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1．ProChemistの概要



含有化学物質情報 伝達の仕組み -JAMPについて

ProChemist

規制順守判定

各社個別対応

情報提供

進捗管理

JAMP書式

依頼
督促
入手
集計

情報提供

JAMP書式の依頼・督促・入手

サプライヤ

ITｼｽﾃﾑによる情報の入手と集計を効率化、且つ調査実績（調査依頼のﾛｸﾞ）のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ化

クラウド型システムでInternet 
Explorerで使用可能。
PCの設定変更や新たなアプリ
ケーションのダウンロードは不要。

調達・品証部門

マ
ニ
ュ
ア
ル
管
理

シ
ス
テ
ム
管
理

部品・部材

管理対象物質

最終製品

サプライヤ・顧客・現法

顧客・現法

部品・部材のJAMP書式 登録

製品中の規制物質の有無確認

参考： ProChemistの概要

製品毎に規制物質を自動集計
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２．ログイン



２.ログイン

•ログインユーザＩＤ、パスワードを入力し、ログインします。

※ログインユーザーID、パスワードは、利用手続き完了後、NECより案内通知します。

①ユーザーID，パスワードの入力
ID情報は申込手続き完了後、メールにてご連
絡させていただいた「ProChemist/AS ご利用
情報のお知らせ」を参照し、ユーザーID、パ
スワードを入力してください。

②Loginボタンをクリックします

ログイン後に表示される言
語の選択が可能です。

https://prochemist.nec.co.jp/ProChemistAS/Login.do

6



⑤ chemSHERPA を最新版
に更新するときに選択。

②システムメンテナンスなど連
絡事項が表示されます。

④初回回答が完了した件数

③弊社からの初回調査依頼件数

•ログインに成功するとメイン画面が表示されます。

２.ログイン

①Menuをクリックする
と案内画面に戻ります

7赤:一般情報
青:初回調査回答
緑:更新情報回答（既をM不使用証明書plusをProChemistに登録済であるが、内容を更新したものに差し替え
る場合）

⑥更新版chemSHERPAを仮登録し
た件数

⑦更新版chemSHERPAをFFに回答
した件数

⑧添付ファイルを添付し忘
れた時



３．含有化学物質情報 調査回答の手順
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３.含有化学物質情報 調査回答の手順
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・ProChemistでの回答は、以下の３ステップを経て行います。

メール受信/
調査品確認

chemSHERPA
作成

chemSHERPA
登録

完了



３.含有化学物質情報 調査回答の手順
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メール受信 メール受信/調査品確認→回答ファイル作成→製品回答

・ProChemist/ASに調査依頼が届くと、システムからメールが送信されます。

クリックするとログイン画面へ



３.含有化学物質情報 調査回答の手順
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製品回答 メール受信/調査品確認→回答ファイル作成→製品回答

・案内画面で、「型番未回答」欄のリンクをクリックします

「型番未回答」欄の
リンク（未回答または回答遅延）をクリックします。
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３.含有化学物質情報 調査回答の手順

12

製品調査受付照会 メール受信/調査品確認→回答ファイル作成→製品回答

・下記の画面が表示されます。一覧より回答する調査依頼データを選択します。

選択のチェックボックスにレを入れ
「型番/回答ファイル登録」ボタンをクリックします。



３.含有化学物質情報 調査回答の手順
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製品調査受付 回答ファイル登録（1/2） メール受信/調査品確認→回答ファイル作成→製品回答

・表示される下記の画面で、調査依頼の確認と製品回答を行います。

調査情報

顧客から届いた依頼内容を表示し
ます。
※調査依頼者を確認する場合は、
[依頼者情報表示]ボタンをクリッ
クします。

回答製品情報

回答ファイルの登録・公開を行い
ます。
また、任意で添付ファイルを登録
することも可能です。

※



３.含有化学物質情報 調査回答の手順
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製品調査受付 回答ファイル登録（2/2） メール受信/調査品確認→回答ファイル作成→製品回答

