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禁止事項



使用条件 1

グリーンプリンティングマーク（以下GPマーク）
は、その頭文字である「G」と「P」を組み合わせ、
柔らかな若葉を簡潔なラインで表現しています。
それと同時に印刷の「印」の文字を連想できる
形にしています。環境に配慮した印刷を表して
いるマークです。

コンセプト　/　GPマーク使用について

グリーンプリンティングマーク（以下『GP
マーク』）を使用するに当り、表記の使い分
けが必要です。以下の点にご注意下さい。

【GP工場認定制度での使用条件】コンセプト

1.GPマークと認定番号を併記し、取得工場の
　パンフレット、カタログ、レターヘッド、名
　刺などに表示することができます。

2.会社工場（事業所）の一部のみ認定工場の場
　合は、認定工場名を明記し、全体が認定され
　ているものと誤解を招かないようにしてくだ
　さい。

3.認定工場による印刷製品への適用について
　は『GP製品認定制度』の表記に倣い準じてく
　ださい。

【GP製品認定制度での使用条件】

1.GP製品認定規定を遵守してください。

2.GPマークとグリーン基準別のスター（星）を
　併記し、認定番号も表示したかたちにて使用
　してください。

3.GP認定工場が製造した印刷製品に使用する
　ことができます。

【お問合せ先】

GPマークの使用または表示などについての
ご質問は、下記までお問い合わせください。

一般社団法人日本印刷産業連合会
グリーンプリンティング認定事務局

〒104-0041
東京都中央区新富1-16-8　日本印刷会館3階
電話：03-3553-6123
FAX：03-3553-6145
Eメール：gp-nintei@jfpi.or.jp
ホームページ：http://www.jfpi.or.jp



GPマーク

認定番号

GPマーク
＋

認定番号

GPマーク
＋

認定番号
＋

認定工場名

1
1

1
1.3

GPマーク

認定番号
認定工場名 ○○工場

1
1

1
1.3

0.6
1.3

認定番号・認定工場の表示　/　GPマーク使用サイズ

下記に準じ、GPマークの下段に認定番号および認定工場名を表示してください。

10mm 10mm
7mm 7mm

○○工場
F-Z10001F-Z10001

○○工場
F-Z10001F-Z10001 ○○工場

F-Z10001F-Z10001

I .GP工場認定制度

F-Z10001

F-Z10001

【基本　使用サイズ】

【印刷範囲左右100mm以下使用サイズ】

GPマークを縮小して使用する場合には、最小
使用サイズ10mmを目安とし、指定のものを
マーク縦横比を変えないで拡大して使用してく
ださい。

DMなど左右100mm以下印刷範囲のものは、
最小使用サイズ7mmとし、マーク縦横比を変え
ないでください。

1.認定番号の文字サイズは、5級または3pt 以
　上（GPマーク左右10mm基準とした場合）
　としてください。

2.書体指定はありません。GREEN PRINTING
　よりあまり太くならない中ゴシック体系列ま
　たはサンセリフ書体系としてくだい。

3.認定工場名を表示する場合は、認定番号と同
　様のサイズとしてください。

【書式】

【GP工場認定制度】

1.GPマーク『GREEN PRINTING JFPI』の文字
　天地幅を1Aとしたとき、その下端から認定
　番号の上端までのアキ間隔を1程度とし、　
　認定番号と認定工場のアキ間隔は0.6程度と
　ややツメてください。

2.文字はGP若葉左右幅内でマークのセンター
　にそろえてください。

3.GP工場認定制度は、『GREEN PRINTING 
　　JFPI』までをGPマークとし、指定されたも
　のを比率を変えること無く使用してください。

【表示位置】

「F-○○○○○○ 」と表示してください。
  ○ の部分が認定番号になります。

  ※認定工場名の表示
  会社の一部工場（事業所）が認定を受けている  
　 場合、会社全体が認定されているものと誤解を  
　 招かないよう認定工場名を明記してください。

最小サイズ規定

表示内容（GP工場認定の場合）

● GP工場認定制度において
    表示可能な組み合わせ

● 10mm使用サイズでの表示例
　 文字サイズ：3P(5級)
    行間3.5P（6級）

2

認定番号・認定工場名の表示



カラー規定

3

【プロセスカラー】C45％+Y100％
【特色】DIC：N-829/TOYO：10233

Bk100％

Bk100％

Bk100％

使用インキカラーのうち１C　100％

【ブラック1C】

【単色】

○○工場
F-Z10001

○○工場
F-Z10001

○○工場
F-Z10001

I .GP工場認定制度 カラー規定

1. 標準カラーが使用できない場合は、マークの
　若葉の部分もBk（ブラック）100%可とし
　ます。

2. 特例として印刷製品が『単色印刷』１C製版
　印刷または2C製版印刷などは、使用インキ
　カラーのうち１C 100％も可とします。
　認定番号・認定工場名も同色にしてください。

