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

Issued by (yyyy/mm/dd)    　　/     /         

会社名 Company:
責任部署及び役職 Department Responsible and Job Title:
責任者 Person Responsible:
連絡先（所在地） Contact Address:

                          　 (ＴEL)

　　　                  　　(eMail)

1) 要求事項 Requirements
  個装箱・内装箱・仕切り
  Gift Boxes, Inner Packaging and Dividers

要求事項
Requirements

指定素材は、I-O DATA にて記入すること

2) 確認事項 Check items
  包装材（個装箱、内装箱、仕切り、包装材用プラスチック類、シール類）※集合梱包箱および製品本体に貼るシールは除く

  Packaging materials（Gift Boxes, Inner Packaging, Dividers, Packaging Plastics and Stickers） *Excluding Assembled Boxes and Stickers put on the product itself

確認欄
包装材 Packaging material

ED107A-23-04

仕切りの素材
Materials for dividers

仕切りは指定した素材であること
Material to be the below raw material for dividers
指定素材：
Raw Material.:

内装箱は指定した素材であること
Material to be the below raw material for inner packaging
指定素材：
Raw Material.:

<内装箱の素材が(3)複合材の場合>
  1.ダンボールの質量が50%を超えること（質量：ダンボール＞紙・コートボール）

<If  materials for inner packagings are (3)composite material>
  1. Over 50% corrugated cardboard content by weight.
     (corrugated cardboard exceeds paper/coated cardboard content by weight)

ポリ塩化ビニル（PVC）　※塗料、インク用途は除く
Polyvinyl chloride (PVC)　*Excluding for paint and ink applications

その他確認事項
Other things to check

回答
Response

使用していません
Don't use.

<仕切りの素材が(3)複合材の場合>
  1.ダンボールの質量が50%を超えること（質量：ダンボール＞紙・コートボール）

<If  materials for dividers are (3)composite material>
  1. Over 50% corrugated cardboard content by weight.
     (corrugated cardboard exceeds paper/coated cardboard content by weight)

包装材の採用基準に関する自己宣言書

当社は包装材に関して最新の「I-O DATAグリーン調達基準書」を遵守し、株式会社アイ・オー・データ機器（子会社・関連会社を含む）に納入することを宣言します。

印　or　Signature

Our company declares that we will deliver packaging materials to I-O DATA Device, Inc. (including its subsidiaries and affiliates), in conformance with the
latest I-O DATA Green Procurement Standards.

Declaration for Standards Concerning Adoption of Packaging Materials

回答
Response

内装箱の素材
Materials for inner packagings

個装箱は指定した素材であること
Material to be the below raw material for Gift boxes
指定素材：
Raw Material.:

回答
Response

対象品目（IODATA型番）
Product (I-O DATA Model No.)

対象品目は、I-O DATA にて記入すること

Rank

基準項目
Standards Category

基準項目
Standards Category

確認事項
Check Items

鉛／カドミウム／六価クロム／水銀の合計が100ppm以下
Combined lead, cadmium, hexavalent chromium and mercury content is 100 ppm or less

有害物質の含有
Hazardous substance content

個装箱の素材
Materials for Gift boxes <個装箱の素材が(3)複合材の場合>

  1.ダンボールの質量が50%を超えること（質量：ダンボール＞紙・コートボール）

<If  materials for Gift boxes are (3)composite material>
  1. Over 50% corrugated cardboard content by weight.
     (corrugated cardboard exceeds paper/coated cardboard content by weight)

※1 「紙またはコートボールとダンボールの複合材」の断面図
*1Cross-section of composite material (paper/coated cardboard and corrugated cardboard):

→ 表原紙・・・・コートボール Outer base paper - Coated cardboard

→ 中芯原紙・・普通中芯 Core base paper -- Regular core
→ 裏原紙・・・・Cライナー Inner base paper -- C liner

表原紙 270g < ( 中芯原紙 149.5g (115g×1.3) + 裏原紙 170g )
※中芯原紙の質量は段繰率1.3として算出

Outer base paper 270g < ( Core base paper 149.5g (115g x 1.3) + Inner base paper 170g )
*Take up ratio for core base paper : 1.3, basic waight: 115g

↓
ダンボール

事例１： ダンボールの質量が50%を超える

Example1: Over 50% corrugated cardboard content by weight.

