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※国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
環境省ホームページ http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html

自動車の燃費性能の評価及び
公表に関する実施要領

地方公共団体がグリーン購入に際して参考にし
ている環境ラベル制度等（27制度から上位5
制度を図示）

出典：平成21年度地方公共団体のグリーン購
入に関するアンケート調査　集計結果

（平成22年8月環境省）

グリーンマーク

再生紙使用マーク
（Rマーク）

エコマーク認定商品の
情報のご紹介

エコマークと
グリーン購入法特定調達品目
エコマークと
グリーン購入法特定調達品目

エコマーク認定商品の
情報のご紹介

財団法人　日本環境協会　エコマーク事務局
〒103-0002  東京都中央区日本橋馬喰町1-4-16  馬喰町第一ビル9階
TEL : 03-5643-6255　 FAX : 03-5643-6257
エコマーク事務局 E-mail : ecomark@japan.email.ne.jp

グリーンステーションでは、エコマーク商品だけを集めたエコマーク
商品総合情報をご案内します。（エコマーク事務局監修）

カタログ版もあります。（国・自治体等に無料配布）
お問合せ先：（株）ファイン　TEL : 06-6448-0013

インターネット版 「Green Station」

特定調達品目で指定された品目別に検索ができます。

エコマーク商品専門のショッピングサイト 「GS SHOP」

グリーン購入法の調達方針に該当し、適合しているかどうかなどを確
認のうえ、ご購入いただけます。

商品ブランド名、会社名はもちろん
グリーン購入法特定調達品目の
分類で商品を検索できます。

http://www.greenstation.net/

http://shop.greenstation.net/

http://www.ecomark.jp

※2011年グリーン購入法対応

エコマーク事務局
ホームページ

便利なお役立ちコンテンツ

エコマーク商品検索データベース
「認定商品クイック検索」

エコマークは、グリーン購入法
※
に基づく調達の判断目安として活用されています。

エコマーク認定商品は環境をトータルに考慮した
　　　　日本環境協会の厳格な審査をパスしています。

2011（平成23）年度版



平成23年度版 エコマークとグリーン購入法 特定調達品目の対応表
エコマーク認定商品は、原則としてグリーン購入法（判断の基準）に適合しています。

　なお、エコマーク認定基準においては、例えば、判断の基準で指定されていない再生材料等の使用も認めている場合があり、エコマー
ク認定商品の一部にグリーン購入法（判断の基準）（以下、「G法」と略記）に適合しないものもあります。備考欄をご参照のうえ、個別
にご確認ください。
　エコマーク認定基準の最新情報は、エコマークホームページ（http://www.ecomark.jp/）よりご確認いただけます。

グ リ ー ン 購 入 法 エ コ マ ー ク
分　　　野 特定調達品目 対応するエコマーク商品類型 備　　　考

紙類
情報用紙

コピー用紙
No.106「情報用紙」フォーム用紙

インクジェットカラープリンター用塗工紙

印刷用紙
塗工されていない印刷用紙

No.107「印刷用紙」
塗工されている印刷用紙

衛生用紙
トイレットペーパー

No.108「衛生用紙」
ティッシュペーパー

文具類 シャープペンシル

No.112「文具 ･ 事務用品」

シャープペンシル替芯
ボールペン
マーキングペン
鉛筆
スタンプ台
朱肉
印章セット
印箱
公印
ゴム印
回転ゴム印
定規
トレー

消しゴム
G 法は巻き紙（スリーブ）で判断、エコマーク
は字消し材中身を評価。ケースがプラ製の認定
品は G 法に適合

ステープラー（汎用型）
ステープラー（汎用型以外）
ステープラー針リムーバー
連射式クリップ（本体）
事務用修正具（テープ）
事務用修正具（液状）
クラフトテープ

粘着テープ（布粘着） No.118「プラスチック製品」 ポストコンシューマ材料：エコマークでは 25%
以上を要求、G 法では 40％以上を要求

両面粘着紙テープ

No.112「文具 ･ 事務用品」

製本テープ
ブックスタンド
ペンスタンド
クリップケース
はさみ
マグネット（玉）
マグネット（バー）
テープカッター
パンチ（手動）
モルトケース（紙めくり用スポンジケース）
紙めくりクリーム
鉛筆削（手動）
OA クリーナー（ウェットタイプ）
OA クリーナー（液タイプ）
ダストブロワー 対象基準なし
レターケース

No.112「文具 ･ 事務用品」

メディアケース
マウスパッド
ＯＡ フィルター（枠あり）
丸刃式紙裁断機
カッターナイフ
カッティングマット
デスクマット
OHP フィルム
絵筆
絵の具
墨汁
のり（液状）（補充用を含む。）
のり（澱粉のり）（補充用を含む。）
のり（固形）
のり（テープ）
ファイル
バインダー
ファイリング用品
アルバム
つづりひも
カードケース
事務用封筒（紙製）
窓付き封筒（紙製）
けい紙

