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品目名から該当するエコマーク商品類型（認定基準）をさがす 

 あ行  か行  さ行  た行  な行  は行  ま行  や行  ら行  わ行 

※サービス分野の商品類型はエコマーク認定サービスのページにてご確認ください 

 品目 備考  商品類型名 分類 

あ 空き缶/ペットボトル回収箱  128 日用品 E.清掃・収納用品、室内装飾・芸術品 

 アスファルト付着防止剤  110 生分解性潤滑油 その他の潤滑油 

 アタッシュケース  101 かばん・スーツケース F.スーツケース、アタッシュケース 

 圧着はがき   112 文具・事務用品   

 油吸収材/油吸着材  105 工業用繊維製品   

 油吸収材 台所用品 128 日用品 

C.台所用水切り、廃食用油吸収

材、食用油濾過器 

 油吸着材 廃植物繊維使用 （業務用） 115 
間伐材、再・未利用木材などを使

用した製品 

G:その他業務用品 

 油ろ過器  128 日用品 

C.台所用水切り、廃食用油吸収

材、食用油濾過器 

 網戸用網  105 工業用繊維製品   

 安全靴  143 靴・履物   

 案内表示板  118 プラスチック製品 

(6)屋内設備・設置用品/(8)屋外設

備・設置用品 

い 育苗ポット  128 日用品 H.ペット・園芸用品 

 育苗ポット 生分解性機能を有する 141 生分解性プラスチック製品 

A.農林業用資材/育苗ポット・苗木

ポット 

 いす  130 家具 いす 

 板ガラス  124 ガラス製品 B.板ガラス 

 糸  104 家庭用繊維製品 E.紡織基礎製品 

 衣服  103 衣服   

 医療廃棄物容器  118 プラスチック製品 (8)屋外設備・設置用品 

 インキ 
印刷、フレキソ、凸版、新

聞、グラビア、UV 他 
102 印刷インキ  

 インクカートリッジ 新品、再生 142 インクカートリッジ  

 インクジェット用紙  106 情報用紙  

 インク補充容器   112 文具・事務用品  

 印刷物  120 紙製の印刷物  

 印刷用紙  107 印刷用紙  

 
インシュレーションファイバ

ーボード 
JIS A5905 111 木材などを使用したボード  

 インターロッキングブロック  109 タイル・ブロック  

 飲料用カップ カップ、蓋（持ち帰り用） 140 
飲食料品、化粧品、家庭用品な

どの容器包装 

 

う 植木鉢  128 日用品 H.ペット・園芸用品/園芸用品 

  ウエス  105 工業用繊維製品   

  ウォーターサーバ用水容器  121 リターナブル容器・包装資材 E.金属製容器・包装資材 

  
雨水貯留槽/雨水貯留タン

ク 
 137 

建築製品(外装・外構工事関係用

資材) 

D.外構工事用資材/D-3雨水貯留

槽 

  うちわ  128 日用品 M.その他製品 

  腕時計  134 時計 ウオッチ完成品 

  埋戻材  131 土木製品 J.その他資材/埋戻材 

  羽毛布団  104 家庭用繊維製品   

  裏地  104 家庭用繊維製品 E.紡織基礎製品 

  運動着  103 衣服 

A.制服、事務服、作業服、衛生衣

およびスポーツ着、外衣 

え 映写用スクリ-ン  105 工業用繊維製品   

  エプロン  104 家庭用繊維製品 C.身の回り品 

  MDF JIS A5905 111 木材などを使用したボード   

  LED ランプ  150 電球形 LED ランプ(A形)   

  LCDモニタ  119 パーソナルコンピュータ LCDモニタ 

  園芸器具  128 日用品 H.ペット・園芸用品 

お ＯＡフロア  123 建築製品(内装工事関係用資材) 

D.ユニットおよびその他の工事用

資材/D-3 フリーアクセスフロア 
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 品目 備考  商品類型名 分類 

  おがくず  115 
間伐材、再・未利用木材などを使

用した製品 

  

  オフセットインキ  102 印刷インキ A.平版インキおよび新聞インキ 

  折り紙   112 文具・事務用品   

  折り畳みコンテナ  118 プラスチック製品 (10)その他の製品 

  織物  104 家庭用繊維製品 E.紡織基礎製品 

  温水洗浄便座付き大便器  156 便器などの衛生器具便器   

か カーテン  104 家庭用繊維製品 A.家庭用繊維製品 

 カーテンフック  128 日用品 E.清掃・収納用品、室内装飾・芸術品 

 カーペット  104 家庭用繊維製品   

 回収容器  121 リターナブル容器・包装資材 E.金属製容器・包装資材 

 外装材  137 
建築製品(外装・外構工事関係用

資材) 

  

 外装パネル  137 
建築製品(外装・外構工事関係用

資材) 

C.外装工事用資材/C-1外装材/

外装材料 

 会報  120 紙製の印刷物 業務用印刷物 

 買い物袋(繊維)  101 かばん・スーツケース 

B.布製ショッピングバッグ、トートバ

ッグ 

 街路灯  135 太陽電池を使用した製品   

 加煙試験器  163 ノンフロン加煙試験器   

 家具  130 家具   

 家計簿  112 文具・事務用品   

 傘立て  130 家具   

 ガス漏れ警報器  139 建築製品(設備) 

