
用可否 (*)

「ｙ」：グリーン購入法適合用紙が使用できる
「ｎ」：グリーン購入法適合用紙が使用できない
「-」：未確認、またはグリーン購入法対象外
※グリーン購入法の判断の基準を満たしているかどうかの確認に使用します。「エコ商品ねっと」には公開さ
れません。

環境ラベル（エコマーク、エコ
リーフ、CFP、カーボン・オフ
セット）

「4」：エコマーク認証、エコリーフ、CFP、カーボン・オフセットのいずれかに登録している
「0」：該当しない

エコマーク認定番号
エコマーク認証を取得している場合は、商品の認定番号を入力してください（半角数字）。
文字数制限：20文字

エコリーフURL

SuMPO環境ラベルプログラムで計算し、エコリーフ宣言をしている場合は、宣言（PDF）のURLを入力してくだ
さい。
（SuMPO環境ラベルプログラム　https://ecoleaf-label.jp/）
文字数制限：100文字

CFP関連URL
SuMPO環境ラベルプログラムで計算し、CFP宣言をしている場合は、宣言（PDF）のURLを入力してください。
（SuMPO環境ラベルプログラム　https://ecoleaf-label.jp/）
文字数制限：100文字

温室効果ガス排出量情報
URL

SuMPO環境ラベルプログラム（エコリーフ、CFP）とは別に、独自に温室効果ガス排出量を算定し、算定結果
を公開している場合は、そのURLを入力してください。
文字数制限：100文字

カーボン・オフセット認証 URL

カーボン・オフセット認証を受けている場合は、カーボン・オフセット認証取得取組一覧のURLを入力してくだ
さい。
（カーボン・オフセット第三者認証プログラムホームページ　https://www.jcos.co/）
文字数制限：100文字

環境ラベル（エコマーク、エコ
リーフ、CFP、カーボン・オフ
セット）備考

環境ラベル（エコマーク、エコリーフ、CFP、カーボン・オフセット）の取得について、補足・アピールしたい事項
があれば入力してください。
文字数制限：20文字
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「エコ商品ねっと」掲載条件： 対象となる機種はグリーン購入法の基準を満たすこと

項目名　(*)は必須項目です。 内容

他の環境配慮特記事項（環境
ラベルの取得状況等） (*)

環境配慮事項について、特にアピールしたいことがあれば入力してください。
環境ラベルの取得状況を記載することができます。
特にない場合は「特になし」と入力します。
文字数制限：100文字

機能面の特記事項 (*)
機能面について、特にアピールしたいことがあれば入力してください。
特にない場合は「特になし」と入力します。
文字数制限：60文字

インクカートリッジの種類 (*)

「1」：カラーインク一体型カートリッジ
「2」：色別のカートリッジ
「3」：対象外
入力対象分類：インクジェットプリンタ・複合機、インクジェットファクシミリ

発売開始時期 年(西暦年) (*) 発売を開始した年を西暦4桁で入力してください（半角数字）。

発売開始時期 月 (*) 発売を開始した月を2桁で入力してください（半角数字）。

標準価格（円） (*)
標準価格を税込で入力してください。
文字数制限：120文字

検索用キーワード (*)

フリーワード検索（公開画面）で、入力した商品名や事業者名以外の英語表記名やカタカナ表記名等でもヒッ
トさせるための検索キーワードを入力してください。複数の検索キーワードを入力する場合は、スペースを空
けずにカンマ(,)で続けて入力してください。
文字数制限：100文字
【記入例】
事業者名に「グリーン購入ネットワーク」と入力した場合の検索キーワード：ＧＰＮ,ジーピーエヌ,ぐりーんこう
にゅうねっとわーく,グリーンコウニュウネットワーク
商品名に「GPNノート」と入力した場合の検索キーワード： note,green note,グリーン購入ネットワーク

現在の画像ファイル名
※CSVのみ

画像ファイルを登録済みの場合、ファイル名（文字列）が自動で入力されていますので変更しないでください。
※画像ファイルを新規登録または差し替える場合、空白にしてください。

