ECCJ 仮訳

ディスプレイ基準バージョン 5.0 および関連書類について
EPAのメール（2008年7月24日）
Dear ENERGY STAR Displays Partner or Other Interested Stakeholder:
Please find attached the Draft 1 Version 5.0 ENERGY STAR Displays specification for your review and
comment. (This category was previously referred to as ‘computer monitors,’ but will be referred to as
‘displays’ moving forward due to its broader scope.) Accompanying files include:
1. A cover memo from Christopher Kent, U.S. EPA
2. A masked version of the dataset used to determine Draft 1 specification levels
3. Charts showing the proposed Draft 1 specification levels
Stakeholders are requested to provide comments on the Draft 1 specification no later than Wednesday,
August 27, 2008. Please send comments via e-mail to Elliott Rector, ICF International, at erector@icfi.com.
Please note: unless requested otherwise by the submitter, all comments received will be posted to the
ENERGY STAR Product Development Web site at www.energystar.gov/productdevelopment.
On Thursday, September 25, 2008, EPA will host a stakeholder meeting in Washington, DC to discuss this
Draft 1 specification. Please RSVP to Elliott Rector if you plan to attend this meeting.
If you have any questions or concerns about the attached documents, please contact Christopher Kent at
(202) 343-9046 or kent.christopher@epa.gov or Mehernaz Polad, ICF International, at (202) 862-1175 or
mpolad@icfi.com.
Thank you for your continued support of ENERGY STAR!
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EPA は、関係者の確認および意見を求めるための ENERGY STAR ディスプレイ基準バージョン 5.0
第 1 草案を本メールに添付した。
以下の付随ファイルも添付されている。
・ カバーメモ
・ 第 1 草案の基準値を決めるために使用された、モデルの特定情報を隠したデータ
・ 第 1 草案の基準値案を示す図
第 1 草案に対する意見は、遅くとも 2008 年 8 月 27 日水曜日までに、ICF International の Elliot Rector
（erector@icfi.com）に提出すること。なお、提出者の希望がない限り、受け取られた意見は全て、ENERGY STAR
基準策定 Web site（www.energystar.gov/productdevelopment）に掲載される。
EPA は、2008 年 9 月 25 日木曜日に、第 1 草案に関する協議を行なうために、ワシントン DC において、関係
者会議を開催する予定である。出席を予定している場合には、その旨を Elliot Rector に連絡すること。
添 付 書 類 に 関 す る 質 問 ま た は 懸 念 が あ れ ば 、 Christopher Kent （ (202) 343-9046 ま た は
kent.christopher@epa.gov）または ICF International の Mehernaz Polad（(202) 862-1175 または
mpolad@icfi.com）に連絡すること。
以上