A.避難設備機具・セキュリティーシ

ステム/A-1ガス漏れ警報器 

 肩パッド  104 家庭用繊維製品   

 カタログ  120 紙製の印刷物 宣伝用印刷物 

 型枠  131 土木製品 G.仮設材 

 学校制服  103 衣服 

A.制服、事務服、作業服、衛生衣

およびスポーツ着、外衣 

 活性炭  115 
間伐材、再・未利用木材などを使

用した製品 

F.活性炭 

 かばん  101 かばん・スーツケース   

 花瓶  128 日用品 E.清掃・収納用品、室内装飾・芸術品 

 壁紙  123 建築製品(内装工事関係用資材) C.内装工事用資材/C-3壁紙 

 壁材  115 
間伐材、再・未利用木材などを使

用した製品 

B.屋内用品 

 紙トレー 食品用 114 紙製の包装用材 紙トレー 

 紙ひも  114 紙製の包装用材 紙ひも 

 ガムテープ  112 文具・事務用品 その他粘着テープ 

 通い箱  118 プラスチック製品 (10)その他の製品 

 画用紙   112 文具・事務用品   

 カラーコーン  118 プラスチック製品 (10)その他の製品 

 カラープリンタ用紙  106 情報用紙 カラープリンタ用紙 

 ガラスびん  124 ガラス製品 A.ガラス製のびん 

 カレンダー（壁掛け）  120 紙製の印刷物   

 カレンダー（卓上）  112 文具・事務用品   

 革製衣料品/革製手袋  144 革製衣料品・手袋・ベルト   

 瓦  137 
建築製品(外装・外構工事関係用

資材) 

  

 玩具(プラスチック製) プラスチック製 118 プラスチック製品 (3)玩具・遊具・スポーツ用品・道具 

 緩衝材（紙製） 紙製 114 紙製の包装用材 包装用緩衝材 

 緩衝材(プラスチック製) プラスチック製 140 
飲食料品、化粧品、家庭用品な

どの容器包装 

J.容器包装用プラスチック製資材 

き 生地   104 家庭用繊維製品 E.紡織基礎製品 

  擬石   131 土木製品 E.造園・緑化材/擬石 

  切手収納ケース   112 文具・事務用品   

  木箱   115 
間伐材、再・未利用木材などを使

用した製品 

  

  擬木   131 土木製品 E.造園・緑化材/擬木 
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 品目 備考  商品類型名 分類 

  脚立   130 家具 ふみ台/ふみ台 

  キャビネット   130 家具 キャビネット 

  吸音材 JIS以外の再生PETのもの 105 工業用繊維製品   

  吸音板 JISに該当するもの 123 建築製品(内装工事関係用資材) C-1ボード/内装用ボード 

  救命胴衣   103 衣服 G.その他の衣服 

く 杭 表示杭、標識杭 など 118 プラスチック製品 (8)屋外設備・設置用品 

  靴 
革製、ゴム製、プラスチック

製、布製 
143 靴・履物   

  くつ下   103 衣服 

E.くつ下・パンティストッキング・タイ

ツ・足袋 

  グラビアインキ   102 印刷インキ B.グラビアインキ 

  グリース   110 生分解性潤滑油 グリース 

  グリーンティングカード   112 文具・事務用品   

  クリップ・クリップスタンド   112 文具・事務用品   

  車止め   131 土木製品 E.造園・緑化材/車止め 

  軍手   103 衣服 F.帽子・手袋 

け 携帯ボトル   146 まほうびん   

  慶弔袋及び金封   112 文具・事務用品   

  鶏卵容器（紙製） 紙製 114 紙製の包装用材 包装用緩衝材 

  ケース(通帳用・名刺用)  112 文具・事務用品   

  ケーブルトラフ  131 土木製品 J.その他資材/ケーブルトラフ 

  化粧品容器  140 
飲食料品、化粧品、家庭用品な

どの容器包装 

  

  化粧用コットン  104 家庭用繊維製品 A.家庭用繊維製品 

  建築用仕上げ塗材  126 塗料 F.建築用塗料 

  建築用テープ  118 プラスチック製品 (8)屋外設備・設置用品 

こ コインカウンター   112 文具・事務用品   

  工業用繊維  105 工業用繊維製品   

  工作用紙  112 文具・事務用品   

  工事現場掲示板  118 プラスチック製品 (8)屋外設備・設置用品 

  合成木材  137 
建築製品(外装・外構工事関係用

資材) 

  

  高速シートシャッター  123 建築製品(内装工事関係用資材) 

D.ユニットおよびその他の工事用

資材/D-5高速シートシャッター 

  合板  115 
間伐材、再・未利用木材などを使

用した製品 

 

  合皮基布  105 工業用繊維製品   

  コーン  131 土木製品 

F.舗装・道路用材/道路用材/その

他の道路用材 

  コップ  128 日用品 A.食器 

  コピー用紙  106 情報用紙 PPC用紙 

  ごみ箱  112 文具・事務用品 ごみ箱 

  ごみ袋  128 日用品 

E.清掃・収納用品、室内装飾・芸術

品/清掃用品/ごみ袋 

  ゴム弾性舗装用マット  131 土木製品 F.舗装・道路用材/ゴム製舗装材 

  コルクシート シート 115 
間伐材、再・未利用木材などを使

用した製品 

B.屋内用品 

  コンクリート材料/製品   131 土木製品 

 

  コンテナ リターナブル 121 リターナブル容器・包装資材 B.プラスチック製容器・包装資材 

  コンテナ袋   105 工業用繊維製品   

  コンピュータ   119 パーソナルコンピュータ   

  梱包資材 プラスチック製 118 プラスチック製品 (5)包装用品 

  コンポスト化機 家庭用 125 生ごみ処理機 生ごみ処理容器 

さ サーバ   159 サーバ類   

  最終処分場用マット(繊維)   105 工業用繊維製品   

  左官材   138 建築製品(材料系の資材)  C.左官工事用資材/C-1左官材 

  作業服   103 衣服 

A.制服、事務服、作業服、衛生衣、

スポーツ着および外衣 

  作業用手袋   103 衣服 F.帽子・手袋 
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 品目 備考  商品類型名 分類 

  雑草抑制シート   131 土木製品 

E.造園・緑化材/根茎調節資材（雑

草抑制シート、見切り材) 

