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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 岩崎通信機株式会社 MPR-１ シルバー

MFR-3 シルバー
MFR-4 シルバー

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
デジタルオフセットプレート344PII ゴールドプラス

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

三菱製紙株式会社 フレキシブルサーマルCTP印刷版　TDP-R ゴールドプラス
フレキシブルCTP印刷版　SDP-FE シルバー
フレキシブルCTP印刷版　SDP-FRS シルバー
フレキシブルCTP印刷版　SDP-FD シルバー
フレキシブルCTP印刷版　SDP-RR シルバー
フレキシブルCTP印刷版　SDP-RD 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
湿し水ろ過殺菌装置 ＭＦ-20-Ｃ 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  

株式会社ゴールシステム ウォーターエレメント 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

サンワーカー株式会社 クリーンパワー　H-20B型 ゴールド
クリーンパワー　H-150DB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
Ａ　stream ゴールド
B　stream ゴールド

「環境保護印刷マーク」 [枚葉］  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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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

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
株式会社サンライズカンパニー  オートセーフ ゴールド

イージーストリート ゴールド
セーフ&イージー ゴールド
UVクリーンセーフ 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
ダイキュア洗い油Ｓ 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
ハイデルベルグ・ジャパン株式会社 Saphira Wash 502 NV（油性用エコ洗浄剤） ゴールド

Saphira UV Wash SU255（UV用洗浄剤） ゴールド
ロハスプリント株式会社 A3オートウォシュ60 ゴールド

A4オートウォッシュ101 ゴールド
A3UVウォッシュ75 ゴールド
UVウォッシュ65 ゴールド

枚葉印刷用インキ 合同インキ株式会社 ＵＮＩＳＯＹシリーズ プロセスインキ４ＣＳタイプ シルバー
(酸化重合型) ＵＮＩＳＯＹシリーズ ＵＧインキタイプ シルバー

ＵＮＩＳＯＹシリーズ ユニカラーインキタイプ シルバー
ＵＮＩＳＯＹシリーズ カルトンＩＺＭインキタイプ シルバー
ＵＮＩＳＯＹシリーズ プロセスインキ４ＣＳ ＳＨＥタイプ ゴールド
グロス ＯＰニスシリーズ シルバー

サカタインクス株式会社 DT　エコピュア　SOY　CL-100　シリーズ ゴールド
DT　エコピュア　SOY　HP　シリーズ シルバー
DT　エコピュア　SOY　8SPEC　シリーズ シルバー
DT　エコピュア　SOY　NEW　GSL　シリーズ シルバー
DT　エコピュア　SOY　両面機　シリーズ シルバー
DT　エコピュア　SOY　ニューリアルブラック　シリーズ シルバー
DT エコピュア J-PRIDE シリーズ シルバー  

DICグラフィックス株式会社 NS PVF K シリーズ ゴールド
SOYBI Waterless S VF シリーズ ゴールド
SOYBI Waterless S KR シリーズ シルバー
ナチュラリス 100 ゴールド
ドライオカラー ナチュラリス100 ゴールド
スペースカラー フュージョンG シリーズ シルバー
NCP ナチュラリス シルバー
NCP Fグロス シルバー
POP-K/POP-VIP シルバー
ドライオカラー ナチュラリス シルバー

株式会社Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ ベストワン スーパーテックGT シリーズ シルバー
ベストワン パーフェクトGT シリーズ シルバー
ベストワン スーパーテックSG シリーズ シルバー
ベストワン 特殊紙用インキ シリーズ シルバー
ベストワン ライスインキ シリーズ シルバー
ベストワン ベストカートン SOYA シリーズ シルバー
ベストワン GIGA SOYA シリーズ シルバー
ベストワン トオカパントン SOYA シリーズ シルバー
ベストワン 超耐光性 N SOYA シリーズ シルバー
ベストワン A-53 SOYA シリーズ シルバー
ベストワン ベストSP シリーズ シルバー
ベストワン ブロード SOYA シリーズ シルバー
スーパーテックプラス SOYA-E シリーズ ゴールド
ベストワン パーフェクト SOYA-E シリーズ ゴールド
ベストワンＲＩＣｰＥ100シリーズ ゴールド

東京インキ株式会社  ジップセット　ニューセルボ　シリーズ シルバー
ジップセット　ニューセルボ１００　シリーズ ゴールド
ジップセット　ＳＯＹ　ＧＰ標準色　シリーズ シルバー
ジップセット　ＳＯＹ　ＣＡー２　シリーズ シルバー
ジップセット　ＳＯＹ　アルックス　シリーズ シルバー

2 / 3 ページ



（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

東洋インキ株式会社 TK　NEX　シリーズ シルバー
TK NEX PLシリーズ シルバー  

TK　NEX　NV100　シリーズ ゴールド
TK NEX NVシリーズ ゴールド
アクレスエコーNVシリーズ ゴールド
TK　ハイユニティ　SOY　シリーズ シルバー
CKウインエコー　シリーズ シルバー
CKウインエコー　NV　シリーズ ゴールド
SCR SOY　シリーズ シルバー

三菱製紙株式会社 エコダイヤエクセル（墨） シルバー
都インキ株式会社 ｴｺﾊｰﾄS　Libra QFDシリーズ シルバー  

ｴｺﾊｰﾄS　Libra QFD100シリーズ シルバー  

ｴｺﾊｰﾄS　Carton Successシリーズ シルバー  

ｴｺﾊｰﾄS　Vigorusシリーズ シルバー  

ｴｺﾊｰﾄS CMエースシリーズ シルバー  

女神インキ工業株式会社 エストSOプロセスシリーズ シルバー
エストSOプロセスZSLシリーズ ゴールド
GV　SO中間色シリーズ シルバー
SO　OPニスシリーズ シルバー

紫外線硬化型 合同インキ株式会社 UNICUREオフセットインキシリーズ ゴールド
(UV)インキ サカタインクス株式会社 DT エコピュア DＲＥＡＭＣＵＲＥ シリーズ ゴールド  

　 DICグラフィックス株式会社 SUPER UV　シリーズ ゴールド
ダイキュア シリーズ ゴールド
ダイキュア ハイブライト ゴールド

株式会社Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ ベストキュア UV インキシリーズ ゴールド
ベストキュア UV HY-BD シリーズ ゴールド
ベストキュア NO.2 UV SOYA シリーズ ゴールド
ベストキュア UV ライスインキ シリーズ ゴールド
ベストキュア UV SOYA シリーズ ゴールド

東洋インキ株式会社 FLASH　DRY　シリーズ ゴールド
FD　HBエコー　シリーズ ゴールド

女神インキ工業株式会社 メガキュアーシリーズ ゴールド
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