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昨年からの主な改訂内容

No. 改訂点 具体的な改訂内容 ページ

1 調査票のバージョン変更 •調査票のバージョンはCMRT (Rev 6.1)からCMRT(Rev 6.22)に変更。
•併せて、CMRT(Rev 6.22)を使用する旨を記載。

P2-6, 10-16, 

35-37

2 調査年の表記変更 •本年調査用に調査年の表記を変更。 P36, 37
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目次

第1部 調査の流れ 3～14ページ

第2部 CMRT(Rev 6.22)の解説 15～34ページ

(ご参考) 仕入先への調査依頼・回答督促メール 35～37ページ
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調査の流れ 【凡例】 ：貴社にお願いする作業 ：集計ツールを用いた作業範囲
：CMRT

(Rev 6.22)

一次仕入先様

回答内容を
チェック

回答を集計して
提出用CMRTを作成

提出 回収

貴社調査依頼元

45

調査依頼を
受領

1調査依頼

回収

調査依頼調査準備 32

• インターネットにアクセスして以下をダウンロード
(全て無料公開)： CMRT(Rev 6.22)、調査の社会
的な意義及び必要性、調査実施マニュアル(サマ
リー版)、調査実施マニュアル(詳細版)､本年版集計
ツール､集計ツール操作マニュアル､FAQ

http://www.jama.or.jp/c_minerals/index.html

調査依頼を
受領

調査依頼

回収

提出

二次
仕入先様へ

二次
仕入先様より

7 6

O.K.

・
・
・

Error

[参考]

• Smelter Listの回答が2,500件

より多い場合、複数の提出用
CMRTの作成が可能

・
・
・

・
・
・

・
・
・

自動集計&作成

[留意点］
• 調査結果の回収まで多大な

時間を要することから、速やか
に仕入先様へ調査を依頼

[留意点］

• 商社等の非製造業
の場合でも、中間
仕入先様に該当

する場合は調査が
必要

チェック(各社)

修正依頼

http://www.jama.or.jp/c_minerals/index.html
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調査依頼を受領
1

• 貴社が調査対象企業に該当するかご不明な場合には、FAQ(よくある質問集)を参照して下さい。

http://www.jama.or.jp/c_minerals/index.html

ポイント

⚫ 調査依頼元からの依頼内容を確認して下さい。

貴社の対象金属の使用状況や業態等によって、必要な対応が異なります。

(1) 自社製品に対象金属が含まれている、または含まれているか不明な場合

(2) 貴社が商社など「製造」を行っていない企業の場合

(3) 自社製品に対象金属が含まれていないことが明らかな場合

(4) 貴社が製錬業者の場合

仕入先様に調査を展開して下さい。

(サプライチェーンを遡る調査となりますので、

製造を行っていない場合でも調査を展開して

下さい。)

CMRT(Rev 6.22)のDeclarationシートQ1-2

の全ての金属に”No”と記入し、依頼元へ提

出して下さい。

(本資料P.22をご確認下さい)

本資料P.12-14をご確認いただいた上で、

CMRT(Rev 6.22)のDeclarationシートと

Smelterシートを記入し、依頼元へ提出して

下さい。

567 4

貴社

1 2 3

http://www.jama.or.jp/c_minerals/index.html
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調査準備
2

• ダウンロードの際に求められるパスワードは、別途調査依頼元から伝達されます。

• 本年調査ではCMRTは、Rev6.22を使用します。

• 昨年の調査で使用した集計ツールは使用できません。

• 上記URLより、本年調査用の集計ツールを必ずダウンロードして下さい。

ポイント

# 資料/ツール名 説明

1 CMRT(Rev 6.22) 本年調査で使用するバージョンの調査票

2 調査の社会的意義及
び必要性

調査の社会的な意義及び必要性や調査の現状、
展開の流れ等を解説した資料

3 調査実施マニュアル
(サマリー版)

調査の概要を説明している資料

4 調査実施マニュアル
(詳細版)

調査手順を詳しく解説した資料 (本資料)

5 本年版
集計ツール

仕入先様から回収した回答内容のチェック時、
自社回答の作成時に使用するExcelツール

6 集計ツール
操作マニュアル

本年版の集計ツールの操作方法等に関するマ
ニュアル

7 FAQ 調査に関するFAQ (よくある質問集)

ダウンロードしていただきたい資料一式 (7点セット)

⚫ 下記URLより、資料等をダウンロードして下さい。
http://www.jama.or.jp/c_minerals/index.html

567 4

貴社

1 2 3

ウェブサイトのイメージ

http://www.jama.or.jp/c_minerals/index.html
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⚫ 調査依頼対象となる仕入先様を選定の上、速やかに調査を依頼して下さい。

3
調査依頼

• サプライチェーンを遡る調査となりますので、仕入先様が商社の場合も調査依頼が必要です。

ポイント

1. 調査依頼対象の
選定

2. 回収期日の設定

3. 依頼

貴社の仕入先様のうち、調査を依頼する必要のある対象を選定して下さい。
(調査依頼元に納品する製品の部品・材料等の全ての仕入先様が対象となります。)

調査依頼元から指定された回答期日に間に合うよう、貴社の仕入先様にお伝えする
回収期日を設定して下さい。

対象の仕入先様に、調査を依頼して下さい。

567 4

貴社

1 2 3



8

回収
4

• 回収期日前に余裕をもって仕入先様へのリマインド等を実施して下さい。
• 仕入先様から回答期日までに回答が無い、もしくは回答を拒否された場合、

仕入先様に状況を確認するなど、引き続き回答を頂けるよう、ご要請をお願い致します。

1. ファイルは、Excel形式で保存されているか。
⚫ Excelファイル以外(PDFファイル等)で提出された場合は、Excelファイルとして再提出を依頼して下さい。

⚫ 仕入先様より回収したファイルを確認して下さい。
⚫ 確認後は、以下を参考にファイルを保存して下さい。

2. ファイルは、正しく開くことができるか。
⚫仕入先様から入手したパスワードで開くことが可能か、確認して下さい。
⚫また、パスワードの設定を解除した状態で保存し直して下さい。

＊ 下記の項目に問題がある場合、集計ツール(後述)による処理に影響が生じる場合があります。回収時の確認項目

回答の保存先

集計ツールは、2階層以内のファイルまでしか読み込むことができません。
ファイルの保存先フォルダの構成は、2階層以内として下さい。
フォルダ構成例(右図)をご参照いただき、保存先となるフォルダを用意して下さい。