アップロード画像ファイル名
※CSVのみ

画像ファイルを新規登録または差し替える場合、ファイル名（半角英数、拡張子を含む）を入力してください。
・タテヨコのサイズ：300ピクセル以上
・ファイル容量：1MB以内
・RGB形式のJPEGファイル

製品画像ファイル
※入力フォームのみ

画像ファイルをアップロードしてください。
・タテヨコのサイズ：300ピクセル以上
・ファイル容量：1MB以内
・RGB形式のJPEGファイル

公開・非公開(*)
※CSVのみ

公開画面での商品情報の公開状態を入力してください。
「2」：公開
「1」：非公開（入力内容は保存されますが、「エコ商品ねっと」には公開されません）
※「2」以外の値、あるいは空欄の場合は「エコ商品ねっと」に反映されません。

登録区分(*)
※CSVのみ

「0」を入力してください。
※「0」以外の値、あるいは空欄の場合は「エコ商品ねっと」に反映されません。

JANコード

製品のJANコードがある場合は入力してください（任意）。入力の有無にかかわらず「エコ商品ねっと」には公
開されません。
【記入形式】　[JANコード:品番:内容][JANコード:品番:内容][JANコード:品番:内容]のように登録したい数だけ
改行せずに入力
JANコード：必須項目、半角数字のみ入力可能
品番：任意項目、全角半角文字が入力可能
内容：任意項目、全角半角文字が入力可能
【記入例】　[123456789012:XXX-99:ＡＡＡシリーズ][123456789013][123456789014::]

購入サイト名1 購入サイト名を入力してください。

購入サイトURL1 購入サイトのURLを入力してください。

購入サイト内容1
サイトではなく、店舗販売や営業部門を通じた販売リースを行っている場合は、サイト名、URLは空白のまま
で、こちらに入力してください。

購入サイトサイト名2 購入サイト名を入力してください。
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項目名　(*)は必須項目です。 内容

購入サイトURL2 購入サイトのURLを入力してください。

購入サイト内容2
サイトではなく、店舗販売や営業部門を通じた販売リースを行っている場合は、サイト名、URLは空白のまま
で、こちらに入力してください。

購入サイトサイト名3 購入サイト名を入力してください。

購入サイトURL3 購入サイトのURLを入力してください。

購入サイト内容3
サイトではなく、店舗販売や営業部門を通じた販売リースを行っている場合は、サイト名、URLは空白のまま
で、こちらに入力してください。

購入サイトサイト名4 購入サイト名を入力してください。

購入サイトURL4 購入サイトのURLを入力してください。

購入サイト内容4
サイトではなく、店舗販売や営業部門を通じた販売リースを行っている場合は、サイト名、URLは空白のまま
で、こちらに入力してください。

購入サイトサイト名5 購入サイト名を入力してください。

購入サイトURL5 購入サイトのURLを入力してください。

購入サイト内容5
サイトではなく、店舗販売や営業部門を通じた販売リースを行っている場合は、サイト名、URLは空白のまま
で、こちらに入力してください。

登録日
※CSVのみ

情報を登録した日時です（自動入力）。

更新日
※CSVのみ

情報を更新した日時です（自動入力）。

ユーザーID
※CSVのみ

情報を登録したユーザーのIDです（自動入力）。

事業者ごとの取り組み ※画面（管理メニューの事業者情報）からのみ入力できます。

製品本体とカートリッジの
回収・リサイクルのしくみ

回収・リサイクルシステムの現状と今後の計画、予定について記載します。トナーカートリッジ方式でない機
種は回収・リサイクルについて取り組んでいる場合に記載します。
文字数制限：300文字

商品分類

小分類ID 小分類名

19 ページプリンタ

20 インクジェットプリンタ・複合機

21 ファクシミリ（電子写真方式）

22 インクジェットファクシミリ

23 プリンタ・ファクシミリ複合機

24 その他のプリンタ・ファクシミリ

GPNグリーン購入ガイドライン

「コピー機・プリンタ・ファクシミリ」購入ガイドライン（PDF）


