
Since 2006 Since 2006 

含有化学物質情報（管理対象物質）を伝達するため、産業界標準書式を使用 
⇒川上からのサブスタンス・プレパレーション情報を基に、アーティクルを中心 
  とした含有化学物質情報を適正に管理及び提供（開示） 

アーティクルマネジメント推進協議会 
JAMP(Ｊｏｉｎｔ Ａｒｔｉｃｌｅ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ-ｃｏｎｓｏｒｔｉｕｍ) 

ＪＡＭＰのミッション 

サプライチェーンにおける製品含有化学物質の適切な管理及び円滑な
情報開示を促進し、もって産業界の国際的な競争力確保に寄与する 

ＪＡＭＰが提唱する情報伝達の仕組み 

【備考】 ・SDS： Safety Date Sheet 
           ・chemSHERPA-CI/AI：経産省が開発、普及を進めている製品含有化学物質情報伝達の共通様式（2015.10～）、 
                    2016年度よりJAMPが運用中 
     

素材・化学物質ﾒｰｶｰ 部品ﾒｰｶｰ ｾｯﾄﾒｰｶｰ 

製品含有化学物質管理ガイドライン  

サブスタンス 

（化学物質） 

川上産業 川中産業 川下産業 

アーティクル 

（成型品） 

プレパレーション 

（調剤） 

SDS 

＋ 含有化学 

物質情報 

伝達ツール 

（アーティクルに変換） 

管理指針 

2019.6 版 

企業分類 

製品 

chemSHERPA-CI chemSHERPA-AI 

産業界共通の標準様式 

ＳＤＳ等では扱えなかった国内外の法令対応で 
必要な含有化学物質情報を伝達 



Since 2006 
JAMP役員 

議 長 古田 尚義 DIC株式会社 常務執行役員 

副議長 古田 清人 キヤノン株式会社 理事 環境統括センター所長 

監 事 

清川 敦郎 三菱ケミカル株式会社 品質保証部長 

清水 信明 パナソニック株式会社 品質・環境本部 環境経営推進部 部長 

具体的な活動 

 
①業界標準様式 

•産業界共通の標準様式で、サプライ 
 チェーン間の業務負担を削減 
• chemSHERPA-CI/AI 

 

 

 

②管理対象物質リスト 
•国内外の主な法規制を網羅しており、 
 法令順守に貢献 
• chemSHERPA管理対象物質リスト 

 
 
 

③製品含有化学物質管理ガイドライン 
• サプライチェーンに参加する事業者に 

必要な管理の仕組み 
 

 

 

ＪＡＭＰの提供するサービス ＪＡＭＰ体制図 

JAMPは製品が含有する化学物質等の情報を適切に管理し、サプライチェーンの中で円滑に開示・伝達 
するための具体的な仕組みをつくり、その普及に努めています。その活動は産業競争力を向上させる 
のみならず、社会コスト低減を通じて社会のサスティナビリティに広く寄与するものです。 
 

JAMPは会員の皆様の主体的な取り組みによって活動する組織です。JAMPの活動による社会への貢献 
を広めるため、さらに多くの企業の皆様に活動に参加していただきたいと考えております。 
JAMP及びその活動についてご興味がありましたらJAMP事務局宛ご連絡ください。 



Since 2006 Since 2006 

ＪＡＭＰウェブサイトにて公開中 
https://chemsherpa.net/ 

ＪＡＭＰの成果物の一般公開 

製品含有化学物質管理ガイドライン 

管理対象物質リスト類 

ドキュメント 形式 日本語 英語 中国語 

製品含有 
化学物質 
管理ガイド
ライン 

製品含有化学物質管理ガイドライン（第4.0版） pdfファイル ● ● ● 

実施項目一覧表兼チェックシート（第4.00版） Excel形式 ● ● ● 

自己適合宣言書 書式 Word形式 ● ● ● 

ガイダンス 
製品含有化
学物質管理
ガイドライン
に準拠し、
特定の製品
や工程に関
する含有化
学物質管理
や情報伝達
・開示の考
え方等を取
りまとめた
補足文書 