ポイント

仕入先回答 仕入先A社

フォルダ構成例

1階層目 2階層目

集計ツール

仕入先B社

567 4

貴社

1 2 3
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集計ツールのExcelファイルを開きます。

回答内容をチェックするファイルが
保存されたフォルダを指定し、
｢チェック開始｣ボタンを押下します。

⚫ Checkerシートを参考に、必須項目の回答に漏れが無いか確認して下さい。
⚫ 集計ツールを使用すると、効率良くチェックすることが可能です。

回答内容をチェック
5

1. 準備 集計ツールの操作マニュアルに従って、回答内容をチェックするファイルを準備して下さい。
(集計ツールを未入手の場合は、http://www.jama.or.jp/c_minerals/index.html からダウンロード)

2. 集計ツールへの
取り込み

3. チェック結果の
確認

チェックが完了すると、チェックレポートのExcelファイルが作成されます。
ファイルを開き、チェック結果を確認して下さい。

4. 修正依頼 チェック結果レポートを確認し、必要に応じ、仕入先様へ再提出を依頼して下さい。

567 4

貴社

1 2 3

XXXXXXXXXXチェック開始

XXXXXXXXXX
集計開始

XXXXXXXXXX

①クリック

③ボタンを押下

②フォルダを指定

http://www.jama.or.jp/c_minerals/index.html


10

⚫ 集計ツールを用いて、調査依頼元へ提出するCMRT(Rev 6.22)を作成して
下さい。

回答を集計して、提出用CMRTを作成
6

1. 集計ツールへの
取り込み

集計対象のファイルが入ったフォルダと、
CMRT(Rev 6.22 )の空のファイルの
保存先をそれぞれ指定し、｢集計開始｣ボタン
を押下します。

2. 会社情報等の入力

回収率や会社情報、統制情報を入力する
ポップアップ画面が出たら、
必須項目へ回答を入力してください。

入力内容は、1．で指定した空のCMRT

のDeclarationシートへ自動転記されます。

3. 提出用帳票の出力 ポップアップメッセージが表示されると処理は完了です。

567 4

貴社

1 2 3

XXXXXXXXXXチェック開始

XXXXXXXXXX
集計開始

XXXXXXXXXX

①クリック

③ボタンを押下

②ファイル/フォルダを指定

作成するCMRTのファイル名（必須）

展開先からの回収率（必須）

会社名(必須)

申告範囲又はクラス(必須)

次へ

…

▼

▼

処理を中止

⑤テキストを記入

④クリック後、回答をドロップダウンから選択

⑥ボタンを押下

4. 名寄せの実施 処理完了後、製錬業者情報の名寄せ（重複情報の集約など）を各社で実施してください。
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紛争鉱物(コンフリクト・ミネラル)調査の流れに関する説明は以上です。

回答内容について、提出後に調査依頼元から問い合わせをさせて頂く場合がございますので、ご協力を宜し
くお願いします。

提出
7

⚫ 貴社の｢CMRT｣を期日までに調査依頼元に提出して下さい。

2. CMRTは、Rev 6.22であるか。

1. 提出ファイルは、Excelファイルとして保存されているか(PDFファイル等はNG)。

3. (パスワードを設定している場合)

パスワードの伝達漏れや、連絡したパスワードに誤りは無いか。

提出前の確認項目

567 4

貴社

1 2 3

4. Checkerシートに赤色で表示された項目(未記入の必須項目)が無いか。

5. (提出ファイルが複数となる場合)

集計ツールの処理でファイルが分割されたか。(ただし、意図的なファイル分割はNG)
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貴社が製錬業者の場合 (1/3) - Declarationシートの記入方法

⚫ CMRT(Rev 6.22)のDeclarationシートを記入して下さい。
(記入した回答は、 CMRTのCheckerシートを用いて、ご確認下さい。)

Declarationシート

1. 「会社情報」の
記入

2. 「紛争金属の
使用有無(調査結果)」の

記入

3. 「コンプライアンス・
統制関連」の記入

＊各設問の詳細については、本資料P.17～P.29を確認して下さい。

Declarationシート上段の「会社情報」の
各設問について、記入して下さい。

Declarationシート中段の「紛争金属の使用
有無(調査結果)」の各設問について、記入し
て下さい。

Declarationシート下段の「コンプライアンス・
統制関連」の各設問について、記入して下
さい。

(本資料5ページの｢(4)貴社が製錬業者の場合｣に該当する場合のみ、こちらのページの内容をご確認下さい。)

Select Language Preference Here:

请选择你的语言:

사용할 언어를 선택하시오 :

表示言語をここから選択してください:

Sélectionner la langue préférée ici:

Selecione Preferência de idioma Aqui:

Wählen sie hier die Sprache:

Seleccione el lenguaje de preferencia aqui:

Selezionare la lingua di preferenza qui:

Burada Dil Tercihini Belirleyin:

日本語 Japanese

Revision 6.2

April 27, 2022

会社名(*):
申告範囲又はクラス(*)：

会社固有の識別番号:
会社固有の識別番号の発行元

住所:

連絡先担当者名(*)

連絡先担当者の電子メール(*)

連絡先担当者の電話番号(*)

回答責任者名(*)：

回答責任者の役職:

回答責任者の電子メール(*):

回答責任者の電話番号:

 記入日(*):

1）製品自体や製造過程で、3TGが意図的に添加又は使用されていますか？ （*） 備考

タンタル(*)

錫(*)

金(*)

タングステン(*)

2）3TGは製品に残留していますか？ (*) 備考

タンタル(*)

錫(*)

金(*)

タングステン(*)

3）貴社サプライチェーン内の製錬業者のいずれかが、対象国を3TGの原産地としていますか？

（SEC用語。定義タブを参照） (*) 備考

タンタル(*)

錫(*)

金(*)

タングステン(*)

4)貴社サプライチェーン内の製錬業者のいずれかが、紛争地域及び高リスク地域を3TGの原産地
としていますか？ (*) 備考

タンタル(*)

錫(*)

金(*)

タングステン(*)

5)3TG（貴社の製品の機能性又は生産に必要なもの）は全て、再生利用品又はスクラップ起源か

ら調達していますか？ (*) 備考

タンタル(*)

錫(*)

金(*)

タングステン(*)

