衣服・履物の入力方法

(*)は必須項目です。
項目名
処理(*)
※CSVのみ

2019年6月
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」
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。

公開区分(*)
※入力フォームのみ

該当する公開区分にチェックしてください。

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(*)
※CSVのみ

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。

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）」にチェックしてください。
「G法かんたん検索のみへ登録」の場合はデータベースに反映されません。

事業者名(*)

事業者名を入力して下さい。

事業者名かな(*)

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。

製品名(*)

ブランド・愛称名、型番（読点(、)区切りで入力）
※ カタログ表記に準ずる。
文字数制限：140文字

製品種(*)

下記の例に従い記載する。
例： スーツ、スカート、ライトジャケット、半袖ブルゾン、長袖シャツ、ベスト、防寒衣、雨衣、ゴム製履物、下駄、
家庭用スリッパ等
文字数制限： 40文字

性別(*)

0 ：選択なし
1 ：男性用
2 ：女性用
4 ：男女兼用
8 ：子供用
16：ベビー用
※入力フォームは該当するものにチェック、CSVは該当する番号を記入してください。CSVで複数選択をする
場合は、上記の数字の値を足した値をデータベースに登録してください。

シーズン(*)

0 ：選択なし
1 ：春
2 ：夏
4 ：秋
8 ：冬
16：オールシーズン
※入力フォームは該当するものにチェック、CSVは該当する番号を記入してください。CSVで複数選択をする
場合は、上記の数字の値を足した値を記入してください。

使用素材(*)

グリーン購入法適合(*)

部位（表地、裏地等）ごとの主な使用素材とパーセンテージ（重量比で上位３項目まで）を記載してください。
※記入例：表地（ポリエステル70％毛30％）
※重量の大きい順に記載
※家庭用品品質表示法の繊維製品品質表示規程に基づく
文字数制限：100文字
グリーン購入法に適合している：「1」
適合していない：「2」
対象外：「3」
※入力フォームは該当するものにチェック、CSVは該当する番号を記入してください。

衣服・履物の入力方法

(*)は必須項目です。
項目名

環境に配慮した素材の使用(*)

2019年6月
内容
使用している：「1」
使用していない：「2」
【環境に配慮した素材の条件】
環境に配慮した素材について、以下の条件のいずれかを満たしている場合、入力フォームは「使用している」
にチェック、CSVは「1」と記入する。
①原産地で環境に配慮した天然素材：
低農薬・無農薬・有機肥料で栽培された植物系の天然素材、寄生虫駆除等のための薬剤使用を抑制し
た環境で飼育された動物系の天然素材、第三者認証を取得したオーガニックコットンなど（生態系に与える
影響の軽減）
（素材例） コットン、ウール、麻など
②未利用素材：
繊維くずやコットンリンター、反毛など従来廃棄されていたものを繊維として有効に活用した素材
（素材例） 繊維くずやコットンリンター、反毛、バナナ、竹、ケプラなど
③リサイクル素材：
回収された衣服や飲料用ＰＥＴボトルなど不要になった素材を原材料にまで戻してから衣料用として再生
された素材
（素材例） 再生ポリエステル繊維、再生ナイロン繊維など
④植物由来合成繊維：
植物由来プラスチックを原料とする合成繊維
（素材例）トウモロコシなどから作られるポリ乳酸繊維、植物由来原料を使ったポリエステル、サトウキビ
などから作られた植物由来ポリエチレンなど
⑤製造工程で有害化学物質の使用抑制がされている素材
（素材例）：無漂白綿で蛍光増白剤並びに水生環境に有害な化学物質未使用

