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１．はじめに 

 

ますます深刻化する地球温暖化、人・環境をむしばむ有害物質問題など、世界規模で環境問題の

解決が大きな社会的課題になっています。当社でも、環境問題を重要な経営課題のひとつと捉え、環

境経営を推進しています。グループ一体となった活動とすべく、「アルプスグループ環境憲章」を基に、

「環境方針」及び「実行計画」を策定し、環境負荷低減に貢献する製品の提供、事業活動における環

境負荷低減、グローバルな管理体制構築に取り組んでいます。規制化学物質も毎年増加、利害関係

者からの要求も拡大しその対応は急務となっており、これらの活動はサプライチェーン全体での対応が

求められております。 

これらの問題に対応していくため、当社は 2002 年より 「アルパイングリーン調達基準書」を発行し、

取組み強化を図ってまいりました。御取引先様に於かれましては、アルパイングリーン調達へのご理解

をいただき、引き続きご協力をお願いします。 

 

 

アルプスアルパイン 環境方針 

《基本理念》 

私たちは地球社会の一員として社会の持続的な発展のため 卓越した技術に 

支えられた事業活動と社員行動を通じて、 美しい自然を守り貴重な資源を大 

切にします。 

 

《環境方針》 

１． 環境マネジメントシステムを継続的に改善し、汚染の予防を図ります。 

２． 環境関連の法規制及び当社が合意するその他の要求事項を順守します。 

３． 地球温暖化対策を推進します。 

４． 資源の有効活用を行います。 

５． 化学物質を適正に管理し、環境への排出を抑制します。 

６． 環境に調和した製品の開発、製造、販売に取り組みます。 

 

                                         2019年 2月 6日 

アルプスアルパイン株式会社 

                                              取締役 執行役員 

                                             気賀 洋一郎       



３．アルプスアルパイン(アルパインカンパニー) グリーン調達基準 

 

３．１ 総則 

(1) 目的 

この調達基準は、弊社が掲げる環境方針を具現化するための弊社の資材調達指針を示し、より環境

に配慮した資材を優先的に購入することを目的としています。 

 

(2) 適用範囲 

このグリーン調達基準は、アルプスアルパイン株式会社(アルパインカンパニー)および子会社・関連

会社における各種資材の調達活動および組立て活動に適用されます。各種資材とは、下記の通り

です。 

(a) 弊社製品を構成する資材 

＊部品、材料（電子部品、機構部品、電機機構部品、プリント配線基板、外装部品等） 

＊半完成品ユニット（モジュール、基板ＡＳＳＹ等の組立て部品） 

＊アクセサリー（リモコン等機器を使用するための附属品） 

＊副資材等の構成材料（塗料、テープ、はんだ、潤滑剤、接着剤等） 

＊完成品（設計・製造を委託した購入製品） 

＊取り扱い説明書 

＊サービス部品 

＊包装材料・梱包部品 

(b) 弊社製品を製造する工程において使用する資材 

＊製造補助材（洗浄剤、剥離液等） 

(c) 上記(a)(b)の資材を納入頂く際に使用する梱包材（通い箱は除く） 

(d) 御取引先様の製造工程において使用する資材 

(e) 設備・冶工具・金型・備品等（法規制や弊社顧客要求等で特別対応が必要となった場合のみ） 

 

(3) 適用時期 

当調達基準は 2019年 8月 1日から適用致します。 

 

３．２ グリーン調達における選定基準 

(1) グリーン調達基準の構成 

弊社における各種資材のグリーン調達については、以下の２つの選定基準によるものとします。 

① 御取引先様の選定基準（環境企業評価基準） ----環境保全活動の評価 

② 購入資材の選定基準（部材評価基準）   ----購入資材個々の評価 

 

(2) 御取引先様の選定基準（環境企業評価基準） 

御取引先様の選定にあたっては、品質・納期・価格・サービス・技術開発力等の他、地球温暖化対

策や生物多様性をはじめとする環境保全活動に対する取組み状況を評価し、意欲的な取組みを実

践している御取引先様を優先していきます。詳細は、「４．アルパイン環境企業評価基準」をご参照

下さい。 



(3) 購入資材の選定基準（部材評価基準） 

購入する各種資材の選定にあたっては、必要な品質・機能・価格に加え、「環境」の視点で弊社基準

を満たした資材のみを採用致します。詳細は、「５．アルプスアルパイン(アルパインカンパニー)部材

評価基準」をご参照下さい。 

 

３．３ 誓約書の提出について 

当調達基準を遵守することを誓約頂くため、｢アルプスアルパイン株式会社(アルパインカンパニー)

環境取り組みに関する誓約書｣の提出をお願い致します。 

一度提出して頂いている御取引先様は、変更の無い限り再提出は不要です。 

 

３．４ その他の環境関連協力依頼について 

環境企業評価基準や部材評価基準に定めている依頼内容に加え、法規制や弊社顧客要求等によ

り、環境に関する協力を依頼させて頂く場合がありますので、その際はご協力をお願い致します。 

 



４．アルプスアルパイン(アルパインカンパニー) 環境企業評価基準 

 

４．１ 環境企業評価 

弊社の資材調達は、「ISO14001環境マネジメントシステム」の認証を取得した御取引先様で、環境保

全に積極的に取組んでいる御取引先様からの資材調達を優先的に進めて参ります。 

 