めっき工程 pdfファイル ● ● － 

成形工程（熱可塑性樹脂） pdfファイル ● ● － 

プリント基板の製造方法 -熱硬化性樹脂（1） pdfファイル ● － － 

商社 pdfファイル ● ● － 

輸送包装 pdfファイル ● ● － 

塗装・印刷 pdfファイル ● ● － 

機械加工 pdfファイル ● ● － 

実装 pdfファイル ● ● － 

変換工程 pdfファイル ● ● － 

接触による移行汚染管理 pdfファイル ● ● ● 

電線・ケーブル（日本電線工業会他発行、
JAMP推奨） 

pdfファイル ● － － 

粘着テープ・粘着シート（日本粘着テープ工業
会発行、JAMP推奨） 

pdfファイル ● － － 

その他文書 
上記以外の
参考文書 

電子部品中のセラミック物質標記ガイドライン 
（電子情報技術産業協会発行、JAMP推奨） 

pdfファイル ● － － 

中小企業のための製品含有化学物質管理実
践マニュアル 

pdfファイル ● 

入力支援ツール 

製品含有化学物質管理ガイドラインのJIS版 

JIS Z 7201 製品含有化学物質管理−原則及び指針  

chemSHERPAについて  リストはツールに内蔵 
chemSHERPA管理対象物質Ver1.07.00説明書  【2019年2月ツールとマニュアル一式公開 】 

chemSHERPAについて 
chemSHERPA成形品データ作成支援ツール Ver.1.07.00  【2019年2月公開】 
chemSHERPA化学品データ作成支援ツール Ver.1.07.00  【2019年2月公開】 



