作成日：
(株)アイ・オー・データ機器 行き
To I-O DATA DEVICE, INC.

年 月
/ /

Issued by (yyyy/mm/dd)

日

製造工程でのオゾン層破壊物質の不使用証明書
Certification for disuse of Ozone depleting substances in Manufacturing Processes
当社は、関係するすべての製造工程で以下の使用禁止化学物質を使用していないことを証明します。
なお、製造工程とは最終製品の製造のために直接使用されるものを対象とします。
We hereby certify that disuse of the below prohibited chemical substances in the our all related manufacturer.
Substances such as detergents directly used in the product manufacturing process are applicable.

会社名

Company name

責任部署及び役職

Division Name and Job title

責任者

Responsible person

連絡先(所在地)

Contact information (Address)

印
Signature

(ＴEL)
(eMail)

使用禁止化学物質）
Prohibited Chemical Substances)
対象物質

オゾン層破壊物質
（モントリオール議定書対象物質）
・CFCs
・HCFCs
・臭化メチル（ブロモメタン）
・ハロン
・HBFCs
・四塩化炭素（テトラクロロメタン）
・1,1,1-トリクロロエタン
（メチルクロロホルム）
・HFC（ハイドロフルオロカーボン）

引用法
Regulation

Substances
Ozone-depleting substances
(Substances cited by the Montreal
Protocol)
- CFCs
- HCFCs
- Methyl Bromide (Bromomethane)
- Halons
- HBFCs
- Carbon Tetrachloride
(Tetrachloromethane)
- 1,1,1- Trichloroethane
(Methylchloroform)
- HFC

オゾン層保護法
( Japan )
Law Concerning the Protection of the Ozone Layer through the
Control of Specified Substances and other Measures

モントリオール議定書
EU指令76/769/EEC
(+94/60/EEC, +97/64/EEC)
Montreal Protocol
EU Directive 76/769/EEC
(+94/60/EEC, +97/64/EEC)

HFC、HCFCsを除外したい場合、「HFC,HCFCsを除外」を選択してください。
Please select "Except HFC and HCFCs", if HFC and HCFCs is an exception.
HFC, HCFCｓを含めます。Include HFC and HCFCs.
HFC, HCFCｓを除外します。Except HFC and HCFCs.

【備考】コメントすべき内容がありましたら、ご記入ください。
＜Notes＞ Fill in here, if you have additional information.

Reset

確認欄

Rank

未入力
form ED107A-21-04

作成日：
(株)アイ・オー・データ機器 行き
To I-O DATA DEVICE, INC.

Issued by (yyyy/mm/dd)

2013年 7月 12日
/ /

製造工程でのオゾン層破壊物質の不使用証明書
Certification for disuse of Ozone depleting substances in Manufacturing Processes
当社は、関係するすべての製造工程で以下の使用禁止化学物質を使用していないことを証明します。
なお、製造工程とは最終製品の製造のために直接使用されるものを対象とします。
We hereby certify that disuse of the below prohibited chemical substances in the our all related manufacturer.
Substances such as detergents directly used in the product manufacturing process are applicable.

会社名

Company name

部品納入会社A

責任部署及び役職

Division Name and Job title

環境管理責任者

責任者

Responsible person

環境 太郎

連絡先(所在地)

Contact information (Address)

石川県金沢市桜田町ｘ丁目ｘ番地

印
Signature

環

(ＴEL)

012-345-6789

(eMail)

abc@def.jp

使用禁止化学物質）
Prohibited
Chemical Substances)
JGPSSI
分類No.
Group Number

対象物質
オゾン層破壊物質
（モントリオール議定書対象物質）

C04

・CFCs
・HCFCs
・臭化メチル（ブロモメタン）
・ハロン
・HBFCs
・四塩化炭素（テトラクロロメタン）
・1,1,1-トリクロロエタン
（メチルクロロホルム）
・HFC（ハイドロフルオロカーボン）

Substances
Ozone-depleting substances
(Substances cited by the Montreal
Protocol)
-

CFCs
HCFCs
Methyl Bromide (Bromomethane)
Halons
HBFCs
Carbon Tetrachloride
(Tetrachloromethane)
- 1,1,1- Trichloroethane
(Methylchloroform)
- HFC

引用法
Regulation

オゾン層保護法
( Japan )
Law Concerning the Protection of the Ozone Layer through the
Control of Specified Substances and other Measures

モントリオール議定書
EU指令76/769/EEC
(+94/60/EEC, +97/64/EEC)
Montreal Protocol
EU Directive 76/769/EEC
(+94/60/EEC, +97/64/EEC)

HCFCsを除外したい場合、「HCFCsを除外」を選択してください。
Please select "Except HCFCs", if HCFCs is an exception.
HFC, HCFCｓを含めます。Include HFC and

HFC, HCFCｓを除外します。Except HFC and HCFCs.

【備考】コメントすべき内容がありましたら、ご記入ください。
＜Notes＞ Fill in here, if you have additional information.

Rank

確認欄

A
form ED107A-21-04

作成日：
(株)アイ・オー・データ機器 行き
To I-O DATA DEVICE, INC.

年 月 日
2013 / 7 / 12

Issued by (yyyy/mm/dd)

製造工程でのオゾン層破壊物質の不使用証明書
Certification for disuse of Ozone depleting substances in Manufacturing Processes
当社は、関係するすべての製造工程で以下の使用禁止化学物質を使用していないことを証明します。
なお、製造工程とは最終製品の製造のために直接使用されるものを対象とします。
We hereby certify that disuse of the below prohibited chemical substances in the our all related manufacturer.
Substances such as detergents directly used in the product manufacturing process are applicable.

会社名

Company name

Parts Company

責任部署及び役職

Division Name and Job title

environmental management representative

責任者

Responsible person

Kankyou Taro

連絡先(所在地)

Contact information (Address)

Kanazawa city, Ishikawa, Japan

(ＴEL)

012-345-6789

(eMail)

abc@def.jp

使用禁止化学物質）
Prohibited
Chemical Substances)
JGPSSI
分類No.
Group Number

対象物質
オゾン層破壊物質
（モントリオール議定書対象物質）

C04

Substances
Ozone-depleting substances
(Substances cited by the Montreal
Protocol)

・CFCs
・HCFCs
・臭化メチル（ブロモメタン）
・ハロン
・HBFCs
・四塩化炭素（テトラクロロメタン）
・1,1,1-トリクロロエタン
（メチルクロロホルム）
・HFC（ハイドロフルオロカーボン）

-

CFCs
HCFCs
Methyl Bromide (Bromomethane)
Halons
HBFCs
Carbon Tetrachloride
(Tetrachloromethane)
- 1,1,1- Trichloroethane
(Methylchloroform)
- HFC

印
Signature

引用法
Regulation

オゾン層保護法
( Japan )
Law Concerning the Protection of the Ozone Layer through the
Control of Specified Substances and other Measures

モントリオール議定書
EU指令76/769/EEC
(+94/60/EEC, +97/64/EEC)
Montreal Protocol
EU Directive 76/769/EEC
(+94/60/EEC, +97/64/EEC)

HCFCsを除外したい場合、「HCFCsを除外」を選択してください。
Please select "Except HCFCs", if HCFCs is an exception.
HFC, HCFCｓを含めます。Include HFC and
HFC, HCFCｓを除外します。Except HFC and HCFCs.

【備考】コメントすべき内容がありましたら、ご記入ください。
＜Notes＞ Fill in here, if you have additional information.

Rank

確認欄

A
form ED107A-21-04