４．２ 適用 

(1) 適用範囲 

アルプスアルパイン株式会社(アルパインカンパニー)および子会社・関連会社における下記の資材

についての御取引先様に適用致します。 

(a) 弊社製品を構成する資材 

＊部品、材料（電子部品、機構部品、電機機構部品、プリント配線基板、外装部品等） 

＊半完成品ユニット（モジュール、基板ＡＳＳＹ等の組立て部品） 

＊アクセサリー（リモコン等機器を使用するための附属品） 

＊副資材等の構成材料（塗料、テープ、はんだ、潤滑剤、接着剤等） 

＊完成品（設計・製造を委託した購入製品） 

＊取り扱い説明書 

＊サービス部品 

＊包装材料・梱包部品 

(b) 弊社製品を製造する工程において使用する資材 

＊製造補助材（洗浄剤、剥離液等） 

 

４．３ 評価基準 

マネジメントシステム導入状況、自主審査、継続状況、GHG調査等を総合的に評価致します。 

(1) 環境マネジメントシステムの導入状況 

原則として、下記の認証を取得、継続を確認させて頂きます。 

新規取引開始時には、自主審査シートにて、別途評価します。 

次年度以降は、別途弊社担当より送付する取引先報告書にて、必要事項をご報告下さい。 

① 環境マネジメントシステム（ISO14001） 

 

(2)  GHG 調査の結果 (Green House Gas：温室効果ガス) 

毎年実施する GHG 調査の結果から、GHG データの把握状況や削減状況を評価致します。 

GHG調査の方法については、都度弊社よりご連絡致しますので、ご対応をお願いします。 

 



５．アルプスアルパイン(アルパインカンパニー)  部材評価基準 

 

５．１ 部材評価基準 

弊社は、進化する環境規制や顧客要求に効率的に対応する為、部材評価基準を定め、環境負荷の

少ない、安全な製品の提供、および生産活動に伴う環境負荷の低減を進めて参ります。 

 

５．２ 適用 

(1) 適用範囲 

① アルプスアルパイン株式会社(アルパインカンパニー)および子会社・関連会社が調達する下記

の資材に適用します。 

(a) 弊社製品を構成する資材 

＊部品、材料（電子部品、機構部品、電機機構部品、プリント配線基板、外装部品等） 

＊半完成品ユニット（モジュール、基板ＡＳＳＹ等の組立て部品） 

＊アクセサリー（リモコン等機器を使用するための附属品） 

＊副資材等の構成材料（塗料、テープ、はんだ、潤滑剤、接着剤等） 

＊完成品（設計・製造を委託した購入製品） 

＊取り扱い説明書 

＊サービス部品 

＊包装材料・梱包部品 

(b) 弊社製品を製造する工程において使用する資材 

＊製造補助材（洗浄剤、剥離液等） 

(c) 上記(a)(b)の資材を納入頂く際に使用する梱包材（通い箱は除く） 

(d) 御取引先様の製造工程において使用する資材のうち、弊社へ納入頂く製品に残留する化学物質 

(e) 設備・冶工具・金型・備品等（法規制や弊社顧客要求等で特別対応が必要となった場合のみ） 

② 部材に含有する環境負荷物質を含む全ての成分を対象とします。 

③ 不純物として存在する場合も許容値が設定されているものは適用となります。 

 

５．３ 用語の定義 

(1) 部材 

調達する原材料、部品（加工部品、一般購入部品、半完成ユニット）、完成品、包装材料、試薬等を

まとめて「部材」と称する。 

(2) 部位 

調査対象の部品を構成する最小分解単位。 

(3) 均質材料 

機械的に異なる材料に分解できない材料をいい、例としてプラスチック、セラミックス、ガラス、金属、

合金、紙、板、樹脂、コーティング等。 

「機械的に異なる材料に分解」とは、原則として、ビスはずし、切断、粉砕、研削、研磨の工程等の機

械的な行為により材料が分解できることを意味する。 

(4) 環境負荷物質 

地球環境や人間を含む生態系に有害な影響を与える化学物質であって弊社が指定した物質で



GADSL 最新版に準拠したもの。  

(5) GADSL （Global Automotive Declarable Substance List）  

  日米欧の自動車、部品、化学メーカーで合意された業界共通の化学物質管理リスト。 

http://www.gadsl.org/ 

(6) 不純物 

当該物質中に存在する未反応残留物、精錬過程で技術的除去が不可能な残留物や自然由来の物

質であって非意図的に含有するもの。 

(7) 含有許容値 

略して「許容値」という。環境負荷物質として影響を与えるであろう含有の目安。均質材料中の環境

負荷物質の含有率で示し、専門的には閾値（いきち）という。 

(8) 化成品 

洗浄剤、接着剤、潤滑剤、離型剤、研磨剤等の特定形状を有しない液体、固体または粉体であって

化学物質の混合物であるもの。 

(9) SDS (Safety Data Sheet)  (これまでの MSDS(Material Safety Data Sheet)のこと) 

PRTR 法や労働安全衛生法等によって定められた、化学物質およびそれらを含有する製品の物理

的性状、危険有害性、取扱上の注意等についての情報を記載した化学物質等安全データシート。 

(10) IMDS (International Material Data System) 

自動車を構成する部品の材料および含有物質情報を収集するために、自動車業界標準として 

全世界で利用されているシステム。 

http://www.mdsystem.com/ 

(11) JAMA/JAPIA 統一データシート （以下、JAMAシートという） 

JAMA（日本自動車工業会）と JAPIA（日本自動車部品工業会）の合意のもとに標準化された 

成分調査データシート。 

http://www.japia.or.jp/ 

(12) REACH 規則 （Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals） 

2007年 6月 1日に発効された化学物質の総合的な登録、評価、認可、制限に関する法律。 

認可対象物質として、Authorization List (認可対象となる物質リスト） に収載されると、サンセット 

デート以降は、特定の用途で認可を受けない限り、EU域内での上市、使用が出来ない。 

https://echa.europa.eu/authorisation-list 

(13) RoHS 指令 （Restriction of Hazardous Substances）2011/65/EU 

電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令である。 

EU 加盟国内において、特定有害物質が指定値を超えて含まれた電子・電気機器（electrical and 

electronic equipment, EEE と略す）を上市することは出来ない。 

 

