
  

2018.11.1
ver.6.16

 

（順不同）

該 当 製 品 項 目 製 造 会 社 名 及 び 総 発 売 元 製　　品　　名 ステップ/クラス

スクリーニング コダック合同会社 Staccato Screening （25ミクロンドット以下） ゴールドプラス
AMスクリーン （230線以上） ゴールドプラス

株式会社SCREENグラフィックアンドプレシジョンソリューションズ Fairdot/Fairdot 2 (フェアドット) ゴールドプラス
Randot X (ランドット　エックス)（25ミクロンドット以下） ゴールドプラス
AM高精細網 （230線以上） ゴールドプラス

日本アグフア・ゲバルト株式会社 :Sublima(スブリマ) （230線以上） ゴールドプラス
:CristalRaster(クリスタルラスター) （25ミクロンドット以下） ゴールドプラス

富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社 TAFFETA（25ミクロンドット以下） ゴールドプラス
Co-Re SCREENING（高精細印刷）（230線以上） ゴールドプラス

三菱製紙株式会社 FREDIA FM （25ミクロンドット以下） ゴールドプラス
CTPプレート コダック合同会社 Sonora CX プロセスフリープレート ゴールドプラス  

サーマル ダイレクト ノンプロセス プレート ゴールドプラス
CTP サーマル プレート TP-S ゴールド
CTP サーマル プレート TP-U シルバー
CTP サーマル プレート TN-News シルバー
CTP サーマル プレート Swordシリーズ シルバー
Trillian SP シルバー

コニカミノルタジャパン株式会社 BLUE EARTH ゴールド
日本アグフア・ゲバルト株式会社 :Azura(アズーラ)TS ゴールド

:Azura(アズーラ)TU ゴールド
:Amigo(アミーゴ) シルバー
:Lithostar (リソスター) シルバー
:Thermostar(サーモスター) シルバー
:Energy Elite(エナジーエリート) シルバー

富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社 SUPERIA ZP ゴールドプラス
SUPERIA ZD ゴールドプラス
CTPサーマルポジタイププレート XP-F シルバー
CTPサーマルポジタイププレート XP-L シルバー
CTPサーマルポジタイププレート XP-T シルバー
CTPサーマルポジタイププレート XP-P シルバー
CTPフォトポリマーデジタルプレート PN-V2 シルバー
新聞用サーマルネガプレート HN-NV シルバー
新聞用サーマルネガプレート FD441 シルバー

三菱製紙株式会社 フレキシブルCTP印刷版　SDP シルバー
フレキシブルCTP印刷版　FPS-175 シルバー
アルミCTP印刷版　SDP-αRL シルバー
アルミCTP印刷版　SDP-αVL シルバー
アルミCTP印刷版　PD-NEWS シルバー

湿し水ろ過装置 有限会社エイチ・アンド・エム 湿し水ろ過殺菌装置　ＭＦ-40-Ｃ ゴールド
循環式ＵＶオゾン殺菌装置　ＯＰ-40-Ｃ ゴールド
新聞輪転向け、余剰湿し水リサイクルシステム ゴールド

 株式会社ゴールシステム ウォターエレメント ゴールド
ベストバランス4mat ゴールド
ベストバランス(積層式ろ過機付循環装置) ゴールド

株式会社コスモテック スーパーピュアネスクリーン　ＰＣ－500D/S ゴールド   
サンワーカー株式会社 クリーンパワー　H-301型 ゴールド
ダアイシム工業株式会社 積層式フィルター装置PU-77 ゴールド

積層式フィルター装置PU-7 ゴールド
ろ過装置ＰＵ－７ ゴールド
ろ過装置ＰＵ－７７ ゴールド
ろ過装置ＰＵ－７７７ ゴールド

株式会社ニクニ エバークリーン ECQ301 ゴールド
エバークリーン ECQ503 ゴールド
エバークリーン ECQ505 ゴールド

日本ボールドウィン株式会社 NF ゴールド
富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社 ECOLI-KIREI 100 ゴールド

「環境保護印刷マーク」[オフ輪］主 な 対 応 印 刷 資 材 一 覧

｢認定ステータス登録基準｣を達成する各種印刷資機材及び技術の対応製品　(略称:：対応資機材）
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（順不同）

該 当 製 品 項 目 製 造 会 社 名 及 び 総 発 売 元 製　　品　　名 ステップ/クラス

ローラー／ ウエノ株式会社 パワーゾールエコ　ＨＡ６００ ゴールド
ブランケット洗浄剤 パワーゾールエコ　ＡＷ８５０ ゴールド

光陽化学工業株式会社 ニューコーヨークリン　ＫＣ－５５ＥＸ ゴールド
DICグラフィックス株式会社 ダイクリーン２１ ゴールド
日本ボールドウィン株式会社 スーパーパック／プリパック ゴールド

オフ輪印刷用インキ 合同インキ株式会社 UNISOYシリーズWEB VS インキタイプ
(ヒートセットおよび サカタインクス株式会社 WM　エコピュアメガ　J　シリーズ
コールドセット) WM　エコピュアメガ　J　LITE　シリーズ

WM　エコピュアメガ　J　ノンヒート　シリーズ
WM　エコピュアメガ　Q　シリーズ

DICグラフィックス株式会社 WSL　SOYBI　シリーズ 　
WS　SOYBI　シリーズ 　
WSL　VOSS　シリーズ 　
WS アンコート VOSS　シリーズ 　
Web World SYNERGYシリーズ (ウェブワールドシナジー シリーズ)  
Web World New ADVAN (ウェブワールド ニューアドバン) 　
Web Zett シリーズ (ウェブゼット シリーズ) 　
Web Zett FINE-DRYシリーズ (ウェブゼット ファインドライ シリーズ) 　

株式会社Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ ベストウェブ BW ショット SOYA
ベストウェブ BW RP SOYA シリーズ
ベストウェブ BW ライスインキ シリーズ

東京インキ株式会社 ウェブアクタス　SD　メジャー　シリーズ
ウェブアクタス　アルックスウェブ　シリーズ
ウェブアクタス　標準色　シリーズ
ウェブアクタス　オフ輪　ＣＣＭ用　シリーズ

東洋インキ株式会社 WD　LEO-X　シリーズ 　　
WD　レオエコー　SOY　シリーズ 　
WD スーパーレオエコー　SOY　シリーズ 　
WK　T　SOY　シリーズ 　
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