6）サプライチェーン調査に回答した関連するサプライヤーは何パーセントですか？ (*) 備考

タンタル(*)

錫(*)

金(*)

タングステン(*)

7)貴社のサプライチェーンに3TGを供給する製錬業者を全て特定しましたか？ (*) 備考

タンタル(*)

錫(*)

金(*)

タングステン(*)

8)貴社は受領した該当する全ての製錬業者情報を、この申告で報告していますか？ (*) 備考

タンタル(*)

錫(*)

金(*)

タングステン(*)

質問

A. 責任ある鉱物調達方針を確定しましたか？ (*)

B. その責任ある鉱物調達方針は貴社のホームページで閲覧できますか？（回答が「はい」の場合、

その方針が掲載されているURLをコメント欄に記入する） (*)

C.  貴社は直接サプライヤーに対し、独立民間監査会社の監査プログラムによりデュー・デリジェン

ス業務が認証された製錬業者から3TGを調達することを要求していますか？  (*)

D. 責任ある鉱物調達のためのデュー・デリジェンス対策を実施していますか？ (*)

E.貴社は、関連するサプライヤーの紛争鉱物調査を行っていますか？ (*)

F.サプライヤーからのデュー・デリジェンス情報を、貴社の期待を基に検証していますか？ (*)

G. 貴社の検証プロセスには是正措置管理が含まれていますか？ (*)

H.貴社は、紛争鉱物の開示情報を年1回提出する必要がありますか？ (*)

上記の申告範囲にもとづいて、以下の1～8の質問にお答えください

回答

回答

回答

回答

回答

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)

この文書は製品に使用された錫、タンタル、タングステン、金の調達先情報を収集することを目的としています。 利用規約へのリンク

会社情報

申告範囲の説明：

必須項目は（*）で表示。各質問の回答方法については、「指示」タブを参照してください。

回答

回答

© 2022 Responsible Minerals Initiative. All rights reserved.

会社レベルで以下の質問にお答えください

備考回答

回答
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貴社が製錬業者の場合 (2/3) - Smelter Listシートの記入方法

⚫ CMRT(Rev 6.22)のSmelter Listシートの各項目について、情報を可能な限り正確に記入して下さい。
⚫ 昨年の回答内容のコピー&ペーストをせず、下記の手順に従い回答を作成して下さい。

Smelter Listシート

ご記入いただきたい項目は、以下の点です。
【必須記入項目】 ①金属、②Smelter Look-Up（製錬所検索）、③製錬業者所在地:国
【任意記入項目】 収集した情報を可能な限り正確に記入して下さい。(特に④鉱山の所在地)

製錬業者識別番号が判明している場合は、オプションAから入力開始。金属、製錬業者名称が判明している
場合は、オプションBから開始してください。

(本資料5ページの｢(4)貴社が製錬業者の場合｣に該当する場合のみ、こちらのページの内容をご確認下さい。)

オプションB-1 

「金属」の選択
貴社が製錬している金属を
選択して下さい。

オプションB-2 

製錬業者名称の選択・記入
• 「Smelter Look-Up」のドロップダウンの中から、貴社名を選択して下さい。
• リストに貴社名が無い場合、リストの最終行にある｢Smelter not listed｣を
選択し、必ず「製錬所名」及び「製錬業者所在地: 国」を記入して下さい。(リ
ストから選択した場合は、自動的に記入されます。)

オプションA

「製錬業者識別番号」
の入力
・製錬業者識別番号が判明
している場合、入力してくだ
さい。（入力した場合、オプ
ションBの選択は不要）
・入力した識別番号に基づ
き、「金属」から「製錬施設所
在地：州／県」まで（「製錬業
者所在地：番地」を除く）自
動的に記入されます。
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貴社が製錬業者の場合 (3/3) –調査依頼元への提出

紛争鉱物(コンフリクト・ミネラル)調査の流れに関する説明は以上です。

回答内容について、提出後に調査依頼元から問い合わせをさせて頂く場合がございますので、
ご協力を宜しくお願いします。

⚫ 貴社のCMRT(Rev 6.22)を期日までに調査依頼元に提出して下さい。

提出前の確認項目

3. CMRTは、Rev 6.22であるか。

2. 提出ファイルは、Excelファイルとして保存されているか(PDFファイル等はNG)。

4. (パスワードを設定している場合)

パスワードの連絡漏れや、連絡したパスワードに誤りは無いか。

1. 記載内容を確認した結果、記入漏れ等は無いか。

(本資料5ページの｢(4)貴社が製錬業者の場合｣に該当する場合のみ、こちらのページの内容をご確認下さい。)
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目次

第1部 調査の流れ 3～14ページ

第2部 CMRT(Rev 6.22)の解説 15～34ページ

(ご参考) 仕入先への調査依頼・回答督促メール 35～37ページ
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Select Language Preference Here:

请选择你的语言:

사용할 언어를 선택하시오 :

表示言語をここから選択してください:

Sélectionner la langue préférée ici:

Selecione Preferência de idioma Aqui:

Wählen sie hier die Sprache:

Seleccione el lenguaje de preferencia aqui:

Selezionare la lingua di preferenza qui:

Burada Dil Tercihini Belirleyin:

日本語 Japanese

Revision 6.2

April 27, 2022

会社名(*):

申告範囲又はクラス(*)：

会社固有の識別番号:

会社固有の識別番号の発行元

住所:

連絡先担当者名(*)

連絡先担当者の電子メール(*)

連絡先担当者の電話番号(*)

回答責任者名(*)：

回答責任者の役職:

回答責任者の電子メール(*):

回答責任者の電話番号:

 記入日(*):

1）製品自体や製造過程で、3TGが意図的に添加又は使用されていますか？ （*） 備考

タンタル(*)

錫(*)

金(*)

タングステン(*)

2）3TGは製品に残留していますか？ (*) 備考

タンタル(*)

錫(*)

金(*)

タングステン(*)

3）貴社サプライチェーン内の製錬業者のいずれかが、対象国を3TGの原産地としていますか？

（SEC用語。定義タブを参照） (*) 備考

タンタル(*)

錫(*)

金(*)

タングステン(*)

4)貴社サプライチェーン内の製錬業者のいずれかが、紛争地域及び高リスク地域を3TGの原産地

としていますか？ (*) 備考

タンタル(*)

錫(*)

金(*)

タングステン(*)

