
中国認証 2013 年 CQC 通知 
公告番号

(発表月/
日) 

旧規格番号 新規格番号 IEC 規格 規格タイトル 公告内容概要 公告のリンク先 

強制認証

公告 
12/16 

GB/T5013.8-2006 GB/T5013.8-2013 

IDT: IEC 60245-8:2004 
Rubber insulated cables—Rated voltages up to 
and including 450/750 V—Part 8:Cords for 
applications requiring high flexibility 
ゴム絶縁ケーブル－450/750 V以下の定格電圧－

第 8部：高可とう性を必要とする用途のコード 

１．CCC 強制認証適用規格の年版更新公告： 
左記のゴム絶縁ケーブルに関連する技術基準

GB/T5013.8-2013 版について、2013 年 7 月 19 日発表

され、2013 年 12 月 2 日から正式実施する。 
本通知発表日から最新版のみの申請を受入れ、最新版

適用規格の認証書を発行する。 
旧版規格で認証取得された製品については（型式：

245IEC51(RX)の認証書を含む）、公告の発表日から、

次回の定期工場調査前までに認証機関へ年版更新手続

き及び認証書の書換え申請を行って下さい。適用規格

の年版更新について、追加試験を行います。 
旧版実施規則の認証書更新については、2014 年 12 月

1 日前までに更新手続きを完了する必要があります。

期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休

止とされ、更新手続きが 2015 年 3 月 1 日前までに完

了しない場合には、認証書は取り消されます。 
2．強制認証の適用範囲の調整 
①最新版適用規格に以下の旧版規格の対象品目は、含

まれません。 
60245 IEC 86(RQ) 300/300V 0.75～1.5(2 芯～3 芯)、
60245 IEC 87(RQVJ) 300/300V 0.75～1.5(2 芯～3
芯)、 
60245 IEC 88(RQVJVJ) 300/300V 0.75～1.5(2 芯～3
芯) 
上記製品は、CCC 認証対象品目から除外されます。取

得された CCC 認証書は、公告日より取消しとする。 
②最新規格にエチレンプロピレンゴム（EPR）絶縁編

組シース高可とう性ケーブル 60245 IEC 89(RQB) 
300/300V 0.75～1.5(2 芯～3 芯) を追加した。この

ケーブルは、GB5013.4-1997 の編組キャブタイヤーケ

ーブル 245IEC51（RX）に類似するもの。 
③GB5013.4-1997 規格の CCC ケーブル：245 IEC61 
(RX) 編組キャブタイヤーケーブルに対し、

GB/T5013.8-2013 規格への変更申請を提出し、

60245 IEC 89(RQB)として書換えを行う。試験サンプ

ル 1 本 50m を提出。 
④認証書のモデルが、245 IEC 51(RX)のみの場合、変

公告原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2013/12/1386
145168517984.htm 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1386145168517984.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1386145168517984.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1386145168517984.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1386145168517984.htm
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更申請を提出する際に、製品名：ゴム絶縁高可とう性

ケーブルに変更する。認証書にその他のモデルが同時

に存在する場合、245 IEC 51(RX)を削除し、個別に

60245 IEC 89(RQB)の新規申請を提出する。製品名は、

ゴム絶縁高可とう性ケーブルとする。 

強制認証

公告 
12/16 

GB20044-2005 GB20044-2012 

MOD：IEC 61540:1999 
Electrical accessories—Portable residual current 
devices without integral overcurrent protection 
for household and similar use(PRCD) 
電気附属品－家庭用及び類似用途の過電圧保護

を内蔵しないポータブル残留電流装置(PRCDs) 

CCC 強制認証適用規格の年版更新公告： 
左記の RPCDs 製品に関連する技術基準

GB20044-2012 版について、2012 年 12 月 31 日発表

され、2013 年 12 月 1 日から正式実施する。 
本通知発表日から最新版のみの申請を受入れ、最新版

適用規格の認証書を発行する。 
旧版規格で認証取得された製品については、公告の発

表日から、次回の定期工場調査前までに認証機関へ年

版更新手続き及び認証書の書換え申請を行って下さ

い。適用規格の年版更新について、相違点の追加試験

を行います。 
旧版実施規則の認証書更新については、2014 年 12 月

1 日前までに更新手続きを完了する必要があります。

期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休

止とされ、更新手続きが 2015 年 2 月 28 日前までに完

了しない場合には、認証書は取り消されます。 

公告原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2013/12/1386
145168287172.htm 
相違点の追加試験内容 
(中文)： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/rootfiles/2013/12/
16/1386145168287172-1
386145168443591.doc 
 

強制認証

公告 
12/16 

GB14711-2006 GB14711-2013 
General requirements for safety of small and 
medium size rotating electrical machines 
中小型回転モータの安全共通要求事項 

CCC 強制認証適用規格の年版更新公告： 
左記の中小型回転モータ製品に関連する技術基準

GB14711-2013 版について、2013 年 7 月 19 日発表さ

れ、2013 年 12 月 2 日から正式実施する。 
本通知発表日から最新版のみの申請を受入れ、最新版

適用規格の認証書を発行する。 
旧版規格で認証取得された製品については、公告の発

表日から、次回の定期工場調査前までに認証機関へ年

版更新手続き及び認証書の書換え申請を行って下さ

い。適用規格の年版更新について、相違点の追加試験

を行います。 
旧版実施規則の認証書更新については、2014 年 12 月

2 日前までに更新手続きを完了する必要があります。

期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休

止とされ、更新手続きが 2015 年 3 月 1 日前までに完

了しない場合には、認証書は取り消されます。 

公告原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2013/12/1386
145168182163.htm 
 
相違点の追加試験内容

（中文）： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/rootfiles/2013/12/
16/1386145168182163-1
386145168263306.docx 
 

CQC 通知 
12/05 

CQC13-448312- 
2013 

CQC11-448312- 
2013 太陽光集熱装置任意認証実施規則 

CQC 任意認証の実施規則の更新通知： 
CQC は、通知日より、太陽光集熱装置任意認証実施規

則を CQC11-448312-2013 版に改訂した。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1386145168287172.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1386145168287172.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1386145168287172.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1386145168287172.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/16/1386145168287172-1386145168443591.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/16/1386145168287172-1386145168443591.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/16/1386145168287172-1386145168443591.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/16/1386145168287172-1386145168443591.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1386145168182163.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1386145168182163.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1386145168182163.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1386145168182163.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/16/1386145168182163-1386145168263306.docx
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/16/1386145168182163-1386145168263306.docx
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/16/1386145168182163-1386145168263306.docx
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/16/1386145168182163-1386145168263306.docx
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1386144965867742.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1386144965867742.htm
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変更の主な内容は以下の通り： 
1． 製品安全及び性能認証から製品安全認証に修正

し、適用範囲、認証方式、試験項目及び工場品質

管理の要求事項の内容に対し修正を行った。 

2． 製品マークは、 から に変更 

xx/webinfo/2013/12/1386
144965867742.htm 
 

強制認証 
公告 
12/05 

GB15579.11-1998 GB15579.11-2012 
MOD: IEC 60974-11:2010  
Arc welding equipment—Part 11:Electrode 
holders アーク溶接機 第 11 部電極ホルダ CCC 強制認証適用規格の年版更新公告： 

左記のアーク溶接製品に関連する技術基準

GB15579.11-2012、GB15579.12-2012、
GB10235-2012 版について、2012 年 12 月 31 日発表

され、2013 年 12 月 1 日から正式実施する。 
2013 年 12 月 1 日から最新版のみの申請を受入れ、最

新版適用規格の認証書を発行する。 
旧版規格で認証取得された製品については、公告の発

表日から、次回の定期工場調査前までに認証機関へ年

版更新手続き及び認証書の書換え申請を行って下さ

い。適用規格の年版更新について、相違点の追加試験

を行います。 
旧版実施規則の認証書更新については、2014 年 12 月

1 日前までに更新手続きを完了する必要があります。

期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休

止とされ、更新手続きが 2015 年 3 月 1 日前までに完

了しない場合には、認証書は取り消されます。 

公告原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2013/12/1386
144956978476.htm 
相違点の追加試験内容

（中文） 
GB14479.11 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/rootfiles/2013/12/
05/1386144956978476-1
386144957055045.doc 
GB115579.12 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/rootfiles/2013/12/
05/1386144956978476-1
386144957079781.doc 
GB10235 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/rootfiles/2013/12/
05/1386144956978476-1
386144957102031.doc 

GB15579.12-1998 GB15579.12-2012 

MOD: IEC 60974-12:2005  
Arc welding equipment—Part 12:Coupling 
devices for welding cables 第 12 部溶接ケーブ

ル用カップリング装置 

GB10235-2000 GB10235-2012 Hazard reducing device for arc welding power 
source アーク溶接電源 漏電防止装置 

CQC 通知 
12/02 

CQC33-461239- 
2011 

CQC33-461239-
2013 太陽光系統連係インバータ装置認証実施規則 

CQC任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 

CQC系統連係インバータ装置の任意認証の実施規則が

修正されました。修正内容は以下の通り： 

1． 適用規格 NB/T32004-2013及び GB/T199654-2012

を追加した。 

2． 質量等級の評価規定を追加し、異なる質量等級に

対する試験項目及び要求事項がそれぞれ異なる。 

3． 認証範囲は、太陽高発電系統連係インバータ装置

の性能及び安全認証、パワーオプティマイザーの

安全認証に適用すると修正した。 

4． 申請単位の区分規定を追加した。 

5． 低電圧穿越試験(LVRT)は、GB/T19964-2012の規定

に従い実施する 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2013/12/1385
703347972710.htm 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1386144965867742.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1386144965867742.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1386144956978476.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1386144956978476.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1386144956978476.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1386144956978476.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/05/1386144956978476-1386144957055045.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/05/1386144956978476-1386144957055045.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/05/1386144956978476-1386144957055045.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/05/1386144956978476-1386144957055045.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/05/1386144956978476-1386144957079781.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/05/1386144956978476-1386144957079781.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/05/1386144956978476-1386144957079781.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/05/1386144956978476-1386144957079781.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/05/1386144956978476-1386144957102031.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/05/1386144956978476-1386144957102031.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/05/1386144956978476-1386144957102031.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/05/1386144956978476-1386144957102031.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1385703347972710.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1385703347972710.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1385703347972710.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/12/1385703347972710.htm
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CQC 通知 
11/26 

CQC3127-2010 CQC3127-2013 LED 道路トンネル照明製品省エネ認証技術基準 CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 
左記の LED 照明に関連する技術基準及び実施規則に

ついて、本通知発表日から 2014 年 1 月 1 日まで、申

請者が最新版技術基準或いは 2010 年版の旧版技術基

準の何れかを指定し、申請することができる。 
2014 年 1 月 1 日から最新版のみ受入れる。CQC 任意

認証の取得製品について、旧版規格で認証取得された

製品については、次回の定期工場調査前までに認証機

関へ年版更新手続き及び認証書の書換え申請を行って

下さい。 
適用規格の年版更新について、追加試験を行います。 
旧版実施規則の認証書更新については、2015 年 1 月 1
日前までに更新手続きを完了する必要があります。期

限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止

とされ、更新手続きが 2015 年 4 月 1 日前までに完了

しない場合には、認証書は取り消されます。 
CQC 任意認証実施規則の変更内容は、認証書有効期限

の変更のみ。最新版の規定では、認証書は、長期有効

となります。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2013/11/1384
918727413131.htm 
相違点内容の原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/rootfiles/2013/11/
26/1384918727413131-1
384918727512895.doc 
 