エコマークでは白色度の基準なし
起案用紙



グ リ ー ン 購 入 法 エ コ マ ー ク
分　　　野 特定調達品目 対応するエコマーク商品類型 備　　　考

文具類 ノート

No.112「文具 ･ 事務用品」

古紙パルプ配合率：エコマークでは 50%以上
を要求、G 法では 70％以上を要求

パンチラベル
タックラベル
インデックス
付箋紙
付箋フィルム
黒板拭き
ホワイトボード用イレーザー
額縁

ごみ箱 No.128「日用品」 プレコンシューマ材料 70%未満の認定品は G
法に不適合

リサイクルボックス No.112「文具 ･ 事務用品」
缶・ボトルつぶし機（手動） No.128「日用品」
名札（机上用）

No.112「文具 ･ 事務用品」
名札（衣服取付型／首下げ型）

鍵かけ（フックを含む。） No.118「プラスチック製品」 ポストコンシューマ材料：エコマークでは 25%
以上を要求、G 法では 40％以上を要求

チョーク
No.112「文具 ･ 事務用品」

グランド用白線

梱包用バンド
紙製：No.114「紙製の包装用材」
プラスチック製：No.118「プラ
スチック製品」

プラ製バンドのうちプレコンシューマ材料使用
の認定品は G 法に不適合

オフィス家具等 いす

No.130「家具」

机
棚
収納用什器（棚以外）
ローパーティション
コートハンガー
傘立て
掲示板
黒板
ホワイトボード

OA機器

コピー機等

コピー機 No.117「複写機」

複合機 No.117「複写機」
または No.122「プリンタ」

拡張性のあるデジタルコピー機 No.117「複写機」

電子計算機 電子計算機 No.119「パーソナルコンピュー
タ」 本年 4 月にエコマーク基準を改定予定

プリンタ等
プリンタ

No.122「プリンタ」
プリンタ／ファクシミリ兼用機

ファクシミリ ファクシミリ
対象基準なしスキャナ スキャナ

磁気ディスク装置 磁気ディスク装置

ディスプレイ ディスプレイ No.119「パーソナルコンピュー
タ」 本年 4 月にエコマーク基準を改定予定

シュレッダー シュレッダー 対象基準なし
デジタル印刷機 デジタル印刷機 No.133「デジタル印刷機」 リユース機の一部は G 法に不適合
記録用メディア 記録用メディア No.112「文具・事務用品」

電池 一次電池又は小形充電式電池 対象基準なし

電子式卓上計算機 電子式卓上計算機 No.135「太陽電池を使用した製
品」 エコマークでは再生プラスチックの基準なし

カートリッジ等
トナーカートリッジ No.132「トナーカートリッジ」
インクカートリッジ No.142「インクカートリッジ」

掛時計 掛時計 No.134「時計」
自然エネルギーのうち、太陽電池以外（熱発電、
自動巻／手巻式発電、自動巻／手巻式ぜんまい
駆動）の認定品は G 法に不適合

プロジェクタ プロジェクタ No.145「プロジェクタ」
移動電話 2 品目

対象基準なし家電製品 電気冷蔵庫等 3 品目
テレビジョン受信機 テレビジョン受信機

電気便座 電気便座 No.116「節水型機器」 G 法はエネルギー消費効率で判断。エコマーク
は電気便座単体ではなく大便器セット品を評価。

電子レンジ 電子レンジ

対象基準なし

エアコンディショナー等 3 品目
温水器等 4 品目
照明 照明器具 3 品目

ランプ 2 品目
自動車等 自動車 自動車

ITS 対応車載器 2 品目
タイヤ 乗用車用タイヤ

エンジン油 2 サイクルエンジン油 No.110「生分解性潤滑油」
消火器 消火器 No.127「消火器」
制服・作業服 制服

No.103「衣服」
再生 PET 繊維の認定品、または回収・リサイク
ルでの認定品で再生 PET 繊維を 10%以上使用
した製品は G 法に適合

作業服
帽子

インテリア・
寝装寝具 カーテン等

カーテン
No.104「家庭用繊維製品」

制服・作業服に同じ
布製ブラインド

カーペット

タフテッドカーペット
タイルカーペット No.118「プラスチック製品」
織じゅうたん

No.104「家庭用繊維製品」
ニードルパンチカーペット

毛布等
毛布

制服・作業服に同じ
ふとん

ベッド
ベッドフレーム

No.130「家具」
木質製の一部と金属製の認定品は G 法に不適合

マットレス エコマーク認定でも再生材料の使用のないもの
及び金属製のものは G 法に不適合

作業手袋 作業手袋 No.103「衣服」 再生 PET 繊維の認定品は G 法に適合
その他
繊維製品 テント・シート類

集会用テント No.104「家庭用繊維製品」 制服・作業服に同じ
ブルーシート No.128「日用品」 再生ポリエチレンの認定品は G 法に適合

防球ネット 防球ネット No.105「工業用繊維製品」
再生 PET 繊維または再生ポリエチレン繊維の認
定品、及び再生 PET 繊維を 10%以上使用し、
かつ回収・リサイクルでの認定品は G 法に適合