5)3TG（貴社の製品の機能性又は生産に必要なもの）は全て、再生利用品又はスクラップ起源か

ら調達していますか？ (*) 備考

タンタル(*)

錫(*)

金(*)

タングステン(*)

6）サプライチェーン調査に回答した関連するサプライヤーは何パーセントですか？ (*) 備考

タンタル(*)

錫(*)

金(*)

タングステン(*)

7)貴社のサプライチェーンに3TGを供給する製錬業者を全て特定しましたか？ (*) 備考

タンタル(*)

錫(*)

金(*)

タングステン(*)

8)貴社は受領した該当する全ての製錬業者情報を、この申告で報告していますか？ (*) 備考

タンタル(*)

錫(*)

金(*)

タングステン(*)

質問

A. 責任ある鉱物調達方針を確定しましたか？ (*)

B. その責任ある鉱物調達方針は貴社のホームページで閲覧できますか？（回答が「はい」の場合、

その方針が掲載されているURLをコメント欄に記入する） (*)

C.  貴社は直接サプライヤーに対し、独立民間監査会社の監査プログラムによりデュー・デリジェン

ス業務が認証された製錬業者から3TGを調達することを要求していますか？  (*)

D. 責任ある鉱物調達のためのデュー・デリジェンス対策を実施していますか？ (*)

E.貴社は、関連するサプライヤーの紛争鉱物調査を行っていますか？ (*)

F.サプライヤーからのデュー・デリジェンス情報を、貴社の期待を基に検証していますか？ (*)

G. 貴社の検証プロセスには是正措置管理が含まれていますか？ (*)

H.貴社は、紛争鉱物の開示情報を年1回提出する必要がありますか？ (*)

上記の申告範囲にもとづいて、以下の1～8の質問にお答えください

回答

回答

回答

回答

回答

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)

この文書は製品に使用された錫、タンタル、タングステン、金の調達先情報を収集することを目的としています。 利用規約へのリンク

会社情報

申告範囲の説明：

必須項目は（*）で表示。各質問の回答方法については、「指示」タブを参照してください。

回答

回答

© 2022 Responsible Minerals Initiative. All rights reserved.

会社レベルで以下の質問にお答えください

備考回答

回答

CMRT(Rev 6.22)の構成

1. Declarationシート

⚫ CMRT(Rev 6.22) で記入していただきたいシートは下記の3つです。
1. Declarationシート 2. Smelter Listシート 3. Product Listシート

2. Smelter Listシート

3. Product Listシート

貴社のサプライチェーン上に位置する製錬業者に関する
情報をご記入いただくシートです。
仕入先様から回収した回答の情報を基に、記入して入下さい。

Declarationシートの「申告範囲またはクラス」で「B. Product 

(or List of Products)」を選択した場合は、本シートを記入して
下さい。

会社情報や調査結果等をご記入いただく
シートです。
対象金属を使用していない場合でも、
ご記入いただく必要がございますので、
ご協力よろしくお願いします。

シートの構成

Declarationシート上部のドロップダウ
ンリストより、CMRTの表示言語の切
り替えを行うことが可能です。

① ② ③
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Declarationシートの構成

Declarationシート

⚫ Declarationシートの設問は、①「会社情報」、②「紛争金属の使用有無(調査結果)」、③「コンプライアンス・
統制関連」の3つの項目で構成されています。

②

③

①

# 項目名 説明

① 会社情報 貴社の会社概要等に関する
設問です。

(P.18-20)

② 紛争金属の使用有無
(調査結果)

貴社製品における対象金属の
使用有無(調査結果)に関する
設問です。

(P.21-24)

③ コンプライアンス・
統制関連

貴社の紛争金属に関する
方針・取り組み等に関する
設問です。

(P.26-29)
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①「会社情報」設問 (全14問)

1. 会社名

2. 申告範囲又はクラス

3. 申告範囲の説明

4. 会社固有の識別番号

5. 会社固有の識別番号の発行元

6. 住所

7. 連絡先担当者名

8. 連絡先担当者の電子メール

9. 連絡先担当者の電話番号

10. 回答責任者名

11. 回答責任者の役職

12. 回答責任者の電子メール

13. 回答責任者の電話番号

14. 記入日

Declarationシート ①「会社情報」 (1/3)

⚫ 「会社情報」では、貴社の企業情報について回答して下さい。
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Declarationシート ①「会社情報」 (2/3)

No. 設問 入力内容

1 会社名
(必須項目)

貴社の正式名称を記入して下さい。

2 申告範囲又は
クラス
(必須項目)

選択肢
□A. Company

□B. Product (or List of Products)

□C. User defined [Specify in ‘Description of scope’]

「A. Company」
: 貴社の全ての製品に関する回答の場合

「B. Product (or List of Products)」
: 貴社の特定の製品に関する回答の場合
＊「B. Product (or List of Products)」を選択した場合は、

Product Listシートへの記入が必要です。

「C. User defined [Specify in ‘Description of scope’]」
: 貴社の定める範囲に関する回答の場合

3 申告範囲の説明 (No.2の申告範囲について「C. User defined [Specify in ‘Description of scope’]」を選択した場合の
み回答して下さい。)

貴社の規定する範囲の詳細を記入して下さい。

4 会社固有の識別
番号

依頼元より指定があった場合、指定に沿ってご入力下さい。

5 会社固有の識別
番号の発行元

依頼元より指定があった場合、指定に沿ってご入力下さい。
例) DUNSナンバー、仕入先コードなど
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Declarationシート ①「会社情報」 (3/3)

No. 設問 入力内容

6 住所 貴社の本社所在地を正確に記入して下さい。
(郵便番号、都道府県、市区町村、丁目、番地、号)

7 連絡先担当者名
(必須項目)

本調査の回答における貴社の連絡先担当者の氏名を記入して下さい。

8 連絡先担当者の
電子メール
(必須項目)

本調査の回答における貴社の連絡先担当者の電子メールアドレスを記入して下さい。

9 連絡先担当者の
電話番号
(必須項目)

本調査の回答における貴社の連絡先担当者の電話番号を記入して下さい。

10 回答責任者名
(必須項目)

本調査の回答における貴社の責任者の氏名を記入して下さい。
本項目の回答者は、主に「調達関連部署、広報・CSR関連部署」の部長相当の役職者を想定して
います。

11 回答責任者の役職 本調査の回答における貴社の責任者の役職を記入して下さい。

12 回答責任者の電子メール
(必須項目)