CQC3128-2010 CQC3128-2013 LED ダウンライト省エネ認証技術基準 

CQC3129-2010 CQC3129-2013 反射型セルフバラスト LED 照明省エネ認証技術

基準 

CQC31-465315-2013 LED ダウンライト省エネ認証実施規則 

CQC31-465137-2013 反射型セルフバラスト LED 照明省エネ認証実施

規則 

CQC31-465392-2013 LED 道路トンネル照明製品省エネ認証実施規則 

CQC12-465138-2010 一般照明器具用セルフバラスト LED 照明安全及

び EMC 認証実施規則 

強制認証

CNCA 
公告 28 号 

11/15 

CNCA は、「強制性製品認証目録製品と 2013 年 HS コード対象参考リスト」を発表した。対象製品の定義範囲は 2012 年公告 30 号の内容に準ずる。 
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/11/15/FE8F28371FD0AF79960CB0A21E6C9540.doc 
【訳者注：各税関で実際に管理する CCC 対象製品 HS コードは、CNCA 発表の内容と異なりますので、詳細については通関予定地の検験検疫局に

問い合わせてください。上海税関の CCC 対象製品 HS コードリスト：http://www.shciq.gov.cn/upload/201244090444429709.xls】 

公告原文： 
http://www.cnca.gov.cn/c
nca/zwxx/ggxx/749488.s
html 
 

CQC 通知 
10/25 

CQC11-448311-2012 日用品の管型電熱部品安全認証実施規則 

CQC 任意認証実施規則の改訂通知： 
左記の CQC 任意認証実施規則は改定されました。 
修正内容は以下の通り： 
１．認証書は長期有効認証書に変更した。 
２．更新申請の要求事項を削除した。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2013/10/1381
806922929100.htm 
 

CQC11-471113-2010 電子レンジコンデンサ安全認証実施規則 

CQC11-462155-2010 電動メカニカルリレ安全認証実施規則 

CQC12-461237-2009 

家庭用及び類似用途電気製品用外部電源アダプ

ター、充電機及び内部スイッチング電源の安全及

びＥＭＣ認証実施規則 

CQC13-461241-2009 
高周波高電圧共振誘導式加熱コンデンサ安全及

び性能認証実施規則 

CQC13-461242-2010 交流電動機始動コンデンサ認証実施規則 

CQC13-446441-2010 
家庭用洗濯機のプログラム制御装置性能及び安

全認証実施規則 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/11/1384918727413131.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/11/1384918727413131.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/11/1384918727413131.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/11/1384918727413131.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/11/26/1384918727413131-1384918727512895.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/11/26/1384918727413131-1384918727512895.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/11/26/1384918727413131-1384918727512895.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/11/26/1384918727413131-1384918727512895.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/11/15/FE8F28371FD0AF79960CB0A21E6C9540.doc
http://www.shciq.gov.cn/upload/201244090444429709.xls
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/749488.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/749488.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/749488.shtml
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/10/1381806922929100.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/10/1381806922929100.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/10/1381806922929100.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/10/1381806922929100.htm


- 5 - 
 

CQC 通知

10/15 

CQC12-461291-2011  無停電電源装置の安全性及び EMC認証実施規則 

CQC 任意認証実施規則の改訂通知： 
左記の CQC 任意認証実施規則改定されました。修正

内容は以下の通り： 
３．認証書は長期有効認証書に変更した。 

更新申請の要求事項を削除した。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2013/10/1381
806756272009.htm 
 

CQC14-464234-2011 
電気自動車の交流充電ステーション認証実施規

則 

CQC14-464233-2011 電気自動車用車載型充電器認証実施規則 

QC14-464232-2011 電気自動車用非車載型充電器認証実施規則 

CQC 16-473231-2013 デジタルカメラ認証実施規則 

CQC11-463113 -2012 スイッチング変圧機用絶縁巻線認証実施規則 

CQC11-471811 -2009 消磁コイル安全認証実施規則 

CQC11-464113-2012 
IT 設備（通信端末設備）、音響設備用リチウム電

池パックの安全認証実施規則 

CQC11-461211 -2013 玩具用変圧機及び電源安全認証実施規則 

CQC11-471302-2011 PCB 基板安全認証実施規則 

CQC11-471212 -2012 
AV 機器及び類似電子類設備用抵抗器安全認証実

施規則 

CQC11-471211 -2009 ヒューズ抵抗器安全認証実施規則 

CQC11-471213 -2012 
IT 機器用架橋抵抗器（二重絶縁或いは強化絶縁

に架橋するもの）安全認証実施規則 

CQC12-044689-2009 
測量、制御及び試験室用電気設備安全及び EMC

認証実施規則 

CQC11-469400 -2012 高電圧部品及びユニット安全認証実施規則 

CQC25-452626-2009 液晶プロジェクター性能認証実施規則 

CQC25-452625-2009 
デジタルテレビ LCD リアプロジェクターディス

プレイ性能認証実施規則 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/10/1381806756272009.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/10/1381806756272009.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/10/1381806756272009.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/10/1381806756272009.htm


- 6 - 
 

CQC25-452624-2009 
デジタルテレビリアブラウン管プロジェクター

ディスプレイ性能認証実施規則 

CQC25-452623-2009 
デジタルテレビ陰極線管ディスプレー性能認証

実施規則 

CQC25-452622-2009 
デジタルテレビ、プラズマティスプレイ性能認証

実施規則 

CQC25-452621-2009 デジタルテレビ、LCD モニタ性能認証実施規則 

CQC 16-273131-2009 カラーテレビ受信機性能認証実施規則 

CQC 16-044580-2009 デジタル事務機器性能認証実施規則 

CQC13-471812-2009 
無線周波干渉防止固定インダクター性能及び安全認

証実施規則 

CQC12-482431-2009 
電気工学測量及び試験用手持ち及び手動タイプ

の電流センサー安全及び EMC 認証実施規則 

CQC11-483241-2009 撮影用電子フラッシュ装置安全認証実施規則 

CQC 11-482411-2009 
電気工学測量及び試験用手持ち式プローブユニ

ット安全認証実施規則 

CQC11-471552-2009 
直接式マイナス温度係数サーミスタ安全認証実

施規則 

CQC11-471111-2009 
電子設備用固体及び非固体電解質アルミ電解コ

ンデンサ安全認証実施規則 

CQC11- 461213-2012 
汎用絶縁変圧器/安全絶縁変圧器安全認証実施規

則 



- 7 - 
 

CQC11-461214-2012 
スイッチングタイプ電源用変圧器安全認証実施

規則 

CQC11-461292-2012  器具用スイッチ安全認証実施規則 

CQC11-462151-2012  
AV 類電子設備及び IT 類設備用制御リレー安全

認証実施規則 

CQC11-471303-2011 
PCB 回路用銅張積層板、PCB 回路用金属ベース

銅張積層板安全認証実施規則 

CQC11-471543 -2012 IT 機器、AV 機器用光カプラー安全認証実施規則 

CQC11-471551 -2012 電子設備用バリスタ安全認証実施規則 

CQC11-471553 -2012 
直熱式ポジティブ温度係数サーミスタ安全認証

実施規則 

CQC12-045670-2009 IT 設備及び附属品安全及び EMC 認証実施規則 

CQC12-045700-2009 
AV 設備及び類似用途の電子設備及び附属品の安

全及び EMC 認証実施規則 

強制認証 
CNCA 

公告 27 号 
9/30 

CNCA-00C-003 

「強制認証製品認証実施規則 生産企業分類管

理、認証方法の選択と確定」

http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/
2013/09/30/F00216E95AAEE9E4189CA2EE56
6183C5.doc 

CNCA は、「認証認可条例」、「強制性製品認証管理弁

法」及び「強制認証製品実施規則」等の資料に従い、

認証に係る内容を調整し、左記の 2 つの汎用実施規則

を確立し、発表した。 
 

公告原文： 
http://www.cnca.gov.cn/c
nca/zwxx/ggxx/747500.s
html 
 

CNCA-00C-004 

「強制認証製品認証実施規則 生産企業試験資

源 及 び そ の 他 の 認 証 結 果 の 利 用 」 規 定

http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/
2013/09/30/BB6C79F4EFC95E63C1B8DA205
BA0FA84.doc 

http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/09/30/F00216E95AAEE9E4189CA2EE566183C5.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/09/30/F00216E95AAEE9E4189CA2EE566183C5.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/09/30/F00216E95AAEE9E4189CA2EE566183C5.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/747500.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/747500.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/747500.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/09/30/BB6C79F4EFC95E63C1B8DA205BA0FA84.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/09/30/BB6C79F4EFC95E63C1B8DA205BA0FA84.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/09/30/BB6C79F4EFC95E63C1B8DA205BA0FA84.doc
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適用規格：GB19044-2013 

一般照明用セルフバラスト蛍光灯エネルギー消

費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル 
Minimum allowable values of energy efficiency 
and the energy efficiency grades of self-ballasted 
fluorescent lamps for general lighting service 

CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 
左記の蛍光灯省エネ CQC 任意認証実施規則及び適用

規格の最新版が実施開始とされました。 
CQC 任意認証の取得製品について、2013 年 10 月 1
日から受理開始とする。旧版規格で認証取得された製

品については、次回の定期工場調査前までに認証書の

書換え申請を行って下さい。 
適用規格の年版更新について、追加試験を行います。 
旧版実施規則の認証書更新については、2014 年 10 月

1 日前までに更新手続きを完了する必要があります。

期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休

止とされ、更新手続きが 2015 年 1 月 1 日前までに完

了しない場合には、認証書は取り消されます。 
適用規格の年版更新について、 
申請者は、第一段階のデータ照合を行う（つまり、2000
時間の光束維持率適合性確認段階：試験レポートの発

光効率の初期値及び 2000 時間の光束維持率の具体数

値の確認を行う、最新規格の 4.4 項の要求と照合する） 
実施規則の修正内容： 
一般照明用蛍光灯 CQC31-465131-2013 
1. 適用規格年版の修正 
2. 省エネの評価値は、GB19044-2013 に適合するよ

うに規定した。 
3. 光束の維持率は、従来の 80%から 85%に修正 
ダブルキャップ蛍光灯 CQC31-465132-2013 
1. 適用規格年版の修正 
2. 適用製品の対象範囲修正 
3. 申請単位の修正 

通知原文 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2013/09/1380
357210010666.htm 

実施規則：CQCCQC31-465131-2013 

一般照明用セルフバラスト蛍光灯省エネ認証実

施規則 

適用規格：GB19043-2013 

一般照明用ダブルキャップ蛍光灯エネルギー消

費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル 

実施規則：CQC31-465131-2009 

一般照明用ダブルキャップ蛍光灯省エネ認証実

施規則 

CQC 通知 
9/25 実施規則：CQC31-461212-2013 実施規則「三相配電変圧器省エネ認証実施規則」 

CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 
左記の三相配電変圧器省エネ CQC 任意認証実施規則

及び適用規格の最新版が実施開始とされました。 
GB20052-2013 版は、2013 年 6 月 9 日発表され、2013
年 10 月 1 日から正式実施する。適用規格発表と同時

公告原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2013/09/1379
465796909401.htm 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1380357210010666.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1380357210010666.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1380357210010666.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1380357210010666.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1379465796909401.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1379465796909401.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1379465796909401.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1379465796909401.htm
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適用規格：GB20052-2013 

適用規格 
Minimum allowable values of energy efficiency 
and energy efficiency grades for three-phase 
distribution transformers 
三相配電変圧器エネルギー消費効率限定値及び

エネルギー消費効率レベル」 

に CQC は、CQC31-461212-2012 版を修正し、最新

実施規則 CQC31-461212-2013 を発表した。 
CQC 任意認証の取得製品について、2013 年 10 月 1
日から最新版実施規則及び適用規格に従い、受理し、

最新版規格の認証書を発行する。旧版実施規則の認証

書更新については、2013 年 12 月 31 日前までに更新

手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完

了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手

続きが 2014 年 3 月 31 日前までに完了しない場合に

は、認証書は取り消されます。 
変更点： 
 適用規格年版更新 
 実施規則の第 5.1 項、製造工場外注するコア製品

の工場調査要求事項を修正した。 
 マーク表示する要求を追加した。 

CQC 通知 
9/25 

実施規則：CQC31-439131-2013 
実施規則「臭化リチウム吸収式冷水機ユニット省

エネ認証実施規則」 

CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 
左記の臭化リチウム吸収式冷水機ユニット省エネ

CQC 任意認証実施規則及び適用規格の最新版が実施

開始とされました。 
GB29540-2013 版が 2013 年 6 月 9 日発表され、2013
年 10 月 1 日から正式実施する。適用規格の発表と同

時に CQC は CQC 31-439131-2009 版を修正し、最新実

施規則 CQC 31-439131-2013 を発表した。 
CQC 任意認証の取得製品について、2013 年 10 月 1
日から最新版実施規則及び適用規格に従い受理し、最

