パソコンの入力方法

「グリーン購入法適合品かんたん検索」のみへ登録の場合は、背景がグリーンの項目が入力必須です
項目名
内容
処理内容を記述してください。
新規追加する商品情報の場合には「1」
既存情報の更新をする場合には「2」
処理
既存情報の削除をする場合には「3」
空欄の場合にはその行はデータベースに反映されません。
小分類カテゴリID
商品ID
事業者名
事業者名かな

掲載順番号

機種名

対象ユーザー

プロセッサ

ハードディスク容量(GB)

小分類カテゴリIDは次ページ以降の小分類表を参考に入力してください。
商品IDは変更しないでください。
また、新規登録の場合は空白のままにしてください。
事業者名を入力して下さい。
事業者名かなを入力して下さい。
※ひらがなで入力して下さい。
データベース上の掲載順序を指定してください。
各分類の中で、指定番号の昇順に並べ替えて掲載します。
商品分類ごとに各々「１」から順に入力。
（半角数値で入力してください）
文字数制限：16文字
シリーズ名＋型番（名）を記載して下さい。
カタログ表記に準じる
文字数制限：180文字
個人ユーザー向けの場合には「1」
法人ユーザー向けの場合には「2」
両方を対象の場合には「3」
プロセッサの種類と、性能（周波数等）を記載してください。
（Pentiumの場合、（R）を必ず記載してください）
公開できない場合は［－］と記載してください。
【記載例】：Intel Pentium(R)III500MHz、AMD Athlon(TM)XP2400+
文字数制限：110文字
ハードディスクの容量を記載。
【例】：○○.○GB
ハードディスクがない場合：［－］と記載。
文字数制限：110文字

メモリ販売時搭載量(MB)

販売時のメモリ搭載量をMB単位で記載してください。
文字数制限：110文字

メモリ販売時最大搭載量（MB)

販売時のメモリの最大等裁量をMB単位で記載してください。
文字数制限：110文字

モニターの種類／サイズ

グリーン購入法適合

省エネ法適合

モニターの種類：LCDなど
サイズ：インチ数など
文字数制限：110文字
グリーン購入法に適合している場合には「1」
適合していない場合には「2」
対象外の場合には「3」
2011年度基準に適合している場合には「2」
適合していない場合には「3」
対象外の場合には「4」

エネルギー消費効率

2011年度基準に基づくエネルギー消費効率を記載してください。
省エネ法の対象外機種は「-1」を記入してください。公開時は［－］で表示。
・入力する値は、有効桁数２桁以上で記載してください。
・入力する値は、小数点第６位まで入力可能としております。

エネルギー消費効率区分

2011年度基準に基づくエネルギー消費効率の該当区分（A,B,C等）を記載。
省エネ法の対象外機種は「-1」を記入してください。公開時は［－］で表示。
文字数制限：10文字

パソコンの入力方法

「グリーン購入法適合品かんたん検索」のみへ登録の場合は、背景がグリーンの項目が入力必須です
項目名
内容
その製品が属する区分の目標基準値に対する達成率（％）を入力してください。
省エネ基準達成率500％以上の場合には「1」
省エネ基準達成率200％以上500％未満の場合には「2」
省エネ基準達成率
省エネ基準達成率100％以上200％未満の場合には「3」
省エネ基準達成率100％未満の場合には「5」
省エネ法の対象外の場合には「4」
データベース公開時点での同プログラムの基準適合状況について、以下の中から選択して
ください。
同計画の基準に適合している場合には「1」
【本体】国際エネルギースタープロ 同計画の基準に適合していない場合には「2」
グラムへの適合
同計画の対象外の場合には「3」
※ シンクライアントPCも対象に含めます。
※ ロゴの取得は問いません。
データベース公開時点での同プログラムの基準適合状況について、以下の中から選択して
ください。
同計画の基準に適合している場合には「1」
【モニター】国際エネルギースター 同計画の基準に適合していない場合には「2」
プログラムへの適合
同計画の対象外の場合には「3」
同計画の2009年基準に適合している場合には「4」
※ ロゴの取得は問いません。
１)「パソコン」
・国際エネルギースター計画基準にもとづく、TEC電力量(標準年間消費電力量：kWh）
※文字数制限：6文字（半角数値で入力してください）
※小数第2位までで記載してください。
※未測定等、入力できない場合は「-1」と入力して下さい。
そうすれば、公開画面において「-」と表示（ハイフン表示）いたします。
【本体】国際エネルギースタープロ
グラムにおける消費電力
２)[シンクライアント]
・国際エネルギースター計画基準にもとづく、アイドル消費電力(W)
※文字数制限：6文字（半角数値で入力してください）
※小数第2位までで記載してください。
※未測定等、入力できない場合は「-1」と入力して下さい。
そうすれば、公開画面において「-」と表示（ハイフン表示）いたします。
国際エネルギースター計画の基準にもとづく、オンモードの消費電力を入力して下さい。
※ ノート型、デスクトップ型（モニターを含まない）、その他電子計算機、モニターの商品分
類は入力不要。
※文字数制限：6文字（半角数値で入力してください）
【モニター】オンモード消費電力(W)
※ 小数第2位までで記載してください。
※未測定等、入力できない場合は「-1」と入力して下さい。そうすれば、公開画面において
「-」と表示（ハイフン表示）いたします。

