
ランプの入力方法

2023年3月

「エコ商品ねっと」掲載条件： グリーン購入法の判断の基準に適合すること

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）」または「エコ商品ねっとのみへ登録」を選択してください。
「G法かんたん検索のみへ登録」を選択した場合は「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。
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。
文字数制限：110文字

製品名・品番(*)
製品名、品番を入力してください（読点（、）区切りで入力）。
製品名はカタログ表記に準じます。
文字数制限：180文字

グリーン購入法適合(*)

「1」：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。

３波長形(*)
「1」：3波長である
「2」：3波長ではない
※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。

ランプ効率（lm/w）(*)

定格ランプ光束（全光束）を定格ランプ電力（消費電力）で除した値を日本産業規格（JIS）に従った数値で入
力してください（小数第二位を四捨五入し小数第一位まで入力、半角数字）。
※Hf専用ランプの場合、高入力時の値を入力します。
※調査中／未測定の場合には「-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：6文字

消費電力（W）(*)

定格ランプ電力を入力してください（小数点以下四捨五入、半角数字）。
※Hf専用ランプの場合、高入力時の時を記載。
※調査中／未測定の場合には「-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：8文字

全光束(*)

改正省エネルギー法により、日本産業規格（JIS）C7601に従って測定した蛍光ランプ単体の全光束値に安定
器光出力係数及び温度補正係数を乗じた値を入力してください（小数点以下四捨五入、半角数字）。
※Hf専用ランプの場合、高入力時の値を入力します。
※調査中／未測定の場合には「-1」（半角数字）を入力してください。公開時には［-］（ハイフン）で表示されま
す。
文字数制限：8文字

平均演色評価数（Ra）(*)

日本産業規格（JIS）に従って光源の演色性を入力してください（小数第一位以下四捨五入、半角数字）。
※調査中／未測定の場合には「-1」（半角数字）を入力してください。公開時には［-］（ハイフン）で表示されま
す。
文字数制限：6文字

定格寿命（時間）(*)
ランプの定格寿命を入力してください（小数点以下四捨五入、半角数字）。
文字数制限：12文字

有害物質(RoHS指令)対応(*)
「1」：RoHS指令に対応している
「2」：RoHS指令に対応していない
※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。
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項目名　(*)は必須項目です。 内容

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

他の環境配慮特記事項(*)

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。
特記事項がない場合は、「特になし」と入力します。
【記入例】　一部の再利用できない繊維を熱源として利用するサーマルリサイクルを実施している
　　　　　　　廃棄物清掃リサイクル法を遵守している
※特記事項は、JIS Q 14021の「5.3あいまい又は特定されない主張」に準拠すること。
文字数制限：300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。
特記事項がない場合は、「特になし」と入力します。
文字数制限：60文字

水銀投入量(*)
製品平均の数値を入力してください（小数第一位まで）。
LEDの場合は「-」（ハイフン）を入力します。

直管型蛍光ランプの場合、管
径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
「-」：ラピッドスタート形又はスタータ形直管型蛍光ランプではない、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。エコ商品ねっとへは公開され
ません。
※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。

電球形状のランプの場合、エ
ネルギー消費効率がグリーン
購入法の判断の基準を満た
しているか(*)

「y」：はい
「n」：いいえ
「-」：電球形状のランプではない、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。エコ商品ねっとへは公開され
ません。
※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。

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）。
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項目名　(*)は必須項目です。 内容

標準価格(*)
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。

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。
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項目名　(*)は必須項目です。 内容