新版規格の認証書を発行する。旧版実施規則の認証書

更新については、2014 年 10 月 1 日前までに更新手続

きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了し

ない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続き

が 2015 年 1 月 1 日前までに完了しない場合には、認

証書は取り消されます。 
変更点： 
 適用規格変更 
 適用範囲修正した 
 試験適用規格及び試験項目を修正した 

公告原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2013/09/1379
465796819024.htm 
 

適用規格：GB29540-2013 

適用規格 
Minimum allowable values of the energy 
efficiency and energy efficiency grades for lithium 
bromide absorption chillers 
臭化リチウム吸収式冷水機ユニットのエネルギ

ー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベ

ル 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1379465796819024.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1379465796819024.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1379465796819024.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1379465796819024.htm
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CQC 通知 
9/25 

実施規則：CQC31-439133-2013 
実施規則「ヒートポンプ式温水器省エネ認証実施

規則」 

CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 
左記のヒートポンプ式温水器省エネ CQC 任意認証実

施規則及び適用規格の最新版が実施開始とされまし

た。 
GB29541-2013 版が 2013 年 6 月 9 日発表され、2013
年 10 月 1 日から正式実施する。適用規格発表と同時

に CQC は、CQC 31-439131-2009 版を修正し、最新実

施規則 CQC31-439133-2013 を発表した。 
CQC 任意認証の取得製品について、2013 年 10 月 1
日から最新版実施規則及び適用規格に従い、受理し、

最新版規格の認証書を発行する。旧版実施規則の認証

書更新については、2014 年 10 月 1 日前までに更新手

続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了

しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続

きが 2015 年 1 月 1 日前までに完了しない場合には、

認証書は取り消されます。 
変更点： 
 適用規格変更 
 適用範囲修正、実施規則名称変更 
 試験適用規格及び試験項目を修正した 
 製品概要の規定修正 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2013/09/1379
465796341635.htm 
 

適用規格：GB29541-2013 

適用規格 
Minimum allowable values of the energy 
efficiency and energy efficiency grades for heat 
pump water heaters 
ヒートポンプ式温水器エネルギー消費効率限定

値及びエネルギー消費効率レベル 

CQC 通知 
9/25 

実施規則：CQC61-448151-2013 実施規則「レンジフード省エネ認証実施規則」 CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 
左記のレンジフード省エネ及び環境 CQC 任意認証実

施規則及び適用規格の最新版が実施開始とされまし

た。 
GB29539-2013 版が 2013 年 6 月 9 日発表され、2013
年 10 月 1 日から正式実施する。適用規格発表と同時

に CQC は CQC61-448151-2012版を修正し、最新実施

規則 CQC61-448151-2013 を発表した。 
CQC 任意認証の取得製品について、2013 年 10 月 1
日から最新版実施規則及び適用規格に従い受理し、最

新版規格の認証書を発行する。旧版実施規則の認証書

更新については、2014 年 10 月 1 日前までに更新手続

きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了し

ない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続き

が 2015 年 1 月 1 日前までに完了しない場合には、認

証書は取り消されます。 
変更点： 
 適用規格変更、 
 実施規則の 4.2.2 試験項目及び要求事項を修正 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2013/09/1379
465795981223.htm 
 

省エネ及び環境認証適用規格 
（製品カテゴリ 702103） 
GB29539-2013 

適用規格： 
Minimum allowable values of energy efficiency 
and energy efficiency grades for range hoods 
レンジフードエネルギー消費効率限定値及びエ

ネルギー消費効率レベル CQC6101-2012§4.5 

省エネ認証 
（製品カテゴリ：701328） 
適用規格 
GB29539-2013 
 

適用規格： 
Minimum allowable values of energy efficiency 
and energy efficiency grades for range hoods 
レンジフードエネルギー消費効率限定値及びエ

ネルギー消費効率レベル 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1379465796341635.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1379465796341635.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1379465796341635.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1379465796341635.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1379465795981223.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1379465795981223.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1379465795981223.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1379465795981223.htm
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 製品の中文名は家庭用レンジフードからレンジ

フードに統一した 
 実施規則の適用範囲 1.0 項を修正し、外部排出式

レンジフードのみに適用すると規定した。 
 3.1 項の申請区分規定を修正した 

CQC 通知 
9/25 

実施規則：CQC62-448121-2013 実施規則「電動洗濯機省エネ認証実施規則」 

CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 
左記の電動洗濯機省エネ CQC 任意認証実施規則及び

適用規格の最新版が実施開始とされました。 
GB12021.4-2013 版が 2013 年 6 月 9 日発表され、2013
年 10 月 1 日から正式実施する。適用規格発表と同時

に CQC は、CQC62-448121-2009版を修正し、最新実

施規則 CQC62-448121-2013 を発表した。 
CQC 任意認証の取得製品について、2013 年 10 月 1
日から最新版実施規則及び適用規格に従い受理し、最

新版規格の認証書を発行する。旧版実施規則の認証書

更新については、2014 年 10 月 1 日前までに更新手続

きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了し

ない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続き

が 2015 年 1 月 1 日前までに完了しない場合には、認

証書は取り消されます。 
変更点： 
 適用規格を変更、 
 適用範囲を修正 
 申請区分規定を修正 
 適用規格及び試験項目を修正 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2013/09/1379
465795925365.htm 
 

適用規格：GB12021.4-2013 
適用規格： 
電動洗濯機エネルギー消費効率限定値及びエネ

ルギー消費効率レベル 

CQC 通知 
9/11 実施規則：CQC31-452631-2013 実施規則 

「薄型テレビ省エネ認証実施規則」 

CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 
左記の薄型テレビ省エネ CQC 任意認証実施規則及び

適用規格の最新版が実施開始とされました。 
GB 24850-2013 版が 2013 年 6 月 9 日発表され、2013
年 10 月 1 日から正式実施する。適用規格発表と同時

に CQC は、CQC31-452631-2009版を修正し、最新実

施規則 CQC31-452631-2013 を発表した。 
CQC 任意認証の取得製品について、2013 年 10 月 1
日から最新版実施規則及び適用規格に従い受理し、最

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2013/09/1377
134913039106.htm 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1379465795925365.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1379465795925365.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1379465795925365.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1379465795925365.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1377134913039106.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1377134913039106.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1377134913039106.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1377134913039106.htm


- 12 - 
 

適用規格：GB 24850-2013 
適用規格： 
薄型テレビエネルギー消費効率限定値及びエネ

ルギー消費効率レベル 

新版規格の認証書を発行する。旧版実施規則の認証書

更新については、2014 年 10 月 1 日前までに更新手続

きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了し

ない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続き

が 2015 年 1 月 1 日前までに完了しない場合には、認

証書は取り消されます。 
変更点： 
 適用規格を変更 
 適用範囲を修正 
 薄型テレビの外部電源の関連要求を追加した 
 更新申請の時間枠の要求を追加した。 
 マークの表示方法及び表示箇所を明確にした。 

CQCtuuti 
9/11 

実施規則：CQC11-464111-2013 

実施規則 
「移動通信及びインテリジェント端末用リチウ

ムイオン電池セル及び電池パック省エネ認証実

施規則」 

CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 
左記の移動通信及びインテリジェント端末用リチウム

イオン電池セル及び電池パック省エネ CQC 任意認証

実施規則及び適用規格の最新版が実施開始とされまし

た。 
GB/T18287-2013版が 2013年 7月 19日発表され、2013
年 9 月 15 日から正式実施する。適用規格発表と同時

に CQC は、CQC11-464111-2009版を修正し、最新実

施規則 CQC11-464111-2013 を発表した。 
CQC 任意認証の取得製品について、2013 年 9 月 15
日から最新版実施規則及び適用規格に従い、受理し、

最新版規格の認証書を発行する。旧版実施規則の認証

書更新については、2014 年 9 月 15 日前までに更新手

続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了

しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続

きが 2014年 12月 15日前までに完了しない場合には、

認証書は取り消されます。 
変更点： 
 適用規格を変更 
 適用範囲を修正 
 全数検査及び定期確認検査の試験項目が修正し

た 
 認証書の有効期限は、長期有効に変更した 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2013/09/1377
134912895970.htm 
 適用規格：GB/T18287-2013 

適用規格： 
General specification of lithium-ion cells and 
batteries for mobile phone 
携帯電話用リチウムイオン電池セル及び電池パ

ックエネルギー消費効率限定値及びエネルギー

消費効率レベル 

強制認証 
公告 
9/4 

GB2099.2-1997 GB2099.2-2012 

MOD: IEC 60884-2-2:2006  
Plugs and socket-outlets for household and 
similar purposes—Part 2:Particular requirements 
for socket-outlets for appliances 
家庭用及び類似用途のプラグ及びコンセント－

CCC 強制認証適用規格の年版更新公告： 
左記の器具用コンセント製品に関連する技術基準

GB2099.2-2012 版が 2012年 12月 31日発表され、2013
年 12 月 1 日から正式実施する。 
2013 年 12 月 1 日から最新版のみの申請を受入れ、最

公告原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2013/09/1377
134784255319.htm 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1377134912895970.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1377134912895970.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1377134912895970.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1377134912895970.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1377134784255319.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1377134784255319.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1377134784255319.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1377134784255319.htm
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第 2-2部：器具用コンセントの特定要求事項 新版適用規格の認証書を発行する。 
旧版規格で認証取得された製品については、公告の発

表日から、次回の定期工場調査前までに認証機関へ年

版更新手続き及び認証書の書換え申請を行って下さ

い。適用規格の年版更新について、相違点の追加試験

を行います。 
旧版実施規則の認証書更新については、2014 年 12 月

1 日前までに更新手続きを完了する必要があります。

期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休

止とされ、更新手続きが 2015 年 2 月 28 日前までに完

了しない場合には、認証書は取り消されます。 

相違点の追加試験内容 
（中文） 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/rootfiles/2013/09/
04/1377134784255319-1
377134784335562.doc 
 

強制認証

公告 
9/4 

GB/T11944-2002 GB/T11944-2012 
NEQ: EN 1279:2002 
Insulating glass unit 
中空ガラス 

CCC 強制認証適用規格の年版更新公告： 
左記の器具用コンセント製品に関連する技術基準

GB/T11944-2012 版が 2012 年 12 月 31 日発表され、

2013 年 9 月 1 日から正式実施する。 
2013 年 9 月 1 日から最新版のみの申請を受入れ、最

新版適用規格の認証書を発行する。 
旧版規格で認証取得された製品については、公告の発

表日から、次回の定期工場調査前までに認証機関へ年

版更新手続き及び認証書の書換え申請を行って下さ

い。適用規格の年版更新について、相違点の追加試験

を行います。試験項目及びサンプル数は、以下の通り： 
 相違点試験：露点、湿気への密閉耐久性能、耐紫

外線輻射性能 
 試験サンプル数：510mm×360mm×17 枚 
 サンプルの郵送時に密閉方式及び乾燥剤等の情

報を明記する必要がある。 
旧版実施規則の認証書更新については、2014 年 9 月 1
日前までに更新手続きを完了する必要があります。期

限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止

とされ、更新手続きが 2014 年 12 月 1 日前までに完了

しない場合には、認証書は取り消されます。 

公告原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2013/09/1377
134782322871.htm 
適用規格の相違点： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/rootfiles/2013/09/
04/1377134782322871-1
377134782464114.doc 
 

CQC 通知 
8/28 

実施規則： 

CQC21-020304-2011 

 

