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１．弊社の環境理念 

株式会社電子応用は、地球の笑顔・子供たちの笑顔を第一と考え、開発・生産に 

取り組み、地球環境の保全・向上に努めます。 

 

２．グリーン調達について 

1）グリーン調達ガイドラインの位置付け 

① このガイドラインは、株式会社電子応用（以下、当社）が環境理念に基づく 

環境保全活動を推進するにあたり、可能な限り地球環境への負荷が小さい 

資材の調達（以下、グリーン調達）に取り組む当社の基準を設定するための 

基本的な考え方を示すものです。 

② 当社は、地球環境保全に積極的な供給者（取引先）の協力を得てグリーン調達 

 を推進することにより、企業としての社会的な責任を果たすとともに、持続的 

発展が可能な経営を目指します。 

2）適用範囲 

本ガイドラインの適用範囲は、当社に納入していただく原材料、部品、副資材、 

及び OEM、ODM製品（基板ユニット等、製品の一部を含む）等委託製品です。 

以下、この適用範囲を納入品と明記します。 

 

３．お取引先様へのお願い事項 

1）法令遵守 

お取引先様の事業活動が行われている国や地域の関連法令の遵守をお願いします。 

2）各種マネジメントシステムの構築 

環境負荷の低減は、企業活動すべてにおいて関わることであり、お取引先様には 

『各種マネジメントシステム』を構築されることを希望します。 

《例》品質管理：ISO9001 等 

環境管理：ISO14001、エコステージ、エコアクション 21、KES 等 

化学物質管理：製品含有化学物質管理ガイドライン 自己適合宣言 等 

3）環境管理物質について 

顧客要求や国際社会からの環境規制に基づき制定した、当社の環境管理物質を以下 

に示します。 

①対応法規 

(a) 欧州 RoHS指令 

(b) シップリサイクル条約： 
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アスベスト類、ポリ塩化ビフェニル、オゾン層破壊物質、有機スズ化合物 

(殺生物剤として)、RoHS(当初の 6物質)、放射性物質、ポリ塩化ナフタレン、 

一部の短鎖型塩化パラフィン 

(c) 欧州シップリサイクル規則： 

上記シップリサイクル条約に基づく規制に加え、PFOS、HBCDDを追加 

 

なお、以下の法規につきましては、顧客要求に合わせ個別に対応致します。 

・欧州 REACH規則 

・欧州 ELV指令 

・欧州 CLP規則 

・欧州新電池指令 

・包装及び包装廃棄物に関する欧州指令 

・包装材重金属規制（米国） 

  ②対象管理物質及び含有閾値 

   上記「対応法規」で指定された禁止物質、管理物質を対象とし、それぞれの 

法規で要求される含有閾値を超えないものとする。 

  ③納入禁止時期 

   禁止物質に関しては含有する原材料、部品、副資材等については原則、即日 

納入禁止とする。 

4）製品含有化学物質調査について 

当社では、顧客からの要請に基づき、製品に含有する化学物質を調査しております。 

必要に応じて、当社への納入品の含有化学物質情報の提供を、依頼する場合が 

ありますので、御対応いただきますようお願い申し上げます。 

調査内容は以下の通りで、調査要領はその都度説明いたします。 

《調査内容》 

①原材料 SDS、chemSHERPA-CI、ミルシート、成分表、弊社調査フォーム 等 

②部品  chemSHERPA-AI、非含有証明書、弊社調査フォーム 等 

③副資材 ①及び②と同等 

5）紛争鉱物の調査について 

当社では、顧客より要請があった場合、紛争鉱物調査をお願いする場合があります 

ので、その際は是非ご協力頂きますようお願い申し上げます。 

※紛争鉱物（Conflict minerals）とは、アフリカ諸国などの紛争地域で採掘された 
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鉱物資源のことです。米国金融規制改革法（ドッド・フランク法）は、規制対象の 

鉱物資源を、すず、タンタル、タングステン、金（3TG）の 4 物質と定義しています。 

6）不適合発生連絡と是正処置対応について 

納入禁止対象の化学物質が納入品に混入、汚染してしまった場合は、速やかに当社 

の窓口まで連絡し、含有禁止物質の除去または削減を実施し、代替品の手配を 

お願いします。 

その際「附表１ 不適合発生連絡書｣に必要事項を記入後、提出をお願いします。 

また別途不適合品に対する「附表２ 是正処置報告書」の提出もお願い致します。 

7）部品、材料及び工程等の変更申請について 

部品、材料及び工程変更等を行う場合は、事前に当社の窓口担当までご連絡をお願い 

致します(6か月前まで)。 

その際｢附表 3 部品、材料及び工程変更申請書｣に必要事項を記入の上、ご提出を 

お願い致します。 

8）材料仕入先や外部委託先への連絡について 

お取引先様における当社の納入品の材料仕入先や外部委託先にも本ガイドラインの 

内容の連絡をお願いします。 

9）本ガイドラインの受領及び内容確認書の提出について 

本ガイドラインの受領及び内容確認書の提出をお願いします。 

｢附表４ グリーン調達ガイドライン受領及び内容確認書｣に、日付、会社名、 

担当者名の記載及び押印を行い、FAXまたは PDF等にて当社の環境管理責任者宛て 

に送付願います。 

10）グリーン調達活動に関するアンケートへのご協力のお願い 

 当社では、新規取引開始時或いは取引継続時において、お取引先様における 

製品含有化学物質の管理状況を確認させて頂くため、｢附表 5｣に示す内容の 

アンケートを実施しております。 

何卒ご協力賜りますよう、お願い申し上げます。 
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【附表１】 

