
テレビの入力方法

2023年3月

「エコ商品ねっと」掲載条件： ① 省エネ基準達成率：2026年度目標 70％以上、または2012年度目標 149％以上
② リモコン待機時の消費電力が 0.5W 以下であること。
③ 特定の化学物質が含有率基準値を越えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容
易に確認できること。

記入上の注意： 「年間消費電力量」「省エネ基準達成率」「省エネ多段階評価」「待機時消費電力」については、新しい省エネ
基準（目標年度：2026年度）に基づく情報を入力してください。
2012年度基準に基づく情報を記入する場合、「省エネ関連特記事項」欄に「2012年度基準」と入力してくださ
い。

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」の場合は「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（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

商品名(*)
シリーズ名（カタログ表記に準じる）、型式を入力してください。
文字数制限：110文字

サイズ・型(*)
画面の大きさ（半角整数、インチ、V型も含む）を入力してください。
文字数制限：8文字

方式(*)

「1」：有機ELテレビ
「2」：液晶テレビ
「3」：プラズマテレビ
※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。

ハイビジョン対応(*)

「1」：フルハイビジョン（FHD）対応
「2」：フルハイビジョン（FHD）対応なし
※FHD とは、垂直方向の画素数が 1,080 以上、かつ水平方向の画素数が 1,920 以上（2K以上）のものを指
します。
※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。

筐体の材質(*)

筐体に使用している主な使用素材（重量の大きい順）を2種類入力してください。
※筐体は、フロントカバー、バックカバー、スピーカーボックス、シャーシフレームを指します。
※シャーシフレームは、プリント基板などの内部機構品を固定するためのプラスチックや金属の部位を指しま
す。
※100g以上の素材が1種類の場合、1種類のみの記入も可とします。
【記入例】　鉄、鉄合金、アルミ、マグネシウム合金、PS、PP、PC等
文字数制限：30文字

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。

年間消費電力量（kWh/年）(*)
省エネルギー法に基づく年間消費電力量（半角数字）を入力してください。
文字数制限：10文字
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項目名　(*)は必須項目です。 内容

省エネ基準達成率（％）(*)
省エネ法に基づき設定されている目標値に対する達成率（半角数字）を入力してください。
※省エネ法の対象外機種は「-1」（半角数字）を入力してください。公開時は［外］で表示されます。
文字数制限：10文字

省エネ多段階評価(*)

2026年度目標の場合：多段階評価点と★（星マーク）、目標年度を記入してください。半星は☆で表記しま
す。
2012年度目標の場合：★（星マーク）、目標年度を記入してください。
※省エネ基準達成率において2026年度目標 70％以上、または2012年度目標 149％以上であることが「エコ
商品ねっと」掲載条件です。
※2022年3月31日までは従前のラベルによることができます。
文字数制限：60文字
【記入例】　3.0（★★★）【目標年度2026】
　　　　　　　3.8（★★★☆）【目標年度2026】
　　　　　　　★★★★【目標年度2012】

二酸化炭素排出量（kg-CO2/
年）

年間消費電力量（kWh/年）に応じてGPN事務局で計算するため、掲載事業者は記入不要です。

待機時消費電力（W）(*)
リモコンで電源を切った時（スタンバイ時）の消費電力（半角数字、小数第一位まで）を入力してください。
文字数制限：5文字

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。
特記事項がない場合は、「特になし」と入力します。
※2012年度基準に基づく情報を記入する場合、本欄に「2012年度基準」と入力してください。
※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： 110文字

再生プラスチック材の使用(*)

「1」：使用している
「2」：使用していない
※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。
※「再生材料を使用している」とは、再生材の使用率がその部品の重量比10％以上の場合を指します。
※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。

再生プラスチック材使用箇所
(*)

再生プラスチック材を使用している場合、使用箇所を入力してください。
再生プラスチック材を使用していない場合、［-］（ハイフン）を入力します。
文字数制限：110文字

特定の化学物質対応（J-
MOSSグリーンマーク）

「1」：J-MOSSグリーンマーク基準を満たしている
「2」：J-MOSSグリーンマーク基準を満たしていない
「3」：対象外

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入力してください。
【記入例】　筐体（PLA＋PC）
※使用していない場合は「‐」（ハイフン）を入力します。
※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」に入力します。
※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します。
※バイオマス樹脂の重量比率は、次の計算式で算出します。
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
文字数制限：120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）

「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



テレビの入力方法

2023年3月

「エコ商品ねっと」掲載条件： ① 省エネ基準達成率：2026年度目標 70％以上、または2012年度目標 149％以上
② リモコン待機時の消費電力が 0.5W 以下であること。
③ 特定の化学物質が含有率基準値を越えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容
易に確認できること。

記入上の注意： 「年間消費電力量」「省エネ基準達成率」「省エネ多段階評価」「待機時消費電力」については、新しい省エネ
基準（目標年度：2026年度）に基づく情報を入力してください。
2012年度基準に基づく情報を記入する場合、「省エネ関連特記事項」欄に「2012年度基準」と入力してくださ
い。
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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。
特記事項がない場合は、「特になし」と入力します。
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

内蔵機能(*)

「1」：内蔵機能なし
「2」：ブルーレイディスクレコーダー内蔵テレビ
「3」：ブルーレイディスクレコーダー及びハードディスクドライブ内蔵テレビ
「4」：DVDレコーダー内蔵テレビ
「5」：ハードディスクドライブ内蔵テレビ
「6」：DVDレコーダー及びハードディスクドライブ内蔵テレビ
※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。

本体質量（kg）(*)
半角数字、小数第一位まで入力してください。
文字数制限：10文字

【本体寸法】高さ（cm）(*)
半角数字、小数第一位まで入力してください。
文字数制限：10文字

【本体寸法】幅（cm）(*)
半角数字、小数第一位まで入力してください。
文字数制限：10文字

【本体寸法】奥行き（cm）(*)
半角数字、小数第一位まで入力してください。
文字数制限：10文字
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定格電力（W）(*)
半角数字、小数第一位まで入力してください。
文字数制限：10文字

希望小売価格（円）(*)
標準価格を税込で入力してください。
※オープン価格の場合、「オープン」と入力します。
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。
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項目名　(*)は必須項目です。 内容

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。

長期使用のための修理体制
など

長期使用を可能・容易にする修理体制や設計上の工夫について記載します。
文字数制限：1,000文字

リサイクル設計の内容
自社のリサイクル設計の指針内容や、実際に行っているリサイクル設計の内容、包装材の環境配慮につい
て記載します。
文字数制限：1,000文字

商品分類

小分類ID 小分類名

394 ～19型

396 20～29型

398 30～39型

400 40～49型

393 50～59型

395 60型～



テレビの入力方法

2023年3月

「エコ商品ねっと」掲載条件： ① 省エネ基準達成率：2026年度目標 70％以上、または2012年度目標 149％以上
② リモコン待機時の消費電力が 0.5W 以下であること。
③ 特定の化学物質が含有率基準値を越えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容
易に確認できること。

記入上の注意： 「年間消費電力量」「省エネ基準達成率」「省エネ多段階評価」「待機時消費電力」については、新しい省エネ
基準（目標年度：2026年度）に基づく情報を入力してください。
2012年度基準に基づく情報を記入する場合、「省エネ関連特記事項」欄に「2012年度基準」と入力してくださ
い。

項目名　(*)は必須項目です。 内容

397 有機EL

399 その他

GPNグリーン購入ガイドライン

「テレビ」購入ガイドライン（PDF）


