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国際業務担当グループ 

分類 適用品目 実施規則番号 

電線ケーブル類 

コードセット CNCA-01C-001:2011 

鉱業用可撓ゴムキャブタイヤケーブル,定格電圧が 3KV 以下の鉄道車両

用絶縁ケーブル(電線), 定格電圧が 450/750V 以下のゴム絶縁ケーブル, 

定格電圧が 450/750V 以下の塩化ビニル絶縁ケーブル 

CNCA-01C-002:2007 

電気回路スイッチ

及び保護又は接続

用の電気機器装置 

家庭用及び同等のプラグ及びコンセント CNCA-01C-003:2011 

家庭用及び同等の固定電気設備用スイッチ CNCA-01C-004:2011 

工業用プラグ、コンセント、カプラー CNCA-01C-005:2011 

家庭用及び同等の機器用の機器用カプラー CNCA-01C-006:2011 

サーマルリンク CNCA-01C-007:2011 

家庭用及び同等の固定電気設備用アクセサリのエンクロージャ CNCA-01C-008:2011 

ミニチュアヒューズ、カートリッジヒューズリンク、サブミニチュアヒ

ューズ 
CNCA-01C-009:2011 

低圧電気機器 

低電圧開閉器及び制御器アセンブリ CNCA-01C-010:2007 

低電圧遮断器, 低電圧スイッチ、断路器、断路用開閉器とヒューズ組込

ユニット、低電圧電気機械式コンタクター、モータースターター, 制御

電器及び開閉器類, 交流半導体モーター制御機器及びスターター, 制御

機器及び保護開閉器（設備）, 近接スイッチ, 自動転換スイッチ, 設備断

路器, 家庭用及び類似用途の電気機械式コンタクター 

CNCA-01C-011:2007 

家庭用及び類似用途の過電流保護回路遮断器(MCB)；  

CNCA-01C-012:2007 

家庭用及び類似用途の過電流保護を有しない残留電流回路遮断器

(RCCB)；  

家庭用及び類似用途過電流保護を有する残留電流回路遮断器(RCBO)；

家庭用及び類似用途の可搬式の残留電流動作の保護装置(PRCD)；  

残留電流動作リレー；  

低電圧ヒューズ 
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小電力モーター 

三相非同期モーター(YS シリーズ)、抵抗始動モーター(YU シリーズ), コ

ンデンサ始動モーター(YCシリーズ), コンデンサ誘導モーター(YYシリ

ーズ), 二値コンデンサ非同期モーター(YL シリーズ), 隈取モーター(構

造と使用方法によって分類), 三相ポンプ, 三相非同期ディスクブレーキ

モーター, 単相交流シリーズモーター(構造と使用方法によって分類), 

三相クラッチモーター, 単相クラッチモーター, 水ポンプ用モーター(構

造によって分類), 家庭用ミシンモーター,  洗濯機用モーター(構造に

よって分類)、 洗濯機の脱水機用モーター、空調機ファン用モーター(構

造によって分類)、扇風機用モーター(卓上扇風機、壁掛け扇風機、床置

き扇風、機を含む)、回転フロントルーバファン用モーター、レンジフー

ドモーター、家庭用換気扇モーター、食品ミキサ用シリーズモーター、

掃除機用単相シリーズモーター、永久磁石同期モーター(構造と使用方法

によって分類)、クローポールタイプ永久磁石同期モーター、直流モータ

ー(構造と使用方法によって分類)、Y シリーズ三相非同期モーター、YD

シリーズ無段マルチスピード三相非同期モーター、YH シリーズハイス

リップ相非同期モーター、YCT シリーズ電磁式変速モーター、YCTD シ

リーズ電磁変速モーター、YCJ シリーズギアヘッドモーター、Y2 シリ

ーズ三相非同期モーター、YDT シリーズ無段マルチスピード三相非同期

モーター、YEJ シリーズ電磁ブレーキ三相非同期モーター 、Y-W シ

リーズ及び Y-WF シリーズ屋外及び屋外化学腐蝕三相非同期モーター、

Y-F シリーズ腐蝕防止タイプ三相非同期モーター、Y-M シリーズ大工用