  皿   128 日用品 A.食器 

  三角巾   103 衣服 F.帽子・手袋 

  三角コーナー   128 日用品 

C.台所用水切り、廃食用油吸収

材、食用油濾過器 

し シーツ   104 家庭用繊維製品 A.家庭用繊維製品 

  シート材(プラスチック)   118 プラスチック製品 

(3)玩具・遊具・スポーツ用品・道具

/(10)その他の製品 

  しおり   112 文具・事務用品 その他製品 

  紙管    112 文具・事務用品   

  敷板 プラスチック製 118 プラスチック製品 (8)屋外設備・設置用品 

  敷き砂利   131 土木製品 E.造園・緑化材/人工造園材料 

  下着   103 衣服 B.下着 

  下敷き    112 文具・事務用品   

  下地材 JISA5905 111 木材などを使用したボード   

  自動車保険   147 損害保険 A.自動車保険 

  自動車補修用塗料   126 塗料 

F.建築用塗料/建築用下地調整塗

材 

  自動車内張   105 工業用繊維製品   

  地盤改良材   131 土木製品 J.その他資材/地盤改良材 

  事務服   103 衣服 

A.制服、事務服、作業服、衛生衣、

スポーツ着および外衣 

  シャワーヘッド   158 節水器具   

  修正テープカートリッジ   112 文具・事務用品   

  集成パネル   115 
間伐材、再・未利用木材などを使

用した製品 

B.屋内用品 

  住宅用太陽光発電システム   135 太陽電池を使用した製品   

  柔道着   103 衣服 

A.制服、事務服、作業服、衛生衣

およびスポーツ着、外衣 

  樹脂凸版インキ   102 印刷インキ C.樹脂凸版インキ 

  潤滑油   110 生分解性潤滑油 その他の潤滑油 

  消音ピアノユニット   148 楽器 A.消音ピアノユニット 

  消火器   127 消火器   

  浄化槽   151 浄化槽   

  障子   123 建築製品(内装工事関係用資材) B.建具工事用資材/B-1障子・襖 

  障子紙   123 建築製品(内装工事関係用資材) 

B.建具工事用資材/B-2障子紙・

襖紙/襖紙 

  
小出力太陽光発電用パワ

ーコンディショナ 
  135 太陽電池を使用した製品   

  小便器   156 便器などの衛生器具便器   

  消防ホース 繊維 105 工業用繊維製品 ホース類 

  植生シート   141 生分解性プラスチック製品 B.造園・緑化用資材 

  食卓トレー   128 日用品 B.台所・食卓・ランチ・レジャー用品 

  食品容器/食品包装   140 
飲食料品、化粧品、家庭用品な

どの容器包装 

  

  食品用トレイ   140 
飲食料品、化粧品、家庭用品な

どの容器包装 

  

  食用油ろ過器   128 日用品 

C.台所用水切り、廃食用油吸収

材、食用油濾過器 

  食器 

さら、わん、どんぶり、コッ

プ、フォーク、スプーン、はし 

他 

128 日用品 A.食器 

  食器汚れふきとり紙   128 日用品 

B.台所・食卓・ランチ・レジャー用品/

その他の台所用品および食卓用品 

  ショッピングバスケット   118 プラスチック製品 (9)自己再資源化製品 

  書道用下敷き  104 家庭用繊維製品 D.その他の生活・文化用品 

  書道用紙    112 文具・事務用品   

  寝具   104 家庭用繊維製品 A:家庭用繊維製品 

  人工芝   131 土木製品 E.造園・緑化材/人工芝生 

  芯地   104 家庭用繊維製品 E.紡織基礎製品 

https://www.ecomark.jp/nintei/131.html
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https://www.ecomark.jp/nintei/126.html
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https://www.ecomark.jp/nintei/115.html
https://www.ecomark.jp/nintei/115.html
https://www.ecomark.jp/nintei/135.html
https://www.ecomark.jp/nintei/103.html
https://www.ecomark.jp/nintei/102.html
https://www.ecomark.jp/nintei/110.html
https://www.ecomark.jp/nintei/148.html
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https://www.ecomark.jp/nintei/141.html
https://www.ecomark.jp/nintei/128.html
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 品目 備考  商品類型名 分類 

  新聞インキ   102 印刷インキ A.平版インキおよび新聞インキ 

す 水栓   157 給水栓   

  水道用継ぎ手管  118 プラスチック製品 (10)その他の製品 

  スーツケース  101 かばん・スーツケース F.スーツケース、アタッシュケース 

  スキャナ  155 複写機・プリンタなどの画像機器   

  スケッチブック   112 文具・事務用品   

  ストップウォッチ  134 時計   

  スニーカー  143 靴・履物   

  すのこ  128 日用品 D.洗たく・風呂場・サニタリー用品 

  スポーツウェア  103 衣服 

A.制服、事務服、作業服、衛生衣

およびスポーツ着、外衣 

せ 制服  103 衣服 

A.制服、事務服、作業服、衛生衣、

スポーツ着および外衣 

  生分解性プラスチック製品  141 生分解性プラスチック製品   

  せっけん  129 廃食用油再生せっけん   

  節水コマ  158 節水器具 A.節水コマ 

  繊維強化セメント板  123 建築製品(内装工事関係用資材) 

C.内装工事用資材/C-1ボード/繊

維強化セメント板 JIS A5430 

  繊維板 JISA5905  111 木材などを使用したボード   

  繊維ボード  105 工業用繊維製品   

  選挙ポスター掲示板  118 プラスチック製品 (8)屋外設備・設置用品 

  線香  128 日用品 L.マッチ、つけ木、線香 

  洗面器  128 日用品 D.洗たく・風呂場・サニタリー用品 

そ 掃除機用フィルター袋  128 日用品 J.掃除機用フィルター袋 

  ソファ  130 家具 83126長いす 

た 耐火鋼材  138 建築製品(材料系の資材)  