Since 2006 Since 2006 
会員企業一覧 

（青：発起人企業、緑：団体会員、赤：海外企業） 

会員企業一覧 ２０１９年５月３１日現在 ４４１会員 （４４０社、団体１） 
                         

（青：発起人企業、緑：団体会員、赤：海外企業） （１／５） 

エムデン無線工業株式会社

株式会社江守情報

尾池工業株式会社

株式会社IHI 大阪自動電機株式会社

株式会社アイ・オー・データ機器 オーティス株式会社

株式会社アイ・ディー・エクス オーテック株式会社

iPoint-systems gmbh オーナンバ株式会社

アイホン株式会社 株式会社岡崎製作所

株式会社アイリーシステム 沖エンジニアリング株式会社

株式会社アクアテック 沖電気工業株式会社

株式会社アサカ理研 奥野製薬工業株式会社

浅田製粉株式会社 押谷フエルト化成株式会社

朝日化学工業株式会社 オムロン株式会社

旭化成株式会社 オムロン プレシジョンテクノロジー株式会社

旭化成アドバンス株式会社 オリエンタルモーター株式会社

旭化成エレクトロニクス株式会社 オリオン株式会社

アズビル株式会社 オリンパス株式会社

株式会社ADEKA オルガノ株式会社

アポロ電気株式会社 オルガン針株式会社

株式会社アマダホールディングス

アマノ株式会社

アルケマ株式会社

株式会社アルテック

アルプスアルパイン株式会社 花王株式会社

eBASE株式会社 一般財団法人化学研究評価機構

株式会社五十嵐電機製作所 樫山工業株式会社

池上通信機株式会社 堅田電機株式会社

井関農機株式会社 カトーレック株式会社 EMS事業本部

株式会社井上香料製造所 株式会社カネカ

イビデン株式会社 株式会社カネコ化学

株式会社イマック 北九州興産株式会社

イリソ電子工業株式会社 北村化学産業株式会社

株式会社イワキ 株式会社きもと

岩崎通信機株式会社 キヤノン株式会社

株式会社インタフェース 株式会社キャプテックス

ウシオ電機株式会社 株式会社キャリアパートナーズ

株式会社ウチダ 共栄化工株式会社

株式会社ウラワオビックス 京セラ株式会社

エア・ブラウン株式会社 京セラドキュメントソリューションズ株式会社

エアー・ウォーター・マッハ株式会社 京都技術法規サービス合同会社

AGC株式会社 京都電機器株式会社

EIZO株式会社 旭東電気株式会社

永大化工株式会社 株式会社錦江電機工業所

エイム電子株式会社 株式会社クボタ

ATSジャパン株式会社 株式会社クラレ

株式会社エクセル クレイトンポリマージャパン株式会社

SMK株式会社 株式会社クレハ

株式会社エスケーエレクトロニクス グローバルマイクロニクス株式会社

SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co.,Ltd. グローブ イーピー株式会社

SGSジャパン株式会社 グローリー株式会社

NOKクリューバー株式会社 黒田電気株式会社

NTN株式会社 KBセーレン株式会社

株式会社荏原製作所 Chemical Inspection & Regulation Service Ltd

　ア行

　カ行
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（青：発起人企業、緑：団体会員、赤：海外企業） 

会員企業一覧 

（２／５） 
株式会社ケムスターコーポレーション 昭栄薬品株式会社

株式会社KELK 城北化学工業株式会社

コアスタッフ株式会社 昭和興産株式会社

Coil Technology Corp. 昭和電線ホールディングス株式会社

甲賀高分子株式会社 株式会社昌和発條製作所

杭州瑞旭科技グループ有限会社 昭和有機株式会社

神津精機株式会社 ショット日本株式会社

光洋マテリカ株式会社 白河日東工器株式会社

互応化学工業株式会社 信越化学工業株式会社

コーセル株式会社 信越ポリマー株式会社

小里機材株式会社 新第一塩ビ株式会社

株式会社コテック 進竹産業株式会社

小西化学工業株式会社 新電元工業株式会社

コバシ株式会社 新中村化学工業株式会社

株式会社コンテック 新日本化学工業株式会社

新日本理化株式会社

株式会社SCREENホールディングス

助川電気工業株式会社

スタンレー電気株式会社

サカタインクス株式会社 住化コベストロウレタン株式会社

相模ゴム工業株式会社 住鉱潤滑剤株式会社

SABICジャパン合同会社 住鉱テック株式会社

サンエスシステムズ株式会社 スミダ電機株式会社

三協立山株式会社 住友大阪セメント株式会社 新材料事業部

三光金属株式会社 住友化学株式会社

株式会社三社電機製作所 住友ゴム工業株式会社

サン電子株式会社 住友重機械工業株式会社 メカトロニクス事業部

サン電子工業株式会社 住友電気工業株式会社

サンデンホールディングス株式会社 スリーエム ジャパン株式会社

サンハヤト株式会社 株式会社スリーボンド

三洋化成工業株式会社 株式会社駿河生産プラットフォーム

三陽工業株式会社 株式会社諏訪機械製作所

山洋電気株式会社 セイコーインスツル株式会社

シーシーエス株式会社 セイコーエプソン株式会社

JSR株式会社 株式会社清和光学製作所

JXTGエネルギー株式会社 化学品本部 株式会社セーコウ

JNC株式会社 積水化成品工業株式会社

JFEミネラル株式会社 株式会社セコニック

JBアドバンスト・テクノロジー株式会社 セツナン化成株式会社

株式会社JVCケンウッド ゼネラル株式会社

株式会社ジェイ・プラス セレスティカ・ジャパン株式会社

JFE商事エレクトロニクス株式会社 株式会社扇港産業

Shenzhen Kunqi Xinhua Technology Co., LTD. 千住金属工業株式会社

株式会社シグマ 双信電機株式会社

シシド静電気株式会社 株式会社ソード

シチズン・システムズ株式会社 ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式会社

シチズン時計株式会社 株式会社ソフィックス

株式会社島精機製作所

株式会社島津製作所

下平電子工業株式会社

シャープ株式会社

株式会社ジャガーインターナショナルコーポレーション 第一工業製薬株式会社

シヤチハタ株式会社 第一精工株式会社 アイペックス事業本部

株式会社ジャムコ 航空機内装品・機器事業本部 大京化学株式会社

JUKI株式会社 ダイキン工業株式会社

株式会社樹研工業 大研化学製造販売株式会社

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社 タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社