三相非同期モーター、振動源三相非同期モーター（差込式コンクリット

ミキサー用モーターを除く）、YLJ シリーズトルク三相非同期モーター、

(YVF2）変調変速専用三相非同期モーター、小型平面ブレーキ三相非同

期モーター、YDF2 シリーズ電動バブル用三相非同期モーター、三相非

同期モーター（Y3 シリーズ）、三相非同期モーター(YX3 シリーズ)、そ

の他 

CNCA-01C-013:2007 

電動工具 

ドリル、電動ドライバー及びインパクト・レンチ、電動グラインダー、

電動サンダー、丸鋸、ロータリ・ハンマー、不燃性液体用スプレーガン、

電気バサミ、電気タップ切機、往復鋸、コンクリート振動機、電動チェ

ーンソー、電動かんな 
CNCA-01C-014:2007 

電動枝切りバサミ及び電動草刈りバサミ、電動ルーター及びトリミング

機、大理石切断機 

電気溶接機 

小型アーク溶接機、交流アーク溶接機、直流アーク溶接機、TIG アーク

溶接機、MIG／MAG アーク溶接機、サブマージアーク溶接機、プラズ

マアーク溶接機、プラズマアーク切断機及びさまざまな溶接プロセスを

組み合わせたアーク溶接機等。 

CNCA-01C-015:2011 
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アーク溶接機の感電防止装置、溶接棒ホルダー、溶接ケーブル連結装置、

抵抗溶接機、TIG 溶接用トーチ、MIG／MAG 溶接用ガン 

溶接機のワイヤー送り装置 

家庭用及びこれに

類する用途の設備 

家庭用電気冷蔵庫及び食品冷凍庫、電動ファン、エアコン、モーターコ

ンプレッサ、家庭用電気洗濯機、電気温水器－貯湯式温水器、電気温水

器－瞬間湯沸器、ルームヒーター、真空掃除機、スキンケア及びヘアケ

ア用の機器、電気アイロン、電磁調理器 

CNCA-01C-016:2010 

  
電気オーブン、電動食品加工機器、電子レンジ、電気レンジ、オーブン

及びこれに類する機器、レンジフード、液体加熱機器、温・冷ウォータ

ーサーバー、電気炊飯器 

  

オーディオ・ビデオ

設備類 

アクティブスピーカーサウンドボックス、オーディオパワーアンプ、チ

ューナー、各種の放送周波数帯のチューナー付き受信機、ラジオ受信機、

各種の媒体形式の録音・録画放送及び処理設備（光ディスク・磁気テー

プ等の各種の媒体形式を含む） 

CNCA-01C-017:2010 
上記 5 種類の設備を組み合わせたもの、オーディオ・ビデオ設備に付属

する電源アダプタ（充電器／放電器を含む） 

カラーテレビ受信機、モニター、白黒テレビ受信機及びその他のモノク

ロのテレビ受信機、ブラウン管（表示管）、ビデオレコーダ、電子オル

ガン、アンテナブースター、幹線増幅器、ブリッジ増幅器、分配増幅器、

ビデオ変調器、周波数変換器、AV モデム、衛星テレビ受信機 

幹線増幅器、ブリッジ増幅器、分配増幅器、ビデオ周波数変調器、AV

モデム、周波数変換器 
CNCA-01C-018:2001 

衛星テレビ受信機 CNCA-01C-019:2001 

情報技術設備 

マイクロコンピュータ、 可搬型のデータ処理設備、 コンピュータと共

に使用するディスプレイ設備, コンピュータと接続されるプリンタ設

備, 多目的の印刷複写機, スキャナ, コンピュータの内蔵電源, 電源ア

ダプタ充電器, コンピュータゲーム機,学習用機械, 複写機, サーバー 

CNCA-01C-020:2010 

 

金融及び取引清算用の電子設備（電子料金メーター）、金融及び取引清

算用の電子設備（清算機能のあるIC カードリーダー）、紙幣計数機 
CNCA-01C-021:2001 

照明機器 

電源電圧が 36V を超え及び 1000V 以内の埋め込み式照明器具、固定式

汎用照明器具、可搬型汎用照明器具、電源電圧が 1000V 以内の蛍光灯用

安定器、放電灯（蛍光灯を除く）用安定器、蛍光灯用交流電子式安定器

CNCA-01C-022:2007 
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自動車製品及び車部