D.鋼材・非鉄金属資材/D-1耐火

鋼材 

  体操服  103 衣服 

A.制服、事務服、作業服、衛生衣

およびスポーツ着、外衣 

  タイツ  103 衣服 

E.くつ下・パンティストッキング・タイ

ツ・足袋 

  大便器  156 便器などの衛生器具便器   

  タイムカード   112 文具・事務用品   

  太陽電池モジュール  135 太陽電池を使用した製品   

  太陽熱利用システム  154 太陽熱利用システム   

  タイル  109 タイル・ブロック   

  タイル 木製 131 土木製品 A.木材 

  タイルカーペット  123 建築製品(内装工事関係用資材) C-7.タイルカーペット 

  タオル  104 家庭用繊維製品 A.家庭用繊維製品 

  宅地マス  138 建築製品(材料系の資材)  C.左官工事用資材/C-1左官材 

  竹炭  115 
間伐材、再・未利用木材などを使

用した製品 

  

  多孔管(プラスチック製)  118 プラスチック製品 (8)屋外設備･設置用品 

  ダストコントロールマット  128 日用品 F.ダストコントロールマット 

  畳、畳床 JIS A5901 123 建築製品(内装工事関係用資材) 

C.内装工事用資材/C-2畳/稲わら

畳床及び稲わらサンドイッチ畳床 

  畳縁   105 工業用繊維製品   

  畳床材 JIS A5905  111 木材などを使用したボード   

  棚  130 家具 棚/物品棚 

  足袋  103 衣服 

E.くつ下・パンティストッキング・タイ

ツ・足袋 

  タブレット  119 パーソナルコンピュータ D.タブレット端末 

  タペストリー  105 工業用繊維製品   

  たんす  130 家具   

  短繊維  105 工業用繊維製品   

  断熱材 

セルロースファイバー、グラ

スウール、木質繊維、無機・

有機混合系 

123 建築製品(内装工事関係用資材) C.内装工事用資材/C-4断熱材 

ち チェーンソーオイル  110 生分解性潤滑油 その他の潤滑油 

  チャイルドシート  153 乳幼児用品   

https://www.ecomark.jp/nintei/102.html
https://www.ecomark.jp/nintei/157.html
https://www.ecomark.jp/nintei/118.html
https://www.ecomark.jp/nintei/101.html
https://www.ecomark.jp/nintei/155.html
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https://www.ecomark.jp/nintei/141.html
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 品目 備考  商品類型名 分類 

  調湿材  115 
間伐材、再・未利用木材などを使

用した製品 

H.土壌改良資材 

  チョークケース  112 文具・事務用品   

  ちり紙  108 衛生用紙 ちり紙 

  ちりとり  128 日用品 

E.清掃・収納用品、室内装飾・芸術

品/清掃用品/ちり取り 

つ 2サイクルエンジン油  110 生分解性潤滑油 2サイクルエンジン油 

  机  130 家具 机/座机 

 付け替え容器  140 
飲食料品、化粧品、家庭用品な

どの容器包装 
A-2. 付け替え容器 

  詰め替え容器 

洗剤、シャンプー・ソープ

類、石けん、インスタントコ

ーヒー、OA クリーナー、他 

140 
飲食料品、化粧品、家庭用品な

どの容器包装 

A-1. 詰め替え容器 

て ディスプレイ   119 パーソナルコンピュータ G.ディスプレイ 

  ティッシュペーパー 
ボックスティッシュ、ポケット

ティッシュ 
108 衛生用紙 ティッシュペーパー 

  ティッシュボックス   128 日用品 E.清掃・収納用品、室内装飾・芸術品 

  低排土鋼管杭   131 土木製品 B.鉄鋼建材/低排土鋼管杭 

  テープ 
クラフトテープ、両面紙テー

プ、布粘着テープ 
112 文具・事務用品   

  テープ  118 プラスチック製品 (5)包装用品 、(8)屋外設備・設置用品 

  
テープ印字機等用カセット・

テープ 
 112 文具・事務用品   

  テーブル  130 家具 テーブル/座卓 

  手提袋 紙製 112 文具・事務用品   

  手提袋 プラスチック製 118 プラスチック製品 (5)包装用品 

  手提げ用ハンドル プラスチック製 128 日用品 M.その他/その他の住生活用品 

  デジタル印刷機 新品、リユース機 133 デジタル印刷機   

  てすり  115 
間伐材、再・未利用木材などを使

用した製品 

B.屋内用品 

  手帳  112 文具・事務用品   

  デッキ材 再生プラスチック 137 
建築製品(外装・外構工事関係用

資材) 

D.外構工事用資材/D-1プラスチッ

クデッキ材 

  デッキ材 
木材･プラスチック再生複合

材 
137 

建築製品(外装・外構工事関係用

資材) 

D.外構工事用資材/D-2木材･プラ

スチック再生複合材 

  デッキプレート   138 建築製品(材料系の資材)  C.左官工事用資材/C-1左官材 

  手袋   103 衣服 F.帽子・手袋 

  手袋 革製 144 革製衣料品・手袋・ベルト   

  テレビ  152 テレビ   

  電気子メーター  136 リユース製品 C.電力計 電気子メーター 

  電気絶縁油  110 生分解性潤滑油 その他の潤滑油 

  点字シート  123 建築製品(内装工事関係用資材) 

D.ユニットおよびその他の工事用

資材/D-2点字鋲/点字シート 

  天井材  123 建築製品(内装工事関係用資材) 