 

http://www.mdsystem.com/
http://www.japia.or.jp/
https://echa.europa.eu/authorisation-list
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E5%AE%B3%E7%89%A9%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E9%80%A3%E5%90%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%87%E4%BB%A4_(EU)


５．４ 化学物質の管理基準 

(1) 管理レベル 

環境負荷物質はその用途、使用方法によって環境へのリスクが変化します。従って同一物質であっ

ても、その用途を厳しく規制しなければならないものと、用途によっては、適切な管理をすることによ

って、そのリスクをかなり軽減できる場合があります。加えて適切な代替技術が存在せず、使用するリ

スクより使用しないで生ずるリスクの方が大きい場合もあります。 

以上のことから、「使用禁止物質（D/P、P）」、「管理物質（D）」の２つの管理レベルにて、適切な管理

を実行できるようにしています。 

 

① 使用禁止物質 

何らかの法的根拠や過去の事例から環境へのリスクが重大と判断されたもの。現時点での使用禁

止を意味し、その適用範囲内での使用、含有を認めません。 

② 管理物質 

現時点では、環境負荷物質であることを顕在化させ、適正管理に努めることを主眼とし、今後の知

見、社会環境および法規制の動向で使用禁止物質に格上げされる可能性のあるものです。 

 

(2) REACH 規則に対するアルプスアルパイン基準 

認可対象物質に定義されたサンセットデートの 1 年前をアルプスアルパイン納入禁止日とし、期日

以降の納入は禁止とさせて頂きます。既納入部品で、当該物質を含有する場合は、弊社購買担

当へご連絡をお願い致します。 

 

(3) RoHS指令に対するアルプスアルパイン(アルパインカンパニー)基準 

当社は、RoHS(2011/65/EU)に準拠し、新しいカテゴリーである１１（すべての電気電子機器）を適

用することにいたしました。  

よって 2018年 12月 1日以降の新規採用部品への含有は禁止とさせて頂きます。 

 



５．５ 部材評価に関する必要書類 

５．５．１ 提出書類と提出時期 

(1) 新規部材の採用時 

下表の通り提出して下さい。 

 提出書類 時期 提出先 

電気部品 
JAMAシート 

（CSVデータ） 
部材検討（評価）時 担当設計者 

機構部品※ 
JAMA シート

（CSVデータ） 
部品認定（型検）時 担当設計者/部材調達部門担当者 

完成品 IMDS 製品認定時 
弊社が指定する IDに送付の上、担当設計者

に、送付した旨をメールでご連絡下さい 

副資材・製

造補助材料 

SDS 

 + 

JAMA シート

（CSVデータ） 

部材検討（評価）時 部材調達部門担当者 

その他 随時、弊社より指定致します 

※基板、FPC 等の型検がある電気部品を含む 

  

(2) 既存部材の変更時 

下表の通り提出して下さい。 

 提出書類 時期 提出先 

電気部品 
JAMAシート 

（CSVデータ） 
変更申請時 部材調達部門担当者 

機構部品※ 
JAMAシート 

（CSVデータ） 
変更申請時 部材調達部門担当者 

完成品 IMDS 変更申請時 
弊社が指定する ID に送付の上、担当設計者

に、送付した旨をメールでご連絡下さい 

副資材・製

造補助材料 

SDS 

+ 

JAMA シート

（CSVデータ） 

変更申請時 部材調達部門担当者 

その他 随時、弊社より指定致します 

※基板、FPC 等の型検がある電気部品を含む 

 

(3) その他 

法規制の改定及び顧客要求等により、弊社より提出を依頼する場合がございますので、依頼内容に 

応じて、ご対応をお願いします。 

 



５．６ 部品の成分情報提出（JAMA シート） 

５．６．１ 調査対象物質 

環境負荷物質だけでなく、含有する全ての物質を JAMAシートに入力して下さい。 

御取引先様の製造工程で使用する化学物質のうち、製品に残留するものも入力が必要です。 

なお、部品（ユニット部品含む）は JAMA シートでの提出を基本としますが、JAMA シートでの提出が

困難な御取引先様に限り、事前に弊社窓口担当の了解を得た後、IMDSでの提出も可とします。 

 

５．６．２ JAMA シートの入力 

JAMAシートの入力にあたっては、JAPIAのホームページ（http://www.japia.or.jp）に JAMAシートの

記入方法が公開されていますのでご参照下さい。 

JAMA シートの記入帳票を開く際、パスワードの入力が必要となります。パスワードは御取引先様の

担当窓口に連絡致します。なお、二次御取引先様への展開は一次御取引先様経由での展開をお

願いします。またサプライチェーン範囲内にて展開お願いします。 

JAMA シートのフォーマットは JAPIA のホームページ（http://www.japia.or.jp）に最新版が公開され

て 

いますので同じく公開されている外部リストと一緒にダウンロードして使用下さい。 

なお、ダウンロードした JAMAシートと外部リストは必ず同じフォルダに保存した後、JAMAシートへの 

入力を行って下さい。（JAMAシートのみで入力した場合や、外部リストを違うフォルダへ保存した場 

合は入力出来ません） 

 

（１） 入力フォーマット 

JAMAシートは、最新版を利用して下さい。 

※JAMAシート改訂時は別途切替えスケジュールをご連絡致します。 

 