表原紙 350g > ( 中芯原紙 149.5g (115g×1.3) + 裏原紙 170g )
※中芯原紙の質量は段繰率1.3として算出

Outer base paper 350g > ( Core base paper 149.5g (115g x 1.3) + Inner base paper 170g )
*Take up ratio for core base paper : 1.3, basic waight: 115g

↓
紙製容器

事例２： ダンボールの質量が50％以下

Example2: 50% or less by weight of corrugated cardboard 

(1) ダンボール / corrugated cardboard  

(2) 紙またはコートボール / paper/coated cardboard

(3) 複合材 ※1 / composite material *1

(1) ダンボール / corrugated cardboard

(2) 紙またはコートボール / paper/coated cardboard

(3) 複合材 ※1 / composite material *1

(1) ダンボール / corrugated cardboard

(2) 紙またはコートボール / paper/coated cardboard

(3) 複合材 ※1 / composite material *1

はい / 100ppm or less いいえ / over 100ppm

はい / No Use いいえ / Use

Yes No

50％を超える / over 50% 50％以下 / 50% or less

Yes No

50％を超える / over 50% 50％以下 / 50% or less

Yes No

50％を超える / over 50% 50％以下 / 50% or less



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

Issued by (yyyy/mm/dd) ｘｘｘｘ　/  ｘｘ / ｘｘ

会社名 Company:
責任部署及び役職 Department Responsible and Job Title:
責任者 Person Responsible:
連絡先（所在地） Contact Address:

                          　 (ＴEL)

　　　                  　　(eMail)

1) 要求事項 Requirements
  個装箱・内装箱・仕切り
  Gift Boxes, Inner Packaging and Dividers

要求事項
Requirements

指定素材は、I-O DATA にて記入すること

2) 確認事項 Check items
  包装材（個装箱、内装箱、仕切り、包装材用プラスチック類、シール類）※集合梱包箱および製品本体に貼るシールは除く

  Packaging materials（Gift Boxes, Inner Packaging, Dividers, Packaging Plastics and Stickers） *Excluding Assembled Boxes and Stickers put on the product itself

確認欄
包装材 Packaging material

ED107A-23-04

Rank

A

ポリ塩化ビニル（PVC）　※塗料、インク用途は除く
Polyvinyl chloride (PVC)　*Excluding for paint and ink applications

使用していません
Don't use.

その他確認事項
Other things to check

回答
Response

例：
添付品であるACアダプタの包装材は素材は指定していません。ただし、ACアダプタの包装材が紙、複合材、ダンボールのいず
れかの素材である場合は特定して回答ください。複合材の場合はダンボールの質量が50%を超えるか超えないかを回答くださ
い。

例：
ACアダプタの包装材は複合材です。ダンボールの質量は50%以
下です。

基準項目
Standards Category

確認事項
Check Items

回答
Response

有害物質の含有
Hazardous substance content

鉛／カドミウム／六価クロム／水銀の合計が100ppm以下
Combined lead, cadmium, hexavalent chromium and mercury content is 100 ppm or less

内装箱の素材
Materials for inner packagings

内装箱は指定した素材であること
Material to be the below raw material for inner packaging
指定素材：
Raw Material.:

<内装箱の素材が(3)複合材の場合>
  1.ダンボールの質量が50%を超えること（質量：ダンボール＞紙・コートボール）

<If  materials for inner packagings are (3)composite material>
  1. Over 50% corrugated cardboard content by weight.
     (corrugated cardboard exceeds paper/coated cardboard content by weight)