実施規則 
「RoHS 認証実施規則」 

CQC 任意認証の実施規則の更新通知： 
CQCRoHS 認証実施規則 CQC21-020304-2011に修正

がありました。 
以下のカテゴリの製品に RoHS 認証に関連することを規

定した。 
130001、130002、130003、130004、130005、
130006、130007、130010、130011、130012、
130013、130501、130502、130503、130504、

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2013/08/1377
134649820327.htm 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/09/04/1377134784255319-1377134784335562.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/09/04/1377134784255319-1377134784335562.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/09/04/1377134784255319-1377134784335562.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/09/04/1377134784255319-1377134784335562.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1377134782322871.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1377134782322871.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1377134782322871.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/09/1377134782322871.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/09/04/1377134782322871-1377134782464114.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/09/04/1377134782322871-1377134782464114.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/09/04/1377134782322871-1377134782464114.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/09/04/1377134782322871-1377134782464114.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/08/1377134649820327.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/08/1377134649820327.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/08/1377134649820327.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/08/1377134649820327.htm
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130505、130506、130507、130510、130511、
130512、130513 
最新版実施規則で、更新申請に対する要求事項を修正

し、認証マークの表示要求を追加した。 

CQC 通知 
8/16 

実施規則：CQC16-473231-2013 デジタルカメラ認証実施規則 CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 
左記のデジタルカメラ CQC 任意認証実施規則及び適

用規格の最新版が実施開始とされました。 
変更点： 
 適用規格を変更：旧版規格 JB/T10362 から最新

版規格：GB/T29298-2012 に変更した 
 認証書の有効期限は、長期有効に変更した 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2013/08/1375
803846696420.htm 
 

適用規格：GB/T29298-2012 Digital still camera general specification 
デジタルカメラ共通要求事項 

CQC 通知 
8/14 GB17625.1-2003 GB17625.1-2012 

IDT: IEC 61000-3-2:2009 Ed.3.2 
Electromagnetic compatibility - Limits - 
Limits for harmonic current emissions 
(equipment input current ≤ 16 A per phase) 
高調波電流エミッションの限度値(機器の入力電

流は 1 相当たり 16A 以下) 

CQC 任意認証の適用規格更新通知： 
家庭用電気製品について、家庭用電気機器（008 類）、

商用機器（009 類）を含む（認証書に、GB17625.1 規

格を含む場合のみ適用する）CQC 任意認証の適用規格

GB17625.1-2012版が 2012年 12月 31日に公表され、

2013 年 7 月 1 日から正式実施開始する。 
2013 年 7 月 1 日以後の新規申請は、最新版のみとす

る。旧版規格で認証取得された製品については、次回

の定期工場調査前までに認証書の書換え申請を行って

下さい。旧版実施規則の認証書更新については、2014
年 7 月 1 日前までに更新手続きを完了する必要があり

ます。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は

一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 10 月 1 日前ま

でに完了しない場合には、認証書は取り消されます。 
年版更新申請に対し、追加試験を必要とする。但し、

定格消費電力が 75W 以下の製品については、書類審

査のみで認証書を書換える。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2013/08/1375
803803735400.htm 
適用規格の相違点： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/rootfiles/2013/08/
14/1375803803735400-1
375803803816168.doc 

  

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/08/1375803846696420.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/08/1375803846696420.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/08/1375803846696420.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/08/1375803846696420.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/08/1375803803735400.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/08/1375803803735400.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/08/1375803803735400.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/08/1375803803735400.htm
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公告番号

(発表月/
日) 

旧規格番号 新規格番号 IEC 規格 規格タイトル 公告内容概要 公告のリンク先 

CNCA 
公告 

第 21 号 
国推薦任

意認証 
(8/16) 

中国「低炭素製品認証の管理に関する経過措置」（発改気候(2013)279 号）に従い、国家発展改革委員会及び CNCA が共同確認した結果、汎用ポートラン

ドセメント、板ガラス、アルミ合金建築型材、中小型三相非同期電動機の 4 種類の製品は、「低炭素製品認証目録(第 1 次)」の対象製品として決定された。 

公告原文： 
http://www.cnca.gov.c
n/cnca/zwxx/ggxx/745
102.shtml 
 

SPDC, 
AQSIQ, 
CNCA 

連合公告

第 34 号 
8/15 

下記製品の適用規格及び最新版実施規則は、2013 年 10 月 1 日から実施開始とする。2013 年 10 月 1 日前までに出荷・輸入された製品については、2014
年 10 月 1 日前までに、最新版規定に従い、認証を実施しなければならない。また、旧版の実施規則は、実施開始日以後、廃番となります。 

公告原文： 
http://www.energylab
el.gov.cn/NewsDetail.
aspx?ID=1079 
 

適用規格： 
GB12021.4-2004 

適用規格： 
GB12021.4-2013 

『電気洗濯機のエネルギー消費効率限定値及びエネルギ

ー消費効率レベル』 
適用範囲：定格洗濯容量が 13Kg 以下の家庭用電気洗濯

機。 
適用外の製品：1.0Kg 以下の洗濯機、脱水機能なしの一槽

式洗濯機及び攪拌式洗濯機。 
洗濯乾燥機は、洗濯機能のみ対象とする。 

電気洗濯機エネルギー効率ラベル実施規則 
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/031
%20%e7%94%b5%e5%8a%a8%e6%b4%97%e8%a
1%a3%e6%9c%ba%e8%83%bd%e6%95%88%e6%
a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%
a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(
1).pdf 

GB19044-2003 GB19044-2013 

『安定器内蔵型蛍光灯のエネルギー消費効率限定値及び

エネルギー消費効率レベル』 
適用範囲：定格電圧 220V、周波数 50Hz、交流電源, 公
称消費電力 3W～60W、スクリューランプホルダー或いは

差込式ランプホルダーを使用し、家庭用及び類似用途の汎

用照明用のもの。制御開始と点灯を安定させる部品を一体

化した安定器内蔵型蛍光灯。 
シェル付きのセルフバラスト蛍光灯には適用しない。 

安定器内蔵型蛍光灯エネルギー効率ラベル実施規

則：

http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/032
%20%e8%87%aa%e9%95%87%e6%b5%81%e8%8
d%a7%e5%85%89%e7%81%af%e8%83%bd%e6%
ba%90%e6%95%88%e7%8e%87%e6%a0%87%e8
%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5
%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf 

GB21455-2008 GB21455-2013 

『インバータ式屋内型エアコンのエネルギー消費効率限

定値及びエネルギー消費効率レベル』 
適用範囲：空気冷却凝縮装置、全密封式電動モーターコン

プレッサ搭載タイプのもので、冷房能力が 14000W 以下

及び気候類型が T1 のインバータ式ルームエアコン。 
適用しない製品：可搬式エアコン、定速式エアコン、マル

チエアコン、エアダクト付きエアコン。 
注：インバータ式ルームエアコンは、交流インバータ式、

直流調速式又はその他のコンプレッサの回転速度を調節

できる方式を含む。 
容量制御型ルームエアコンは、上記を参照して実施する。 

インバータ式屋ルームエアコンエネルギー効率ラ

ベル実施規則： 
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/033
%20%e8%bd%ac%e9%80%9f%e5%8f%af%e6%8e
%a7%e5%9e%8b%e6%88%bf%e9%97%b4%e7%a9
%ba%e8%b0%83%e5%99%a8%e8%83%bd%e6%9
5%88%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%9
6%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e
8%ae%a2(1).pdf 

http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/745102.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/745102.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/745102.shtml
http://www.energylabel.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1079
http://www.energylabel.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1079
http://www.energylabel.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1079
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/031%20%e7%94%b5%e5%8a%a8%e6%b4%97%e8%a1%a3%e6%9c%ba%e8%83%bd%e6%95%88%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/031%20%e7%94%b5%e5%8a%a8%e6%b4%97%e8%a1%a3%e6%9c%ba%e8%83%bd%e6%95%88%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/031%20%e7%94%b5%e5%8a%a8%e6%b4%97%e8%a1%a3%e6%9c%ba%e8%83%bd%e6%95%88%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/031%20%e7%94%b5%e5%8a%a8%e6%b4%97%e8%a1%a3%e6%9c%ba%e8%83%bd%e6%95%88%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/031%20%e7%94%b5%e5%8a%a8%e6%b4%97%e8%a1%a3%e6%9c%ba%e8%83%bd%e6%95%88%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/031%20%e7%94%b5%e5%8a%a8%e6%b4%97%e8%a1%a3%e6%9c%ba%e8%83%bd%e6%95%88%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/032%20%e8%87%aa%e9%95%87%e6%b5%81%e8%8d%a7%e5%85%89%e7%81%af%e8%83%bd%e6%ba%90%e6%95%88%e7%8e%87%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/032%20%e8%87%aa%e9%95%87%e6%b5%81%e8%8d%a7%e5%85%89%e7%81%af%e8%83%bd%e6%ba%90%e6%95%88%e7%8e%87%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/032%20%e8%87%aa%e9%95%87%e6%b5%81%e8%8d%a7%e5%85%89%e7%81%af%e8%83%bd%e6%ba%90%e6%95%88%e7%8e%87%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/032%20%e8%87%aa%e9%95%87%e6%b5%81%e8%8d%a7%e5%85%89%e7%81%af%e8%83%bd%e6%ba%90%e6%95%88%e7%8e%87%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/032%20%e8%87%aa%e9%95%87%e6%b5%81%e8%8d%a7%e5%85%89%e7%81%af%e8%83%bd%e6%ba%90%e6%95%88%e7%8e%87%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/032%20%e8%87%aa%e9%95%87%e6%b5%81%e8%8d%a7%e5%85%89%e7%81%af%e8%83%bd%e6%ba%90%e6%95%88%e7%8e%87%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/033%20%e8%bd%ac%e9%80%9f%e5%8f%af%e6%8e%a7%e5%9e%8b%e6%88%bf%e9%97%b4%e7%a9%ba%e8%b0%83%e5%99%a8%e8%83%bd%e6%95%88%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/033%20%e8%bd%ac%e9%80%9f%e5%8f%af%e6%8e%a7%e5%9e%8b%e6%88%bf%e9%97%b4%e7%a9%ba%e8%b0%83%e5%99%a8%e8%83%bd%e6%95%88%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/033%20%e8%bd%ac%e9%80%9f%e5%8f%af%e6%8e%a7%e5%9e%8b%e6%88%bf%e9%97%b4%e7%a9%ba%e8%b0%83%e5%99%a8%e8%83%bd%e6%95%88%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/033%20%e8%bd%ac%e9%80%9f%e5%8f%af%e6%8e%a7%e5%9e%8b%e6%88%bf%e9%97%b4%e7%a9%ba%e8%b0%83%e5%99%a8%e8%83%bd%e6%95%88%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/033%20%e8%bd%ac%e9%80%9f%e5%8f%af%e6%8e%a7%e5%9e%8b%e6%88%bf%e9%97%b4%e7%a9%ba%e8%b0%83%e5%99%a8%e8%83%bd%e6%95%88%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/033%20%e8%bd%ac%e9%80%9f%e5%8f%af%e6%8e%a7%e5%9e%8b%e6%88%bf%e9%97%b4%e7%a9%ba%e8%b0%83%e5%99%a8%e8%83%bd%e6%95%88%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/033%20%e8%bd%ac%e9%80%9f%e5%8f%af%e6%8e%a7%e5%9e%8b%e6%88%bf%e9%97%b4%e7%a9%ba%e8%b0%83%e5%99%a8%e8%83%bd%e6%95%88%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf
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GB24850-2010 GB24850-2013 

『薄型テレビのエネルギー消費効率限定値及びエネルギ

ー消費効率レベル』 
適用範囲：通常の電力給電網システムの電圧で正常に動作

が可能な、地上波、有線、衛星及びその他のシミュレーシ

ョン、デジタル信号受信、モデム及びモニターを主要機能

とする液晶テレビ及びプラズマテレビに適用する（薄型テ

レビと呼ぶ）。また、テレビの視聴を主な機能とし、テレ

ビチューナーなしで、テレビ製品として流通するプラズマ

テレビモニター設備にも適用する。 

薄型テレビエネルギー効率ラベル実施規則： 
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/平板电视

能效标识实施规则(1).pdf 
薄型テレビエネルギー効率ラベルゴロ仕様： 
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/%e
9%99%84%e4%bb%b61%202013%e6%96%b0%e7
%89%88%e6%a0%87%e8%af%86%e6%a0%b7%e
6%9c%ac.rar 