（２） 弊社指定入力内容 

＜基本情報調査＞ 

① カーメーカーコード（必須） 

“1906“を入力して下さい。（弊社 IMDS企業 ID） 

② 仕入先コード（必須） 

貴社（Tier-1）の仕入先コードを入力して下さい。 

③ 仕入先名（必須） 

貴社（Tier-1）の名称を入力して下さい。 

④ 回答期限（不要） 

記入は必要ありません。 

⑤ 回答日（必須） 

JAMAシートを提出する年／月／日を入力して下さい。 

 

＜構成材料・化学物質調査＞ 

① 納入部品番号（必須） 

弊社が指定する部品番号を入力して下さい。 

http://www.japia.or.jp/
http://www.japia.or.jp/


設計変更等の Issueについては設計変更番号へ入力して下さい。 

② 納入部品名称（必須） 

弊社が指定する部品品名を入力して下さい。指定のないものは、貴社の品番を入力して下さい。 

③ 設計変更番号（任意） 

設計変更等で Issueを入力する必要がある場合は、この欄へ入力して下さい。 

④ 構成部品名称（必須） 

部品を構成する最小分解単位である「部位」の名称を入力して下さい。 

⑤ 材料商品名（任意） 

材料商品名がある場合は必ず入力して下さい。 

⑥ 質量単位 

質量単位は、g(グラム)で入力して下さい。 

⑦ 含有成分の入力について 

材料中の成分は不純物等の含有も考慮し全て開示して下さい。 

⑧ ワイルドカード入力について 

“not yet specified, not to declare” は、未特定物質を意味しますので、使用しないで下さい。 

材料の成分が確定した状態で弊社へ提出願います。 

 

（3） 提出について 

JAMA シートの提出にあたっては、事前に以下の内容を確認の上、CSV 形式で出力し、E メールに

て送付して下さい。 

① 使用禁止物質が含有されてないことを確認して下さい。 

② JAMAシート上で必ずエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認して下さい。 

※エラーがある場合には受領致しません。 

③ JAMAシートから CSV形式で出力し、下記の通りファイル名を付けて下さい。 

※＜ファイル名の付け方＞ アルパイン部品番号.csv (例：99-99999Z01.csv) 

 

(4) その他注意事項 

① JAMAシートは、部品番号毎に１シートずつ提出して下さい。 

② ASSY品で子部番が存在する場合は、原則として子部番毎に１シートずつ提出して下さい。 

③ 特に弊社より依頼した場合、両面テープの剥離紙、液晶の保護シール等は本体の JAMAシート 

と別に提出して下さい。 

 

５．７ 完成品の成分情報提出 （IMDS） 

完成品については、IMDSを利用して、成分データを提出して下さい。 

なお、完成品での納入製品については IMDS送信を基本としますが、IMDS送信が困難な御取引先

様に限り、事前に弊社窓口担当の了解を得た後、JAMAシートでの提出も可とします。 

 

＜送信情報＞ 

IMDSデータは、以下 IDに送付の上、担当設計者に、送付した旨をメールでご連絡下さい。 

企業 ID：1906 (Alpine Electronics, Inc.) 



部品番号欄には、弊社が指定する“プロダクトコード“を入力して下さい。Issue は入力不要です。 

５．８ 副資材・製造補助材料の成分情報提出 （SDS と JAMA シート） 

副資材・製造補助材料の成分情報については、納入頂く国の法律に準じた SDSと JAMAシートを合わ

せてご提出下さい。 SDS は英語版と、納入先国の共通言語で記載されたものを２種類ご提出下さい。 

SDSは、弊社より定期的に最新版の確認をしますので、ご協力をお願いします。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付属書 



Contacts for inquiry / 問い合わせ先  

日本 

Alpine Iwaki 

アルプスアルパイン株式会社  第 2資材本部 

福島県いわき市好間工業団地 20-1  〒970-1192 

Phone: 0246-36-0205  FAX: 0246-36-6106 

＜General AGPS / グリーン調達基準書全般について＞ 

Help.apn-gps@alpine.co.jp 

＜JAMA sheet / JAMAシートについて＞ 

Help.apn-datasheet@alpine.co.jp 

日本 

Alpine Manufacturing  

アルパインマニュファクチャリング株式会社 購買 

福島県いわき市平赤井字反町 48-1 〒979-3131  

Phone: 0246-21-0150  FAX: 0246-21-0108 

北米 

Alpine US 

Alpine Electronics of America, Inc. 

Purchasing Department 

7100 International Parkway. McAllen. TX 78503 

Phone: 1-956-217-3205   FAX: 1-956-205-4099 

欧州 

Alpine EU 

Alpine Electronics Manufacturing of Europe, LTD. 

Purchasing Department 

H-2051 Biatorbagy, Vendel Park, Budai UTCA 1, Hungary 

Phone: 36-23-534-111  FAX: 36-23-534-112 

中国 

Alpine Dalian 

Dalian Alpine Electronics Co., LTD. 

Purchasing Department 

No.2 Yingbin Road, Jinzhou Economic Development Zone, 

Dalian City, Liaoning Province 116100, China 

Phone: 86-411-8769-8716  FAX: 86-411-8767-5820 

中国 

Alpine Taicang 

Taicang Alpine Electronics Co., LTD. 

Purchasing Department 

No.1 Guangzhou West Road, Economic Development zone  

Taicang City Jiangsu, CN  

Phone: 86-512-5356-8111  FAX: 86-512-5356-8112 

中国 

Alpine Hong Kong 

Alpine Electronics Hong Kong Ltd. 

Procurement Department 

Unit 1105B, 11/F, Mirror Tower, 

61 Mody Road, TST East,Kowloon, Hong Kong 

Phone: 852-2537-0907  FAX: 852-2537-0902 

タイ 

Alpine Thailand 

Alpine Technology Manufacturing (Thailand) CO.,LTD.. 