＜例＞
　社名ロゴ色（コーポレートカラー特色）印刷
　製品や単色印刷チラシなど

3. GPマークが認識しづらい背景上や、濃い背
　景上で使用する場合は、マークを白抜きにし
　て使用することもできます。
　認定番号・認定工場名も白抜きとしてくだ
　さい。

【基準カラー】

【基準カラーが使用できない場合】

◎ GPマークの若葉の部分について
1. 4C製版印刷の場合
    C（シアン）45%、Y（イエロー）100%
2. 特色を使用する場合
    DIC：N-829／ TOYO：10233

◎「GREEN PRINTING JFPI」の部分について
　  Bk（ ブラック）100%

◎ 認定番号・認定工場名の表示部分について
　 Bk（ ブラック）100%

【マークのネガ使用】

【単色印刷】

○○工場
F-Z10001



グリーンプリンティングマーク（以下GPマーク） 
の主旨並びにその内容などについて、本マーク
の下または右に文章を併記してかまいません。
表示の方法は以下のとおりです。

本工場は、環境に配慮したGP認定工場です。

【併記内容例】

A：GP工場認定

表示内容 GP工場認定制度において表示可能な組み合わせ

● GPマーク下に表示する場合

　 文字サイズ：3P(5級)
　 書体：中ゴシック体系
　 行間：3.5P

● GPマーク左横に表示する場合

　 文字サイズ：3P(5級)
　 書体：中ゴシック体系
　 行間：5P
（工場名無）　　/　　（工場名有）

　 4行　　　/　5行

本工場は、
環境に配
慮したGP
認定工場
です。

本工場は、
環境に配慮
したGP認定
工場です。

本工場は、
環境に配
慮したGP
認定工場
です。

本工場は、
環境に配慮
したGP認定
工場です。

本工場は、
環境に配
慮したGP
認定工場
です。

本工場は、
環境に配慮
したGP認定
工場です。

< 10mm使用サイズでの表示例 >

角R（2mm）　0.75Pケイ囲み枠
（工場名無）左右15×天地12mm　/　（工場名有）左右15×天地13mm

角R（2mm）　0.75Pケイ囲み枠
（工場名無）左右18×天地9mm　/　（工場名有）左右18×天地10mm

本工場は、環境に配慮
したGP認定工場です。

本工場は、環境に配慮
したGP認定工場です。

主旨などの併記　例　1

本工場は、
環境に配
慮したGP
認定工場
です。

本工場は、
環境に配慮
したGP認定
工場です。

1.併記内容の文字サイズは、5級または3pt 以
　上（GPマーク左右10mm基準とした場合、
　認定番号・認定工場名と同じ）にしてください。

2.書体指定はありません。GREEN PRINTING
　よりあまり太くならない中ゴシック体系列ま
　たはサンセリフ書体系（認定工場名と同じ）
　としてくだい。

3.表示色はBk（ブラック）100%（GPマークを
　白抜きで使用する場合は、白抜きとしてくだ
　さい。） 

【書式】

GPマークの下に併記する場合
1.『GREEN PRINTING JFPI』の文字　天地幅
　と同じ長さを行間アキとして、認定番号また
　は認定工場名の下に併記してください。

2.角R囲み枠内に入れて使用する場合は、枠左
　右センターに揃え、天地は枠からバランスを
　見て入れてください。

GPマークの右に併記する場合
1.GPマークの文字　天地幅とのバランスを見
　て入れてください。

2.角R囲み枠内に入れて使用する場合は、天地
　センターにバランスを見て入れてください。

【表示位置】

○○工場
F-Z10001

F-Z10001

本工場は、環境に配慮
したGP認定工場です。

F-Z10001

本工場は、環境に配慮
したGP認定工場です。

○○工場
F-Z10001

本工場は、環境に配慮
したGP認定工場です。

F-Z10001

本工場は、環境に配慮
したGP認定工場です。

○○工場
F-Z10001

本工場は、環境に配慮
したGP認定工場です。

F-Z10001

本工場は、環境に配慮
したGP認定工場です。

○○工場
F-Z10001

○○工場
F-Z10001

F-Z10001

F-Z10001 ○○工場
F-Z10001

F-Z10001 ○○工場
F-Z10001

F-Z10001 ○○工場
F-Z10001
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GP製品認定について