仕切りの素材
Materials for dividers

仕切りは指定した素材であること
Material to be the below raw material for dividers
指定素材：
Raw Material.:

<仕切りの素材が(3)複合材の場合>
  1.ダンボールの質量が50%を超えること（質量：ダンボール＞紙・コートボール）

<If  materials for dividers are (3)composite material>
  1. Over 50% corrugated cardboard content by weight.
     (corrugated cardboard exceeds paper/coated cardboard content by weight)

基準項目
Standards Category

回答
Response

個装箱の素材
Materials for Gift boxes

個装箱は指定した素材であること
Material to be the below raw material for Gift boxes
指定素材：
Raw Material.:

<個装箱の素材が(3)複合材の場合>
  1.ダンボールの質量が50%を超えること（質量：ダンボール＞紙・コートボール）

<If  materials for Gift boxes are (3)composite material>
  1. Over 50% corrugated cardboard content by weight.
     (corrugated cardboard exceeds paper/coated cardboard content by weight)

山田　太郎

石川県金沢市○○町ｘｘ-ｘｘ

xxx-xxxx-xxxx

abc@def.jp

対象品目（IODATA型番）
Product (I-O DATA Model No.)

対象品目は、I-O DATA にて記入すること
GV-USB2、GV-USB2/HQ、AD-USB

包装材の採用基準に関する自己宣言書
Declaration for Standards Concerning Adoption of Packaging Materials

当社は包装材に関して最新の「I-O DATAグリーン調達基準書」を遵守し、株式会社アイ・オー・データ機器（子会社・関連会社を含む）に納入することを宣言します。

Our company declares that we will deliver packaging materials to I-O DATA Device, Inc. (including its subsidiaries and affiliates), in conformance with the
latest I-O DATA Green Procurement Standards.

（株）○○○

△△△△△△△△△△△△ 印　or　Signature

※1 「紙またはコートボールとダンボールの複合材」の断面図
*1Cross-section of composite material (paper/coated cardboard and corrugated cardboard):

→ 表原紙・・・・コートボール Outer base paper - Coated cardboard
→ 中芯原紙・・普通中芯 Core base paper -- Regular core
→ 裏原紙・・・・Cライナー Inner base paper -- C liner

表原紙 270g < ( 中芯原紙 149.5g (115g×1.3) + 裏原紙 170g )
※中芯原紙の質量は段繰率1.3として算出

Outer base paper 270g < ( Core base paper 149.5g (115g x 1.3) + Inner base paper 170g )
*Take up ratio for core base paper : 1.3, basic waight: 115g

↓
ダンボール

事例１： ダンボールの質量が50%を超える

Example1: Over 50% corrugated cardboard content by weight.

表原紙 350g > ( 中芯原紙 149.5g (115g×1.3) + 裏原紙 170g )
※中芯原紙の質量は段繰率1.3として算出

Outer base paper 350g > ( Core base paper 149.5g (115g x 1.3) + Inner base paper 170g )
*Take up ratio for core base paper : 1.3, basic waight: 115g

↓
紙製容器

事例２： ダンボールの質量が50％以下

Example2: 50% or less by weight of corrugated cardboard 

IODATAにて記入

上記、要求仕様についての補足説明、要求事項以外で確認、回答を頂きたい事項があれば記入する

特になければ未記入
Fill in IODATA

If IODATA have any additional confirmation"Other things to check", IODATA will write the question 

here.