Procurement Department 

210 Moo 13, Suwansorn Road, TambolDong-Khe-

Lek, Amphur Muang,  

Prachinburi 25000, Thailand 

Phone:66(37)403330  FAX:66(37)403335  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[付属書１] アルプスアルパイン株式会社(アルパインカンパニー)環境取り組みに関する誓約書 

 

 

 

アルプスアルパイン株式会社 

                                   年  月  日 

 

 

 

アルプスアルパイン株式会社(アルパインカンパニー)環境取り組みに関する誓約書 

 

  

 

 

住所 

 

 

                                      

 

会社名 

 

                                      

 

部署／役職 

 

                                      

 

氏名 

 

                               ㊞   

 

 

 

 当社およびその子会社・関連会社(以下、当社という)は、貴社およびその子会社・関連会社（以下「貴社等」

という）に対して、製品、部品（付属物、包装、その他の製品と共に納入される全てを含む）、設備、治工具、

金型及び備品等（以下まとめて「部品等」という）を納入するにあたり、以下のとおり誓約します。 

 

 

1. 貴社の「グリーン調達基準書」（以下「基準書」という）を遵守します。 

 

2. 基準書に適合した部品等を納入するため、以下の措置を行います。 

（1） 部品等の製造拠点について、基準書の定めに基づく環境企業評価を実施し、「取引先環境マネジメント

システム自主審査シート」を貴社に提出します。 

（2） 部品等について、基準書の定めに基づく部材評価を実施し、貴社が要求する検証データ『JAMA/JAPIA

統一データシート、分析データ、SDS、IMDS等』を貴社に提出します。 

（3） 法改正や社会情勢の変化等により基準書が改訂された場合、直ちに改訂内容を確認し、改訂後の基準書

に適合しない部品等があったときは、当該部品等に関し、改定後の基準書に準拠する JAMA/JAPIA統

一データシート、分析データ、SDS、IMDS等を改めて作成の上、提出します。 

 

3. 「環境企業評価」及び「部材評価」が基準書の定めに従い正しく行われたこと、並びに当社が提出した「取

引先環境マネジメントシステム自主審査シート」及び「JAMA/JAPIA 統一データシート、分析データ、

SDS、IMDS等」の内容に相違がないことを保証します。 

 

4. 貴社が基準書の改訂を行い、当社に対して基準書改訂の事実及び内容等の通知を行った場合、当社が当該通 

知を受領したときから３０日以内に貴社に対して書面による異議を申立てないときは、基準書の改訂につい

て承諾したものとみなされることに同意します。 

 

5. その他、貴社が基準書の趣旨に従って随時要求する事項に対応するよう努めます。 

 

以上 



[Appendix2] List of REACH regulation

[付属書2]　REACH規則リスト  

*Component standard : more than homogeneous materials ratio 0.1% by weight of the part. 

*含有基準 : 部品の均質材料比 0.1wt％超

No Substance 物質和名（参考） CAS-No. Sunset date

1 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-mxylene(Musk xylene) 5-tert-ブチル-2,4,6-トリニトロ-m-キシレン 81-15-2

2 4,4’-Diaminodiphenylmethane(MDA) 4,4'-ジアミノジフェニルメタン 101-77-9

3 Benzyl butyl phthalate (BBP) フタル酸ベンジルブチル 85-68-7

4 Bis(2-ethylhexyl) phthalate(DEHP) フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) 117-81-7

5 Dibutyl phthalate (DBP) フタル酸ジブチル 84-74-2

6 Diisobutyl phthalate (DIBP) フタル酸ジイソブチル 84-69-5

7 Diarsenic pentaoxide 五酸化二ヒ素 1303-28-2

8 Lead sulfochromate yellow (C.I.Pigment Yellow 34) 黄鉛、C.I.ピグメント　イエロー34 1344-37-2

9 Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104)モリブデン赤 12656-85-8

10 Diarsenic trioxide 三酸化ニヒ素 1327-53-3

11 Lead chromate クロム酸鉛 7758-97-6

3194-55-6

25637-99-4

134237-50-6

134237-51-7

134237-52-8

13 2,4 – Dinitrotoluene (2,4-DNT) 2,4-ジニトロトルエン 121-14-2

14 Tris(2-chloroethyl)phosphate(TCEP) リン酸トリス(2-クロロエチル) 115-96-8

15 Trichloroethylene トリクロロエチレン 79-01-6 2016-Apr-21

16 Ammonium dichromate 重クロム酸ジアンモニウム 7789-09-5

17 Potassium chromate クロム酸二カリウム 7789-00-6

7738-94-5

13530-68-2

19 Chromium trioxide トリオキソクロム(VI) 1333-82-0

20 Potassium dichromate 重クロム酸カリウム 7778-50-9

21 Sodium chromate クロム酸ナトリウム 7775-11-3

7789-12-0

10588-01-9

23 Arsenic acid ヒ酸 7778-39-4

24
Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline

(technical MDA)

ホルムアルデヒド、アニリンによるオリゴマー反応生成物

（工業的なMDA)
25214-70-4

25 Bis(2-methoxyethyl) ether (Diglyme)
ジエチレングリコールジメチルエーテル,ビス（2-メトキシエチル）エーテ

ル (ジグリム)
111-96-6

26 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline (MOCA) 2,2'-ジクロロ-4,4'-メチレンジアニリン 101-14-4

27 1,2-Dichloroethane (EDC) 1,2-ジクロロエタン 107-06-2

28 Pentazinc chromate octahydroxide クロム酸八水酸化五亜鉛 49663-84-5

29 Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate ヒドロキシオクタオキソ二亜鉛酸二クロム酸カリウム 11103-86-9