C.内装工事用資材/C-1ボード/内

装用ボード 

  電卓  135 太陽電池を使用した製品 

D.携帯型製品・車載用品/文具・事

務機器・教材・がん具 

  テント  104 家庭用繊維製品   

と トイレ  156 便器などの衛生器具便器   

  トイレットペーパー  108 衛生用紙   

  トイレブース  115 
間伐材、再・未利用木材などを使

用した製品 

B.屋内用品 

  透水平板  109 タイル・ブロック 

舗装・境界ブロック類/平板/透水

平板 

  トートバック  101 かばん・スーツケース 

B.布製ショッピングバッグ、トートバ

ッグ 

  時計 腕時計、掛け時計 他 134 時計   

  塗材   126 塗料 F.建築用塗料/建築用仕上げ塗材 

  トナーカートリッジ 新品、再生 132 トナーカートリッジ   

  土木用繊維資材 袋材、マット 他 105 工業用繊維製品   
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https://www.ecomark.jp/nintei/133.html
https://www.ecomark.jp/nintei/115.html
https://www.ecomark.jp/nintei/115.html
https://www.ecomark.jp/nintei/112.html
https://www.ecomark.jp/nintei/137.html
https://www.ecomark.jp/nintei/137.html
https://www.ecomark.jp/nintei/137.html
https://www.ecomark.jp/nintei/137.html
https://www.ecomark.jp/nintei/138.html
https://www.ecomark.jp/nintei/103.html
https://www.ecomark.jp/nintei/144.html
https://www.ecomark.jp/nintei/152.html
https://www.ecomark.jp/nintei/136.html
https://www.ecomark.jp/nintei/110.html
https://www.ecomark.jp/nintei/123.html
https://www.ecomark.jp/nintei/123.html
https://www.ecomark.jp/nintei/135.html
https://www.ecomark.jp/nintei/104.html
https://www.ecomark.jp/nintei/156.html
https://www.ecomark.jp/nintei/108.html
https://www.ecomark.jp/nintei/115.html
https://www.ecomark.jp/nintei/115.html
https://www.ecomark.jp/nintei/109.html
https://www.ecomark.jp/nintei/101.html
https://www.ecomark.jp/nintei/134.html
https://www.ecomark.jp/nintei/126.html
https://www.ecomark.jp/nintei/132.html
https://www.ecomark.jp/nintei/105.html


※リストにない商品でも認定基準を満たしていれば認定審査申し込みが可能です。 
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 品目 備考  商品類型名 分類 

  塗膜防水材  126 塗料 

K.JIS規定外の塗料および工業用

塗料 

  ドラム缶  121 リターナブル容器・包装資材 E.金属製容器・包装資材 

  塗料  126 塗料 

 

  トレーニングウェア  103 衣服 

A.制服、事務服、作業服、衛生衣

およびスポーツ着、外衣 

  ドレーン材  131 土木製品 J.その他資材/ドレーン材 

な 内装材  115 
間伐材、再・未利用木材などを使

用した製品 

B.屋内用品 

  長靴  143 靴・履物 

B.ゴム製・プラスチック製・繊維製

靴/8023総ゴム靴/80231長靴及

び雨靴 

  中綿  104 家庭用繊維製品 E.紡織基礎製品 

  生ごみ処理器・容器  125 生ごみ処理機   

  波板  118 プラスチック製品 (8)屋外設備・設置用品 

に 日記帳   112 文具・事務用品   

ぬ ぬいぐるみ  104 家庭用繊維製品 

B.娯楽装置及びがん具（縫いぐる

み、その他の布製がん具など） 

ね ネクタイ  104 家庭用繊維製品 C.身の回り品 

  猫砂  128 日用品 H.ペット・園芸用品 

  ネット 
鳥除け、ごみ回収用、浸食

防止用、防球、他 
105 工業用繊維製品   

  ネット 植生ネット 131 土木製品 E.造園・緑化材/植生ネット 

  ネット 
農林業用、獣害防止 他 

（生分解性機能を有する） 
141 生分解性プラスチック製品 A.農業用資材 

  粘着フック  128 日用品 E.清掃・収納用品、室内装飾・芸術品 

の のし紙   112 文具・事務用品   

  のぼり  105 工業用繊維製品   

  のり(テープ)カートリッジ  112 文具・事務用品   

は バーク堆肥  115 
間伐材、再・未利用木材などを使

用した製品 

H.土壌改良資材/バーク堆肥 

  パーティクルボード JIS A5908 111 木材などを使用したボード   

  パーティション  130 家具   

  バイオディーゼル燃料  160 
廃食用油を使用したバイオディ

ーゼル燃料 

  