GP認定工場は、本規程に基づきGP認定工場に
おいて製造した印刷製品をグリーンプリンティング
認定製品（以下『ＧＰ認定製品』という。）とし
て『ＧＰマーク』を表示できます。

GPマークは、製造に関わる工程の範囲及び購入
資材の水準に基づき、3種類に区分されています。

1. ワンスター
対象印刷製品の製造に関わる工程において少なく
とも印刷工程をＧＰ認定工場が行っている場合
（全工程がＧＰ認定工場である場合を除く。） 
※印刷製品を構成する紙、インキ、製本・表面加工
　材等資材はグリーン基準「購入資材」の水準-１
　または水準-２であること。

2. ツースター
対象印刷製品の製造に関わる工程において全工
程をＧＰ認定工場が行っている場合
※印刷製品を構成する紙、インキ、製本・表面加工
　材等資材はグリーン基準「購入資材」の水準-１
　または水準-２であること。

3. スリースター
対象印刷製品の製造に関わる工程において全工
程をＧＰ認定工場が行い、かつ印刷製品を構成す
る紙、インキ、製本・表面加工材等資材全てが
グリーン基準「購入資材」の水準-１（水準区分が
ない場合はその基準）の場合

ＧＰ製品認定のスター表示について

P-Z10001

P-Z10001

P-Z10001

I I .GP製品認定制度
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GPマーク
＋

認定番号

＋

4

スター表示
（取得認定に準じた数）

下記に準じ、GPマークの上段にスター（星）表示、下段に認定番号を表示してください。

スター（星）・認定番号の表示　/　GPマーク使用サイズ　

表示内容（GP製品認定の場合）

● GP製品認定制度において
    表示可能な組み合わせ

● 10mm使用サイズでの表示例
　 文字サイズ：3P(5級)

GPマーク

GP認定工場に準じた

スター表示

認定番号
1A
1A

1
1.3P-Z10001

1.認定番号の文字サイズは、5級または3pt 以
　上（GPマーク左右10mm基準とした場合）
　としてください。

2.書体指定はありません。GREEN PRINTING
　よりあまり太くならない中ゴシック体系列ま
　たはサンセリフ書体系としてくだい。

【書式】

1.GPマーク『GREEN PRINTING JFPI』の文字
　天地幅を1Aとしたとき、その下端から認定
　番号の上端までのアキ間隔を1程度としてく
　ださい。

2.文字はGP若葉左右幅内でマークのセンター
　にそろえてください。

3.GP製品認定制度においては、スター表示ま
　でをGPマークとし、指定されたものを比率
　を変えること無く使用してください。

【表示位置】

10mm
7mm

P-Z10001P-Z10001

最小サイズ規定

スター（星）および認定番号の表示

【基本　使用サイズ】

【印刷範囲左右100mm以下使用サイズ】

GPマークを縮小して使用する場合には、最小
使用サイズ10mmを目安とし、指定のものを
マーク縦横比を変えないで拡大して使用してく
ださい。

DMなど左右100mm以下印刷範囲のものは、
最小使用サイズ7mmとし、マーク縦横比を変え
ないでください。

「P-○○○○○○ 」と表示してください。
  ○ の部分は本表示を行うGP 認定工場の認定
　番号がそのまま入ります。
　但し、印刷発注者から表示しないよう指示が
　ある場合は、例外的に認めます。

　取得したスター（星）数を表示したGPマーク
　を使用してください。

※認定工場名は表示する必要はありません。

P-Z10001

I I .GP製品認定制度
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カラー規定
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【プロセスカラー】C45％+Y100％
【特色】DIC：N-829/TOYO：10233

Bk100％

【プロセスカラー】C100％
【特色】DIC：179　/TOYO：0526

Bk100％

Bk100％

使用インキカラーのうち１C　100％

【ブラック1C】

【単色】

P-Z10001

P-Z10001

P-Z10001

 カラー規定

1. 標準カラーが使用できない場合は、マークの
　若葉の部分、スター（星）の部分も
　 Bk（ブラック）100%可とします。

2. 特例として印刷製品が『単色印刷』１C製版
　印刷または2C製版印刷などは、使用インキ
　カラーのうち１C 100％も可とします。

＜例＞
　社名ロゴ色（コーポレートカラー特色）印刷
　製品や単色印刷チラシなど

3. GPマークが認識しづらい背景上や、濃い背
　景上で使用する場合は、マークを白抜きにし
　て使用することもできます。
　認定番号・認定工場名も白抜きとしてくだ
　さい。

【基準カラー】

【基準カラーが使用できない場合】

◎ GPマークの若葉の部分について
1. 4C製版印刷の場合
    C（シアン）45%、Y（イエロー）100%
2. 特色を使用する場合
    DIC：N-829／ TOYO：10233