30 Dichromium tris(chromate) トリス（クロメート）ニクロム，クロム酸/クロム（Ⅲ） 24613-89-6

31 Strontium chromate クロム酸ストロンチウム 7789-06-2

32 1-bromopropane (n-propyl bromide) 1-ブロモプロパン (臭化n-プロピル) 106-94-5

33 Diisopentyl phthalate フタル酸ジイソペンチル(DIPP) 605-50-5

34
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters,

C7-rich
1,2-ベンゼンジカルボン酸, ジ-C6~8-分岐アルキルエステル類, C7リッチ 71888-89-6

35
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear

alkyl esters
フタル酸ジアルキル (C=7~11) 68515-42-4

36
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and

linear
1,2-ベンゼンジカルボン酸, ジペンチルエステル類 84777-06-0

37 Bis(2-methoxyethyl) phthalate フタル酸ビス (2-メトキシエチル) 117-82-8

38 Dipentyl phthalate フタル酸ジペンチル 131-18-0

39 N-pentyl-isopentylphthalate フタル酸n-ペンチル-イソペンチル 776297-69-9

40 Anthracene oil アントラセンオイル 90640-80-5

41 Pitch, coal tar, high-temp. 高温ピッチ・タール 65996-93-2

9002-93-1

9036-19-5

20427-84-3

27942-27-4

156609-10-8

7311-27-5

27942-26-3

26027-38-3

127087-87-0

37205-87-1

104-35-8

34166-38-6

2020-Jul-04

2020-Oct-04

42 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated 4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)エトキシレートフェノール(指定物質)

2021-Jan-04

43 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated ノニルフェノールエトキシレート

2017-Nov-22

2019-Jan-22

2017-Sep-21

18

Acids generated from chromium trioxide and their oligomers

Group containing: Chromic acid,Dichromic acid, Oligomers of

chromic acid and dichromic acid

クロム酸

重クロム酸

22 Sodium dichromate
重クロム酸·2ナトリウム·2水和物

二クロム酸二ナトリウム

12

Hexabromocyclododecane(HBCDD),

alpha-hexabromocyclododecane,

beta-hexabromocyclododecane,

gamma-hexabromocyclododecane

ヘキサブロモシクロドデカン

2015-Aug-21

2017-Aug-22

 Substances subject to authorization of REACH regulation 
REACH規則　認可対象物質

2014-Aug-21

2015-Feb-21

2015-May-21



[Appendix 3 IMDS Application code and Alpine judgment standard

[付属書 3] IMDSアプリケーションコードとアルパイン判定基準

ID APPLICATION (English) アプリケーション (日本語参考訳) Threshold　/ 閾値  Judgment / 判定 Note 備考

以下の用途や材料中の鉛

3 3 - Alloying element in copper 3 - 銅中の合金成分 ≦4wt% Declarable / 申告 - -

51
4(b) - Alloying element in bearing shells and bushes in engines,transmissions and air

conditioning compressors

4(b) - エンジン、トランスミッション、エアコンに使用するベアリングシェルおよびブッシュの合金成
分

- Prohibited / 禁止 - -

52
4(a) - Alloying element in bearing shells and bushes for all other applications (potentially

prohibited)

4(a) - その他の全ての用途で使用するベアリングシェルおよびブッシュの合金成分(使用禁止の
可能性有り)

- Prohibited / 禁止 - -

69
69 1(a) - Steel for machining purposes and batch hot dip galvanised steel components containing

up to 0.35% lead by weight

69 1(a) 機械加工を目的としたスチールおよびバッチ溶融亜鉛めっきスチール部品で、0.35重量％
以下の鉛を含むもの

≦0.35wt% Declarable / 申告 - -

70 70 1(b) - Continuously galvanized steel sheet containing up to 0.35% lead by weight 70 1(b) 0.35重量％以下の鉛を含む連続亜鉛めっきスチール板 - Prohibited / 禁止 - -

71 71 2(a),(b),(c)(i) - Alloying element in aluminum for machining purposes 71 2(a),(b),(c)(i) 機械加工を目的としたアルミニウム中の合金成分 ≦0.4wt% Declarable / 申告 - -

72 72 2(c)(ii) - Recycled aluminum alloy containing unintentionally added lead 72 2(c)(ii) 非意図的に鉛が添加されたリサイクルアルミニウム合金 ≦0.4wt% Declarable / 申告 - -

以下の用途や材料中の鉛および鉛合金

7 5 - Battery 5 - バッテリー - Declarable / 申告 - -

8 6 - Vibration damper 6 - 制振ダンパ - Prohibited / 禁止 - -

9 Wheel balance weight ホイールバランスウエイト - Prohibited / 禁止 - -

10 7 - Vulcanising agent and stabiliser for elastomers in fluid handling and powertrain applications 7 - 液体取扱用およびパワートレイン部品に使用するエラストマーの加硫剤と安定剤 - Prohibited / 禁止 - -

48 7(c) - Bonding agent for elastomers in powertrain applications 7(c) - パワートレイン部品に使用するエラストマーの接着剤 - Prohibited / 禁止 - -

11 Stabiliser in protective paints 保護塗料中の安定剤 - Prohibited / 禁止 - -

12 Carbon brushes for electric motors 電気モーターカーボンブラシ - Prohibited / 禁止 - -

53 8(a) - Lead in solder used in electronic circuit board applications
<実装はんだ、及び、はんだ付けされる端子側と基板側の表面コーティング> 8(a) - 電子基板に
電気・電子部品を付けるためのはんだ中の鉛、及び、電解Al キャパシター以外の部品の端子・ピ
ン・電子基板の表面処理中の鉛

