
(株)アイ・オー・データ機器　行き 作成日：
Attn: I-O DATA DEVICE, INC. Issued by (yyyy/mm/dd)

会社名 Company name

責任部署及び役職 Division Name and Job title

責任者 Responsible person 印　or　Signature

連絡先(所在地) Contact information (Address)

                          　 (ＴEL)

　　　                  　　(eMail)

対象部品）
Scope）

対象物質）

Substances)

無し
Not Included

有り
<規制除外用途>

Included
<Exempted use>

0.01wt％
（100ppm)

0.1wt％
(1000ppm）

0.1wt％
(1000ppm）

0.1wt％
(1000ppm）

0.1wt％
(1000ppm）

0.1wt％
(1000ppm）

無し 有り

Not Included Included

0.1wt％
(1000ppm）

0.1wt％
(1000ppm）

0.1wt％
(1000ppm）

0.1wt％
(1000ppm）

※ 適用除外項目については、IEC62474のサイトにある”Exemption List”を参照してください。　　記入例：コンデンサ/7(c)-I
　　Refer to the "Exemption Lists" on the IEC62474 site below for information of RoHS exemption.　　Example： Capacitor/7(c)-I 　

https://std.iec.ch/iec62474/iec62474.nsf

【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 infrmation.

補足）
Note)

Rank 確認項目 Check items

N/A #REF!

form ED107A-14-09ｇ

　　年    月    日

確認欄

フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)

フタル酸ブチルベンジル (BBP)
Butyl benzyl phthalate (BBP)

フタル酸ジブチル (DBP)
Dibutyl phthalate (DBP)

（参考）アイ･オー･データ機器の「グリーン調達基準書」掲載のホームページアドレス

http://www.iodata.jp/company/environment/procurement/index.htm

For reference, the following is home address for “I-O DATA DEVICE, INC. Green Procurement Standards” at WEB site.

RoHS自己宣言書

We hereby declare that restricted substances of EU RoHS Directive(2011/65/EU, (EU)2015/863) are not contained, except for the cases of the exempted
application and/or less than maximum concentration values of EU RoHS Directive. And future design changes to ensure that it conforms to EU RoHS directive.

当社は欧州RoHS指令(2011/65/EU, (EU)2015/863)の制限物質を含有していないことを宣言します。ただし欧州RoHS指令における適用除外用途の場合及び最大濃
度未満の場合を除きます。また将来の設計変更等にも欧州RoHS指令に対応することを約束します。

Declaration of RoHS

←「有り」の場合、使用部位と全廃予定時期を記入ください

六価クロム化合物
Hexavalent Chromium Compounds

鉛及びその化合物
Lead and Lead Compounds

物質名
Substance

カドミウム及びその化合物
Cadmium and Cadmium Compounds

ポリ臭化ジフェニルエーテル類（PBDE類）
Polybrominated Diphenyl ethers (PBDEs)

最大許容濃度
（閾値）

Max. Tolerance
concentration
(threshold)

←「有り」の場合、使用部位と該当する除外用途コードを記入ください
(※)

←If any substances are included, please describe
application area, exempted use code.(※)

←If any substances are included, please describe
application area, the planned total abolition (replacement)
date.

閾値以上の含有の有無
Inclusion above the threshold

対象物質 Substances

未入力あり Not entered

I-O DATAの品目コード
Part Number for I-O DATA(P/N)

部品名
Ｐart Name(Description)

Judgement of exempted use, threshold of environmental substances, content/not content shall be made by EU RoHS directive.
Refer the below diagram.

フタル酸ジイソブチル (DIBP)
Diisobutyl phthalate (DIBP)

水銀及びその化合物
Mercury and Mercury Compounds

ポリ臭化ビフェニール類（PBB類）
Polybrominated Biphenyls (PBBs)

欧州RoHS指令に則り、適用除外・閾値・含有/非含有を判断してください。参考までにケーブルの部品の構成単位となる事例を紹介します。

（４）ジャケット（外部皮膜）
Jacket(exterior coating)

（３）絶縁体（内部皮膜）
Insulator(interior coating)

（２）めっき
Plating

（１）導体
Conductor

（２）

図の（１）～（４）それぞれを分母とし対象物質の含

有を 判断すること
Judgement must be based on homogeneous 
material ｌike from (1) to (4).

of