環境に配慮した素材について、主な使用素材名を部位（表地、裏地等）ごとに繊維部分全体重量比（履物の一
部は質量比も可）をパーセンテージで、配慮内容について記載する。
※記入例：低農薬栽培コットン（表地、30％）
再生ポリエステル（裏地、40％）
環境に配慮した素材の使用状況(*)
尚、④植物由来合成繊維については、バイオベース合成ポリマー含有率についても記載する。
※記入例：バイオポリエステル繊維全体重量比：30％
バイオベース合成ポリマー含有率：20％
文字数制限：50文字
はいの場合には「y」
いいえの場合には「n」
繊維部分全体重量に占めるポリエ
ポリエステル繊維を含まない、またはグリーン購入法対象外の場合は「-」
ステル繊維重量が50％未満か(*)
※G法の判断の基準を満たしているかどうかを確認するために必要な情報です。エコ商品ねっとへは公開され
ません。
素材に関する環境配慮事項を具体的に記載。
該当しない場合は「該当なし」と記載。
※記入例：カリフォルニアで低農薬栽培したコットン素材（ブランド名○○）を使用
素材の環境配慮に関する説明事項
衣料品素材として再生処理されたポリエステル素材を使用
(*)
※特記事項は、JIS 14021の｢5.3 あいまい又は特定しない主張｣に準拠すること
尚、④植物由来合成繊維については、原料調達から廃棄・リサイクルに至るまでの温室効果ガスの排出量
（CO2換算）が、従来樹脂と比較して増加しないことをLCAにより確認していることを記載する。
文字数制限：120文字
省エネルギー・省資源に繋がる製品設計がされている：「1」
省エネルギー・省資源に繋がる製品設計がされていない：「2」
省エネルギー・省資源に繋がる製
品設計(*)

※ クールビズやウォームビズファッション、形態安定加工の衣服、ドライクリーニングを必要としない水洗い対
応の衣服などは、省エネルギー・省資源に繋がります。このように製品設計されているものは、「省エネル
ギー・省資源に繋がる製品設計がされている」にチェック、または「1」と記載してください。
※ 省エネルギーに繋がる衣服は、形態安定加工など従来製品よりアイロンの使用回数を減らすことができる
衣服とする。もともとアイロンの不要なＴシャツなどは除く。
※ 従来ドライクリーニングの必要な衣服は、水洗いに対応することで、溶剤などの化学物質の使用を抑制で
きる。水洗い対応など、従来品より環境に良い改良が加えられている衣服については掲載できるものとする。

衣服・履物の入力方法

(*)は必須項目です。
項目名

省エネルギー・省資源に関する説
明事項(*)

長期使用設計(*)

長期使用に関する説明事項(*)

2019年6月
内容
省エネルギー・省資源に繋がる素材の活用や、デザイン面での配慮がされているものについては記載してくだ
さい。
該当しない場合は「該当なし」と記載。
※省エネルギー・省資源に繋がる製品設計がされている：「1」の場合は入力必須。
※記入例：吸汗・速乾性素材（ブランド名○○）／○％
ノーネクタイの襟元にこだわった○○デザイン
アイロン時の省エネルギーに繋がる形態安定加工
防汚加工により、洗剤量を減らすことができる
ドライクリーニング溶剤の削減に繋がる水洗い対応 など
※デザイン面での配慮：省エネルギー・省資源効果として根拠データを出せるものとする
文字数制限：60文字
長期使用を可能にする製品設計がされている：「1」
長期使用を可能にする製品設計がされていない：「2」
※生地や縫い目の強さ、色落ちのし難さなどの耐久性に優れた衣服、サイズ調整機能付きの衣服、防汚加工
の衣服などは衣服の長期使用を可能にするため、「1」と記載。
長期使用について具体的に記載、該当しない場合は「該当なし」と記載してください。
※長期使用設計を可能にする製品設計がされている：「1」の場合は入力必須。
※記入例：品質管理基準 JIS L 4107に対応
アジャスター機能付き
洗濯時に繊維を傷めずに汚れを落とす防汚加工 など
※長期使用の配慮は、長期使用の効果として根拠データを出せるものとする。
※防汚加工においては、環境負荷が懸念される物質を使用している場合には、加工工程において十分な汚染
対策がなされていることが求められ、製造段階において省エネルギー・省資源、有害化学物質の使用抑制な
ど、従来の製造工程に比べて環境に配慮した製造ラインで作られた素材（省エネルギー・省資源、有害化学物
質の使用抑制）を満たしていることが望まれる。
文字数制限：30文字

使用後に回収され、原料または各
種素材としてリサイクルされる(*)

回収して、各種素材としてリサイクルされる（熱回収を除く）：「1」
回収して、各種素材としてリサイクルされない場合：「2」
※原料がマテリアルリサイクルやケミカルリサイクルとしてリサイクルされる場合には全量でなくても［1］と記載
できるものとする。

回収方法(*)

製品廃棄後の回収方法やシステム名について具体的に記載。
該当しない場合は「該当なし」と記載。
※回収して、各種素材としてリサイクルされる（熱回収を除く）：「1」の場合は入力必須。
※記入例：会員企業（生産・流通・小売業）の小売店頭等で回収（システム名○○）
指定先（○○）に送る
集荷に伺う など
文字数制限：60文字