 

公告原文： 
http://www.energylab
el.gov.cn/NewsDetail.
aspx?ID=1080 
 

CQC 通知 
8/5 

実施規則： 
CQC31-439121-2013 

インバータ式ルームエアコンのエネルギー省エネ認証実

施規則 
CQC任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 
左記インバータ式ルームエアコンについて、CQC
任意認証実施規則及び適用規格の最新版が実施開

始とされました。 
CQC 任意認証の取得製品について、旧版規格で認

証取得された製品については、次回の定期工場調査

前までに認証書の書換え申請を行って下さい。 
適用規格の年版更新について、追加試験を行いま

す。 
旧版実施規則の認証書更新については、2014 年 10
月1日前までに更新手続きを完了する必要がありま

す。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は

一時休止とされ、更新手続きが 2015 年 1 月 1 日前

までに完了しない場合には、認証書は取り消されま

す。 
CQC 任意認証実施規則の変更内容は、以下の通り： 
1. 適用規格の年版を改定した。 
2. 申請単位の規定を修正した。 
3. サンプルの要求事項を修正した。 
4. 試験項目及び適用規格の規定を修正した。 
5. 製品概要の要求を修正した。 
 
適用規格の GB21455 は、NDRC 強制エネルギー効

率ラベルの型式登録の適用規格です。規格更新につ

いては、エネルギー効率ラベルの登録内容に影響し

ます。NDRC の更新手続きについては、現在調査中

ですので、情報入手次第お知らせします。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/08/137566436732569
2.htm 
 
 

適用規格： 
GB21455-2008 GB21455-2013 インバータ式ルームエアコンのエネルギー消費効率限定

値及びエネルギー消費効率レベル 

CQC 通知 
7/30 

実施規則： 
CQC11-463401-2013 難燃性及び耐火型電線ケーブルの安全認証実施規則 CCC強制認証及びCQC任意認証の適用規格及び実

施規則の更新通知： 
左記難燃性及び耐火型電線ケーブル製品について、

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013

CNCA－01C－002：2007 
（附属書 6 及び附属書 7） 

電気電子製品強制認証実施規則 電線ケーブル類 
（附属書 6 及び附属書 7） 

http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/%e9%99%84%e4%bb%b61%202013%e6%96%b0%e7%89%88%e6%a0%87%e8%af%86%e6%a0%b7%e6%9c%ac.rar
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/%e9%99%84%e4%bb%b61%202013%e6%96%b0%e7%89%88%e6%a0%87%e8%af%86%e6%a0%b7%e6%9c%ac.rar
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/%e9%99%84%e4%bb%b61%202013%e6%96%b0%e7%89%88%e6%a0%87%e8%af%86%e6%a0%b7%e6%9c%ac.rar
http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/%e9%99%84%e4%bb%b61%202013%e6%96%b0%e7%89%88%e6%a0%87%e8%af%86%e6%a0%b7%e6%9c%ac.rar
http://www.energylabel.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1080
http://www.energylabel.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1080
http://www.energylabel.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1080
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/08/1375664367325692.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/08/1375664367325692.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/08/1375664367325692.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/08/1375664367325692.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/08/1375664367325692.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338405492332.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338405492332.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338405492332.htm
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適用規格：

JB/T8734.2～
5-1998 

JB/T8734.2～6 
-2012 

定格電圧 450/750V 以下の PVC 絶縁ケーブルとキャブタ

イヤーケーブル 

認証実施規則及び適用規格の最新版が実施開始と

されました。 
旧版規格で認証取得された製品については、次回の

定期工場調査前までに認証書の書換え申請を行っ

て下さい。 
適用規格の年版更新について、書類審査のみ、追加

試験は有りません。 
旧版実施規則の認証書更新については、2014 年 7
月 22 日前までに更新手続きを完了する必要があり

ます。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書

は一時休止とされ、更新手続きが 2015 年 7 月 22
日前までに完了しない場合には、認証書は取り消さ

れます。（訳者注：中文の原文では 2015 年 7 月 22
日になっていますが、通常の猶予期間は 3 ヶ月程度

のため、誤りかもしれません。） 
CQC 任意認証実施規則の変更内容は、以下の通り： 
6. 適用規格の年版を改定した。 
7. 難燃性耐火型ケーブルの申請単位の規定を追

加した。 
8. 附属署１のサンプルの要求事項を修正した。 
9. 認証書の有効期限及び更新申請の規定を削除

した。 

/07/137333840549233
2.htm 
 
適用規格の相違点： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/07/30/1373338405
492332-13733384055
70817.doc 
 

CQC 通知 
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実施規則： 
CQC32-353224-2013 衣類用液体洗剤の節水認証実施規則 CQC任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 

左記、衣類用液体洗剤及び蛇口の CQC 節水任意認

証実施規則及び適用規格の最新版が実施開始とさ

れました。 
実施規則の変更内容は、以下の通り： 
1. 申請単位の規定を変更した。 
2. 提出資料の要求を変更した。 
3. 適用規格、試験項目及び要求事項を変更した。 
4. 一致性の確認検査及び節水認証の品質管理試

験要求事項を追加した。 
5. 認証書の更新申請内容を追加した。 
6. 認証書マークの使用規定を変更した。 
7. 製品概要の要求を変更した。 
CQC は、本公告の公表日から最新版実施規則及び

規格を採用し、認証を行います。 
年版更新申請では、相違点の追加試験を伴います。 
適用規格の年版更新申請では、2014 年 6 月 1 日前

通知原文： 
衣類用洗剤関連 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/07/137333829383205
9.htm 
蛇口関連 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/07/137333829326582
9.htm 
適用規格の相違点： 
衣類用液体洗剤： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/07/23/1373338293

適用規格： 
QB/T 1224-2007  QB/T 1224-2012  衣類用液体洗剤  

CQC 通知 
7/22 

実施規則： 
CQC32-432421 

-2009 

CQC32-432421 
   -2013 蛇口の節水任意認証実施規則 

CQC3224-2009 
CQC3225-2009CQ
C3226-2009 

GB25501-2010 
Minimum allowable values of water efficiency and 
water efficiency grades for faucets 蛇口の水使用効率限

度値及び水使用量効率レベル 

GB18145-2003 Ceramic cartridge faucets 陶器密閉型蛇口 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338405492332.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338405492332.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/30/1373338405492332-1373338405570817.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/30/1373338405492332-1373338405570817.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/30/1373338405492332-1373338405570817.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/30/1373338405492332-1373338405570817.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/30/1373338405492332-1373338405570817.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338293832059.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338293832059.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338293832059.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338293832059.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338293832059.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338293265829.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338293265829.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338293265829.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338293265829.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338293265829.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/23/1373338293832059-1373338293984327.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/23/1373338293832059-1373338293984327.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/23/1373338293832059-1373338293984327.doc
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CJ/T194-2004 非接触式給水器具 

までに認証書の年版更新手続きを完了する必要が

あります。期限を過ぎても完了しない場合には、認

証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 9 月

1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消

されます。 

832059-13733382939
84327.doc 
蛇口： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/07/23/1373338293
265829-13733382935
72568.doc 

QB1334-2004 蛇口の技術要件－共通要求事項 

CQC 通知

7/22 

実施規則：

CQC32-372121-201
3 

CQC32-372121 
-2013 

貯水タンク附属品及び洗浄用貯水タンクの節水認証実施

規則 

CQC任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 
CQC は、貯水タンク附属品及び洗浄用貯水タンク

の CQC 節水認証実施規則及び適用規格の最新版に

ついて、通知日から実施開始と発表した。 
実施規則の変更内容は、以下の通り： 
1. 適用範囲を拡大し、洗浄用貯水タンクを追加し

た。 
2. 申請区分の規定を変更した。 
3. 適用規格、試験項目及び要求事項を変更した。 
4. 一致性の確認検査及び節水認証の品質管理試験

要求事項を追加した。 
5. 認証書の更新申請内容を追加した。 
6. 認証書マークの使用規定を変更した。 
7. 製品概要の要求を変更した。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/07/137333831412347
7.htm 
適用規格の相違点： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/07/24/1373338314
123477-13733383141
74748.doc 

適用規格： 
CQC3228-2009 

適用規格： 
GB26730-2011 

Sanitary ware—Gravity water flushing devices and 
supports 

GB6952-2005 Sanitary wares 

CQC 通知 
7/22 

CQC32-353223-2010 洗剤節水認証実施規則 （カテゴリ 704010）  

CQC任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 
CQC は、左記 33 種類の節水製品の任意認証実施規

則を修正した。主な変更内容は以下の通り： 
1. 認証書の更新申請に関する要求を変更した。 
2. 認証マークの使用に関する要求を変更した。 
最新版実施規則での申請は、現在受付け中です。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/07/137333829285340
1.htm 
 

CQC32-353225-2009 織物すすぎ製品の節水製品認証実施規則 （カテゴリ 704014） 

CQC32-369312-2009 浴室節水認証実施規則 （カテゴリ 704002） 

CQC32-372111-2009 便器節水認証実施規則 （カテゴリ 704007） 

CQC32-432414-2009 温水パイプ式暖房用ネジ連接バルブの節水認証実施規則 （カテゴリ 
704022） 

CQC32-446211-2009 工業用洗濯機の水認証実施規則 （カテゴリ 704008） 

CQC32-369311-2011 シャワールームの節水認定実施規則 （カテゴリ 704009） 

CQC32-369491-2010 芝散水器の節水認定実施規則 （カテゴリ 704011） 

CQC32-429111-2011 シャワーの節水認定実施規則 （カテゴリ 704006） 

CQC32-432411-2009 トイレフラッシュバルブの節水認証実施規則 （カテゴリ 704005） 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/23/1373338293832059-1373338293984327.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/23/1373338293832059-1373338293984327.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/23/1373338293265829-1373338293572568.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/23/1373338293265829-1373338293572568.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/23/1373338293265829-1373338293572568.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/23/1373338293265829-1373338293572568.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/23/1373338293265829-1373338293572568.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338314123477.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338314123477.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338314123477.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338314123477.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338314123477.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/24/1373338314123477-1373338314174748.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/24/1373338314123477-1373338314174748.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/24/1373338314123477-1373338314174748.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/24/1373338314123477-1373338314174748.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/24/1373338314123477-1373338314174748.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338292853401.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338292853401.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338292853401.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338292853401.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338292853401.htm
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CQC32-432422-2010 サーモスタット水栓の節水認証実施規則 （カテゴリ 704041） 

CQC32-439141-2009 海水浸透淡水化装置の節水認証実施規則 （カテゴリ 704018） 

CQC32-439142-2009 中空繊維スーパー濾過膜の節水認証実施規則 （カテゴリ 704019） 

CQC32-449411-2009 グリルの汚れ除去装置の節水認証実施規則 （カテゴリ 704016） 

CQC32-449412-2009 ロータリーデキャンタの節水認定実施規則 （カテゴリ 704015） 

CQC32-351523-2009 アクリル - アクリルエステルコポリマーの節水認証実施規則 （カテゴ

リ 704027） 

CQC32-351524-2009 イソチアゾリン誘導体の節水認証実施規則 （カテゴリ 704028） 

CQC32-432412-2009 蝶型バルブの節水認定実施規則 （カテゴリ 704031） 

CQC32-439111-2009 空冷式熱交換器の節水認証実施規則 （カテゴリ 704023） 

CQC32-439411-2009 アンモニア冷凍設備用散水式コンプレッサの節水認定実施規則 （カテゴ

リ 704004） 

CQC32-482651-2011 水資源管理システムの節水認証実施規則 （カテゴリ 704004） 

CQC32-439143-2009 セルフクリーニングネット式フィルターの節水認証実施規則 （カテゴリ 
704038） 

CQC32-441611-2009 大型電動式灌漑システムの節水認証実施規則 （カテゴリ 704037） 

CQC32-441612-2010 ドリップ灌漑ベルトの節水認証実施規則 （カテゴリ 704035） 

CQC32-036041-2009 パイプ材の節水認証実施規則 （カテゴリ 704024） 

CQC32-351522-2013 2 - ホスホン酸 2,4 - ブタントリカルボンの節水認証実施規則 （カテゴ

リ 704026） 

CQC32-362741-2013 ゴム製のシーリングリングの節水の認定実施規則 （カテゴリ 704033） 

CQC32-439112-2009 冷却タワーの節水認定実施規則 （カテゴリ 704021） 

CQC32-482631-2013 IC カード水道メータの節水認証実施規則 （カテゴリ 704029） 

CQC32-439431-2013 非回転スプリンクラー、マイクロスプリンクラーの節水認証実施規則 

（カテゴリ 704039） 

CQC32-439432-2013 回転スプリンクラー水認証実施規則 （カテゴリ 704034） 
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CQC32-441613-2013 軽量小型灌漑用機器の節水認証実施規則 （カテゴリ 704036） 

