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株式会社 ナカニシ行

社　 名　：　

住　 所　：

・ナカニシ品番 所　 属　：

役　 職　：

氏　 名　：

Ｔ  Ｅ  Ｌ ：

Ｆ  Ａ  Ｘ ：

■　EU RoHS指令物質一覧
No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■　REACH規則 制限対象物質一覧
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■　米国TSCA （有害物質規制法）物質一覧
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■　株式会社ナカニシ　使用禁止物質一覧
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  コメント

検認 確認

有  ・ 無

日付                              

制限の条件に合致しない場合には使用禁止
Prohibition if the restriction conditions are not met

　■REACH規則 附属書ⅩⅦについて
　　　REACH規則第67条より、附属書ⅩⅦに制限が規定されている物質そのもの調剤又は成形品に含まれている物質については、制限の条件に合致しない場合には製造、上市又は使用はできません。

chemSHERPA情報

1000ppm以下　（1000ppm or less）
※電気・電子機器以外を除く

RoHSb

RoHSc

-

-

意図的な使用禁止かつ、PFCA及びその塩として0.025ppm以下
PFCA関連物質の合計濃度0.26ppm以下
Intentional prohibition and 0.025 ppm or less as PFCA and its salt
Total concentration of PFCA-related substances 0.26ppm or less

意図的な使用禁止かつ、0.1ppm以下
Intentional use is prohibited, however,0.1ppm or less as tin

3846-71-7

株式会社ナカニシ確認欄

-

意図的な使用禁止
Intentional use is prohibited

CAS No

PFOS(ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸) Perfluorooctane sulfonates -
意図的な使用禁止かつ、1000ppm以下
Intentional use is prohibited, however,1000ppm or less as tin

Asbestos

有機錫化合物：酸化トリブチル錫類(TBTO)

デカーBDE

ポリ塩化ビフェニル類（PCB類）

ポリ塩化ターフェニル類（PCT類）

ポリ塩化ナフタレン類（塩素数が2以上）

短鎖型塩化パラフィン

特定アミンを生成するアゾ染料・顔料

オゾン層破壊物質（HCFCを除く）

ジブチルスズ化合物（DBT類）
ジオクチルスズ化合物（DOT類）

PFOA(ﾍﾞﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸）

フッ素系温室効果ガス（HFC、PFC、SF6）

HCB(ﾍｷｻｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ）

放射性物質

意図的な使用禁止
Intentional use is prohibited

意図的な使用禁止
Intentional use is prohibited

意図的な使用禁止かつ、50ppm以下
Intentional use is prohibited, however,50ppm or less as tin

意図的な使用禁止かつ、1000ppm以下
Intentional use is prohibited, however,1000ppm or less as tin

意図的な使用禁止かつ、30ppm以下
Intentional use is prohibited, however,30ppm or less as tin

REACH規則 附属書ⅩⅦ　対象化学物質
REACH Regulation Annex X VII Applicable chemical
substances

特定ベンゾトリアゾール
（第一種特定化学物質）

ジメチルフマレート（DMF）

C9-C14のペルフルオロカルボン酸とその塩およびC9-
C14 PFCA 関連物質　（PFCA）

判定

RoHSa

カドミウム及びその化合物

フタル酸ジイソブチル(DIBP）

アスベスト類

有機錫化合物：トリブチル錫類(TBT)
トリフェニル錫類(TPT)

りん酸トリス(イソプロピルフェニル （PIP/PIP(3:1)）

DecaBDE-デカブロモジフェニルエーテル （DBDE）

ヘキサクロロブタジエン （HCBD）

ペンタクロロチオフェノール （PCTP）

2,4,6-トリス(tert-ブチル)フェノール （TTBP）

　■米国TSCA適用除外について
　　　米国TSCAでは、PBT物質および当該物質を含有する製品／成形品の製造、輸入、加工及び商業的流通に関する活動を許容する「適用除外」が定められています。
　　　TSCA（有害物質規制法）第6 条に基づく特定化学物質および混合物の規制を確認の上、禁止事項の対象外に該当されることの確認を厳守ください。

Phenol,Isopropylated Phosphate (3:1) (PIP 3:1)

Decabromodiphenyl （DBDE）

Hexachlorobutadiene (HCBD)

Pentachlorothiophenol (PCTP)