グ リ ー ン 購 入 法 エ コ マ ー ク
分　　　野 特定調達品目 対応するエコマーク商品類型 備　　　考

旗・のぼり・幕類
旗

No.105「工業用繊維製品」 制服・作業服に同じのぼり
幕

その他
繊維製品

モップ モップ No.104「家庭用繊維製品」

未利用繊維または反毛繊維の認定品（いずれも
25%以上使用した製品）、リサイクル繊維（再
生 PET 繊維、ケミカルリサイクル繊維など）の
認定品、及び回収・リサイクルでの認定品（再生
繊維を 10%以上使用した製品）は G 法に適合

設備 太陽光発電システム（公共・産業用）

対象基準なし
太陽熱利用システム（公共・産業用）
燃料電池
生ゴミ処理機
節水機器 No.116「節水型機器」
日射調整フィルム

対象基準なし
防災備蓄用品 防災備蓄用品

（飲料水）ペットボトル飲料水

防災備蓄用品（食料）4 品目（缶詰、アルファ化米、乾パン、レトル
ト食品等）

防災備蓄用品（生活用品・資材）

毛布 No.104「家庭用繊維製品」 制服・作業服に同じ
作業用手袋 No.103「衣服」 再生 PET 繊維の認定品は G 法に適合
テント No.104「家庭用繊維製品」 制服・作業服に同じ
ブルーシート No.128「日用品」 再生ポリエチレンの認定品は G 法に適合
一次電池

対象基準なし

非常用携帯燃料
公共工事
資材

盛土材等

建設汚泥から再生した処理土
土工用水砕スラグ
銅スラグを用いたケーソン中詰め材
フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め
材

地盤改良材 地盤改良用製鋼スラグ

No.131「土木製品」

製鋼スラグ原料のものは G 法に適合

コンクリート用スラグ骨材

高炉スラグ骨材
フェロニッケル骨材
銅スラグ骨材
電気炉酸化スラグ骨材

アスファルト混合物
再生加熱アスファルト混合物 アスファルト・コンクリート塊原料のものは G

法に適合
鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 鉄鋼スラグ原料のものは G 法に適合
中温化アスファルト混合物 対象基準なし

路盤材
鉄鋼スラグ混入路盤材

No.131「土木製品」
鉄鋼スラグ原料のものは G 法に適合

再生骨材等 アスファルト・コンクリート塊原料のものは G
法に適合

小径丸太材 間伐材 No.115「間伐材、再・未利用木
材などを使用した製品」 間伐材を使用したものは G 法に適合

混合セメント
高炉セメント

No.131「土木製品」

高炉スラグ 30%未満のものはエコマーク認定
でも G 法に不適合

フライアッシュセメント フライアッシュ 10%未満のものはエコマーク
認定でも G 法に不適合

セメント エコセメント
コンクリート及び
コンクリート製品 透水性コンクリート

鉄鋼スラグ水和固化体 鉄鋼スラグブロック

対象基準なし
吹付けコンクリート フライアッシュを用いた吹付けコンクリート

塗料 3 品目
防水 高日射反射率防水

舗装材
再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成） No.109「タイル・ブロック」 G 法とエコマークでは対象となる再生材料の種

類が一部異なる
再生材料を用いた舗装用ブロック類

（プレキャスト無筋コンクリート製品）
No.109「タイル・ブロック」
No.131「土木製品」

都市ごみ焼却灰、下水道汚泥 20％（15％）未
満のものはエコマーク認定でも G 法に不適合

園芸資材
バークたい肥 No.115「間伐材、再・未利用木

材などを使用した製品」
樹皮が 50％未満のものはエコマーク認定でも
G 法に不適合

下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料（下水汚泥コン
ポスト） 対象基準なし

道路照明 環境配慮型道路照明
No.131「土木製品」

中央分離帯ブロック 再生プラスチック製中央分離帯ブロック

タイル 陶磁器質タイル No.109「タイル・ブロック」 G 法とエコマークでは対象となる再生材料の種
類が一部異なる

建具 断熱サッシ・ドア 対象基準なし

製材等

製材
No.115「間伐材、再・未利用木
材などを使用した製品」

G 法とエコマークでは対象となる再生材料の種
類が一部異なる

集成材
合板
単板積層材

フローリング フローリング No.123「建築製品（内装工事関
係用資材）」

G 法とエコマークでは対象となる再生材料の種
類が一部異なる

再生木質ボード
パーティクルボード No.111「木材などを使用したボ 

ード」繊維板
木質系セメント板 対象基準なし

ビニル系床材 ビニル系床材 No.123「建築製品（内装工事関
係用資材）」

PF（種類）に該当するものは G 法の対象外
断熱材 断熱材

照明機器 照明制御システム
対象基準なし変圧器 変圧器

空調用機器 5 品目

配管材 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 No.138「建築製品（材料系の資
材）」

ポストコンシューマ材料が重量比を満たさない
ものはエコマーク認定でも G 法に不適合

衛生器具
自動水栓

No.116「節水型機器」自動洗浄装置及びその組み込み小便器
洋風便器

コンクリート型枠 再生材料を使用した型枠 No.131「土木製品」 使用後の再リサイクルが行われていないものは
エコマーク認定でも G 法に不適合

建設機械 2 品目

対象基準なし
工法 7 品目

目的物 3 品目
役務 16 品目


