
ECCJ 仮訳 

画像機器バージョン 1.1 基準の第 1 草案について（2008 年 4 月 10 日 EPA メール） 
 

Dear ENERGY STAR Imaging Equipment Partner or Other Interested Stakeholder: 
  
Please find attached the Draft 1 Version 1.1 Imaging Equipment ENERGY STAR specification and 
accompanying memo and data summary for stakeholder review and comment.  Stakeholders who wish to 
submit speed data for non qualified TEC products as part of their review can use the attached data form.  All 
comments and data should be submitted to Bijit Kundu, ICF International, at bkundu@icfi.com by May 1, 
2008.   
  
On Wednesday, May 7, 2008, from 9:00 to 2:30 PM Eastern Time, EPA will host a stakeholder meeting in 
Washington, DC to present the specification revision process, provide details on revisions to Draft 1 and the 
data analysis performed to date, and address stakeholder questions and concerns regarding the proposed 
changes.  More information on this meeting will be forthcoming.  Stakeholders who would like to participate in 
this May 7 meeting are encouraged to RSVP to Bijit Kundu, ICF International, at bkundu@icfi.com no later 
than May 1, 2008.   
  
All materials related to the specification revision process for imaging equipment will be available on EPA’s 
ENERGY STAR product development website (www.energystar.gov/productdevelopment).  If you have any 
questions or concerns, please contact Christopher Kent, EPA, at (202) 343-9046 or Bijit Kundu at (202) 
862-1157.   
  
Thank you for your continued support of ENERGY STAR! 

 Cover Memo Draft 1 V1.1 IE.pdf 

 ENERGY STAR Draft 1 Version 1 1 IE.pdf 

 TEC and OM Data Summary Draft 1 V1.1 IE.pdf 

 TEC Speed Data Form Non Qual.xls 

 

＜概要＞ 

・ 本メールは、ENERGY STAR 画像機器基準バージョン 1.1 の第 1 草案に関するものである。 
・ 添付書類は、第 1 草案、カバーメモ、および関係者による検討・意見提出用のデータ概要である。 
・ 今回の検討の一部として、非適合 TEC 製品に関する速度データの提出を希望する関係者は、添付のデー

タ入力シートを使用してよい。 
・ すべての意見およびデータは、2008 年 5 月 1 日までにICF InternationalのBijit Kundu 

（bkundu@icfi.com）に提出すること。 
・ EPA は、2008 年 5 月 7 日（水）東部標準時 9:00～2:30PM に、ワシントン D.C.にて関係者会議を開催

する予定である。会議においては、基準改定作業手順の紹介、草案 1 に向けた修正と現在までに終了して

いるデータ分析の詳細提供、改定案に対する関係者との質疑応答が予定されている。 
・ 5 月 7 日会議への参加を希望する関係者は、2008 年 5 月 1 日までに ICF International の Bijit Kundu

に、その旨を連絡することを推奨する。 
・ 本基準改定に関する全ての資料は、EPAのENERGY STAR product development website 

(www.energystar.gov/productdevelopment)から入手可能となる。 
・ 質問および懸念等については、EPA の Christopher Kent (202-343-9046)または Bijit Kundu 

(202-862-1157)に連絡してほしい。 
 

以上 
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