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二次電池のリサイクルにご協力ください。

バッテリのリサイクルにつきましては、

http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.html

グリーン購入法に適合

発売時期 2020年2月

※使用段階における条件

家庭系PC（LaVie，

VALUESTAR）

使用時：1.2H×365日×7年

低電力時：0.8H×365日×7年

事業系PC（VersaPro，Mate）

使用時：4.8H×247日×5年
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●LCA結果 ( CO2 排出量換算)●

商品に関する技術的なご質問・ご相談を電話で受け付けています。

121コンタクトセンター；0120-977-121

商品に関する詳しい情報やサービスをインターネットからもご提供しています。

ビジネス向けモデル；http://www.express.nec.co.jp/

省ｴﾈ基準達成率

[区分M]AAA

ｴﾈﾙｷﾞｰ

消費効率

0.013
目標年度

2011年度

http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/strategy/zensha.html
http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html
http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html
http://www.baj.or.jp/
http://www.eccj.or.jp/ene-star/index.html
http://www.pc3r.jp/
http://www.eccj.or.jp/index.html
http://210.254.215.73/jeita_eps/jmoss200512.html
http://jpn.nec.com/bpc/
http://www.ecomark.jp/


法人向け使用済みIT機器の回収・リサイクルについて

製品本体、製品カタログ、マニュアル等に掲載する情報は適正な掲載内容であることを確認している。
例：包装材の識別・材質表示、二次電池の種類記号・スリーアローマーク、エコラベル、欧州WEEE指令対応マーク、中国RoHS表示及び情
報提供（製品・包装材）

情報
開示

製品使用後の処理に
関する情報提供

環境管理システム
製品の事業主体（開発設計を含む）及び主要生産基地において、ISO14001の認証を取得している。（ただし、部品ベンダーについては対
象外とする）

製造プロセス その製品の主要生産基地において新規化学物質の導入や工法の変更を伴う部品の使用がある場合、アセスメントを実施している。

グリーン化

環境影響物質の使用抑制

製品・包装材にはNECで定めた含有禁止物質を含んでいない。
　・製品：NIS-E-0403：生産用部材グリーン調達ガイドライン
　・包装材：NIS-L-2302: 包装材料のグリーン調達規程

筐体にはPVC（ポリ塩化ビニル）を使用していない。

外装筐体に使用するプラスチックに臭素系難燃剤プラスチックを使用していない。

緩衝材及び保護袋にはPVC（ポリ塩化ビニル）などハロゲン系樹脂やハロゲン系難燃剤等を使用していない。

RoHS 対応

部品選定・調達にあたってはNECで定めた含有禁止物質および条件付き含有禁止物質の含有状況を確認している。
  ・製品含有化学物質の調達制限に関する基準（環管通04-006)

出荷国・地域の含有物質規制を把握し、定められた閾値以上含有していない。
　例：欧州RoHS、欧州76/769/EEC、米カリフォルニア州RoHS、米各州水銀規制など

欧州ＲｏＨＳ指令に適合している。

地球温暖
化防止

省エネ設計 製品ごとに定めた電力モードにおいて基準年度機種と比較して絶対値又は性能ベースの消費電力が同等以下である。

環境負荷が最大となる段階におけるＣＯ２排出量を把握している。（類似機種でも可）

国際エネルギースタープログラムに該当する製品は適合している。（PC、プリンタ、３０インチ以上大型または高機能ディスプレイは除く）
CO2排出量把握

長期使用性

包装箱は再利用または再生可能な材料を使用している。また、ダンボールを使用する場合、古紙配合率70%以上のものを使用し、リサイ
クルを妨げる加工及び処理をしていない。
海外出荷製品や強度、技術的な問題などで使用できない場合は対象外とする。マニュアル・包装材

マニュアルは電子化（ＷＥＢ化、ＣＤ－ＲＯＭ化）または、再生紙を使用し、リサイクルを妨げる加工及び処理（樹脂コーティング等）をしてい
ない。

製品の長寿命化を考慮した設計である。
（モジュール化設計、保守・修理が容易な構造、耐久性の向上など）

製品、添付品について、プラスチックに材料名を表示している。
　・プラスチック部品への材料名表示ガイドライン（NIS-D-1201）

資源循環

包装材への表示はNECで定めた識別・材料表示をしている。また、関連する各国法、地域法および国際法に含まれる要求事項を満たし
ている。
　・包装材の識別・材質表示規程 （NIS L-2301)
　・中国向け包装表示に関するガイドライン（環管通06-024）

関連する各国法、地域法および国際法に含まれる全ての要求事項を満たしている。
例：物質および調剤制限、電池を含む製品に対する設計要求事項、ラベル表示要求事項など

電池

電池は重量比0.0005%(5ppm)を超える水銀を含んでいない。また携帯型電池は重量比0.002％(20ppm)を超えるカドミウムを含んでいな
い。

二次電池はドライバーなど一般工具で取外しが容易な構造である。

電池の安全な取り外しのための情報がマニュアル等（印刷物または電子形式）に記載されている。
例：電池の種類、位置、電池の安全な取り外しおよび取扱のための適正な手順など