左欄に記載されている事項に対して回答する

左欄が未記入の場合は、記入不要

また、上記要求仕様の回答について、補足説明等ある場

合はこの欄に記入してください。

To respond to "Other things to check" in the left column
If the field is left blank, no entry

The requirements for the answer, if you like clarification 

please fill in this field

グレー表示は回答不要

Grayed out lines do not need to be answered. In this example

グレー表示は回答不要

Grayed out lines do not need to be answered. In this example

指定素材はIODATAにて選択する

環境

対象品目は、IODATAにて記入

“Product” is entered by I-O DATA

要求はIODATA記入

が不要な要求事項について

ない」を選択する。（グレー表

る）

意＞

要求を「しない」場合とは、対

番に対してその要求事項がな

まれていない）という場合の

。 “Response Needed” is selected by I-O 
DATA. For requirements where no 
response is needed, select “Ignore” 
(line is automatically grayed out).
Note: Select “Ignore” for 
“Response Needed,” if the 
requirement does not exist for (or 
is not covered by) the Model No.

記入例①完成品購入の場合
Example No. 1— Purchase of Completed Products

(1) ダンボール / corrugated cardboard  

(2) 紙またはコートボール / paper/coated cardboard

(3) 複合材 ※1 / composite material *1

(1) ダンボール / corrugated cardboard

(2) 紙またはコートボール / paper/coated cardboard

(3) 複合材 ※1 / composite material *1

(1) ダンボール / corrugated cardboard

(2) 紙またはコートボール / paper/coated cardboard

(3) 複合材 ※1 / composite material *1

はい / 100ppm or less いいえ / over 100ppm

はい / No Use いいえ / Use

Yes No

50％を超える / over 50% 50％以下 / 50% or less

Yes No

50％を超える / over 50% 50％以下 / 50% or less

Yes No

50％を超える / over 50% 50％以下 / 50% or less



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

Issued by (yyyy/mm/dd) ｘｘｘｘ　/  ｘｘ / ｘｘ

会社名 Company:
責任部署及び役職 Department Responsible and Job Title:
責任者 Person Responsible:
連絡先（所在地） Contact Address:

                          　 (ＴEL)

　　　                  　　(eMail)

1) 要求事項 Requirements
  個装箱・内装箱・仕切り
  Gift Boxes, Inner Packaging and Dividers

要求事項
Requirements

指定素材は、I-O DATA にて記入すること

2) 確認事項 Check items
  包装材（個装箱、内装箱、仕切り、包装材用プラスチック類、シール類）※集合梱包箱および製品本体に貼るシールは除く

  Packaging materials（Gift Boxes, Inner Packaging, Dividers, Packaging Plastics and Stickers） *Excluding Assembled Boxes and Stickers put on the product itself

確認欄
包装材 Packaging material

ED107A-23-04

Rank

A

ポリ塩化ビニル（PVC）　※塗料、インク用途は除く
Polyvinyl chloride (PVC)　*Excluding for paint and ink applications

使用していません
Don't use.

その他確認事項
Other things to check

回答
Response

基準項目
Standards Category

確認事項
Check Items

回答
Response

有害物質の含有
Hazardous substance content

鉛／カドミウム／六価クロム／水銀の合計が100ppm以下
Combined lead, cadmium, hexavalent chromium and mercury content is 100 ppm or less

内装箱の素材
Materials for inner packagings

内装箱は指定した素材であること
Material to be the below raw material for inner packaging
指定素材：
Raw Material.:

<内装箱の素材が(3)複合材の場合>
  1.ダンボールの質量が50%を超えること（質量：ダンボール＞紙・コートボール）

<If  materials for inner packagings are (3)composite material>
  1. Over 50% corrugated cardboard content by weight.
     (corrugated cardboard exceeds paper/coated cardboard content by weight)

仕切りの素材
Materials for dividers

仕切りは指定した素材であること
Material to be the below raw material for dividers
指定素材：
Raw Material.:

<仕切りの素材が(3)複合材の場合>
  1.ダンボールの質量が50%を超えること（質量：ダンボール＞紙・コートボール）

<If  materials for dividers are (3)composite material>
  1. Over 50% corrugated cardboard content by weight.
     (corrugated cardboard exceeds paper/coated cardboard content by weight)

基準項目
Standards Category

回答
Response

個装箱の素材
Materials for Gift boxes

個装箱は指定した素材であること
Material to be the below raw material for Gift boxes
指定素材：
Raw Material.:

<個装箱の素材が(3)複合材の場合>
  1.ダンボールの質量が50%を超えること（質量：ダンボール＞紙・コートボール）

<If  materials for Gift boxes are (3)composite material>
  1. Over 50% corrugated cardboard content by weight.
     (corrugated cardboard exceeds paper/coated cardboard content by weight)

山田　太郎

石川県金沢市○○町ｘｘ-ｘｘ

xxx-xxxx-xxxx

abc@def.jp

対象品目（IODATA型番）
Product (I-O DATA Model No.)