 

不適合発生連絡書（含有禁止物質） 

年  月  日 

株式会社 電子応用 御中 

               会社名： 

           責任者： 

           連絡先： 

下記の部番にて含有禁止物質の不適合が発生しましたので、ご連絡します。 

詳細は以下の通りです。 

部番  

品名  

ＬＯＴ ＮＯ．  

数量  

納品日  

処置方法 

 

 

代替品納期  

代替品数量  

※必要に応じ、関連資料を添付願います。 

以上 



6 
 

【附表 2】 

 

是正処置報告書（含有禁止物質） 

年  月  日 

株式会社 電子応用 御中 

               会社名： 

           責任者： 

           連絡先： 

先般の不適合に対し、是正処置が完了しましたので、ご報告します。 

詳細は以下の通りです。 

不適合事項 

 

調査/原因 

 

是正処置 

 

是正確認 

 

※必要に応じ、関連資料を添付願います。 

以上 
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【附表 3】 

部品、材料及び工程変更申請書 

年  月  日 

株式会社 電子応用 御中 

               会社名： 

           責任者： 

           連絡先： 

以下の部品、材料及び工程に変更が生じましたので、ご連絡します。 

詳細は以下の通りです。 

対象品目 

※該当するものに○を付けて下さい。⇒（部品、材料、工程） 

＜対象部品名、材料名、工程名＞ 

変更内容 

変更理由 

 

変更年月日 
 

調査結果 

※対象品目の変更に伴い、禁止物質含有の恐れのある場合は、 

事前に調査をお願いします。 

※必要に応じ、関連資料を添付願います。 

以上 
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【附表 4】 

 

株式会社 電子応用 製品含有化学物質管理責任者  宛 

FAX 044-900-3291 または担当者宛メール（PDF添付） 

 

 

グリーン調達ガイドライン受領及び内容確認書 

 

 

□掲題のガイドラインを受領しました 

□掲題のガイドラインの内容を確認しました 

        ※□内にチェックマーク(☑)を印してください 

 

 

日付（西暦） ：     年   月   日 

会  社  名： 

担 当 者 名：                       ㊞ 
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【附表 5】 

■グリーン調達活動に関するアンケート 

株式会社電子応用では、社内の環境管理活動にとどまらず、製品製造に必要な原材料・部品の調達 

におきましても環境に配慮すべく、お取引先様と連携して「グリーン調達」を推進してまいります。 

つきましてはグリーン調達活動の重要性をご理解いただき、下記調査へのご協力をよろしくお願い 

申し上げます。 

それでは以下の設問にお答えください。 

 

Q1.品質管理・環境管理あるいは化学物質管理等の仕組みが構築されていますか？ 

構築されている場合は以下に該当するものに〇印をお願いします（いくつでも可）。 

＜品質管理＞ ISO9001 その他（          ） 

＜環境管理＞ ISO14001 エコステージ エコアクション 21 ＫＥＳ その他（          ） 

＜化学物質管理＞ JAMP 自己適合宣言 その他(                        ） 

構築されていない場合は以下より選択願います。 

① 計画中⇒仕組み名（                 ） 実施予定日（          ） 

② 構築の予定なし （理由：                                ） 

 

Q2.法規制およびユーザーの指定する含有禁止化学物質が自社の製造工程にて混入・汚染を防止する 

工程管理を行っていますか? 

 ＊ＹＥＳ  ＊ＮＯ   計画中（実施予定日                         ） 

 

Q3.蛍光Ｘ線分析装置(ＸＲＦ)、またはその他必要分析装置を導入し、社内検証体制が構築されていますか? 

 ＊ＹＥＳ  ＊ＮＯ   計画中（実施予定日                         ） 

 

Q4.材料または部品に含有する化学物質について、以下の情報を提出することが 

できますか？ 

①材料：SDS / chemSHERPA-CI / ミルシート / 成分表 / 弊社調査フォーム 等 

＊ＹＥＳ  ＊ＮＯ  （理由：                              ） 

②部品：chemSHERPA-AI / 非含有証明書 / 弊社調査フォーム 等 

＊ＹＥＳ  ＊ＮＯ  （理由：                              ） 

 

記入日 （西暦）        年     月     日 

貴社名                    役職          氏名           

 

お忙しい中、ご協力いただきありがとうございました。 

 

《お問い合わせ先》 ㈱電子応用・技術部  
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【改訂履歴】 

 

改訂年月 版 改訂内容 

20/9/1 01 初版作成・登録 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

株式会社 電子応用 

TEL：044-900-3222  FAX：044-900-3291 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 
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