【モニター】スリープモード消費電
力(W)

再生材料の使用

国際エネルギースター計画基準にもとづく、低電力モード消費電力
（低電力モードがない場合、通常待機時モードでの消費電力を記載）
※ノート型、デスクトップ型（モニターを含まない）、デスクトップ型（一体型）、その他電子計
算機の商品分類は「-1」と入力して下さい。そうすれば、公開画面において「-」と表示（ハイ
フン表示）いたします。
※小数第2位までで記載してください。
※文字数制限：10文字（半角数値で入力してください）
※ 未測定等、入力できない場合は「-1」と入力して下さい。そうすれば、公開画面において
「-」と表示（ハイフン表示）いたします。
筐体と部品の両方に使用している場合には「1」
筐体に使用している場合には「2」
部品に使用している場合には「3」
使用していない場合には「4」
※ 再生材配合率10％以上のプラスチック材又はマグネシウム材を機器本体に使用して
いること。（実績ベース又は設計仕様ベース）
※ 再生材料の定義はJIS Q14021の「7.8リサイクル材料含有率」に準拠しています。
※ 筐体とは、筐体外装及び内部シャーシを指しています。
※ 部品とは、筐体内部の基板、バッテリー、ハードディスク、各種ドライブ、絶縁シート等を
指しています。（周辺機器の場合は、筐体に内装されている部品類全般を指しています）

J-MOSSグリーンマーク基準を満たしている場合には「1」
特定の化学物質対応（J-MOSSグ J-MOSSグリーンマーク基準を満たしていない場合には「2」
リーンマーク）
対象外の場合には「3」

パソコンの入力方法

「グリーン購入法適合品かんたん検索」のみへ登録の場合は、背景がグリーンの項目が入力必須です
項目名
内容
[省エネ、長期使用、リサイクル（リサイクル設計や再生材料の使用）等、ガイドライン項目に
関連した事項について、情報提供者から特にアピールしたいことがある場合に記載。
省エネ、長期使用、リサイクルなど
特にない場合は、「特になし」と記載してください。
関連特記事項
（文字数制限：100文字）

バイオプラスチックの使用

製品本体にバイオプラスチックを使用している場合、その使用部品名と素材名を記載する。
文字数制限：120文字
※ 記入例：筐体（PLA＋PC）※ 使用していない場合は「－」を記入する。
※ 包装材にバイオプラスチックを使用している場合は、「他の環境配慮事項」に記載します
※ バイオプラスチック樹脂の重量比率が25w%以上の場合に、バイオプラスチックを使用し
ていると書けることとする。
※ バイオマス樹脂の重量比率は、次の計算式で算出する。バイオプラスチック樹脂重量比
率 ＝バイオマス樹脂（バイオマス起源の原料を使用した材料）÷構成部材の総重量

はいの場合には「y」
一般行政事務用ノートパソコンの いいえの場合には「n」
場合、搭載機器・機能が簡素化さ 一般行政事務用ノートパソコン以外、またはグリーン購入法対象外の場合は「-」
れているか
※ G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。エコ商品ねっとへは公
開されません。
環境ラベル（エコマーク・エコリー
フ・CFP）