  白衣  103 衣服 

A.制服、事務服、作業服、衛生衣

およびスポーツ着、外衣 

  はし  128 日用品 

A.食器/食卓用フォーク、スプーン、

はし及び同附属品 

  パジャマ  103 衣服 C.寝衣 

  パソコン  119 パーソナルコンピュータ   

  旗  105 工業用繊維製品   

  バッグ 
ショッピングバッグ、トートバ

ッグ、ファッションバッグ 他 
101 かばん・スーツケース   

  パックご飯  140 
飲食料品、化粧品、家庭用品な

どの容器包装 

C.無菌包装米飯容器 

  パネル（事務用）   112 文具・事務用品   

  パネルボード  118 プラスチック製品 

(6)屋内設備・設置用品 (8)屋外設

備・設置用品 

  歯ブラシ  128 日用品 D.洗たく・風呂場・サニタリー用品 

  張地  104 家庭用繊維製品   

  パレット（運搬用） 
115「間伐材、再・未利用木材などを使用

した製品」、121「リターナブル容器・包装

資材」が該当することもある 
118 プラスチック製品 (10)その他の製品 

  パレット・画材ケース 文房具 112 文具・事務用品   

  ハンガー  128 日用品 E.清掃・収納用品、室内装飾・芸術品 

  ハンカチ  104 家庭用繊維製品   

  パンティストッキング  103 衣服 

E.くつ下・パンティストッキング・タイ

ツ・足袋 

  ハンドソープ  129 廃食用油再生せっけん 液体石けん 

ひ PSサンド畳 JISA5902 123 建築製品(内装工事関係用資材) C.内装工事用資材/C-2畳/畳 

  PC   119 パーソナルコンピュータ   

https://www.ecomark.jp/nintei/126.html
https://www.ecomark.jp/nintei/121.html
https://www.ecomark.jp/nintei/126.html
https://www.ecomark.jp/nintei/103.html
https://www.ecomark.jp/nintei/131.html
https://www.ecomark.jp/nintei/115.html
https://www.ecomark.jp/nintei/115.html
https://www.ecomark.jp/nintei/143.html
https://www.ecomark.jp/nintei/104.html
https://www.ecomark.jp/nintei/125.html
https://www.ecomark.jp/nintei/118.html
https://www.ecomark.jp/nintei/112.html
https://www.ecomark.jp/nintei/104.html
https://www.ecomark.jp/nintei/104.html
https://www.ecomark.jp/nintei/128.html
https://www.ecomark.jp/nintei/105.html
https://www.ecomark.jp/nintei/131.html
https://www.ecomark.jp/nintei/141.html
https://www.ecomark.jp/nintei/128.html
https://www.ecomark.jp/nintei/112.html
https://www.ecomark.jp/nintei/105.html
https://www.ecomark.jp/nintei/112.html
https://www.ecomark.jp/nintei/115.html
https://www.ecomark.jp/nintei/115.html
https://www.ecomark.jp/nintei/111.html
https://www.ecomark.jp/nintei/130.html
https://www.ecomark.jp/nintei/160.html
https://www.ecomark.jp/nintei/160.html
https://www.ecomark.jp/nintei/103.html
https://www.ecomark.jp/nintei/128.html
https://www.ecomark.jp/nintei/103.html
https://www.ecomark.jp/nintei/119.html
https://www.ecomark.jp/nintei/105.html
https://www.ecomark.jp/nintei/101.html
https://www.ecomark.jp/nintei/140.html
https://www.ecomark.jp/nintei/140.html
https://www.ecomark.jp/nintei/112.html
https://www.ecomark.jp/nintei/118.html
https://www.ecomark.jp/nintei/128.html
https://www.ecomark.jp/nintei/104.html
https://www.ecomark.jp/nintei/118.html
https://www.ecomark.jp/nintei/112.html
https://www.ecomark.jp/nintei/128.html
https://www.ecomark.jp/nintei/104.html
https://www.ecomark.jp/nintei/103.html
https://www.ecomark.jp/nintei/129.html
https://www.ecomark.jp/nintei/123.html
https://www.ecomark.jp/nintei/119.html
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 品目 備考  商品類型名 分類 

  BDF   160 
廃食用油を使用したバイオディ

ーゼル燃料 

  

  PPC用紙 
PPC用紙、プリンタ用紙、フ

ォーム用紙 
106 情報用紙 フォーム用紙 

  PPバンド    112 文具・事務用品   

  ひも 紙製 114 紙製の包装用材 紙ひも 

  ひも プラスチック製 118 プラスチック製品 (5)包装用品 

  標識 / 標識杭  118 プラスチック製品 (8)屋外設備・設置用品 

  びん  124 ガラス製品   

ふ ファイリング補助材  112 文具・事務用品   

  ファクシミリ  155 複写機・プリンタなどの画像機器   

  ファスナー  105 工業用繊維製品   

 フィルム 
シュリンクフィルム、ストレッチフ

ィルム、包装用、ラベル用 他 
140 

飲食料品、化粧品、家庭用品な

どの容器包装 
J.容器包装用プラスチック製資材 

  フィラメント  104 家庭用繊維製品 E.紡織基礎製品 

  封筒用原紙  113 包装用紙 封筒用原紙 

  封筒窓用フィルム  118 プラスチック製品 (10)その他の製品 

  フェルト  105 工業用繊維製品   

  フェンス  131 土木製品 F.舗装・道路用材/その他の道路用材 

  フォーム用紙  106 情報用紙 カラープリンタ用紙 

  複合機  155 複写機・プリンタなどの画像機器   

  複層ガラス  124 ガラス製品 B.板ガラス/複層ガラス 

  不織布・不織布ダスター  105 工業用繊維製品   

  ふすま  123 建築製品(内装工事関係用資材) B.建具工事用資材/B-1 障子・襖 

  襖紙  123 建築製品(内装工事関係用資材) 

B.建具工事用資材/B-2障子紙・

襖紙/襖紙 

  フック  128 日用品 E.清掃・収納用品、室内装飾・芸術品 

  ブラインド 布製 105 工業用繊維製品   

  ブラインド(敷板) プラスチック製 118 プラスチック製品 (6)屋内設備・設置用品 

  プラスチックシート  118 プラスチック製品 (3)玩具・遊具・スポーツ品・道具 

  プラスチックデッキ材  137 
建築製品(外装・外構工事関係用

資材) 

  

  フラッシュバルブ  156 便器などの衛生器具便器   

  プランター  128 日用品 H.ペット・園芸用品 

  フリーアクセスフロア  123 建築製品(内装工事関係用資材) 

D.ユニットおよびその他の工事用

資材/D-3 フリーアクセスフロア 

  プリンタ  155 複写機・プリンタなどの画像機器   

  ブルーシート  128 日用品 B.台所・食卓・ランチ・レジャー用品 

  
ブルーレイプレーヤー・レコ

ーダー 
 149 BD/DVDレコーダー･プレーヤー   

  フレキソインキ  102 印刷インキ C.樹脂凸版インキ 

  フローリングワイパー  105 工業用繊維製品   

  プロジェクタ  145 プロジェクタ   

  ブロック 
JIS A5371 プレキャスト無筋コ

ンクリート製品Ⅱ類は 131「土

木製品」 

109 タイル・ブロック   

  ブロック   131 土木製品 D.コンクリート製品 

  文房具 
グリーン購入法特定調達品

目「文具類」の品目すべて 
112 文具・事務用品   

へ 平版インキ  102 印刷インキ A.平版インキおよび新聞インキ 

  ベッドフレーム  130 家具 ベッド 

  ペット（PET）ボトル  140 
飲食料品、化粧品、家庭用品な

どの容器包装 

  