CQC32-449413-2013 再生水装置の節水認証実施規則 （カテゴリ 704020） 

CQC 通知 
7/12 

CQC11-461233-2009 
電気機器のスイッチ安全認証実施規則(カテゴリ 003011) 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779
-1373338133350588.pdf 

CQC は、左記 11 種類の電気附属品の任意認証実施

規則を修正した。主な変更内容は以下の通り： 
1. 認証書の有効期限の規定を削除し、長期有効に修

正した。 
2. 更新申請に関する要求を取り消した。 
認証書の書換え及び最新版実施規則での申請は、

現在受付け中です。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/07/137333813301451
7.htm 
 

CQC11-462124-2009 器具用スイッチの安全認証実施規則(カテゴリ 002018、003012、005006) 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387632540
-1373338133801019.pdf 

CQC11-462125-2009 ミニチュアヒューズの安全認証実施規則(カテゴリ 012004、012005、
012006) 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218388561973
-1373338133701474.pdf 

CQC11-462126-2009 ヒューズ付きプラグの安全認証実施規則(カテゴリ 003013) 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779
-1373338133394355.pdf 

CQC11-462127-2009 コンバータの安全認証実施規則(カテゴリ 003016) 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779
-1373338133419758.pdf 

CQC11-462193-2009 自動車用ヒューズの安全認証実施規則(カテゴリ 003019) 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779
-1373338133457204.pdf 

CQC11-462195-2009 家庭用及び類似用途の低電圧回路用接続デバイスの安全認証実施規則(カ
テゴリ 003001、003002、003003、003004、003005、003006) 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779
-1373338133502597.pdf 

CQC11-462196-2009 電気自動車充電用コネクタ（充電コネクタ）の安全認証実施規則(カテゴ

リ 029001) 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1339642337897617
-1373338133677293.pdf 

CQC11-462222-2009 電気コネクタの安全認証実施規則(カテゴリ 003020) 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779
-1373338133536279.pdf 

CQC11-469431-2009 電気コンジットの安全認証実施規則(カテゴリ 003008) 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779
-1373338133563694.pdf 

CQC11-471841-2009 端子の安全認証実施規則 (カテゴリ 003017) 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779
-1373338133586610.pdf 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133350588.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133350588.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338133014517.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338133014517.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338133014517.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338133014517.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338133014517.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387632540-1373338133801019.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387632540-1373338133801019.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218388561973-1373338133701474.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218388561973-1373338133701474.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133394355.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133394355.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133419758.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133419758.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133457204.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133457204.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133502597.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133502597.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1339642337897617-1373338133677293.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1339642337897617-1373338133677293.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133536279.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133536279.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133563694.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133563694.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133586610.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133586610.pdf
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7/8 CQC13-036047-2009 非金属材料及び部品性能

安全認証実施規則 

中国 CQC 非金属材料及び部品性能安全認証実施規則が改訂されました。 
変更内容は、以下の通り： 
１．認証書の有効期限を 4 年から長期有効に修正した。 
２．定期工場調査の人・日数及びサンプリングの抜取り比率等を明記した。 
３．一致性確認試験項目から密度の測定を削除した。 
４．一致性の判定基準を追加した。 
５．認証取得後の定期管理に、工場調査の要求事項を追加した。 

通知原文：

http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/07/137238215628534
8.htm 
 

CQC 通知 
7/8 

CQC13-471301 
-2010 

実施規則： 
CQC13-471301-
2010 
 

プリント回路基板用銅クラッド板及びプリント基板性能

と安全の認証実施規則 

プリント回路基板用銅クラッド板及びプリント基

板性能と安全の認証実施規則 
が改訂されました。従来の実施規則の

CQC13-471301-2010 を CQC13-471301-2010 と

CQC13-471304-2010 の 2 つの実施規則に改訂し

た。変更内容は、以下の通り： 
１．認証書の有効期限を4年から長期有効に修正し

た。 
２．定期工場調査の人・日数及びサンプリングの抜

取り比率等を明記した。 
３．一致性の判定基準を追加した。 
４．製品の適用規格を追加した。 
① プリント回路基板用銅クラッド板の適用規格： 

適用規格：GB/T11026.1-2003 を追加した。企

業は、材料の最終使用要求に従い、適用規格を

指定することが出来る。 
② プリント基板の適用規格： 

従来の規格：SJ/T11171-1998 は取消され、 
以下の適用規格を追加した。企業は、材料の最

終使用要求に従い、適用規格を指定することが

出来る。 
GB/T5169.16-2008、GB/T5169.17-2008、
GB/T5169.21-2006、GB/T4207-2003 

通知の公表日から、最新版実施規則の認証書書換え

手続きを開始とする。最新版適用規格を申請する場

合には新版規格の追加試験を行い、試験合格後に最

新版規格の認証書を発行する。適用規格の更新がな

い場合には、書類審査のみで認証書を再発行する。

旧版実施規則の認証書更新について、2014 年 6 月 1
日前までに更新手続きを完了する必要があります。

期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時

休止とされ、更新手続きが 2014 年 9 月 1 日前まで

に完了しない場合には、認証書は取り消されます。 

通知原文：

http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/07/137238215604796
3.htm 
 

適用規格： 
GB/T11026.1-20
03 

IDT: IEC 60216-1:2001 

Electrical insulating 
materials-Properties of 
thermal endurance—Part 
1:Ageing procedures and 
evaluation of test results 

実施規則： 
CQC13-471304-
2010 

プリント回路基板用銅クラッド板性能と安全の認証実施

規則 

適用規格： 
GB/T5169.16 
-2008 

IDT:  
IEC 60695-11-10:2003 

Fire hazard testing for 
electric and electronic 
products—Part 16:Test 
flames—50 W horizontal and 
vertical flame test methods 

GB/T5169.17 
-2008 

IDT： 
IEC 60695-11-20:2003 

Fire hazard testing for 
electric and electronic 
products—Part 17:Test 
flames—500 W flame test 
methods 

GB/T5169.21 
-2006 

IDT: 
IEC 60695-10-2:2003 

Fire hazard testing for 
electric and electronic 
products—Part 21:Abnormal 
heat—Ball pressure test 

GB/T4207-2003 
最新版 2012 年版 

IDT: 
IEC 60112:1979 
最新版：IEC 60112:2009 

(第 4.1 版) 

Method for the determination 
of the proof and the 
comparative tracking indices 
of solid insulating materials 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382156285348.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382156285348.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382156285348.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382156285348.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382156285348.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382156047963.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382156047963.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382156047963.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382156047963.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382156047963.htm
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新規認証業務： 
実施規則： 

CQC16-448156-201
3  

家庭用及び類似用途電気製品－空気清浄気の除菌、抗菌、浄化認証実施規則 
新しい認証業務の開始知らせ： 
CQC 任意認証の家庭用及び類似用途電気製品－空

気清浄気の除菌、抗菌、浄化認証が、本通知の公表

日より認証業務の受理が開始されました。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/07/137238210044106
5.htm 
 

適用規格 
GB/T18801-2008 Air cleaner 

GB21551.1-2008 General requirement of antibacterial and cleaning function for household and 
similar electrical appliances 

GB21551.3-2010 Antibacterial and cleaning function for household and similar electrical 
appliances—Particular requirements of air cleaner 

新規認証業務 
実施規則： 
CQC16-448126-2013  

家庭用及び類似用途電気製品－電動洗濯機の除菌、抗菌、浄化認証実施規則 
新しい認証業務の開始知らせ： 
CQC 任意認証の家庭用及び類似用途電気製品－電

動洗濯機の除菌、抗菌、浄化認証が、本通知の公表

日より認証業務の受理が開始されました。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/07/137238210039689
2.htm 
 

適用規格 
GB21551.2-2010 

Antibacterial and cleaning function for household and similar electrical 
appliances—Particular requirements of material 

GB21551.5-2010 Antibacterial and cleaning function for household and similar electrical 
appliances—Particular requirements for electric washing machine 

新規認証業務： 
実施規則： 
CQC16-448114-2013  

家庭用及び類似用途電気製品－冷蔵庫の除菌、抗菌、浄化認証実施規則 
新しい認証業務の開始知らせ： 
CQC 任意認証の家庭用及び類似用途電気製品－冷

蔵庫の除菌、抗菌、浄化認証が、本通知の公表日よ

り認証業務の受理が開始されました。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/07/137238210036958
5.htm 
 

適用規格： 
GB21551.1-2008 

General requirement of antibacterial and cleaning function for household and 
similar electrical appliances 

GB21551.2-2010 Antibacterial and cleaning function for household and similar electrical 
appliances—Particular requirements of material 

GB21551.4-2010 Antibacterial and cleaning function for household and similar electrical 
appliances—Particular requirements of refrigerator 

新規認証業務： 
実施規則： 
CQC16-473231 

-2013 

家庭用及び類似用途の抗菌材料認証実施規則 新しい認証業務の開始知らせ： 
CQC 任意認証の家庭用及び類似用途の抗菌材料認

証が、本通知の公表日より認証業務の受理が開始さ

れました。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/07/137238210027029
2.htm 
 

適用規格： 
GB21551.2-2010 

Antibacterial and cleaning function for household and similar electrical 
appliances—Particular requirements of material 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100441065.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100441065.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100441065.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100441065.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100441065.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100396892.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100396892.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100396892.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100396892.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100396892.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100369585.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100369585.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100369585.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100369585.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100369585.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100270292.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100270292.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100270292.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100270292.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100270292.htm
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GB17625.1-2003 GB17625.1-2012 IDT: IEC 
61000-3-2:2009 Ed.3.2 

Electromagnetic 
compatibility - Limits - 
Limits for harmonic current 
emissions (equipment input 
current ≤ 16 A per phase) 
高調波電流エミッションの

限度値(機器の入力電流は 1
相当たり 16A 以下) 

情報処理設備、音響設備の CQC 任意認証の適用規

格 GB13837-2012 及び GB17625.1-2012 について、

最新版規格が 2012 年 12 月 31 日に公表され、2013
年 7 月 1 日から正式実施開始する。 
2013 年 7 月 1 日以後の新規申請は、最新版のみと

する。旧版規格で認証取得された製品については、

次回の定期工場調査前までに認証書の書換え申請

を行って下さい。旧版実施規則の認証書更新につい

ては、2014 年 7 月 1 日前までに更新手続きを完了

する必要があります。期限を過ぎても完了しない場

合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが

2014 年 10 月 1 日前までに完了しない場合には、認

証書は取り消されます。 
GB13837-2012 規格の音響設備及び附属品につい

て（カテゴリ番号：001019 類）、書類審査のみ。 
GB17625.1-2012 規格について、情報処理設備及び

音響設備の両方（カテゴリ番号：001018 類及び

001019 類）について、追加試験を必要とする。試

験サンプルは代表モデル 1 台、類似モデルのサンプ

ルについてはサンプル送付通知書の規定に準ずる。

また、定格消費電力が 75W 以下の製品については、

書類審査のみで認証書を書換える。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/07/137238206808112
9.htm 

