
  ＧＦマーク管理規程  平成28年度上期︓試買テストの結果
＊赤字部分不合格 2016/12/12

NO.

アゾ染料 備　　考

表　示 試験結果 表　示 試験結果 表　示 試験結果 表　記 試験結果 よこ×たて 試験結果

柄番　 ネット通販 表：PE85%綿15％ PE83％綿17％ WDダウン８５％ WDダウン87％ * リサイクル羽毛 1.0ｋｇ 1.0ｋｇ 150×210㎝ 150×210㎝ ①   5mg/ kg以下 ・品質表示者登録H27.12抹消

1 羽毛掛 裏：PE85％綿15％ PE83%綿17％ フェザー　１５％ フェザー 13 ％ 　CIL羽毛規格 　流通在庫で、自社内在庫無

登録工場№有 　再生羽毛使用を品表明記快諾

国産羽毛3点セット 　ネット通販 表：PE80％綿20％ PE83.5％綿16.5％ WDダウン８０％ WDダウン84％ ＊GFマーク付 0.7ｋｇ 　0.7ｋｇ 150×210cm 150×210ｃｍ ①   5mg/ kg以下 

2 羽毛掛 裏：PE80%綿20％ PE83.5％綿16.5％ フェザー　２０％ フェザー　16％ ・敷とセットは他アソート業者納入

登録工場№有／GFラベル付
・アソート業者にＧＦ

　マーク添付を説明承諾済。

ネット通販 表：PE100% PE100％ 巻きわた：PE100% 特定困難 ＊GFマーク無し 3.0ｋｇ 3.0ｋｇ 100×210cm 100×210ｃｍ ①　５㎎／ｋｇ以下
・サンプル品に反毛繊維使用

サンプル品の流失との報告

合繊固綿入り合繊混敷 裏：PE100% PE100％ ポリプロピレン、ポリエチレン含有 ②　5㎎／ｋｇ以下
・納入アソート業者と試作見本刻

印を今後取決め事項とする。

中芯：PE100％ PE:100％
・現使用の詰めもの公的機関

試験データ提出あり。

ネット通販 表：綿100％ 綿：100％ ダウン93％ ダウン93％ ＊GFマーク付き 1.3ｋｇ 1.3ｋｇ 150×210cm 150×210ｃｍ ①　５㎎／ｋｇ以下
・9月以降ＧＦマークは自主規制で

全品使用中止。

3 2層羽毛掛 裏：綿100％ 綿：100％ フェザー7％ フェザー　7％ 中わた見本添付無
・工場品質管理体制整備され

当委員会監査後再運用を図る

登録工場№有／GFラベル付 CIL羽毛規格

表：綿100％ 綿：100％ 巻きわた：毛５０％ 毛：17％ ＊GFマーク無し 4.5ｋｇ 4.5ｋｇ 100×210cm 100×210ｃｍ ①　5㎎・ｋｇ以下
・羊毛入合繊敷ふとんに変更

生産工程の見直し実施確約

羊毛敷 同上 裏：綿100％ 綿：100％ 　　　　　　　PE50％ PE：83％ 羽毛3点セット
・消費者庁リコール報告し、回収

を販売業者に告知した。

登録工場№有 中芯：PE100％ PE：100％
・多針キルト切替時の異素材

がジョイント部に恒常的発生

＊上記全て書面有り！

【ま　と　め】 ■検査機関：（一財）ボーケン品質評価機構

ＪＢＡコンプライアンス委員会

品　　　名 流通チャネル

生地混用率 詰めもの組成① 詰めもの組成② 重量（＋4％、－2％）
サイズ（＋5％、-3％）

キルティング製



  ＧＦマーク管理規程  平成28年度下期︓試買テスト品の結果
＊赤字部分不合格 2017/3/31

NO.

検証 結果

表　示 試験結果 表　示 試験結果 表　示 試験結果 表　記 試験結果 よこ×たて 試験結果 　(追加試験　他)

遠赤合繊入り羊毛敷 寝具専門店 表：綿100％ 綿　100％ 巻きわた：羊毛50％ 羊毛　54％ 固わた： 5.0ｋｇ 0.00ｋｇ 100×210㎝ １00×210㎝
全日本寝具寝装品協会

　旧表記

＊（一社）日本寝具寝装品協会

　新表記にする

1 柄番： 裏：綿100％ 綿　100％ セラミック入りＰＥ　50％ ポリエステル　46％ ポリエステル100％ ポリエステル　１00％

登録工場№有／GFラベル付 ¥16,000 ＊プリント柄 （クラレ：ロンウェーブ）

羊毛敷　（合繊固綿入） ホームセンター 表：綿100％ 綿　100％ 巻きわた：羊毛100％ 羊毛　100％ 固わた： 羊毛　1.6ｋｇ 100×210ｃｍ 100×210ｃｍ レーヌマーク　（アルプス産表記）
＊3月17日　レーヌマーク管理G

産地表記訂正削除申告有

2 柄番： 裏：綿100％ 綿　１00％ レーヌマーク縫込＆ラベル ポリエステル100％ ポリエステル　100％ PE　2.0ｋｇ

登録工場№有／ ¥7,980 レーヌマーク№

羽毛掛 ＧＭＳ量販店 表：PE85％　C15％ ＰＥ83.4％ ダウン　90％ ダウン　93.1％ 羽毛：SEK抗菌ラベル 1.1ｋｇ 150×210ｃｍ 150×210ｃｍ 問題なし

3 裏：PE85%　　C15% Ｃ16.6% フェザー10％ フェザー　　6.9％ (CIL aller G+ ラベル付）

登録工場№有 ¥29,558

羽毛掛 専門店　生地：Ｊラベル 表：綿100％ 綿　100％ ダウン　95％ ダウン　　93.4％ ポーランドMDD 1.1ｋｇ 150×210ｃｍ 150×210ｃｍ ダウンパワー408ｃｍ3／ｇ
原毛供給業者データDP440有

　業者問合せするも返答無し

4 プレミアムGラベル 裏：綿100％ 綿　100％ フェザー　5％ フェザー　　6.6％ サーティフィケイト付
ふとん地Jラベル　全試験

　問題なし

当品は大阪専門店PB6枚作製

平成25年製で在庫1枚返品受け

¥32,400 超長綿貼付ラベル
販売4枚は専門店で把握不明

回収不能にて了解済み

羽毛掛 TV通販　　 表：ＰＥ85％Ｃ15％ ＰＥ　83.4％ ＷＤＤ　93％ WDD　95％ 1.0ｋｇ 150×210ｃｍ 150×210ｃｍ ・ダウンパワー400ｃｍ3／ｇ
平成3年日本オゾン㈱製を導入

　防ダニ等効果絶大との売込

5 ロイアルＧラベル 裏：PE85 %　C15％ Ｃ　16.6% ＷＤＦ　　7％ WDF　5％ ファインプロテクト加工貼
・オゾン処理羽毛なので

　防ダニ加工表記

　防ダニデータは試験違いで

　信ぴょう性に疑義有り。

登録工場№有／GFラベル付 ¥19,980 防ダニ、防かび、抗菌加工
　自社で忌避効果試験予定

　防ダニ表記は不使用とする。

6

7

8

【ま　と　め】 ■検査機関：（一財）ボーケン品質評価機構

ＪＢＡコンプライアンス委員会

品　　　名 流通チャネル

生地混用率 詰めもの組成① 詰めもの組成② 重量（＋4％、－2％）
サイズ（＋5％、-3％）

キルティング製