  ベビーカー  153 乳幼児用品   

  ベビーラック  153 乳幼児用品   

  ベルト（革製）  144 革製衣料品・手袋・ベルト   

  便器  156 便器などの衛生器具便器   

  ペンケース  112 文具・事務用品   

  ベンチ（固定式除く） 再生プラスチック 130 家具 いす 

https://www.ecomark.jp/nintei/160.html
https://www.ecomark.jp/nintei/160.html
https://www.ecomark.jp/nintei/106.html
https://www.ecomark.jp/nintei/112.html
https://www.ecomark.jp/nintei/114.html
https://www.ecomark.jp/nintei/118.html
https://www.ecomark.jp/nintei/118.html
https://www.ecomark.jp/nintei/124.html
https://www.ecomark.jp/nintei/112.html
https://www.ecomark.jp/nintei/155.html
https://www.ecomark.jp/nintei/105.html
https://www.ecomark.jp/nintei/140.html
https://www.ecomark.jp/nintei/140.html
https://www.ecomark.jp/nintei/104.html
https://www.ecomark.jp/nintei/113.html
https://www.ecomark.jp/nintei/118.html
https://www.ecomark.jp/nintei/105.html
https://www.ecomark.jp/nintei/131.html
https://www.ecomark.jp/nintei/106.html
https://www.ecomark.jp/nintei/155.html
https://www.ecomark.jp/nintei/124.html
https://www.ecomark.jp/nintei/105.html
https://www.ecomark.jp/nintei/123.html
https://www.ecomark.jp/nintei/123.html
https://www.ecomark.jp/nintei/128.html
https://www.ecomark.jp/nintei/105.html
https://www.ecomark.jp/nintei/118.html
https://www.ecomark.jp/nintei/118.html
https://www.ecomark.jp/nintei/137.html
https://www.ecomark.jp/nintei/137.html
https://www.ecomark.jp/nintei/156.html
https://www.ecomark.jp/nintei/128.html
https://www.ecomark.jp/nintei/123.html
https://www.ecomark.jp/nintei/155.html
https://www.ecomark.jp/nintei/128.html
https://www.ecomark.jp/nintei/149.html
https://www.ecomark.jp/nintei/102.html
https://www.ecomark.jp/nintei/105.html
https://www.ecomark.jp/nintei/145.html
https://www.ecomark.jp/nintei/109.html
https://www.ecomark.jp/nintei/131.html
https://www.ecomark.jp/nintei/112.html
https://www.ecomark.jp/nintei/102.html
https://www.ecomark.jp/nintei/130.html
https://www.ecomark.jp/nintei/140.html
https://www.ecomark.jp/nintei/140.html
https://www.ecomark.jp/nintei/153.html
https://www.ecomark.jp/nintei/153.html
https://www.ecomark.jp/nintei/144.html
https://www.ecomark.jp/nintei/156.html
https://www.ecomark.jp/nintei/112.html
https://www.ecomark.jp/nintei/130.html
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 品目 備考  商品類型名 分類 

  ベンチ（固定式）  131 土木製品 

E.造園・緑化材/ベンチ・スツール･

テーブル 

  弁当ジャー 
断熱機能がついた弁当用

ジャー 
146 まほうびん 弁当用ジャー 

  弁当箱  128 日用品 B.台所・食卓・ランチ・レジャー用品 

ぼ 防音/防振マット  123 建築製品(内装工事関係用資材) 

C.内装工事用資材/C-5吸音材

料・防音防振マット/防音防振マット 

  方眼紙  112 文具・事務用品   

  防寒服  103 衣服 

A.制服、事務服、作業服、衛生衣、

スポーツ着および外衣 

  防球ネット 
スポーツ用（バレーボール、

硬式テニス 他） 
105 工業用繊維製品   

  帽子  103 衣服 F. 帽子・手袋 

  防じんマスク用ろ過材  136 リユース製品   

  防水シート  131 土木製品 J.その他資材/土木用遮水シート 

  防水シート  137 
建築製品(外装・外構工事関係用

資材) 

A. 防水工事用資材 

  防水パン  139 建築製品(設備) B.給排水衛生設備 

  防草材  131 土木製品 E.造園・緑化材/根茎調節資材 

  包装紙/包装袋   112 文具・事務用品   

  
包装袋紙用原紙/包装用紙

用原紙 
 113 包装用紙   

  防草・防犯砂利  124 ガラス製品 G.その他のガラス製品 

  泡沫キャップ  158 節水器具 C.泡沫キャップ 

  ホース ゴム 128 日用品 I.ゴムホース・手袋・マット等ゴム製品 

  ボールペンレフィル   112 文具・事務用品   

  保温材 発泡プラスチック 123 建築製品(内装工事関係用資材) 

C.内装工事用資材/C-4断熱材/

発泡プラスチック保温材 JISA9511 

  保温調理器  146 まほうびん 保温調理器 

  補強材  126 塗料 

K.JIS規定外の塗料および工業会

塗料 

  舗装材  131 土木製品 

F.舗装・道路用材/再生路盤材およ

び再生アスファルト混合物 

  ボタン  128 日用品 

M.その他 その他の生活・文化用

品/裁縫用小物/ボタン 

  ポット  128 日用品 B.台所・食卓・ランチ・レジャー用品 

  POP、POP用資材  118 プラスチック製品 

(6)屋内設備・設置用品、(8)屋外設

備・設置用品 

  ポリ塩化ビニル管  138 建築製品(材料系の資材)  C.左官工事用資材/C-1左官材 

  ホワイトボード  130 家具   

ま マーキングペンカートリッジ  112 文具・事務用品   

  マグカップ  128 日用品 A.食器 

  幕天井  105 工業用繊維製品   

  間仕切り  115 
間伐材、再・未利用木材などを使

用した製品 

B.屋内用品 

  マッチ  128 日用品 L.マッチ、つけ木、線香 

  マット バスマット、キッチンマット等 104 家庭用繊維製品   

  マットレス  130 家具 マットレス 

  マネキン  118 プラスチック製品 (6)屋内設備・設置用品 

  まほうびん  146 まほうびん 卓上用まほうびん 

  丸太  115 
間伐材、再・未利用木材などを使

用した製品 

  