GB13873-2003 GB13837-2012 MOD: CISPR13:2009 

Sound and television 
broadcast receivers and 
associated equipment - 
Radio disturbance 
characteristics - Limits and 
methods of measurement 
音声及びテレビジョン放送

受信機並び. に関連機器の無

線妨害波特性の許容値及び

測定法 

CQC 通知 
7/3 GB17625.1-2003 GB17625.1-2012 IDT: IEC 

61000-3-2:2009 Ed.3.2 

Electromagnetic 
compatibility - Limits - 
Limits for harmonic current 
emissions (equipment input 
current ≤ 16 A per phase) 
高調波電流エミッションの

限度値(機器の入力電流は 1
相当たり 16A 以下) 

照明器具の CQC 任意認証の適用規格「高調波電流

エミッションの限度値(機器の入力電流が 1 相当た

り 16A 以下)」GB17525.1-2012 について、最新版

規格が 2012 年 12 月 31 日に公表され、2013 年 7
月 1 日から正式実施開始とする。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/07/137238206790628
9.htm 
 

CNCA 
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CNCA は、CCC 強制認証について、最新版の CCC 認証指定認証機関リスト及び業務範囲、CCC 認証指定試験室リスト及び業務範囲を発表した。 
強制認証指定認証機関リスト及び業務範囲： 

http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/06/04/2DB5B382EE2F563782CBD1D969F11154.pdf 
強制認証指定試験室リスト及び業務範囲： 

http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/06/04/A6FEC03BB4F155CB5821A93AE1A23EE5.pdf 

 

CQC 通知 
強制認証

6/28 

照明類電気製品について、CQC は CCC 認証製品の試験サンプルに対する標準サンプル管理を実施する。 
 
標準サンプルの範囲： 

1. 照明器具：固定式汎用照明器具、ポータブル汎用照明器具、埋込型照明器具、水槽用照明器具、電源ソケットに設置する常夜灯、地面埋込み式照明

器具、児童用ポータブル照明器具 

CQC 通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/xwzx/tzgg/
webinfo/2013/06/1372
381990337984.htm 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382068081129.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382068081129.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382068081129.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382068081129.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382068081129.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382067906289.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382067906289.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382067906289.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382067906289.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382067906289.htm
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/06/04/2DB5B382EE2F563782CBD1D969F11154.pdf
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/06/04/A6FEC03BB4F155CB5821A93AE1A23EE5.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2013/06/1372381990337984.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2013/06/1372381990337984.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2013/06/1372381990337984.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2013/06/1372381990337984.htm
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2. 安定器：蛍光灯用安定器、高強度ガス放電灯用インダクタンス安定器、蛍光灯用の交流電子安定器 
 
標準サンプルの管理は、2013 年 4 月 1 日から試験的に実施する。2013 年 7 月 1 日から正式実施する。 
 
標準サンプルの管理規定概要： 
試験所は、型式試験の合格品から標準サンプルを選定し封印する。また、「標準サンプル封印登録表」を記載する。 
標準サンプル及び「標準サンプル封印登録表」を工場に渡し、工場は標準サンプルの保管及び「標準サンプル封印登録表」の確認及び「工場標準サンプル

登録集計表」の更新を行わなければならない。 
工場が適切に標準サンプルの保管を行わない場合には、工場調査員は「サンプリング、標準サンプル封印作業指示書」に従い、工場の現場からサンプル 2
台を抜取り封印する。「サンプリング通知書」を記入し、工場は 15 日以内に従来の試験実施機関にサンプルを提出し再確認を行う。再確認後に標準サン

プルを再度封印し、工場にて保管を行わなければならない。これらに関わるすべての費用は工場側の負担とする。 
工場調査員及び標準サンプルの使用者が標準サンプルを開封した場合には、使用後に元の通りに標準サンプルを再度封印し、「標準サンプルの使用記録」

に記帳する。 
工場側は、「工場標準サンプル登録集計表」、「標準サンプル封印登録表」、「標準サンプル使用記録表」等全ての標準サンプルの記録を保管する。 
 
標準サンプルの取消しについて、認証書を取消された場合には、申請者は CQC に申請を提出し、認証機関の確認を得てから申請する標準サンプルを無効

にする。工場は、直ちに「工場標準サンプル登録集計表」を更新する。標準サンプルが、その他の有効な認証書に関係する場合には、標準サンプルの無効

は認められない。 
適用規格が更新された認証品については、標準サンプルの再指定及び封印を必要とする。従来の封印した標準サンプルは自動的に無効となる。工場は状況

に応じて「工場標準サンプル登録集計表」を更新する。 

照明製品標準サンプル

管理規定： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/06/28/1372381990
337984-13723819904
27235.doc 
標準サンプル登録集計

表見本： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/06/28/1372381990
337984-13723819904
34019.xls 
標準サンプル使用記録

見本： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/06/28/1372381990
337984-13723819904
42466.doc 

CQC 公告 
強制認証 

5/31    
GB13837-2003   GB13837-2012 MOD: 

IEC/CISPR 13:2009 

Sound and television  
broadcast receivers and 
associated 
equipment—Radio 
disturbance  
characteristics—Limits and 
methods of measurement 
音声及びテレビジョン放送

受信機並びに関連機器－無

線妨害特性－限度値及び測 
定方法 

音声及びテレビジョン放送受信機並びに関連機器

－無線妨害特性適用規格 GB13837 について、最新

版規格が 2012 年 12 月 31 日に公表され、2013 年 7
月 1 日から正式実施開始とする。 
GB13837-2012 版の公表日から新規申請及び年版

更新申請受理開始とする。2013 年 7 月 1 日以後の

新規申請は、最新版のみとする。旧版規格で認証取

得された製品については、次回の定期工場調査前ま

でに認証書の書換え申請を行って下さい。年版更新

申請では、相違点の追加試験が伴います。 
適用規格の年版更新申請では、2014 年 7 月 1 日前

までに認証書の年版更新手続きを完了する必要が

あります。期限を過ぎても完了しない場合には、認

証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 10
月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取 
り消されます。 
試験項目の説明：  
①  08 類音声及びテレビジョン放送受信機並びに

関連機器（ラジオ局用音響設備及び車用音響設備を

除く）に関し、カテゴリ 0808 のフラットテレビ（液

公告原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/05/136875801456282
5.htm 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/06/28/1372381990337984-1372381990427235.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/06/28/1372381990337984-1372381990427235.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/06/28/1372381990337984-1372381990427235.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/06/28/1372381990337984-1372381990427235.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/06/28/1372381990337984-1372381990427235.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/06/28/1372381990337984-1372381990434019.xls
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/06/28/1372381990337984-1372381990434019.xls
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/06/28/1372381990337984-1372381990434019.xls
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/06/28/1372381990337984-1372381990434019.xls
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/06/28/1372381990337984-1372381990434019.xls
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/06/28/1372381990337984-1372381990442466.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/06/28/1372381990337984-1372381990442466.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/06/28/1372381990337984-1372381990442466.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/06/28/1372381990337984-1372381990442466.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/06/28/1372381990337984-1372381990442466.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/05/1368758014562825.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/05/1368758014562825.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/05/1368758014562825.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/05/1368758014562825.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/05/1368758014562825.htm
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晶及びプラズマテレビを含む）及びカテゴリ 0809
の監視装置【モニタ】製品の年版更新では相違点試

験を必要とする。試験サンプルは代表モデル1台で、

類似モデルについてはサンプル送付通知の指示に

従う。 
②  試験項目：放射妨害、電源端子妨害電圧試験 
③  その他の 08 類製品に対しては書類審査のみと

する。 
申請方法： 
下記方法の何れかを選択することを可能とする。 
方法 1. 指定認証機関の試験実施：認証機関が試験

室を指定し、試験を実施する。 
方法 2. 供給先適合性声明: 申請者が最新版規格の

適合性試験レポートを提示すること。適合性試験レ

ポートは、ILAC 或いは協定機関の認定試験室が発

行するものでなければならい。また、試験レポート

は、認証機関の規定に準じる必要があります。供給

先適合性声明の方法で認証書を書換えした場合、翌

年定期抜取り試験が実施される。試験サンプルは 1
台、試験項目は、GB13837-2012 の試験項目：放射

妨害、或いは電源端子妨害電圧試験の何れか 1 項目 

CQC 公告 
強制認証 

5/28 
GB17625.1-2003 GB17625.1-2012 IDT: IEC 

61000-3-2:2009 Ed.3.2 

Electromagnetic 
compatibility - Limits - 
Limits for harmonic current 
emissions (equipment input 
current ≤ 16 A per phase) 
高調波電流エミッションの

限度値(機器の入力電流は 1
相当たり 16A 以下) 

「高調波電流エミッションの限度値(機器の入力電

流は 1 相当たり 16A 以下)」GB17525.1-2012 につ

いて、最新版規格が 2012 年 12 月 31 日に公表され、

2013 年 7 月 1 日から正式実施開始とする。 
この年版更新に対し、以下のカテゴリの CCC 強制

認証対象製品に関連する。 
05 類 電動工具 
07 類 家庭用及び類似用途設備 
08 類 音響機器及び設備（ラジオ放送局用設備及

び車用音響設備は含まない） 
09 類 情報処理設備 
10 類 照明器具類 
16 類 通信端末設備 
最新版規格の正式出版は、未だ開始していません。

CQC としては、申請の混雑を避ける為、最新版適

用規格の公表日から新規申請及び年版更新申請受

理開始とする。2013 年 7 月 1 日以後の新規申請は、

最新版のみとする。旧版規格で認証取得された製品

については、次回の定期工場調査前までに認証書の

CQC 公告原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/05/136875792779286
8.htm 
 
適用規格年版更新の関

連製品リスト原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/05/28/1368757927
792868-13687579280
60110.doc 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/05/1368757927792868.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/05/1368757927792868.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/05/1368757927792868.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/05/1368757927792868.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/05/1368757927792868.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/05/28/1368757927792868-1368757928060110.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/05/28/1368757927792868-1368757928060110.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/05/28/1368757927792868-1368757928060110.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/05/28/1368757927792868-1368757928060110.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/05/28/1368757927792868-1368757928060110.doc
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書換え申請を行って下さい。年版更新申請では、相

違点の追加試験が伴います。 
適用規格の年版更新申請では、2014 年 7 月 1 日前

までに認証書の年版更新手続きを完了する必要が

あります。期限を過ぎても完了しない場合には、認

証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 10
月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り

消されます。 
試験項目の説明： 
05 類、07 類、08 類、09 類、16 類の上記電気製品

は、年版更新手続きが必要とする。但し、消費電力

75W 以下の製品について、書類審査のみ追加試験は

不要とする。 
10 類の照明器具にたいし、電子制御の製品の場合、

追加試験を実施する（但し、LED 光源とする照明

制御装置及び電気機器、入力有効電力は、25W 以下

の製品には適用しない）。インダクタンス類の制御

装置に対し、追加試験がありません書類審査のみで

認証書を書換える。その他の 10 類照明器具製品は、

最新版規格に従い試験を実施する。 
申請は、下記方法の何れを選択することが可能とす

る。 
方法 1. 指定認証機関の試験実施：認証機関が試験

室を指定し、試験を実施する。 
方法 2. 供給先適合性声明: 申請者から最新版規格

の適合性試験レポートを提示すること。適合性試験

レポートは、ILAC 或いは協定機関の認定試験室が

発行するものでなければならい。また、試験レポー

トは、認証機関の規定に準じる必要があります。供

給先適合性声明の方法で認証書を書換えした場合、

翌年定期抜取り試験を実施される。試験サンプルは

1 台、試験項目は、適用規格の全項目試験とする。 

CNCA 
公告第 9号 
(強制認証) 