本調査の回答における貴社の責任者の電子メールアドレスを記入して下さい。

13 回答責任者の電話番号
(任意項目)

本調査の回答における貴社の責任者の電話番号を記入して下さい。

14 記入日
(必須項目)

回答していただいた日付を記入して下さい。
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Declarationシート ②「紛争金属の使用有無(調査結果)」 (1/4)

⚫ 貴社の調査結果について、回答して下さい。
⚫ 集計ツールを使用することで、仕入先様からの回答内容を基に貴社としての回答が作成されます。

② 「紛争金属の使用有無」 (全8問 ＊鉱物別に回答が必要)

1. 製品自体や製造過程で、3TGが意図的に添加又は使用されていますか？

2. 3TGは製品に残留していますか？

3. 貴社サプライチェーン内の製錬業者のいずれかが、対象国を3TGの原産地として

いますか？

4. 貴社サプライチェーン内の製錬業者のいずれかが、紛争地域及び高リスク地域を

3TGの原産地としていますか？

5. 3TG(貴社の製品の機能性又は生産に必要なもの)は全て、再生利用品又はスク

ラップ起源から調達していますか？

6. サプライチェーン調査に回答した関連するサプライヤーは何パーセントですか？

7. 貴社のサプライチェーンに3TGを供給する製錬業者を全て特定しましたか？

8. 貴社は受領した該当する全ての製錬業者情報を、この申告で報告して

いますか？
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Declarationシート ②「紛争金属の使用有無(調査結果)」 (2/4)

No. 設問 選択肢 入力内容

1 製品自体や製造過程で、
3TGが意図的に添加又は
使用されていますか？

□Yes

□No
紛争鉱物が、製品の仕様や機能上、又は製造過程で必要なため意図的に添加又は使用し
ているかどうかを調査する設問です。

➢ 対象金属を意図的に添加又は使用している場合は含有量に関わらず「Yes」を選択して下
さい。

➢ 対象金属を意図的に添加又は使用していない場合は、不純物として混在したとしても「No」
を選択して下さい。
（「No」の場合、No.2（質問2）以降回答は不要です。）

2 3TGは製品に残留していま
すか？

□Yes

□No
製品または製造過程において紛争鉱物を使用しており、製品内に残留しているかどうか
を調査する設問です。
➢ 対象金属が製品内に残留している場合は、「Yes」を選択して下さい。

(｢Yes｣の場合、Smelter Listシートへの記入が必須となります。)

➢ 対象金属が製品内に残留していない場合は、「No」を選択して下さい。

＊ Q2の回答が「No」の場合、Q3以降の回答は不要です。
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Declarationシート ②「紛争金属の使用有無(調査結果)」 (3/4)

No. 設問 選択肢 入力内容

3 貴社サプライチェーン内の
製錬業者のいずれかが、対
象国を3TGの原産地として
いますか？

□Yes

□No

□Unknown

➢ 対象金属の原産国にDRC又は隣接国が含まれていることが分かった場合(1社でも含まれて
いる場合)は、「Yes」を選択して下さい。
※対象国（DRC及び周辺国9ヵ国）がCAHRAsに含まれるので、質問3を「Yes」とすれば、質問
4も「Yes」となります。

(｢Yes｣の場合、Smelter Listシートへの記入が必須となります。併せて、備考欄に対象製
錬業者の記載をお願いします。)
➢ 対象金属の原産国にDRC又は隣接国が含まれていないことが分かった場合は、「No」を選択
して下さい。

➢ 対象金属の原産国にDRC又は隣接国が含まれているか判定不能だった場合は、「Unknown」
を選択して下さい。

4 貴社サプライチェーン内
の製錬業者のいずれか
が、紛争地域及び高リス
ク地域を3TGの原産地と
していますか？

□Yes

□No

□Unknown

➢ 対象金属の原産国紛争地域及び高リスク地域（CAHRAs）※の対象国が含まれていることが分
かった場合(1社でも含まれている場合)は、「Yes」を選択して下さい。

(｢Yes｣の場合、Smelter Listシートへの記入が必須となります。併せて、備考欄に対象
製錬業者の記載をお願いします。)

➢ 対象金属の原産国に原産国紛争地域及び高リスク地域の対象国が含まれていないことが分
かった場合は、「No」を選択

➢ 対象金属の原産国に原産国紛争地域及び高リスク地域の対象国含まれているか判定不能
だった場合は、「Unknown」を選択して下さい

※RMAPのCAHRAsリストついては、P25をご参照ください。なおEU公表のCAHRAsについては、
CMRTの設問の回答の際には、必ず原文をご参照ください。
https://www.cahraslist.net/cahras

5 3TG (貴社の製品の機能性
又は生産に必要なもの)は
全て、再生利用品又はスク
ラップ起源から調達してい
ますか？

□Yes

□No

□Unknown

➢ 対象金属をリサイクル業者又はスクラップサプライヤーのみから調達している場合は、「Yes」を
選択して下さい。

➢ 対象金属をリサイクル業者又はスクラップサプライヤー以外から一部でも調達している場合は、
「No」を選択して下さい。

➢ 対象金属をリサイクル業者又はスクラップサプライヤーから調達しているか判定不能だった場
合は、「Unknown」を選択して下さい。

(注）集計に必要なサプライヤーからのCMRTのNo.5(質問5)の回答（該当鉱物毎）全てにおいて、
「Yes」としている場合、「Yes」を選択して下さい。１社でも「No」があれば、「No」と選択して下さい
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Declarationシート ②「紛争金属の使用有無(調査結果)」 (4/4)

No. 設問 選択肢 入力内容

6 サプライチェーン調査に回
答した関連するサプライ
ヤーは何パーセントです
か？

□100%                       

□Greater than 90% （90%超）
□Greater than 75% （75%超）
□Greater than 50% （50%超）
□50% or less （50%以下）
□None

7 貴社のサプライチェーンに
3TGを供給する製錬業者を
全て特定しましたか？

□Yes

□No

➢ 製錬業者をすべて特定できた場合は、「Yes」を選択して下さい。
➢ 製錬業者を一部でも特定できなかった場合は、「No」を選択して下さい。

(注）「Yes」と回答するための条件：

下記4項目を全て網羅している場合
• 貴社が調査対象とする全ての会社からCMRTを回収（=自社の

No.6の回答“100%”）
• 回収した全てのCMRTのNo.6の回答が“100%”と回答
• 回収した全てのCMRTのNo.7の回答が“Yes”と回答
• 回収した全てのCMRTのNo.8の回答が“Yes”と回答