2,4,6-tris(tert-butyl)phenol （TTBP）

意図的な使用禁止
Intentional use is prohibited

意図的な使用禁止
Intentional use is prohibited

化 学 物 質 名

鉛およびその化合物

水銀及びその化合物

六価クロム化合物

ポリ臭化ビフェニール類（PBB類）

ポリ臭化ジフェニルエーテル類（PBDE類）

フタル酸-2-エチルヘキシル(DEHP）

フタル酸ブチルベンジル(BBP）

フタル酸ジプチル(DBP）

-

-

-

-

-

-

117-81-7

85-68-7

61788-33-8

84-69-5

-

-

-

使用禁止　（Prohibition of use）

使用禁止　（Prohibition of use）

10000ppm以下　（10000ppm or less）

3000ppm以下　（3000ppm or less）

68937-41-7

1163-19-5

87-68-3

133-49-3

732-26-3 

使用禁止　（Prohibition of use）

意図的な使用禁止
Intentional use is prohibited

Perfluorocarboxylic acids containing 9 to 14 carbon atoms in
the chain (C9-C14 PFCAs),their salts and C9-C14 PFCA-
related substances（PFCA）

Perfluorooctanoic acid

Fluorinated greenhouse gases (PFC, SF6, HFC)

Hexachlorobenzene

Redioactive substances

Specified benzotriazole

Polychlorinated Terphenyls(PCTs)

Polychlorinated naphthalenes (more than 2 chlorine atoms)

Alkanes, C10-13, chloro

Azocolourants and azodyes
which form certain aromatic amines

Ozone Depleting Substances

Dimethyl fumarate

-

-

-

意図的な使用禁止
Intentional use is prohibited

-

-

624-49-7

-

「使用禁止物質」　不使用保証書

　当社がナカニシに納入するすべての物品に関して、ナカニシグリーン調達ガイドラインで定める下記使用禁止物質が、適用除外での使用を除き、含まれない、または閾値以下であることを保証します。

　■ＲｏＨＳ適用除外について
　　　RoHS指令では、技術的に代替が不可能な使用用途について、禁止物質の含有を許容する「適用除外用途」が定められています。改正RoHS指令（2011/65/EU：RoHS2）では、
　　　AnnexⅢおよびAnnexⅣの２種類のリストがあります。最新版リストを確認の上、許容値以上の禁止物質の含有がないことを厳守ください。

Chemical substances

Cadmium and its compounds

Lead and its compounds

Mercury and its compounds

Hexavalent chromium compounds

Polybrominated biphenyls (PBBs)

Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)

Bis (2-ethylhexyl) phthalate

Butyl benzyl phthalate

Dibutyl phthalate

Diisobutyl phthalate

1000ppm以下　（1000ppm or less）
※電気・電子機器以外を除く

1000ppm以下　（1000ppm or less）
※電気・電子機器以外を除く

含有濃度の閾値[Threshold level]

100ppm以下　（100ppm or less） 

1000ppm以下　（1000ppm or less） 

1000ppm以下　（1000ppm or less） 

1000ppm以下　（1000ppm or less） 

1000ppm以下　（1000ppm or less） 

1000ppm以下　（1000ppm or less） 

1000ppm以下　（1000ppm or less）
※電気・電子機器以外を除く

ホルムアルデヒド Formaldehyde 50-00-0
意図的な使用禁止かつ、75ppm以下
Intentional use is prohibited, however,75ppm or less as tin

□RoHS指令 2011/65/EU,(EU)2015/863 (対応していたら☑にチェック)

意図的な使用禁止かつ、PFOA及びその塩として0.025ppm以下
PFOA関連物質の合計濃度1ppm以下
Intentional prohibition and 0.025ppm or less as PFOA and its salt
Total concentration of PFOA-related substances 1 ppm or less

スズとして1000ppm以下
1000ppm or less as tin

意図的な使用禁止
Intentional use is prohibited

Tributyl Tin (TBT)
and Triphenyl Tin (TPT)

Dibutyltin (DBT) compounds
Dioctyltin (DOT) compounds

Bis(tributyltin)oxide (TBTO)

Deca-BDE

Polychlorinated Biphenyls (PCBs)

-

-

56-35-9

1163-19-5

意図的な使用禁止
Intentional use is prohibited

意図的な使用禁止かつ、スズとして1000ppm以下
Intentional use is prohibited, however,
1000ppm or less as tin

意図的な使用禁止
Intentional use is prohibited

84-74-2

社印

ＦＭ-027-8 株式会社 ナカニシ