◎「GREEN PRINTING JFPI」の部分について
　  Bk（ ブラック）100%

◎スターの表示部分について
1. 4C製版印刷の場合
    C100%
2. 特色を使用する場合
    DIC：179／ TOYO：0526

◎ 認定番号の表示部分について
　 Bk（ ブラック）100%

【マークのネガ使用】

【単色印刷】

I I .GP製品認定制度

P-Z10001 P-Z10001 P-Z10001



P-Z10001

P-Z10001

P-Z10001

P-Z10001

P-Z10001

P-Z10001

P-Z10001

グリーンプリンティングマーク（以下GPマーク） 
の主旨並びにその内容などについて、本マーク
の下または右に文章を併記してかまいません。
表示の方法は以下のとおりです。

この印刷製品は、環境に配慮した資材と工場で
製造されています。

【併記内容例】

B：GP製品認定  

表示内容 GP製品認定制度において表示可能な組み合わせ

● GPマーク下に表示する場合

　 文字サイズ：3P(5級)
　 書体：中ゴシック体系
　 行間：3.5P

● GPマーク左横に表示する場合

　 文字サイズ：3P(5級)
　 書体：中ゴシック体系
　 行間：5P
　　　　  5行

< 10mm使用サイズでの表示例 >

角R（2mm）　0.75Pケイ囲み枠
（認定番号無）左右15.5×天地13mm/（認定番号有）左右15.5×天地14mm

角R（2mm）　0.75Pケイ囲み枠
（認定番号無）左右18×天地9.5mm  /（認定番号有）左右18×天地10.5mm

主旨などの併記　例　2

1.併記内容の文字サイズは、5級または3pt 以
　上（GPマーク左右10mm基準とした場合、
　認定番号と同じ）にしてください。

2.書体指定はありません。GREEN PRINTING
　よりあまり太くならない中ゴシック体系列ま
　たはサンセリフ書体系（認定番号と同系列）
　としてくだい。

3.表示色はBk（ブラック）100%（GPマークを
　白抜きで使用する場合は、白抜きとしてくだ
　さい。） 

【書式】

GPマークの下に併記する場合
1.『GREEN PRINTING JFPI』の文字　天地幅
　と同じ長さを行間アキとして、GPマークま
　たは認定番号の下に併記してください。

2.角R囲み枠内に入れて使用する場合は、枠内
　のバランスを見て入れてください。

GPマークの右に併記する場合
1.GPマークの文字　天地幅とのバランスを見
　て入れてください。

【表示位置】

この印刷製品は、環境に配慮した
資材と工場で製造されています。

この印刷製品は、環境に配慮した
資材と工場で製造されています。

この印刷製品は、環境に配慮した
資材と工場で製造されています。

この印刷製品
は、環境に配慮
した資材と工場
で製造されて
います。

この印刷製品
は、環境に配慮
した資材と工場
で製造されて
います。

この印刷製品
は、環境に配慮
した資材と工場
で製造されて
います。

この印刷製品
は、環境に配慮
した資材と工場
で製造されて
います。

この印刷製品は、環境に配慮した
資材と工場で製造されています。

P-Z10001

I I .GP製品認定制度
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禁止事項 9

P-Z10001 P-Z10001P-Z10001

禁止事項

グリーンプリンティングマーク（以下GPマーク） 
の統一イメージを保持するため、以下のような使
用はさけてください。

【1. 変形】

長体や平体、斜体などの変形をおこなわないで
ください。

【2. 表示色の変更】

表示色を変更したり、画像やテクスチャで抜か
ないでください。また、フチをつけたり、アウ
トラインで表示しないでください。

【3. 組み替え・サイズの変更・書体の変更】

若葉の部分と「GREEN PRINTING JFPI」の
部分を組み替えたり、プロポーションを変更し
ないでください。
また、「GREEN PRINTING JFPI」の書体を変更
しないでください。

【4. 背景】

背景の濃度や絵柄によって、GPマークが認識
しづらくなることのないよう、【標準カラー／ 
Bk100%／ 白抜き】を使い分けてください。

【5. 装飾】

マークに新たに囲いや図形を加えたり、
加工（エフェクトなど）しないでください。

【6. スター表示の加工】

スター表示をサイズ変更や加工、色を変えたり、
組み方を変えたりしないでください。
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