品 

1. 国道、県道、一般道路に走行する M 類車輌、Ｎ類車輌及び 0 類牽引

車輌（一般ナンバープレートの車輌） 
CNCA-02C-023:2008 

2. 消防車製品 CNCA-02C-023:2004/A1 

2. 国道、県道、一般道路に走行するオートバイ及びその他の原動機付

きオートバイ（通称：原付バイク）: 排気量 50cc 以上、最高速度

50Km/h 以上のバイク 

CNCA-02C-024:2008 

オートバイのエンジン CNCA-02C-025:2008 

シートベルト CNCA-02C-026:2005 

車クラクション CNCA-02C-055:2005 

自動車反射板 CNCA-02C-056:2005 

自動車ブレーキホース CNCA-02C-057:2005 

車の外部照明及び（方向指示器などの）信号装置 CNCA-02C-058:2005 

車のバックミラー CNCA-02C-059:2005 

車の内装部品 CNCA-02C-060:2005 

車のドアロック及びドアヒンジ CNCA-02C-061:2005 

車のガソリンタンク CNCA-02C-062:2005 

カーシート及びヘッドレスト CNCA-02C-063:2005 

オートバイのバックミラー CNCA-02C-064:2005 

オートバイの外部照明及び（方向指示器などの）信号装置 CNCA-02C-065:2005 

車走行記録メーター CNCA-02C-066:2005 

車体反射標識 CNCA-02C-067:2005 

タイヤ製品 
自動車のタイヤ:  

乗用車タイヤ, トラックタイヤ, オートバイタイヤ 
CNCA-03C-027:2001 

強化ガラス製品 
強化ガラス製品:  

車用強化ガラス, 建築用強化ガラス, 鉄道車輌用強化ガラス 
CNCA-04C-028:2009 

農機製品 

植物保守用機械:  

背負式噴霧器、粉散布器、背負式動力噴霧器, 背負式噴霧器, 背負式

電動噴霧器, 圧力式噴霧器, ペダル式噴霧器, 噴煙機, タンクキャリ

ー付きエンジン式噴霧器, ブーム式噴霧装置, ブリーズ式噴霧機 

CNCA-05C-029:2006 

トラクタ:  

ロータートラクタ(シングルタンクタイプのディーゼル車、25 馬力

以下のマルチタンクタイプのディーゼルエンジン車） 

CNCA-05C-074:2010 

ラテックス類製品 コンドーム CNCA-06C-030:2005 
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通信端末類製品 