- Prohibited / 禁止 - -

54
8(b) - Lead in solders in electrical applications other than soldering on electronic circuit boards or

on glass

<免除期限が設定された8(a), (c), (d), (e), (f), (g),(h), (i), (j)以外のもの> 8(b) - 電子基板上、及び、
ガラス上に適用するはんだ以外の電気用途のはんだ中の鉛

- Prohibited / 禁止 - -

55 8(c) - Lead in finishes on terminals of electrolyte aluminium capacitors <Alキャパシター> 8(c) - 電解Al キャパシターの端子の表面処理中の鉛 - Prohibited / 禁止 - -

56 8(d) - Lead used in soldering on glass in mass airflow sensors <ガラス> 8(d) - マスフローセンサーのガラス上のはんだ中の鉛 - Prohibited / 禁止 - -

57
8(e) - Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85 % by

weight or more lead)
<高融点はんだ> 8(e) - 高融点はんだ中の鉛（鉛含有率85wt%以上の鉛合金） 85wt%≦ Declarable / 申告 - -

67 8(f)(a) - Lead in compliant pin connector systems <コンプライアントピン> 8(f)(a) -コンプライアントピンコネクターシステム中の鉛 - Prohibited / 禁止 - -

68
8(f)(b) - Lead in compliant pin connector systems other than the mating area of vehicle harness

connectors

<コンプライアントピン> 8(f)(b) -車両ハーネスコネクタの嵌合部以外のコンプライアントピンコネク
ターシステム中の鉛

- Prohibited / 禁止 - -

59
8(g) - Lead in solders to complete a viable electrical connection between semiconductor die and

carrier within integrated circuit flip chip packages

<フリップチップ> 8(g) - 集積回路フリップチップパッケージ内の半導体ダイとキャリア間の電気結
合用に使用されるはんだ中の鉛

- Declarable / 申告 - -

60 8(h) - Lead in solder to attach heat spreaders to the heat sink in power semiconductor assemblies
<大径セミコン> 8(h) - パワーセミコンダクター（チップの突出部分が１cm2 以上でシリコンチップ部
分の比重が1 A/mm2 以上）のヒートシンクにヒートスプレッダーを装着するはんだ中の鉛

- Prohibited / 禁止 - -

61
8(i) - Lead in solders in electrical glazing applications on glass except for soldering in laminated

glazing
<窓ガラス上> 8(i) - あわせガラス中のはんだ以外の窓ガラス上の電気用途のはんだ中の鉛 - Prohibited / 禁止 - -

62 8(j) - Lead in solders for soldering of laminated glazing <あわせガラス中> 8(j) - あわせガラス中のはんだ中の鉛 - Prohibited / 禁止 - -

43 Copper in friction materials of brake linings ブレーキライニングの摩擦材料中の銅 - Prohibited / 禁止 - -

15 Valve seats バルブシート - Prohibited / 禁止 - -

63

10(a) - Electrical and electronic components which contain lead in a glass or ceramic, in a glass

or ceramic matrix compound, in a glass-ceramic material, or in a glass-ceramic matrix compound.

This exemption does not cover the use of lead in: — glass in bulbs and glaze of spark plugs, —

dielectric ceramic materials of components listed under 10(b), 10(c) and 10(d).

10(a) - ガラスまたはセラミック、ガラスもしくはセラミックの母材、ガラスセラミック材料またはガラ
スセラミック母材に鉛を含む電気及び電子構成部品。ただし、以下における鉛の使用は対象とし
ない。 -電球のガラス及び点火プラグのガラス質釉薬 -10b)、10c)及び10d)に掲出された構成部
品の誘電体セラミック材料

- Declarable / 申告 - -

64
10(b) - Lead in PZT based dielectric ceramic materials of capacitors being part of integrated

circuits or discrete semiconductors

10(b) - 集積回路又はディスクリート半導体の一部となるコンデンサのPZT(チタン酸ジルコン酸鉛)
誘電体セラミック材料に含まれる鉛

- Declarable / 申告 - -

65
10(c) - Lead in dielectric ceramic materials of capacitors with a rated voltage of less than 125 V

AC or 250 V DC

10(c) - AC125V又はDC250Vより低い定格電圧をもつコンデンサの誘電体セラミック材料に含ま
れる鉛

- Prohibited / 禁止 - -

66
10(d) - Lead in the dielectric ceramic materials of capacitors compensating the temperature-

related deviations of sensors in ultrasonic sonar systems

10(d) - 超音波ソナーシステムのセンサーにおける温度偏差を補正するコンデンサの誘電体セラ
ミック材料に含まれる鉛

- Prohibited / 禁止 - -

17 Glass in bulbs and glaze of spark plugs 電球のガラスおよび点火プラグのガラス質釉薬 - Prohibited / 禁止 - -

18 11 - Pyrotechnic initiators 11 - 火工品の起爆剤 - Prohibited / 禁止 - -

44 Concentration within acceptable GADSL limits GADSL で許容されている制限値以下の含有率 ≦0.1wt％ Declarable / 申告 - -

20 Other application (potentially prohibited) その他の用途(使用禁止の可能性有り) - Prohibited / 禁止 - -

以下の用途や材料中の六価クロムとその化合物

21 13(a) - Corrosion preventive coatings 13(a) - 防食コーティング - Prohibited / 禁止 - -

49 13(b) - Corrosion preventive coatings related to bolt and nut assemblies for chassis applications 13(b) - シャシ用ボルト・ナットに関連する防食コーティング - Prohibited / 禁止 - -