・回答ファイル（chemSHERPA-AI）を登録します。

①「参照」を選択し、
chemSHERPAデータを指定、
「ファイル読み込み」を選択
します。エクセルやPDFは不
可⇒⑥⑦が自動入力される

②④⑤選択ボタンをクリ
ックし、選択一覧より指
定します。
初回のみ一覧から選択す
る。2回目以降は初回入
力内容が保存されている
ので、操作は不要。

③登録する回答ファイルに
該当する自社品番（自社内
の管理番号）を入力します。
自社品番がない場合、メー
カー型番と同じ値を入力し
ます。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
⑧

⑥⑦回答ファイルから自
動入力されます。（入力
不要）

⑨添付ファイルの
登録（任意）

参照ボタンを押し、不
使用証明書を指定しま
す。
例）非含有証明書、不
使用証明書など

⑧公開先指定：「依頼
元に限定」を選択

⑨ 依頼元から指定が
あった場合、提出
してください。



３.含有化学物質情報 調査回答の手順
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完了確認 メール受信/調査品確認→回答ファイル作成→製品回答

・以上の操作で調査依頼に対する回答は完了です。
システムの定期バッチ処理により、調査依頼元へ製品情報を自動回答します。

Menuボタンをクリックし、案内画面を表示します。

操作直後は、
「型番未回答」から「型番回答済」に件数が移動し、
「製品未回答」の件数が１件追加されます。

システムの定期バッチ処理により、「製品未回答」
から「製品回答済」に件数が移動すると調査依頼元
へ製品情報が送信されます。

※
※
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Appendix

※既に弊社グループ会社とのお取引でProChemistに加入されている場合は、

加入申込み書の再提出は不要です。

●ProChemist/ASへ加入希望の方は、下記EXCELファイルに必要事項を

記入し、弊社窓口（購買部門）にEXCELファイルのまま送付してください。

PDF化は不要です。

●１社につき１IDをご提供しております。
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ProChemist/AS加入申込書 ご提出の際の注意点
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ご利用者情報をご変更される場合は、以下3つの事を必ず実施してください。

①NECへ申込書の送付（前任者から連絡する）

②弊社窓口（購買部門または品質保証部）へ申込書の送付

③ProChemistユーザーマスターの更新
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ProChemist/AS申込書 ご利用者情報の変更

※下記 申込書抜粋

申込書に最新情報を記載し、①NECおよび②弊社窓口へ、
それぞれ送付してください。

契約責任者情報の変更の場
合、①への連絡は「前任者」が
実施する。
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③ユーザーマスターの更新方法
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ProChemist/AS申込書 ご利用者情報の変更

①

②③
担当者の変更は貴社にて
ユーザーマスタをご変更ください。
【変更手順】
①業務メニュー「ユーザーマスタ」を
クリックします。
②「ユーザーマスタ検索条件」画面
にて「検索」ボタンをクリックします。
③「ユーザーマスタ照会」画面にて
一覧から対象ユーザーを選択し、
「訂正」ボタンをクリックします。
④「ユーザーマスタ登録」画面にて
「ユーザー名」や「メールアドレス」の
既存情報を変更します
⑤「訂正」ボタンをクリックします。

④

⑤
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ProChemist/AS 動作環境

パソコンのOS

・Windows 7
・Windows 10

ブラウザ環境

・Internet Explorer 11
・Microsoft Edge Chromium版

本システムは、以下の環境にてご利用いただくことが可能です。

上記以外のOS、ブラウザ環境は未対応となっております。
Google Chromeは対応していません。
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１．ProChemist/ASの操作、ID、パスワード、

申し込みに関するお問い合わせ
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お問い合わせ先

NEC ProChemist/ASお問い合わせ窓口

procas-helpjp@nes.jp.nec.com

procas-helpgl@nes.jp.nec.com  (English/Chinese)

*)お電話で確認する場合がございますので、
電話番号の記載をお願いします。

E-mail：

２．回答対象製品、chemSHERPA書式の内容について

富士フイルム 購買部門 または 関係会社まで直接お問い合わせください

mailto:helpasg@necsoft.com(English/Chinese
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