　サ行

　タ行
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会員企業一覧 

（３／５） 
株式会社ダイセル 東レペフ加工品株式会社

大東通信機株式会社 TOTO株式会社

ダイニチ工業株式会社 トーノファインプレーティング株式会社

大日精化工業株式会社 株式会社トーメンデバイス

ダイニック株式会社 特殊電装株式会社

大日本印刷株式会社 栃木日東工器株式会社

株式会社大日本科研 凸版印刷株式会社　

大八化学工業株式会社 株式会社トプコン

株式会社ダイフク 株式会社トモエシステム

株式会社タイムケミカル 株式会社トヨックス

太陽ケーブルテック株式会社 株式会社トヨトミ

太陽誘電株式会社

大和化学工業株式会社

株式会社タカコム

武田産業株式会社

ダッソー・システムズ株式会社 内外テック株式会社

タツタ電線株式会社 システム・エレクトロニクス事業本部 内藤環境管理株式会社

田淵電機株式会社 株式会社長尾製作所

株式会社タムラ製作所 長瀬産業株式会社

株式会社タムロン 中野プラスチック工業株式会社

ダンケミカル株式会社 鍋屋バイテック株式会社

ツカサ電工株式会社 株式会社二幸製作所

株式会社ツキネコ 株式会社ニコン

ティアック株式会社 株式会社西山精密板金

DIC株式会社 ニチアス株式会社

株式会社ディーアンドエムホールディングス ニチコン株式会社

株式会社ティー・イー・エム ニチバン株式会社

TDK株式会社 日油株式会社

帝人株式会社 日華化学株式会社

株式会社DTSインサイト ニッコーシ株式会社

株式会社ティラド 株式会社ニッセイ

株式会社テクノス 株式会社ニッセイ機工

テクノヒル株式会社 ニッタハース株式会社

テサテープ株式会社 日東工器株式会社

寺師産業株式会社 日東電工株式会社

デンカ株式会社 日東電工CSシステム株式会社

株式会社電産 日邦プレシジョン株式会社

土井特殊鍍金工業株式会社 ニッポー株式会社

株式会社東海テクノ 日本ケミコン株式会社

東京エレクトロン株式会社 日本ゼオン株式会社

東京応化工業株式会社 日本電気株式会社

東京計器株式会社 日本ブレイディ株式会社

東京航空計器株式会社 日本化学工業株式会社

株式会社東京精密 日本ケミカルデータベース株式会社

株式会社東京測器研究所 日本ゴア株式会社

東京通信機材株式会社 日本航空電子工業株式会社

東京トランス株式会社 日本梱包資材株式会社

株式会社東京鋲兼 株式会社日本スペリア社

東光電子株式会社 日本ソルテック株式会社

株式会社東芝 日本蓄電器工業株式会社

東芝テック株式会社 一般社団法人日本鉄鋼連盟

東曹産業株式会社 日本パーカライジング株式会社

東ソー株式会社 日本バイリーン株式会社

東邦株式会社 日本ビニールコード株式会社

東邦化学工業株式会社 一般財団法人日本品質保証機構

東洋インキSCホールディングス株式会社 日本フッソ工業株式会社

東レ株式会社 日本無線株式会社

東レ・ファインケミカル株式会社 日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社

　ナ行
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会員企業一覧 

（４／５） 
株式会社ネオス ポーレン化学産業株式会社

根本特殊化学株式会社 北陸電気工業株式会社

能美防災株式会社 ホシデン株式会社

株式会社ノーリツ 株式会社堀場エステック

株式会社堀場製作所

本多通信工業株式会社

本田通信工業株式会社

本多電子株式会社

バイコージャパン株式会社

パウダーテック株式会社

迫リコー株式会社

白光株式会社

パナソニック株式会社 マーケム・イマージュ株式会社

パナソニックエコシステムズ株式会社 有限会社マイクロステップ

パナソニックサイクルテック株式会社 マイクロモジュールテクノロジー株式会社

パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社 マックス株式会社

有限会社パニオン産業 松本油脂製薬株式会社

ハニカム・テクノリサーチ株式会社 みずほ情報総研株式会社

浜松光電株式会社 三井化学株式会社

浜松ホトニクス株式会社 三井・ダウ ポリケミカル株式会社

株式会社バルカー 三菱ガス化学株式会社

PHC株式会社 三菱ケミカル株式会社

株式会社PFU 三菱重工エンジン＆ターボチャージャ株式会社