  マルチフィルム 農業用 141 生分解性プラスチック製品 

A.農林業用資材/農業用マルチフィ

ルム 

  万年筆  112 文具・事務用品   

み 水切り袋  128 日用品 

C.台所用水切り、廃食用油吸収

材、食用油濾過器 

  水切り用ストレーナー  128 日用品 

C.台所用水切り、廃食用油吸収

材、食用油濾過器 

  水宅配サーバー用水容器  121 リターナブル容器・包装資材 B.プラスチック製容器・包装資材 

む 無菌包装米飯容器  140 
飲食料品、化粧品、家庭用品な

どの容器包装 

C.無菌包装米飯容器 

https://www.ecomark.jp/nintei/131.html
https://www.ecomark.jp/nintei/146.html
https://www.ecomark.jp/nintei/128.html
https://www.ecomark.jp/nintei/123.html
https://www.ecomark.jp/nintei/112.html
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https://www.ecomark.jp/nintei/126.html
https://www.ecomark.jp/nintei/131.html
https://www.ecomark.jp/nintei/128.html
https://www.ecomark.jp/nintei/128.html
https://www.ecomark.jp/nintei/118.html
https://www.ecomark.jp/nintei/138.html
https://www.ecomark.jp/nintei/130.html
https://www.ecomark.jp/nintei/112.html
https://www.ecomark.jp/nintei/128.html
https://www.ecomark.jp/nintei/105.html
https://www.ecomark.jp/nintei/115.html
https://www.ecomark.jp/nintei/115.html
https://www.ecomark.jp/nintei/128.html
https://www.ecomark.jp/nintei/104.html
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https://www.ecomark.jp/nintei/115.html
https://www.ecomark.jp/nintei/141.html
https://www.ecomark.jp/nintei/112.html
https://www.ecomark.jp/nintei/128.html
https://www.ecomark.jp/nintei/128.html
https://www.ecomark.jp/nintei/121.html
https://www.ecomark.jp/nintei/140.html
https://www.ecomark.jp/nintei/140.html


※リストにない商品でも認定基準を満たしていれば認定審査申し込みが可能です。 

※リストに掲載している商品でも認定対象外の場合があります。必ず認定基準をご確認ください 
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 品目 備考  商品類型名 分類 

め 名刺   112 文具・事務用品   

  メモ台  112 文具・事務用品   

も 毛布 災害備蓄用等含む 104 家庭用繊維製品   

  
木材･プラスチック再生複合

材 
 137 

建築製品(外装・外構工事関係用

資材) 

D.外構工事用資材/D-2木材･プラ

スチック再生複合材 

  木質チップ  115 
間伐材、再・未利用木材などを使

用した製品 

その他業務用品 

  木質フローリング  123 建築製品(内装工事関係用資材) 

A.木工事用資材/A-1木質フローリ

ング 

  木質ペレット  115 
間伐材、再・未利用木材などを使

用した製品 

G.その他業務用品 

  木炭  115 
間伐材、再・未利用木材などを使

用した製品 

H.土壌改良資材 

  模造紙    112 文具・事務用品   

  モップ 本体 替え糸  104 家庭用繊維製品 A.家庭用繊維製品 

  モルタル   138 建築製品(材料系の資材)  C.左官工事用資材/C-1左官材 

や 屋根材  137 
建築製品(外装・外構工事関係用

資材) 

  

ゆ U字溝(プラスチック製)  118 プラスチック製品 (7)農業・漁業・林業用品 

  UV インキ  102 印刷インキ D.その他インキ 

 床材  115 
間伐材、再・未利用木材などを使

用した製品 

B.屋内用品 

  床材  128 日用品 ふろ場用品及び洗面用品/スノコ 

  ユニットバス  139 建築製品(設備) B.給排水衛生設備 

  ユニフォーム  103 衣服 

A.制服、事務服、作業服、衛生衣

およびスポーツ着、外衣 

よ 容器  140 
飲食料品、化粧品、家庭用品な

どの容器包装 

素材により対象分類は異なる 

  用紙 印刷用紙 107 印刷用紙   

  養生シート  118 プラスチック製品 (10)その他の製品 

ら ラッカー  126 塗料 A.ラッカー 

  ラック  130 家具 たな/整理だな 

  ラミネーター  162 ラミネーター   

  ラミネート包装材  140 
飲食料品、化粧品、家庭用品な

どの容器包装 

  

  ランドセル  101 かばん・スーツケース   

り  リターナブル容器  121 リターナブル容器・包装資材 E.金属製容器・包装資材 
 流量調整弁  158 節水器具 D.流量調整弁 

  リユースろ過材  136 リユース製品 

A.取替え式防じんマスク用リユース

ろ過材および電動ファン付き呼吸

用保護具用リユースろ過材 

  緑化基盤材  131 土木製品 J.その他資材/緑化基盤材 

る ルーフィング  137 
建築製品(外装・外構工事関係用

資材) 

B.屋根およびとい工事用資材/B-1

屋根材/屋根下地材料 

れ レインスーツ  103 衣服 

A.制服、事務服、作業服、衛生衣

およびスポーツ着、外衣 

  レジかご  118 プラスチック製品 (5)包装用品 

  レジスター用ロールペーパー  112 文具・事務用品   

  レジャーシート  128 日用品 B.台所・食卓・ランチ・レジャー用品 

  レンガ  109 タイル・ブロック   

  レンジフード用フィルター  104 家庭用繊維製品 A.家庭用繊維製品 

ろ ロープ  105 工業用繊維製品   

  ロールスクリーン  105 工業用繊維製品   

  路盤材  131 土木製品 F.舗装・道路用材 

わ 和服  103 衣服 D.和服 
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