★4月8日発行の手引きが、日本語で読める！ / ★見やすいカラー刷り
★欧州は勿論、日本用ラベル作成にも応用できます！
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東京大学薬学部製薬化学修士課程修了，富士フイルム(株)入社
研究所にて高分子合成・感光材料開発に携わる
東京本社 現環境品質マネジメント部に転勤
化学物管理、国内外MSDS、環境配慮設計、LCA、グリーン調達等に携わる
富士フイルムを定年退職

過去に携わった主な業界活動：
ISO TC207 SC3 国内委員会委員（国際標準化組織の環境ラベルに関する１分野）
グリーン調達調査共通化協議会 運営委員会委員 、JAMP 運営委員会委員
IEC TC111 エクスパート（国際標準化組織の環境関係の１分野）
化学物質管理、国内外MSDS関係のJIS作成委員（JIS Z 7250 等）
等
主な著書：
グリーン調達の実務―電気・電子機器用部材のグリーン調達調査共通化指針(産業環境管理協会)
GHS対応MSDS・ラベル実務早わかり(産業環境管理協会)

■ 本書のポイント！

● 全頁カラーで分かり易い
● 最新版…4月8日に発行されたCLP手引きの翻訳版
● 欧州CLPの第二次ATP（2ndATP)に対応した包装・ラベルの手引き
− 特に、2ndATPで緩和された絵表示サイズ規定の詳細
● 欧州CLP用のラベル作成の心強い手引き
● ラベル用のCLP（GHS）文言の選択方法の実例も含めた手引き
● 安心して、小さなスペースに収まるラベル文言が選択できる
● 国内用ラベル作成時にも使用できる新しい文言選択法の基準書
● 欧州・日本・アジア向けのグローバル対応GHSラベル作成の手引きにもなる
欧州は2008年にGHS改訂2版をもとにしてCLP規則（EC規則 No 1272/2008）を制定し、従来の規則 を補足情報等として保ちつつ、主
な基準と表示を国連GHSに置き換える施策を進めています。また、20011年3月にはGHSの進歩に追従すべくGHS改訂3版に対応した第二
次の技術進歩への適用（2nd ATP）を発行しました。更に、欧州は2011年4月に2nd ATP に対応した表示に関する本手引きを発行しま
した。
この手引は、 1) 欧州独自の部分も含めた各ラベル表示要素の丁寧な解説
2) 従来のDSD/DPDで蓄えた知見をもとにした注意書を論理的に選択する体系
を記載しており、文言選択の実例およびラベルの実例を豊富に盛り込んだ内容となっています。本手引は欧州特有の規定対応も含め
、CLPラベル作成時の問題を解決するわかりやすい手引です。 特に、危険有害性区分毎に各注意書を「強く推奨」「推奨」「任意」
「使用しない」と優先順位づけし、論理的に注意書きを選択する体系は新しく、スペースの限られたラベルに見合う適切な注意書き
セットを作成できますので、欧州用ラベルに止まらず日本用GHSラベル等に応用できる内容です。
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