22 14 - Absorption refrigerators in motorcaravans 14 - モーターキャラバンの吸収冷蔵庫 - Prohibited / 禁止 - -

45 Concentration within acceptable GADSL limits GADSL で許容されている制限値以下の含有率 ≦0.1wt％ Declarable / 申告 - -

20 Other application (potentially prohibited) その他の用途(使用禁止の可能性有り) - Prohibited / 禁止 - -

以下の用途や材料中の水銀

25 15 - Discharge lamps and instrument panel displays 15 - ディスチャージランプおよびインストルメントパネル照明 - Prohibited / 禁止 - -

46 Concentration within acceptable GADSL limits GADSL で許容されている制限値以下の含有率 ≦0.1wt％ Declarable / 申告 - -

20 Other application (potentially prohibited) その他の用途(使用禁止の可能性有り) - Prohibited / 禁止 - -

以下の用途や材料中のカドミウム

28 Thick film pastes 厚膜ペースト - Prohibited / 禁止 - -

29 16 - Batteries for electrical vehicles 16 - 電気自動車用バッテリー - Prohibited / 禁止 - -

50 Optical component in a glass matrix used for Driver Assistance Systems ドライバーアシストシステム用ガラス製光学部品 - Prohibited / 禁止 - -

47 Concentration within acceptable GADSL limits GADSL で許容されている制限値以下の含有率 ≦0.01wt％ Declarable / 申告 - -

20 Other application (potentially prohibited) その他の用途(使用禁止の可能性有り) - Prohibited / 禁止 - -

以下の用途や材料中のニッケル

32
Component of a surface likely to be routinely touched (eg. handles and buckles), that have a

nickel release rate exceeding 0.5μg/cm2/week.

日常的に接触する可能性のある部品の表面(例えば、取っ手やバックル) ニッケルの放出率が0.5
μg/cm2/week を超える

- Declarable / 申告 - -

33 Other application (Surface not routinely touched or nickel release rate < 0.5μg/cm2/week) その他の用途(表面が日常的に接触しないまたはニッケルの放出率が0.5μg/cm2/week 未満) - Declarable / 申告 - -

34 Not applicable 適用外(上記２例以外) - Declarable / 申告 - -

多環芳香族炭化水素類

35 The lubricant / oil contains total PAHs >3% according to IP 346 テスト法ＩＰ346 による総ＰＡＨs含有量が３％を超える潤滑剤/油 - Declarable / 申告 - -

36 The lubricant / oil contains total PAHs <3% according to IP 346 テスト法ＩＰ346 による総ＰＡＨs含有量が３％より少ない潤滑剤/油 - Declarable / 申告 - -

37 Extender oil contains PAHs > 10mg/kg (for tyres only) 10mg/kg を超えるPAHs を含む伸展油(タイヤ用途に限る) - Declarable / 申告 - -

38 Extender oil contains PAHs < 10mg/kg (for tyres only) 10mg/kg より少ないPAHs を含む伸展油(タイヤ用途に限る) - Declarable / 申告 - -

39 Non-tyre application タイヤ以外の利用 - Declarable / 申告 - -

40 Not applicable 適用外(上記６例以外) - Declarable / 申告 - -

41 PAH in lubricating oil 潤滑油中のPAH(多環芳香族炭化水素) - Declarable / 申告 - -

IMDS Application code and ALPS ALPINE(Alpine Company) judgment standard

IMDSアプリケーションコードとアルプスアルパイン(アルパインカンパニー）判定基準

Alps Alpine judgment standard　アルプスアルパイン判定基準

Lead used as/in

Lead and its compounds used as/in

Hexavalent chromium and its compounds used as/in

Mercury used as/in

Cadmium used as/in

Nickel used as/in

PAHs (Polycyclic aromatic hydrocarbons)



[付属書4］RoHS対象物質 不使用証明書

アルプスアルパイン株式会社

RoHS 対象物質 不使用証明書

１．対象製品名

　 アルプスアルパイン株式会社（アルパインカンパニー）に納入する全ての製品及び部品

2．RoHS指令 規制対象物質(10物質)

No. 禁止物質 規制濃度(閾値) 公布

1 　鉛 　0.1wt%(1,000ppm) 　2011/65/EU

2 　水銀 　0.1wt%(1,000ppm) 　2011/65/EU

3 　カドミウム 　0.01wt%(100ppm) 　2011/65/EU

4 　六価クロム 　0.1wt%(1,000ppm) 　2011/65/EU

5 　PBB（ポリブロモビフェニル） 　0.1wt%(1,000ppm) 　2011/65/EU

6 　PBDE（ポリブロモジフェニルエーテル） 　0.1wt%(1,000ppm) 　2011/65/EU

7 　DEHP（フタル酸ジ－2－エチルヘキシル） 　0.1wt%(1,000ppm) 　(EU)2015/863

8 　BBP（フタル酸ブチルベンジル） 　0.1wt%(1,000ppm) 　(EU)2015/863

9 　DBP（フタル酸ジ－n－ブチル） 　0.1wt%(1,000ppm) 　(EU)2015/863

10 　DIBP（フタル酸ジイソブチル） 　0.1wt%(1,000ppm) 　(EU)2015/863

　　除外用途

　　対象物質毎の除外項目に準ずる

３．対象製品　詳細

No. 製品名 アルプスアルパイン(アルパインカンパニー)部品番号

1

2

3

4

5

提出日　　　：

住所　　　　：

会社名　　　：

部署／役職　：

責任者名　　：

Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 及び、Directive 2011/65/EU of 8

June 2011で要求しているRoHS対象物質が含有していないこと、もしくは本書発行時点において最新の規

制値を超えて含有、付着していないことを証明します。(適用除外での用途を除く)。

印
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