モデム（カードを含む）、ファクシミリ、固定電話端末、電話機の付属

装置、コードレス電話端末、集団電話、移動ユーザー端末、ISDN 端末、

データ端末（カードを含む）、マルチメディア端末 

CNCA-07C-031:2007 

医療器械 

心電図装置 CNCA-08C-032:2001 

血液透析装置 CNCA-08C-033:2001 

血液浄化装置の体外循環血液回路 CNCA-08C-034:2001 

中空繊維透析器 CNCA-08C-035:2001 

植え込み式心臓ペースメーカー CNCA-08C-036:2001 

医療用 X 線診断設備 CNCA-08C-037:2001 

人工心肺装置 ローラー式血液ポンプ CNCA-08C-038:2001 

人工心肺装置 ローラー式拍動血液ポンプ CNCA-08C-039:2001 

人工心肺装置 気泡型人工肺 CNCA-08C-040:2001 

人工心肺装置 熱交換器 CNCA-08C-041:2001 

人工心肺装置 熱交換水タンク CNCA-08C-042:2001 

人工心肺装置 シリコンゴム製ポンプチューブ CNCA-08C-043:2001 

消防製品 

火災警報製品： 

スポット型煙式火災報知器、スポット型熱式火災報知器、火災警報

制御装置、消防連動制御システム、手動の火災警報押しボタン、独

立型煙式火災探知警報器 

CNCA-09C-044:2001 

消防用ホース CNCA-09C-045:2001 

自動スプリンクラー消火システム： 

スプリンクラーヘッド、湿式アラーム弁、流水検知装置、圧力スイ

ッチ 

CNCA-09C-046:2001 

火災警報装置： CNCA-09C-044:2011 

電気火災監視システム   

特殊火災探知器   

スポット式炎紫外線検出センサー   

防火ロールカーテン制御装置   

火災音声・光警報装置   

火災表示モニター   

光煙検知システム   

消火線プッシュボタン   

消防ホース： 
CNCA-09C-045:2011 

消火ホースリール 
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散水式消火製品： 

CNCA-09C-046:2011 

スプリンクラー（ESFR）ヘッド 

放水面拡大ノズル 

水噴霧ノズル 

水幕状噴水ノズル 

乾式警報バルブ 

湿式警報バルブ 

消防汎用バルブ 

家庭用放水ヘッド 

泡消火設備： 

CNCA-09C-075:2011 

泡混合装置 

泡発生装置 

泡ポンプ 

専用バルブ及び部品 

泡噴射装置 

泡消火器ボックス 

携帯式泡消火装置 

閉鎖型泡－水スプレー消火装置 

消火剤製品： 

CNCA-09C-076:2011 
ガス消火剤 

泡消火剤 

ウォータータイプ消火剤 

消防設備： 
CNCA-09C-077:2011 

正圧型消防用呼吸器 

建築耐火構築： 
CNCA-09C-078:2011 

防火窓 

防犯製品 

侵入センサー ： 

アクティブ赤外線侵入センサー、 室内用パッシブ赤外線センサー、

室内用マイクロ波ドップラーセンサー、 マイクロ波及びパッシブ赤

外線複合侵入センサー、 振動侵入センサー 
CNCA-10C-047:2009 

室内用パッシブ式ガラス破壊センサー、 磁力スイッチ侵入センサー

防犯設備：  

盗難防止警報制御装置 
CNCA-10C-052:2009  

防犯設備：  

自動車盗難防止警報システム 
CNCA-10C-053:2009 

金庫類 ：  

大型金庫、 小型金庫 
CNCA-10C-054:2009 



中国 CCC 強制認証対象品目一覧表 2011 年版 
2011 年 11 月 

国際業務担当グループ 

無線 LAN 製品 無線 LAN 製品（事実上は、任意のレベルで認証を行なう） CNCA-11C-048：2007 

装飾内装製品 

溶剤型木部用塗料 CNCA-12C-049:2010 

陶器質タイル CNCA-12C-050:2010 

コンクリート凍結防止剤 CNCA-12C-051:2010 

玩具類製品 

乗用玩具類製品 CNCA-13C-068: 2006 

電気玩具類製品 CNCA-13C-069: 2006 

プラスチック玩具類製品 CNCA-13C-070: 2006 

金属玩具類製品 CNCA-13C-071: 2006 

発射玩具類製品 CNCA-13C-072: 2006 

人形玩具類製品 CNCA-13C-073: 2006 

情報セキュリティー

製品 

ファイヤーウォール製品 CNCA-11C-075：2009 

ネットワーク安全隔離用 LAN カード・スイッチングハブ製品 CNCA-11C-076：2009 

安全隔離・情報交換製品 CNCA-11C-077：2009 

セキュアルーター製品 CNCA-11C-078：2009 

スマートカード COS 製品 CNCA-11C-079：2009 

データバックアップ・リカバリ製品 CNCA-11C-080：2009 

セキュアオペレーティングシステム製品 CNCA-11C-081：2009 

セキュアデータベースシステム製品 CNCA-11C-082：2009 

迷惑メール対策製品 CNCA-11C-083：2009 

侵入検知システム（IDS）製品 CNCA-11C-084：2009 

ネットワーク脆弱性スキャニング製品 CNCA-11C-085：2009 

セキュリティー監査製品 CNCA-11C-086：2009 

ウェブサイトリカバリ製品 CNCA-11C-086：2009 

 
  上記対象表は、以下の資料を参考に作成致しました。 
 

強制性製品認証目録と実施規則対象表： 
http://www.cnca.gov.cn/cnca/rdht/qzxcprz/rzml/images/20080701/4755.htm 

  強制認証実施規則の適用規格表：http://www.cnca.gov.cn/cnca/rdht/qzxcprz/ssgz/4728.shtml 
  強制認証実施規則更新、適用規格更新の公告： 

http://www.cnca.gov.cn/cnca/rdht/qzxcprz/qzscpzegg/default.shtml 
  中国標準化委員会： 

GB 規格の確認：http://www.sac.gov.cn/SACSearch/outlinetemplet/gjbzcx.jsp 
GB 規格の無料閲覧：http://gbread.sac.gov.cn/ 
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  適用規格及び実施規則は不定期的に更新されることがあるため、上記リストと現行の実施規則及び適用規格

の年版が異なる場合がございます。JET では最新の情報を What’s new などで提供しています。 
 
なお、中国CCC強制的製品認証の対象品目の説明及び定義、及び強制認証範囲の詳細については、 
中国 2007 年公告第 9 号「強制的製品認証リストの説明・定義表」を参考にしてください。 
中文のリンク先は下記のとおりです。 

http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/20070706/2204.pdf 
また、「強制的製品認証リストの説明・定義表」の電気・電子製品に関しては、参考和訳の CD-R
版を有料で販売しています。 
御購入を希望する場合には、下記宛に御連絡ください。 
電気製品安全センター(TEL:03-3466-9203・FAX:03-3466-9204・center@jet.or.jp) 

http://www.jet.or.jp/publication/index.html 
 
実施規則の参考和訳版については、有料の扱いになりますが上記の電気製品安全センターで扱って

いるもの以外にも、国際業務担当グループで情報を提供できるものもございます。下記にお問合せ

頂ければ幸いです。 
 

お問い合わせ先 
東京事業所 国際業務担当グループ 
TEL: 03-3466-9818／FAX: 03-3466-6622 

E-mail: kokusai@jet.or.jp 
 
 