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）。

商品分類

小分類ID 小分類名

244 蛍光ランプ 直管形 FL（スタータ）20W形

245 蛍光ランプ 直管形 FL（スタータ）40W形

246 蛍光ランプ 直管形 FLR（ラピッドスタート）20W形

247 蛍光ランプ 直管形 FLR（ラピッドスタート）40W形

248 蛍光ランプ 直管形 FHF・FHN（Hf）16W形

249 蛍光ランプ 直管形 FHF・FHN（Hf）32W形

250 蛍光ランプ 直管形 FHF・FHN（Hf）86W形

251 蛍光ランプ 環形/二重環形 FCL（スタータ）30W形

252 蛍光ランプ 環形/二重環形 FCL（スタータ）32W形

253 蛍光ランプ 環形/二重環形 FCL（スタータ）40W形

254 蛍光ランプ 環形/二重環形 FHC（Hf）20W形

255 蛍光ランプ 環形/二重環形 FHC（Hf）27W形

256 蛍光ランプ 環形/二重環形 FHC（Hf）34W形

257 蛍光ランプ 環形/二重環形 FHC（Hf）41W形

258 蛍光ランプ 環形/二重環形 FHD（二重Hf）40W形

259 蛍光ランプ 環形/二重環形 FHD（二重Hf）70W形

260 蛍光ランプ 環形/二重環形 FHD（二重Hf）85W形

261 蛍光ランプ 環形/二重環形 FHD（二重Hf）100W形

262 蛍光ランプ 角形 FHG（Hf）40W形

263 蛍光ランプ 角形 FHG（Hf）50W形

264 蛍光ランプ 角形 FHG（Hf）60W形

265 蛍光ランプ 角形 FHG（Hf）70W形

266 蛍光ランプ 角形 FHW（二重Hf）73W形

267 蛍光ランプ 角形 FHW（二重Hf）103W形

276 蛍光ランプ 電球形：E26（白熱電球）口金/A形 40W形電球相当

277 蛍光ランプ 電球形：E26（白熱電球）口金/A形 60W形電球相当

278 蛍光ランプ 電球形：E26（白熱電球）口金/A形 100W形電球相当

279 蛍光ランプ 電球形：E26（白熱電球）口金/D形 40W形電球相当

280 蛍光ランプ 電球形：E26（白熱電球）口金/D形 60W形電球相当

281 蛍光ランプ 電球形：E26（白熱電球）口金/D形 100W形電球相当

282 蛍光ランプ 電球形：E26（白熱電球）口金/G形 40W形電球相当

283 蛍光ランプ 電球形：E26（白熱電球）口金/G形 60W形電球相当

284 蛍光ランプ 電球形：E26（白熱電球）口金/G形 100W形電球相当

285 蛍光ランプ 電球形：E26（白熱電球）口金/R形 60W形電球相当
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286 蛍光ランプ 電球形：E26（白熱電球）口金/R形 100W形電球相当

287 蛍光ランプ 電球形：E17（ミニクリプトン電球）口金/A形 40W形電球相当

288 蛍光ランプ 電球形：E17（ミニクリプトン電球）口金/A形 60W形電球相当

289 蛍光ランプ 電球形：E17（ミニクリプトン電球）口金/A形 100W形電球相当

290 蛍光ランプ 電球形：E17（ミニクリプトン電球）口金/D形 40W形電球相当

291 蛍光ランプ 電球形：E17（ミニクリプトン電球）口金/D形 60W形電球相当

292 蛍光ランプ 電球形：E17（ミニクリプトン電球）口金/D形 100W形電球相当

293 蛍光ランプ 電球形：E17（ミニクリプトン電球）口金/G形 40W形電球相当

294 蛍光ランプ 電球形：E17（ミニクリプトン電球）口金/G形 60W形電球相当

295 蛍光ランプ 電球形：E17（ミニクリプトン電球）口金/G形 100W形電球相当

296 蛍光ランプ 電球形：E17（ミニクリプトン電球）口金/R形 60W形電球相当

297 蛍光ランプ 電球形：E17（ミニクリプトン電球）口金/R形 100W形電球相当

298 蛍光ランプ コンパクト形 FPL（2本管スタータ）27W形

299 蛍光ランプ コンパクト形 FPL（2本管スタータ）36W形

300 蛍光ランプ コンパクト形 FPL（2本管スタータ）55W形

301 蛍光ランプ コンパクト形 FDL（4本管スタータ）27W形

302 蛍光ランプ コンパクト形 FHP （2本管Hf）23W形

303 蛍光ランプ コンパクト形 FHP （2本管Hf）32W形

304 蛍光ランプ コンパクト形 FHP （2本管Hf）45W形

305 蛍光ランプ コンパクト形 FHP （2本管Hf）105W形

306 蛍光ランプ コンパクト形 FHT （多本管Hf）24W形

307 蛍光ランプ コンパクト形 FHT （多本管Hf）32W形

308 蛍光ランプ コンパクト形 FHT （多本管Hf）42W形

309 蛍光ランプ コンパクト形 FHT （多本管Hf）57W形

633 LEDランプ 直管形

315 LEDランプ 電球形　E17口金

316 LEDランプ 電球形　E26口金

634 LEDランプ その他

GPNグリーン購入ガイドライン

「照明」購入ガイドライン（PDF）