回収リサイクルシステム紹介URL

リサイクル方法(*)

回収リサイクルシステムを紹介するURLがある場合には記載。
文字数制限：100文字
マテリアルリサイクル：「1」
ケミカルリサイクル：「2」
マテリアル・ケミカルリサイクル：「3」
該当しない：「4」
※回収して、各種素材としてリサイクルされる（熱回収を除く）：「1」の場合は入力必須。

各種素材としてリサイクルするための製品設計が施されている場合は具体的に記載。
※使用後に回収され、原料または各種素材としてリサイクルされるが「1」の場合は必須。
各種素材としてリサイクルするため 該当しない場合は「該当なし」と記載。
の製品設計(*)
※ 記入例：リサイクルを考慮した素材の選定
素材の統一 など
文字数制限：30文字

包装材の環境配慮(*)

環境に配慮した包装材を使用している：「1」
環境に配慮した包装材を使用していない：「2」
包装材が古紙や間伐材などの環境配慮素材のもの、薄肉化、簡易包装、素材統一されたものは「1」と記載で
きる

包装に関する説明事項(*)

包装時の環境配慮について、具体的に記載。
該当しない場合は「該当なし」と記載。
※包装材の環境配慮が「1」の場合は必須。
※ 記入例：包装材への古紙の利用、包装材の素材統一、包装紙の薄肉化、簡易包装など
文字数制限：30文字

衣服・履物の入力方法

(*)は必須項目です。
項目名
修理体制(*)

修理に関する説明事項(*)

2019年6月
内容
修理体制が整っている：「1」
修理体制が整っていない：「2」
※ 寸法直しやファスナー交換などの修理体制が整っており、かつ修理情報を店頭やサイト上などで公開して
いる場合には「1」と記載できる
寸法直しやファスナー交換などの内容やその他情報を具体的記載する。
該当しない場合は「該当なし」と記載。
※修理体制が「1」の場合は必須。
※記入例：（対象衣服）スーツ、コート、ジャケット
（取り扱い窓口）各販売店に持参、指定先に送る など
文字数制限：60文字

環境ラベル（エコマーク・エコリーフ・
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」
CFP）

環境ラベル 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、商品の認定番号を記載。（半角数値で入力して下さい）
文字数制限：20文字

環境ラベル エコリーフ URL

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。
（産業環境管理協会ホームページ http://www.ecoleaf-jemai.jp/）
文字数制限：100文字

環境ラベル CFPプログラム URL

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（エコマーク・エコリーフ・ 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。
CFP） 備考
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、特記事項があれば記載してください。
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」と記載。
※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：100文字

機能・デザイン面での特記事項(*)

機能、デザイン、サイズなどの特記事項があれば自由に記載してください。
特にない場合は、「特になし」と記載。
文字数制限： 64字

標準価格（円）(*)

標準小売価格を価格帯（下限～上限）で記載してください。
※価格は税込価格にて記載。
※ オープン価格の場合、［オープン］と記載してください。
文字数制限：120文字

検索キーワード(*)

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

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。

アップロード画像ファイル名
※CSVのみ

画像ファイルがある場合はファイル名を記入してください。
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記述してください。
公開状態は「2」を入力してください。
※「2」以外の値、あるいは空欄の場合はデータベースに反映されません。

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データベースに反映されません。

衣服・履物の入力方法

(*)は必須項目です。
項目名

2019年6月
内容
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

購入サイト名1

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

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。

登録日
※CSVのみ
更新日
※CSVのみ
ユーザーID
※CSVのみ

情報を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。

衣服・履物_分類
商品分類
小分類ID

435
436
437
438
440
441
442
552
553
554
555
556
557
558
559
439
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
751
758
759
760
761
762
763
764

小分類名

制服
事務服
作業服
学校制服
白衣・衛生衣
サービスウェア
イベントウェア
その他のユニフォーム
背広・スーツ
ワンピース類
ジャケット
スラックス類
スカート
礼服・ドレス服（フォーマル）
オーバー・コート
スポーツウェア
室内着
セーター類
シャツ類
ワイシャツ類
ブラウス
下着類
寝衣
くつ下・ストッキング類
帽子
手袋〔ゴム製を除く〕
羽織および着物
乳幼児着
ゴム製履物
プラスチック製履物（張り付
け式、スポーツ専用除く）
プラスチック製履物（射出成
型式）
スポーツ専用靴
下駄
草履
家庭用スリッパ
履物その他