3R（リデュース、リユース、リ
サイクル）

製品質量または体積、占有面積は従来製品と比較して同等以下である。

リユース可能な部品、ユニットを採用している。
(汎用・共通ユニット/部品の採用、保守部品への流用も含む)

リサイクルのための解体・分離工数が削減されている
（分解方向の統一、ねじ数の削減、解体時間の削減など）

25g以上のプラスチック部品は機能を損なわない範囲で、リサイクルを困難にする表面処理（メッキ、塗装など）を回避している。

25g以上のプラスチック部品は機能を損なわない範囲で、種類の削減、または統合を図っている。

解体容易性

水銀を含有するバックライトなど特別な注意を要する物質または調剤を含む部品の分離が可能である。

ドライバなど一般工具で容易に材料ごと、あるいはユニットレベルに解体できる。ただし製品の特性上一般工具での解体が出来ない場
合、専門者が特殊工具で分解できれば可とする。

先 進 性

VRM16/D-6

従来製品と比較して

質量を削減しています

環境影響物質の

使用を抑制しています

再生プラスチックを

使用しています

環 境 配 慮 事 項

資源有効利用促進法に対応し、当社では、法人ユーザ様から排出される使用済製品についての回収を有償にて行っています。回収
方法は、お客さまのもとに回収にお伺いする方法と、回収拠点までお持ち込みしていただく方法の2通りございます。尚、回収料金は
その都度の見積りとさせていただきます。また、PCリサイクルマーク付きのパソコンについては回収・再資源化料金をいただきません
が、産業廃棄物としての管理などに関わる費用を別途請求させていただく場合があります。下記URLにて回収方法をご確認の上、お
近くのNECグループサービスセンターまでお問い合わせください。
http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/recycle/it/

ECOLOGY PRODUCT GUIDE 

以下は、全製品における製品アセスメント時のチェック項目。但し、製品によっては非該当項目あり。

従来製品と比較して

消費電力を削減しています



大枠分類
特定の化学物質記号

Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE

本
体

プリント配線板 除外項目 ○ ○

ディスプレイ 除外項目 ○ ○

キーボード 除外項目 ○ ○

○ ○ ○

HDD、DVD等 除外項目 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

筐体・シャーシ 除外項目 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

その他
（ケーブル等）

除外項目 ○ ○ ○ ○ ○

 注１　“○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。
 注２　“除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
                                                                                                                                         JIS C 0950

○ ○ ○

その他
（ケーブル、マウス、リモコン
等）

除外項目 ○ ○ ○ ○ ○

付
属
品

ACアダプタ 除外項目 ○ ○

電気・電子機器の特定の化学物質の非含有表示（Ｊ－Ｍｏｓｓ）

ECOLOGY PRODUCT GUIDE 
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Home Office

 

★★★

No. Conformance

1 ✔

2  

3 ✔

4  

5 ✔

6 ✔

7 ✔

8 ✔

9 ✔

10 ✔

11  
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Product information considering environment (Ver. 13)

Information update date

Company name NEC Personal Computers, Ltd.

Product type Notebook

User targeted Home/Office

Series name VersaPro Type VD / VersaPro J Type VD

Model name (Model number)

VKH19/D-6

VKM16/D-6

VRH19/D-6

VRM16/D-6

VJH19/D-6

VJM16/D-6

Product release date After 2020/1

Selling points of the product
High-performance note PC with eco-friendly features like Zero Watt AC

adapter and ECO button.

The back-light of LCD Display is mercury free.(LED etc. are used)

Web site for PC green label

conforming products
http://www.ep.nec.co.jp/ecopro/ja/

Enquiry -NECPC-env-pcgreen@necp.co.jp

The environmental

performance of

this product is

＜Rating standard＞
★　　　 Rating ＜35%

★★　　Rating ≧35%

★★★ Rating ≧70%＋No.1 and 6

Item to evaluate

Off mode power must be less than or equal 0.5W.

The LCD display has the power saving function for sensing brightness of the

surrounding and automatically adjusting intensity.

Plastics parts weighting more than 25g are free from halogen. (excluding unit)

Printed circuit boards weighting more than 25g are free from halogen. (excluding

component and unit)

This product complies with PC Green Label (Company Examination Ver. 7 and Product Examination Ver. 13).

This product complies with Japanese J-Moss green mark and EU-RoHS

VOC is being measured in representative model and LCA is being conducted in representative model.

For the requirements of PC Green Label, please see at  http://www.pc3r.jp/e/greenlabel/index.html

The emission rate of VOC must be less than the criteria on the JEITA “VOC Emission

Rate Specification for Personal Computers and Tablet Devices ”. (30-inch or larger

displays are not applied)

User’s manuals do not use chlorine bleached paper.

Life Cycle Assessment is being conducted.

Recycled plastic is used.(Use to Parts）
Plastics parts weighting more than 25g avoids surface finish of metal plating.

Plastics parts weighting more than 25g avoids surface finish of paintings.

ＰＣ３Ｒ「ＰＣグリーンラベル制度」の審査基準を満足しています。
環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。

★は達成率３５％未満、★★は３５%以上７０%未満、★★★は７０%以上を示します。
詳細は、Webサイトhttp://www.pc3r.jp をご覧ください。

ECOLOGY PRODUCT GUIDE 

http://www.ep.nec.co.jp/ecopro/ja/