環境ラベル エコマーク 認定番号

環境ラベル エコリーフ URL

環境ラベル CFPプログラム URL
環境ラベル（エコマーク・エコリー
フ・CFP） 備考

他の環境配慮特記事項

機能面での特記事項

エコマーク認証・エコリーフ・CFPプログラムのいずれかに登録している場合には「4」
エコマーク認証を取得している場合は、商品の認定番号を記載して下さい。
（半角数値で入力してください）
文字数制限：20文字
エコリーフを取得している場合は、産業環境管理協会ホームページの登録商品情報のURL
を記載して下さい。
（産業環境管理協会ホームページ http://www.jemai.or.jp/ecoleaf/index.cfm）
文字数制限：100文字
CFPプログラムに登録している場合は、CFPプログラム登録情報のURLを記載して下さい。
（CFPプログラムホームページ http://www.cfp-japan.jp/）
文字数制限：100文字
環境ラベルの取得について、補足・アピールしたい事項があれば記載してください。
文字数制限：20文字
ガイドライン項目以外の事項について、情報提供者から特にアピールしたいことがある場合
に記載。
例）環境ラベルの取得状況や、環境に配慮した素材、塗装、梱包材等について特にない
場合は、「特になし」と記載してください。
（文字数制限：200文字）
機能面について、情報提供者から特にアピールしたいことがある場合に記載。
特にない場合は、「特になし」と記載してください。
（文字数制限：60文字）

発売開始時期 年(西暦年)

発売を開始した年を記載。
（西暦4桁で入力すること）

発売開始時期 月

発売を開始した月を記載。
（月数2桁で入力すること）

標準価格（円）

特に「メーカー希望小売価格」の指定がある場合、「～」を全角文字で入力。
【記載例】 50000 ～ 、 ～280000
※価格は税込価格にて記載。
文字数制限：120文字

パソコンの入力方法

「グリーン購入法適合品かんたん検索」のみへ登録の場合は、背景がグリーンの項目が入力必須です
項目名
内容
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＞
検索用キーワード
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
アップロード画像ファイル名
公開・非公開
登録区分

現在画像ファイルが登録されている場合にはファイル名が入っています。
画像ファイルがある場合はファイル名を記述してください。
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
公開画面での商品情報の公開状態を記述してください。
公開状態は「2」を入力してください。
「エコ商品ねっと」へ登録される場合には「0」
「グリーン購入法適合品かんたん検索」のみへ登録する場合には「1」
※グリーン購入法に適合している商品のみ、かんたん検索画面で表示されます。
製品のJANコードがある場合は記入してください。

JANコード

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記入
JANコード：必須項目、半角数字のみ記入可能
品番：任意項目、全角半角文字を記入可能
内容：任意項目、全角半角文字を記入可能
(記入例)[123456789012:XXX-99:ＡＡＡシリーズ][123456789013][123456789014::]

購入サイト名1

購入サイト名を記入してください。

購入サイトURL1

購入サイトのURLを記入してください。

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、こちらに記入してください。

購入サイトサイト名2

購入サイト名を記入してください。

購入サイトURL2

購入サイトのURLを記入してください。

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、こちらに記入してください。

購入サイトサイト名3

購入サイト名を記入してください。

購入サイトURL3

購入サイトのURLを記入してください。

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、こちらに記入してください。

購入サイトサイト名4

購入サイト名を記入してください。

購入サイトURL4

購入サイトのURLを記入してください。

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、こちらに記入してください。

購入サイトサイト名5

購入サイト名を記入してください。

購入サイトURL5

購入サイトのURLを記入してください。

購入サイト内容5
登録日
更新日
ユーザーID

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、こちらに記入してください。
情報が登録した日時が入っています。
情報を更新した日時が入っています。
情報を登録した方のユーザーIDが入っています。

パソコン_分類
商品分類
小分類ID 小分類名

29
30
31
32
725

ノート型
デスクトップ型（モニターとのセット販売）
デスクトップ型（モニター一体型）
デスクトップ型（モニターを含まない）
シンクライアント型