光産業株式会社 三菱重工サーマルシステムズ株式会社

株式会社樋口商会 三菱電機株式会社

日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社 三菱ロジスネクスト株式会社

日立化成株式会社 株式会社三星

株式会社日立製作所 ミツミ電機株式会社

株式会社日立ハイテクノロジーズ 有限会社皆川製作所

ヒロセ電機株式会社 ミネベアミツミ株式会社

株式会社ファースト 美浜株式会社

VAT株式会社 株式会社ミマキエンジニアリング

フェーズ ワン ジャパン株式会社 株式会社村田製作所

フェニックス電機株式会社 株式会社メイコー

株式会社フォトロン 明成化学工業株式会社

フクダ電子株式会社 株式会社明電舎

株式会社フジキン 明陽電機株式会社

株式会社フジクラ 明立精機株式会社

藤倉化成株式会社 株式会社メガチップス

富士純薬株式会社 メタローテクノロジーズジャパン株式会社

富士ゼロックス株式会社 株式会社メドテック

富士通株式会社 メルテックス株式会社

富士通セミコンダクター株式会社 株式会社モリタ製作所

株式会社フジテック 株式会社モリタ東京製作所

富士電機株式会社

富士電機ITソリューション株式会社

冨士電線株式会社

富士フイルム株式会社

富士善工業株式会社 柳生ゴム化成株式会社

富士レビオ株式会社 屋久島電工株式会社

富士和電子株式会社 株式会社八洲測器

株式会社双葉金属 ヤマウチ株式会社

船井電機株式会社 山下電気株式会社

フューチャーエレクトロニクス株式会社 山梨電子工業株式会社

ブラザー工業株式会社 ヤンマー株式会社

プラス・テク株式会社 ユケン工業株式会社

古河電気工業株式会社 ユシロ化学工業株式会社

古野電気株式会社 株式会社ユニロック

紅不二化学工業株式会社 横河電機株式会社

ホーチキ株式会社 ヨコタ工業株式会社

　ハ行

　マ行

　ヤ行



Since 2006 Since 2006 会員企業一覧 

（青：発起人企業、緑：団体会員、赤：海外企業） 

会員企業一覧 

（５／５） 

横浜ゴム株式会社

株式会社吉野

ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社

株式会社リコー

理想科学工業株式会社

菱電商事株式会社

株式会社良品計画

リンテック株式会社

リンナイ株式会社

ルネサスエレクトロニクス株式会社

株式会社レスターエレクトロニクス

ローム株式会社

ローランド株式会社

ローランド ディー．ジー．株式会社

株式会社ロブテックス

株式会社ワコム

　　　　※企業名及び順番（五十音順）につきましては細心の注意を払って確認しておりますが、間違い等お気づきの点がございましたら、
　　　　　 事務局までお知らせいただきますようお願い申し上げます。お詫びして訂正いたします。

　ラ行

　ワ行



Since 2006 

   ＪＡＭＰ会費 

①ＪＡＭＰは小企業の適正情報流通を支援するため「準会員」を設ける。 
② ＪＡＭＰの会員会費は、年額一口６万円とする。 
③ ＪＡＭＰの会費区分は以下の通り。 
※入会初年度は、入会時期に応じた会費となります。（詳細はJAMP HPをご覧ください。） 

 会費区分 規  模 口 数 金 額 

企業会員 

準会員  従業員数 １人以上～１００人未満  －   ２万円 

Ａ会員  従業員数 １人以上～４００人未満  １口以上   ６万円以上 

Ｂ会員  従業員数 ４００人以上～１０００人未満   ２口以上  １２万円以上 

Ｃ会員  従業員数 １０００人以上  ３口以上  １８万円以上 

団体会員 Ｄ会員  業界団体等  ９口以上  ５４万円以上 

  お問い合わせ 

アーティクルマネジメント推進協議会 事務局 
住所：〒１０１－００４４ 東京都千代田区鍛冶町２－２－１ 
    三井住友銀行神田駅前ビル ７階 
    一般社団法人産業環境管理協会 

    電子メール：ｊａｍｐ＠ｊｅｍａｉ.ｏｒ.ｊｐ 
 

ワタシ何も

知らない

ユニュー
しただけ

キセイ対象物質が

入っているなら、 なんで

レンラクしなかったんだ !?

弁償も

してくれ !!

私も
知らなかった
んです…

化学物質管理は

　　重要だね

知らなかったじゃ

　済まないんだな…

アナタの輸入した製品から

キソク違反の物質が

検出されました

違反は　

　　罰金だ

http://www.jemai.or.jp/

