MD-018

To: FUJIFILM Corporation Optical Device & Electronic Imaging Products Div.

青字は記入例

含有化学物質不使用証明書

Non-use Declaration of Restricted Chemical Substances
Ref. No.
Date
Company
Division

Please e-mail to following addresses and
write in an Excel form by all means.
To: Our designer's address
Excelフォーマットに全部記載の上、
CC: [ff-kankyou-den@fujifilm.com]
Eメールで下記アドレスに送付ください。

Responsible person

Completed by

To：弊社設計者のメールアドレス
CC：ff-kankyou-den@fujifilm.com
[ Parts/Products to be declared]

FUJIFILM
Model No

富士フイルム
類別(モデルNo.)
XX999A-1
XX999A-1
XX999A-1
XX999A-1

FUJIFILM
Parts/Products No

富士フイルム
部品/製品番号
BB99999-100
BB99999-100
BB00009999-100
021B099999990

Tel
E-mail

全て半角英数字で記入して下さい。
※文書番号以外は記入必須です。

1234
February 1,2018
Sample Corporation
Quality Assurance Division
Hanako Fuji
Jiro Fuji
0XX-XXXX-XXXX
xxx@xxxxxx.co.jp

文書番号
年月日
会社名
部署名
責任者名
担当者名
電話番号
e-mail

この部分は記入必須です。

Manufacturer's
Parts/Products No

Parts/Products name

部品名称/製品名称

製造者側の
部品番号/製品番号
A1234-56

BODY
BODY
BODY
BODY

RoHS
Exemption
(*)

A1234-56

お取引先様各位
下記資料を弊社設計者ならびに ff-kankyou-den@fujifilm.com 迄
Eメールにてお送り下さい。
①この不使用証明書(EXCELファイルおよびPDFファイルの両方）
②chemSHERPA-AI
chemSHERPA-AI作成に必要なツールならびにマニュアル類については、
下記より入手可能です。
https://chemsherpa.net/chemSHERPA/tool/

heat
resistance
(*)

耐熱条件(*)

お手数ですがご協力をお願い致します。

6(a)

RoHS適用除外番号(*)

* RoHS Exemption : Exemption No. of the RoHS Directive applied to Parts/Products
* heat resistance : Installed heat resistance (Surface-mounted component only)
旧光学デバイス事業部製品の部品番号について

該当する場合のみ選択して下さい。
※該当しない場合は空白。

*RoHS適用除外：部品/製品に適用されるRoHS指令の適用除外番号(該当の場合項目番号を記入)
（富士フイルム グリーン調達基準書 別表２参照）
*耐熱条件
：実装部品の場合耐熱条件を記入

①弊社注文書に記載の部品番号のうち、先頭の"A1-"は外して記入して下さい。
(例：delivered
(誤) A1-BB99999-100
， (正)
BB99999-100
)
Group
(hereinafter,
"Fujifilm") does not contain the
1. We declare that parts/products
A1 to FUJIFILM
②アルファベットの後にある"0"は抜かないで下さい。
restricted chemical substances
(*1) above the thresholds and that the ozone depleting chemicals (HCFC is
(例：注文書の部品番号が「A1-021B099999990」の場合
excluded) are not used in the process
of manufacturing
the099999990
parts/products
.
(誤) 021B99999990
， (正) 021B0
)

(*1) The restricted substances are stipulated as under-mentioned:
プルダウンで This standard stipulates that the restricted chemical substances are prohibited or restricted to be contained
選択して下さい

above the thresholds stipulated in the same standard in components, products.

: FUJIFILM Green Procurement Standards Ver. 3.2 and FFDEN-QA-06

１．当社は、富士フイルム株式会社（または子会社、関連会社も含む）に納入する上記の製品・部品について、含有制限化
学物質（*1）が含まれていないこと（規制値未満であることを含む）、およびオゾン層破壊物質(HCFCは除く)の製造工程での
使用がないことを証明いたします。
（*1）含有制限化学物質は下記に記載されています。この標準では含有制限化学物質は閾値を超えて含有することを禁じ
ています。
弊社図面､仕様書の指示に従って、
①/②のいずれかに必ずチェックを入れてください。
□：富士フイルムグリーン調達基準書Ver.3.2、 FFDEN-QA-06 →①
・①はＤＳＣ関連の製品/部品(旧電事関連)の場合。
□：富士フイルム光学・電子映像事業部 グリーン調達基準付属書2 Ver.8.00 →②
・②はレンズ関連(旧光デ事関連)の場合。
適用される
される基準書
基準書について
について、
プルダウンで"V"を選択
選択してください
してください。
※適用
される
基準書
について
、プルダウンで"V"を
選択
してください
。
※チェックは複数でも可。

: FUJIFILM Optical Device & Electronic Imaging Products Div. Green Procurement Standards ANNEX 2 Ver. 8.00

2. We provide accurate information about the chemical substances to be managed (*2) and their amounts in
parts/products delivered to Fujifilm by submitting 'chemSHERPA-AI ' and 'chemSHERPA-CI '.
The present status of our submission of 'chemSHERPA-AI 'and 'chemSHERPA-CI作成中の場合、提出予定の日付を
' is:
記入して下さい。
: We have already submitted

2018/7/1

: Not yet. We are preparing them and will submit on

２．納入製品に含まれる含有量把握管理化学物質（*2）の正確な情報を
chemSHERPA-AI および chemSHERPA-CI に記載して提供いたします。
chemSHERPA-AI および chemSHERPA-CI の提出状況について。

塗料・接着剤・グリス等はchemSHERPA-CIを、
その他部品の場合はchemSHERPA-AIをご提出下さい。

□：提出済です。
□：作成中です。提出予定は、

chemSHERPAの提出状況について記載してください。
・提出済の場合はチェックを入れてください。
・作成中の場合は提出予定日を入れてください。

年

月

日です。

(YYYY/MM/DD).

(*2) chemSHERPA declarable substances. "FUJIFILM Green Procurement Standards Ver. 3.2" stipulates that their
プルダウンで concentrations should be accurately ascertained and managed, and their information should be
いずれかを
communicated to Fujifilm.

(*2) ｢富士フイルムグリーン調達基準書Ver.3.2｣で、納入製品に含有されている場合、その化学物質名
と含有量等の情報を提供することを要求される化学物質で、chemSHERPA管理対象物質を指します。

選択して下さい

3. In case we receive new information on the chemical substances to be managed in parts/products delivered to
Fujifilm, we immediately submit revised 'chemSHERPA-AI' or 'chemSHERPA-CI' of the parts/products to
Fujifilm. Therefore, information included in 'chemSHERPA-AI'and 'chemSHERPA-CI' we have already
submitted to Fujifilm do not change unless we make any contact with Fujifilm.

３．提供したchemSHERPA-AI および/または chemSHERPA-CI の記載内容に変更がある場合は、速
やかに更新して提供します。従って当社からの連絡がない限り、提供したchemSHERPA-AI および/ま
たは chemSHERPA-CI の記載内容に変更はありません。

Remarks
備考欄

PDFで御提出戴くファイルについては、一旦印刷の上、
英字で署名または捺印の後、スキャンして下さい。
上の"Responsible Person"欄に記入すれば、自動で反映されます

Hanako Fuji

Responsible person （例） Hanako Fuji

signature
or
seal