なお、デューデリジェンス(P27参照)の結果、製錬業者が全て特定さ
れた場合もあり得ます。

8 貴社は受領した該当する全
ての製錬業者情報を、この
申告で報告していますか？

□Yes

□No

➢ 貴社が仕入先様から受領した製錬業者情報が、全て記載されている場合
は、「Yes」を選択して下さい。

➢ 貴社が仕入先様から受領した製錬業者情報が、一部でも記載されていな
い場合は、「No」を選択して下さい。
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（ご参考）RMAPのCAHRAs *出典：JEITA資料を基に作成

DRC(コンゴ
民主共和国)、

中央アフリカ
共和国、

ブルンジ、

南スーダン

●メキシコ
●コロンビア
●ウクライナ
●エリトリア
●マリ
●ニジェール
●リビア
●エジプト
●スーダン
●カメルーン
●モザンビーク
●ブルキナファソ
●チャド
●ソマリア
●ナイジェリア
●ジンバブエ
●イエメン
●パキスタン
●インド
●ミャンマー
●フィリピン
●アフガニスタン
●ベネズエラ
●エチオピア
●トルコ

◎●南スーダン
◎●ブルンジ
◎●中央アフリカ共和国
◎●コンゴ民主共和国

◎ウガンダ
◎ルワンダ
◎タンザニア
◎アンゴラ
◎ザンビア
◎コンゴ共和国

◎: DRC+9
●: CAHRAs(20220330時点)

メキシコ、コロンビア、
ウクライナ、エリトリア、
マリ、ニジェール、リビア、
エジプト、スーダン、
カメルーン、モザンビーク、
ブルキナファソ、チャド、
ソマリア、ナイジェリア、
ジンバブエ、イエメン、
パキスタン、インド、
ミャンマー、フィリピン、
アフガニスタン、
ベネズエラ、エチオピア、
トルコ

ウガンダ、

ルワンダ、

タンザニア、

アンゴラ、

ザンビア、

コンゴ共和国

（その他）上記以外で各製錬所がCAHRAsと特定した地域

https://www.cahraslist.net/cahras
注： EU公表のCAHRAsについては、CMRTの設問の回答の際には、必ず原文をご参照ください。

CAHRAs(EU)DRC+9

https://www.cahraslist.net/cahras
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Declarationシート ③｢コンプライアンス/統制関連｣ (1/4)

⚫ 「コンプライアンス/統制関連」での質問A～Hは、「紛争鉱物の使用有無(調査結果)」に関する質問の
Q2において、いずれかの金属で「Yes」と回答した場合、回答が必須となります。

③ ｢コンプライアンス/統制関連｣ (全8問)

A) 責任ある鉱物調達方針を確定しましたか？

B) その方針は貴社のホームページで閲覧できますか？

C) 貴社は直接サプライヤーに対し、独立民間監査会社の監査プログラムによりデューデリジェン

ス業務が認証された製錬業者から3TGを調達することを要求していますか？

D) 責任ある鉱物調達のためのデューデリジェンス対策を実施していますか？

E) 貴社は、関連するサプライヤーの紛争鉱物調査を行っていますか？

F) サプライヤーからのデューデリジェンス情報を、貴社の期待を基に検証していますか？

G) 貴社の検証プロセスには是正措置管理が含まれていますか？

H) 貴社は、紛争鉱物の開示情報を年1回提出する必要がありますか？
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Declarationシート ③｢コンプライアンス/統制関連｣ (2/4)

No. 設問 入力内容

A 責任ある鉱物調達方針を確定しました
か？

選択肢
□Yes

□No

＊ 責任ある鉱物調達への取組み方針の例：
例えば、DRCもしくはその隣接国の武装グループに直接又は間接的に
資金提供又は利益供与する可能性のある鉱物の調達を回避することや、紛争鉱物の不
使用に努めることに加え、下記の内容を鑑みた方針が考えられます。

• 鉱物の採掘、輸送、取引に関連した⼈権侵害（児童労働など）
• 非政府武装集団に対する直接的または間接的支援
• 公的または⺠間の保安隊による不法⾏為（みかじめ料）
• 贈収賄および鉱物原産地の詐称
• 資⾦洗浄
• 政府への税⾦、⼿数料、採掘権料の未払い（脱税）

B その方針は貴社のホームページで閲覧
できますか？

選択肢
□Yes  

＊ Yesの場合、貴社ウェブサイトの該当ページのURLを備考欄に記入して下さい。
(注) URLの文字列に”www”が含まれていない場合、Checkerシートでは「未記入の必須項目
有り」として赤く表示されますが、そのまま提出して下さい。)
□No

C 貴社は直接サプライヤーに対し、独立
民間監査会社の監査プログラムにより
デューデリジェンス業務が認証された
製錬業者から3TGを調達することを要
求していますか？

選択肢
□Yes

□No

(注）貴社の取組み方針、仕入先CSRガイドライン、調査依頼メール、依頼文書等にて、RMI
（Responsible Minerals Initiative）など第三者機関の認証を受けた製錬業者から調達するこ
とをサプライヤーに対して要求している場合は「Yes」。
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Declarationシート ③｢コンプライアンス/統制関連｣ (3/4)

No. 設問 入力内容

D 責任ある鉱物調達のため
のデューデリジェンス*対
策を実施していますか？

選択肢
□Yes

□No

*責任ある鉱物調達のためのデューデリジェンス：
「企業が人権を尊重し、紛争に寄与しないことを確実とする、継続的、自主的、かつ状況に応じ
たプロセス」を意味します。
【責任ある鉱物調達のためのデューデリジェンスの例示】について｢コンプライアンス/統制関連｣
設問Aを参照。
【デューデリジェンス対策の例示】

• 貴社の責任ある鉱物対応方針を仕入先様に伝達
• 上記方針に則った契約内容の見直し
• 仕入先様別のリスク評価実施と、対応方針の策定
• 仕入先様別に紛争鉱物対応方針への遵守状況を検証 等

E 貴社は、関連するサプラ
イヤーの紛争鉱物調査を
行っていますか？

選択肢
□Yes, in conformance with IPC1755 (e.g., CMRT)

□Yes, using other format (describe)