対象品目は、I-O DATA にて記入すること
B-CASE201619-01

包装材の採用基準に関する自己宣言書
Declaration for Standards Concerning Adoption of Packaging Materials

当社は包装材に関して最新の「I-O DATAグリーン調達基準書」を遵守し、株式会社アイ・オー・データ機器（子会社・関連会社を含む）に納入することを宣言します。

Our company declares that we will deliver packaging materials to I-O DATA Device, Inc. (including its subsidiaries and affiliates), in conformance with the
latest I-O DATA Green Procurement Standards.

（株）○○○

△△△△△△△△△△△△ 印　or　Signature

※1 「紙またはコートボールとダンボールの複合材」の断面図
*1Cross-section of composite material (paper/coated cardboard and corrugated cardboard):

→ 表原紙・・・・コートボール Outer base paper - Coated cardboard

→ 中芯原紙・・普通中芯 Core base paper -- Regular core
→ 裏原紙・・・・Cライナー Inner base paper -- C liner

表原紙 270g < ( 中芯原紙 149.5g (115g×1.3) + 裏原紙 170g )
※中芯原紙の質量は段繰率1.3として算出

Outer base paper 270g < ( Core base paper 149.5g (115g x 1.3) + Inner base paper 170g )
*Take up ratio for core base paper : 1.3, basic waight: 115g

↓
ダンボール

事例１： ダンボールの質量が50%を超える

Example1: Over 50% corrugated cardboard content by weight.

表原紙 350g > ( 中芯原紙 149.5g (115g×1.3) + 裏原紙 170g )
※中芯原紙の質量は段繰率1.3として算出

Outer base paper 350g > ( Core base paper 149.5g (115g x 1.3) + Inner base paper 170g )
*Take up ratio for core base paper : 1.3, basic waight: 115g

↓
紙製容器

事例２： ダンボールの質量が50％以下

Example2: 50% or less by weight of corrugated cardboard 

記入例②個装箱のみの場合
Example No. 2—Item Boxes Only

環境
はIODATA記入

要な要求事項については

選択する。（グレー表示に

「しない」場合とは、対象

てその要求事項がない

対象品目は、IODATAにて記入

“Product” is entered by I-O DATA

“Response Needed” is selected by I-O 
DATA. For requirements where no 
response is needed, select “Ignore” 
(line is automatically grayed out).
Note: Select “Ignore” for “Response 
Needed,” if the requirement does 
not exist for (or is not covered by) 
the Model No.

指定素材はIODATAにて選択する

グレー表示は回答不要

Grayed out lines do not need to be answered. In this example

(1) ダンボール / corrugated cardboard  

(2) 紙またはコートボール / paper/coated cardboard

(3) 複合材 ※1 / composite material *1

(1) ダンボール / corrugated cardboard

(2) 紙またはコートボール / paper/coated cardboard

(3) 複合材 ※1 / composite material *1

(1) ダンボール / corrugated cardboard

(2) 紙またはコートボール / paper/coated cardboard

(3) 複合材 ※1 / composite material *1

はい / 100ppm or less いいえ / over 100ppm

はい / No Use いいえ / Use

Yes No

50％を超える / over 50% 50％以下 / 50% or less

Yes No

50％を超える / over 50% 50％以下 / 50% or less

Yes No

50％を超える / over 50% 50％以下 / 50% or less
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