□No

* IPC-1755紛争鉱物データ交換規格は、紛争鉱物調査の調査項目を定義する規格です。
調査において、CMRTを使用している場合は「Yes -IPC1755に適合」を選択して下さい。CMRT

以外を使用している場合は「Yes –別のフォーマットを利用」を選択して下さい。サプライヤーか
ら紛争鉱物デューデリジェンス情報を収集していない場合は「No」を選択して下さい。

F サプライヤーからの
デューデリジェンス情報
を、貴社の期待を基に検
証していますか？

選択肢
□Yes

□No

(注）サプライヤーからの回答を受け取ったままにせず、そのリスクは高いか低いか、貴社がサプ
ライヤーに求める水準に基づき中身を検証することが肝要です。（サプライチェーンを通した確
認、自社でのWeb等を用いた調査）
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Declarationシート ③｢コンプライアンス/統制関連｣ (4/4)

No. 設問 入力内容

G 貴社の検証プロセスには
是正措置管理が含まれて
いますか？

選択肢
□Yes

□No

【是正措置の例】
• 回答内容に不整合があった場合、再調査の実施の依頼
• 根拠となる資料の提供依頼
• (未回答の場合) 次回調査での協力の依頼
• 紛争鉱物に関する方針の策定要請
• RMIによる認証プログラム等への参加要請
• 自社で定めた基準による評価結果が芳しくないサプライヤーへの改善要請

H 貴社は、紛争鉱物の開示
情報を年1回提出する必要
がありますか？

選択肢
□Yes with the SEC ※1

□Yes with the EU ※2

□Yes with the SEC and EU

□No

➢ 貴社がSECのみに提出する場合は、「Yes with the SEC 」を選択して下さい。
➢ 貴社がEUのみに提出する場合は、「Yes with the EU 」を選択して下さい。
➢ 貴社がSEC及びEUに提出する場合は、「Yes with the SEC and EU」を選択して下さい。
➢ 貴社がSEC/EUに提出しない場合は、「No」を選択して下さい。

※1:⽶国上場の製造業者が対象。※2:EUに鉱物（鉱⽯・未加⼯⾦属）を輸⼊する企業が対象。
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Smelter Listシート(1/4)

⚫ Smelter Listシートに、貴社のサプライチェーン上に位置する製錬業者の情報を記入して下さい。
(集計ツールを使用しますと、仕入先様からの回答内容を基に、作成されます。)

⚫ DeclarationシートのQ2の回答がYesの場合は、Smelter Listシートの記入が必須となります(P22参照)。

Smelter Listシート

｢製錬業者及び原産国に関する設問｣ (全17問)

1. 製錬業者識別番号の入力列

2. 金属

3. Smelter Look-Up （製錬所検索）

4. 製錬所名

5. 製錬業者所在地：国

6. 製錬業者識別番号

7. 製錬業者識別番号の発行元

8. 製錬業者所在地：番地

9. 製錬業者所在地：市

10. 製錬施設所在地：州／県

11. 製錬業者連絡先担当者名

12. 製錬業者連絡先電子メール

13. 今後の対策案

14. 鉱山名

15. 鉱山の所在地(国)

16. 製錬業者の材料はすべて再生利用品又はスクラップ
起源から調達されていますか？

17. 備考
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Smelter Listシート(2/4)

No. 設問 入力内容

1 製錬業者識別番号の入力
列

製錬業者識別番号が判明している場合、入力してください。
(入力した識別番号に基づき、No.2「金属」からNo.10「製錬業者所在地：州／県」まで（No.8

「製錬業者所在地：番地」を除く）自動的に記入されます。)

2 金属
(必須項目)

No.3「Smelter Look-Up（製錬所検索）」以降に記入する製錬業者が製錬する金属をドロップダ
ウン・リストから選択して下さい。
注）No.2「金属」とNo.3「Smelter Look-Up（製錬所検索）」の組み合わせが誤っている場合は赤
色で表示。

3 Smelter Look-Up （製錬
所検索）
(必須項目)

該当する製錬業者を必ずドロップダウン・リストから選択して下さい｡リストから選択した場合
は、No.4｢製錬所名｣及びNo.5「製錬業者所在地：国」が自動的に記入されます。

注）調査の結果が下記の場合、記入方法が異なります。
(1) 該当する製錬業者がドロップダウン・リストにない場合
「Smelter not listed」を選択し、No.4「製錬所名」及びNo.5「製錬業者所在地：国」に
製錬業者の該当情報を直接記入して下さい。
(2) 製錬業者が帳票提出時点で特定できていない場合(確認中含む)

「Smelter not yet identified」を選択して下さい。

4 製錬所名
(必須項目）
※No.3 (1)の場合

No.3「Smelter Look-Up（製錬所検索）」で「Smelter not listed」を選択した場合、製錬所の正式
名称を必ず記入して下さい。

5 製錬業者所在地：国
(必須項目)

製錬業者の所在国を選択して下さい。
(No.3「Smelter Look-Up（製錬所検索）」で製錬所をリストから選択した場合は、自動的に記入
されます。)
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Smelter Listシート(3/4)

No. 設問 入力内容

6 製錬業者識別番号 製錬業者の識別番号を記入して下さい。
(No.3「Smelter Look-Up（製錬所検索）」で製錬所をリストから選択した場合は、自動的に記入
されます。)

7 製錬業者識別番号の発行
元

製錬業者識別番号の発行元を記入して下さい。
例) RMI

(No.3「Smelter Look-Up（製錬所検索）」で製錬所をリストから選択した場合は、自動的に記入
されます。)

8 製錬業者所在地：番地 製錬業者の所在地に関する情報を記入して下さい。

9 製錬業者所在地：市 製錬業者の所在地に関する情報を記入して下さい。

10 製錬施設所在地：州／県 製錬業者の所在地に関する情報を記入して下さい。

11 製錬業者連絡先担当者名 製錬業者の担当者の氏名を記入して下さい。

12 製錬業者連絡先電子メー
ル

製錬業者の担当者のメールアドレスを記入して下さい。

13 今後の対策案 RMAP Conformant Smeltersのリストに製錬業者名が記入されていない場合、製錬業者に対するア
プローチを記載して下さい。
例) スメルター認証プログラム参加の働きかけ
(注）RMIはRMAP(Responsible Minerals Assurance Process)により製錬業者の認証を行っていま
す。
*RMAP Conformant Smeltersのダウンロード用URL:

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/responsible-minerals-assurance-

process/exports/export-all-conformant/

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/responsible-minerals-assurance-process/exports/export-all-conformant/
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Smelter Listシート(4/4)

No. 設問 入力内容

14 鉱山名 当該鉱物を産出した鉱山名を記入して下さい。
再生利用品又はスクラップを調達した場合は、｢再生利用品｣又は｢スクラップ｣と記入して下さ
い。

15 鉱山の所在地(国) 【任意記入項目ではございますが、可能な限り回答をお願いします】

当該金属/鉱物を産出した鉱物の所在地(国)を記入して下さい。
回答する際には、国名または下記のいずれかの用語を記入して下さい｡

• 鉱山の所在地が不明であった場合
｢Unknown｣と記入して下さい。

• 鉱山の所在地は判明したものの非開示であった場合
｢Undisclosed｣と記入して下さい。

• 再生利用品又はスクラップを調達した場合
｢再生利用品｣又は｢スクラップ｣と記入して下さい。

16 製錬業者の材料はすべて
再生利用品又はスクラッ
プ起源から調達されてい
ますか？

選択肢
□Yes

□No

□Unknown（判定不能）

17 備考 必要に応じて記入して下さい。
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Product Listシート

Product Listシート

⚫ Declarationシートの申告範囲に関する設問(「会社情報」に関する設問No.2 )の回答として
「B. Product (or List of Products)」を選択した場合、該当製品に関する情報を記載して下さい。

回答対象となる全ての製品情報の記入が完了したら、④をクリックし、Declarationシートに戻り、
会社情報に関するNo. 3以降の設問を回答して下さい。(P.18以降)

No. 設問 入力内容

1 製造者の製品番号 本調査の回答対象となる貴社製品の製品番号を記入して下さい。

2 製造者の製品名 上記製品番号に紐付く製品名称を記入して下さい。

3 備考 その他、特筆すべき事項がございましたら記載下さい。

① ② ③

④
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(ご参考) 仕入先様への調査依頼メール

⚫ 下記の例文を参考に、貴社の調査依頼対象となる仕入先様へ調査を依頼して下さい。
（→本資料P.7を併せてご確認下さい）

件 名 【重要】紛争鉱物(コンフリクト・ミネラル)調査(2022年)ご協力依頼

本 文 ○○様、

平素はお世話になっております。△△でございます。

本ご協力依頼は、○○○からの要請で、当社に納入していただく製品に含まれている金属/鉱物について、どの製錬業者の金属/鉱物を
使用しているかを把握するために仕入先様にご協力をお願いしています。

つきましては、ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、下記の指定されたウェブサイトより「CMRT」（指定の回答用紙）及び調査実施マニュアル等
をダウンロードしていただき、「CMRT」にて調査の上、ご回答をいただきたく存じます。
（URL： http://www.jama.or.jp/c_minerals/index.html）
*1 本年調査に使用する｢CMRT｣(Rev. 6.22)及び集計ツールは、上記のウェブサイトからダウンロードして下さい。
*2 ダウンロードする際のパスワードは、別途ご連絡致します。
*3 昨年の回答のコピー&ペーストは行わないようにお願いします。

ご提供いただいた製錬/精製業者情報は、他の仕入先様からの情報と合わせて「Smelter List」シートに追加し、今後の調査に活用させていただきま
す。「Smelter List」シートには製錬/精製業者の情報を記載し、貴社との関わり、ご担当者様のお名前等を掲載することは一切ございません。
「Smelter List」シートは、業界団体でも共有する可能性があります。

貴社の対象仕入先様からご回答いただき取り纏めた「CMRT」は、○○月XX日（回答期限）までに
速やかに当社にメールにてご返信いただきますようお願い致します。

なお、例年ご回答いただいている仕入先様におきましては、毎年のご協力を有難うございます。
本調査の対象期間は暦年ベースでお願いしております。
従いまして、本年1～12月に弊社へ納入した製品や部品、原材料についての調査であるため、本年も対応をお願いします。

（調査依頼メールの例）
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(ご参考) 仕入先様への回答督促メール

⚫ 仕入先様から回答が無い場合は、下記の例文を参考に、仕入先様へ再度回答を依頼して下さい。
（→本資料P.8を併せてご確認下さい）

件 名 【重要】紛争鉱物(コンフリクト・ミネラル)調査結果(2022年)のご返送のお願い

本 文 ○○様、

平素はお世話になっております。
△△でございます。

○月○日に依頼した紛争鉱物(コンフリクト・ミネラル)調査のご協力依頼に関して、その調査結果を「CMRT(Rev 6.22)」に取り纏めてご返
送頂きます様、お願い致します。

「CMRT Rev 6.22」（指定の回答用紙）及び調査実施マニュアル等は下記のウェブサイトからダウンロードできます。
尚、ダウンロードする際のパスワードは、別途メールにてご連絡致します。
（URL： http://www.jama.or.jp/c_minerals/index.html）

本件は、当社におきましても調査依頼元への報告の必要があります。
貴社におかれましても時間的に猶予がなく、お忙しい中、大変申し訳ありませんが、何卒、速やかなご対応をお願いしたく存じます。

（回答督促メールの例）



Product List (Product List への記入に関する説明です。) 

 
1．inquiry_日付_取引先コード.zip を展開（解凍） 

依頼メールに添付されている圧縮ファイル(zip 形式)を展開(解凍)すると、2 つのファイ
ルが確認出来ます。 
・ List2021xxxx_yyyyyy.csv  ・ 紛争鉱物_社名_取引先コード_日付_zzzzzz 

 
 

(右クリックで展開を選択) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2．調査対象品目の確認 

さらに、紛争鉱物_社名_取引先コード_日付_zzzzzz を展開すると 2 つのファイルが確
認出来ます。 
・CMRT_社名_取引先コード_日付_zzzzzz.xlsx → 調査に使用するフォーマット 
・依頼 No_紛争鉱物_社名_(AS 登録)_取引先コード_日付_zzzzzz.txt →品目リスト 

 

(右クリックで展開を選択) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
品目リストをメモ帳やワードパッドで開き、CMRT のシート:Product List へ貼り付け
る。 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 CMRT 帳票"Product List"シートの C 列(製造者の製品名),D 列(備考)に貼付 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B列を入力し、"Product List"完成 
(B 列の"製造者の製品番号"は貴社又はメーカ様の品番を記載ください) 
 

 

 

 以上 
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