5/22 

旧版実施規則： 
CNCA-01C-010:2007 

最新版実施規則： 
CNCA-01C-010:2013 

強制性製品認証実施規則－

低電圧電器装置「低電圧スイ

ッチギアセンブリ」 
左記強制認証実施規則の 2013 年版が公表されまし

た。製品の品質管理に対する要求事項が調整され、

技術的な要求事項については変更が有りません。最

新版実施規則は、2013 年 7 月 1 日以後正式実施開

始となります。 

公告原文： 
http://www.cnca.gov.c
n/cnca/zwxx/ggxx/738
665.shtml 
実施規則原文 
CNCA-01C-010:2013 
http://www.cnca.gov.c
n/cnca/zwxx/ggxx/ima

CNCA-03C-027：2001 CNCA-03C-027：2013 強制性製品認証実施規則－ 
「自動車タイヤ」 

http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/738665.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/738665.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/738665.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/05/22/B70E200B7010B3E8690ED071BB3F88E4.pdf
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/05/22/B70E200B7010B3E8690ED071BB3F88E4.pdf
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ges/2013/05/22/B70E2
00B7010B3E8690ED
071BB3F88E4.pdf 
CNCA-03C-027:2013 
http://www.cnca.gov.c
n/cnca/zwxx/ggxx/ima
ges/2013/05/22/F061A
3C1C46D71387C6808
9B23065BF6.pdf 

連合公告

52 号 
4/23 

 
 

CQC 通知 
5/6 

カテゴリ CCC 実施規則番号 カテゴリ CQC 新実施規則番号 
医療用X線診断装置の安全認

証実施規則 

AQSIQ 質検総局、食品薬品監督管理総局、CNCA
の連合公告：『一部医療機器について今後 CCC 強制

製品認証による管理を実施しないことに関する公

告』： 
医用 X 線診断装置、血液透析装置、中空ファイバー

透析器、血液浄化装置の体外循環回路、人工心肺、

心電計、植込み形ペースメーカー、コンドームの 8
種類の医療機器製品について、今後は CCC 強制製

品認証による管理を実施しないことを決定しまし

た。 
 
CQC 通知では、当該公告の関連要求事項に基づき、

CQC はコンドームを除く 7 種類の医療機器製品の

認証について、下記のとおり通知した。 
 
1．公告告示の日より、CQC は上記医療機器製品の

CCC 強制認証の申請を受理せず、これに対する

CCC 認証書の発行を行わない。 
2．CQC は即日、上記医療機器製品の取得済み CCC
認証書のキャンセルを開始する。 

3．企業に対し引き続き全面的な認証サービスを提

供し、企業の入札その他の経営活動に対する影響

を防ぐと同時に、社会に対して信用の根拠を与え

るため、CQC は即日、上記医療機器製品に対し

任意認証への切換業務を開始し、上記 7 種類の医

療機器製品を全て CQC マーク認証に切り換え

る。CCC 認証書を取得していた企業は、有効な

CCC 認証書または有効な試験レポートと工場調

査レポートをもって、ただちに手続きを行うこと

ができる。 

連合公告 52 号原文： 

http://www.cnca.gov.c
n/cnca/zwxx/ggxx/737
080.shtml 

除外された強制品目リ

スト： 

http://www.cnca.gov.c
n/cnca/zwxx/ggxx/ima
ges/2013/05/02/99931
0F57AA5FCFE9ECC
AAC8B366A0D5.doc 

CQC 通知原文： 

http://www.cqc.com.c
n/chinese/xwzx/tzgg/
webinfo/2013/05/1366
419751564148.htm 

CQC 任意認証実施規

則リスト： 

http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/05/136641977445174
6.htm 

1706 CNCA-08C-037 007013 CQC11-481113-2013  

1702 CNCA-08C-033 007012 CQC11-481257-2013 血液透析機器安全認証実施

規則 

1704 CNCA-08C-035 007005 CQC11-481251-2013 中空繊維透析器安全認証実

施規則 

1703 CNCA-08C-034 007011 CQC11-481256-2013 血液浄化装置の血液体外循

環回路安全認証実施規則 

1707 CNCA-08C-038 
007007 

CQC11-481253-2013 
人工心肺装置のローラー式

血液ポンプ安全認証実施規

則 1708 CNCA-08C-039 CQC11-481253-2013 

1709 CNCA-08C-040 007006 CQC11-481252-2013 人工心肺装置の気泡型人工

肺安全認証実施規則 

1710 CNCA-08C-041 007008 CQC11-481254-2013 人工心肺装置の熱交換器安

全認証実施規則 

1711 CNCA-08C-042 007009 CQC11-481255-2013 人工心肺装置の熱交換タン

ク安全認証実施規則 

1712 CNCA-08C-043 007007 CQC11-481253-2013 
人工心肺装置のローラー式

血液ポンプ安全認証実施規

則 

1701 CNCA-08C-032 007010 CQC11-481221-2013 心電図機安全認証実施規則 

http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/05/22/B70E200B7010B3E8690ED071BB3F88E4.pdf
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/05/22/B70E200B7010B3E8690ED071BB3F88E4.pdf
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/05/22/B70E200B7010B3E8690ED071BB3F88E4.pdf
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/05/22/F061A3C1C46D71387C68089B23065BF6.pdf
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/05/22/F061A3C1C46D71387C68089B23065BF6.pdf
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/05/22/F061A3C1C46D71387C68089B23065BF6.pdf
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/05/22/F061A3C1C46D71387C68089B23065BF6.pdf
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/05/22/F061A3C1C46D71387C68089B23065BF6.pdf
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/737080.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/737080.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/737080.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/05/02/999310F57AA5FCFE9ECCAAC8B366A0D5.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/05/02/999310F57AA5FCFE9ECCAAC8B366A0D5.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/05/02/999310F57AA5FCFE9ECCAAC8B366A0D5.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/05/02/999310F57AA5FCFE9ECCAAC8B366A0D5.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/05/02/999310F57AA5FCFE9ECCAAC8B366A0D5.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2013/05/1366419751564148.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2013/05/1366419751564148.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2013/05/1366419751564148.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2013/05/1366419751564148.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/05/1366419774451746.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/05/1366419774451746.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/05/1366419774451746.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/05/1366419774451746.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/05/1366419774451746.htm
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1705 CNCA-08C-036 007014 CQC11-481741-2013 植込み型ペースメーカー安

全認証実施規則 

1501 CNCA-08C-030 － － コンドーム製品 

CQC 通知 
4/23 GB 18802.1-2002 GB 18802.1-201

1 
MOD: 
IEC 61643-1:2005 

Low-voltage surge 
protective devices - Part 1: 
Surge protective devices 
connected to low-voltage 
power distribution systems 
-Requirements and tests 

適用規格の更新知らせ： 
低電圧サージ保護装置の CQC 任意認証適用規格が

2011 年 12 月 30 日に発表され、2012 年 12 月 1 日

から実施開始とされました。 
 
CQC は、本公告の公表日から最新版規格を採用し、

認証を行います。 
旧版規格で認証取得された製品については、次回の

定期工場調査前までに認証書の書換え申請を行っ

て下さい。 
年版更新申請では、相違点の追加試験が伴います。 
適用規格の年版更新申請では、2013 年 12 月 1 日前

までに認証書の年版更新手続きを完了する必要が

あります。期限を過ぎても完了しない場合には、認

証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 2 月

28 日前までに完了しない場合には、認証書は取り

消されます。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/04/136641955689738
8.htm 
相違点内容： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/04/23/1366419556
897388-13664195570
64848.doc 

CQC 通知 
4/18 

新規実施規則：CQC31-442412-2013 『電気アーク溶接機省エネ

認証実施規則』 新しい認証業務の開始の通知： 
CQC 任意認証の電気アーク溶接機省エネ認証は、

本通知の公表日より認証業務の受理が開始されま

した。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/04/136508239600297
1.htm 
実施規則原文 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/05/07/1365082396
175286-13664197753
68989.pdf 

適用規格：GB28736-2012  － 
Minimum allowable values 
of energy efficiency and 
energy efficiency grades for 
arc welding machines 

CQC 通知 
4/15 

新規実施規則：CQC11-462197-2013 『低電圧無効電力補償スイ

ッチング装置認証実施規則』 新しい認証業務の開始の通知： 
CQC 任意認証の低電圧無効電力補償スイッチング

装置認証は、本通知の公表日より認証業務の受理が

開始されました。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/04/136508232624277
5.htm 
実施規則原文 
http://www.cqc.com.c

適用規格：GB/T29312-2012 － 
Low-voltage reactive power 
compensation switchgear 
component 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/04/1366419556897388.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/04/1366419556897388.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/04/1366419556897388.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/04/1366419556897388.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/04/1366419556897388.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/04/23/1366419556897388-1366419557064848.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/04/23/1366419556897388-1366419557064848.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/04/23/1366419556897388-1366419557064848.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/04/23/1366419556897388-1366419557064848.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/04/23/1366419556897388-1366419557064848.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/04/1365082396002971.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/04/1365082396002971.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/04/1365082396002971.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/04/1365082396002971.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/04/1365082396002971.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/05/07/1365082396175286-1366419775368989.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/05/07/1365082396175286-1366419775368989.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/05/07/1365082396175286-1366419775368989.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/05/07/1365082396175286-1366419775368989.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/05/07/1365082396175286-1366419775368989.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/04/1365082326242775.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/04/1365082326242775.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/04/1365082326242775.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/04/1365082326242775.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/04/1365082326242775.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/04/15/1312218390022051-1365082326469489.pdf
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n/chinese/rootfiles/20
13/04/15/1312218390
022051-13650823264
69489.pdf 

新規実施規則：CQC11-462223-2013 
送電、変電設備用銅クラッド

アルミブスバー認証実施規

則 

新しい認証業務の開始の通知： 
CQC 任意認証の送電、変電設備用銅クラッドアル

ミブスバー認証は、本通知の公表日より認証業務の

受理が開始されました。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/04/136508232627212
8.htm 
実施規則原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/04/15/1312218390
022051-13650823265
50738.pdf 

適用規格：DL/T 247-2012 － 送電、変電設備用銅クラッド

アルミブスバー 

適用規格：GB/T 9327-2008 MOD: 
IEC 61238-1:2003 

Compression and 
mechanical connectors for 
power cables for rated 
voltages up to 
35kV(Um=40.5kV) - Test 
methods and requirements 

  

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/04/15/1312218390022051-1365082326469489.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/04/15/1312218390022051-1365082326469489.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/04/15/1312218390022051-1365082326469489.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/04/15/1312218390022051-1365082326469489.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/04/1365082326272128.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/04/1365082326272128.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/04/1365082326272128.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/04/1365082326272128.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/04/1365082326272128.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/04/15/1312218390022051-1365082326550738.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/04/15/1312218390022051-1365082326550738.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/04/15/1312218390022051-1365082326550738.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/04/15/1312218390022051-1365082326550738.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/04/15/1312218390022051-1365082326550738.pdf
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公告番号

(発表月/
日) 

旧規格番号 新規格番号 IEC 規格 規格タイトル 公告内容概要 公告のリンク先 

SAC 公告 
年版更新 
2012 年公

告第 41 号 

GB13873-2003 GB13837-2012 MOD: CISPR13:2009 

Sound and television 
broadcast receivers and 
associated equipment - Radio 
disturbance characteristics - 
Limits and methods of 
measurement 
音声及びテレビジョン放送受

信機並び. に関連機器の無線

妨害波特性の許容値及び測定

法 

「音声及びテレビジョン放送受信機並びに関連機

器の無線妨害波特性の許容値及び測定法」

GB13837-2012、及び「高調波電流エミッションの

限度値(機器の入力電流は 1 相当たり 16A 以下)」
GB17525.1-2012 について、最新版規格が 2012 年

12 月 31 日に公表され、2013 年 7 月 1 日から正式

実施開始とする。 
訳者注： 
以下の CCC 対象品目について、2013 年 7 月以後は

適用規格への年版更新を行う必要があります。認証

機関からの、規格更新の受理開始日に関する知らせ

は未だ公表されていませんが、左記旧版規格で認証

を取得されたメーカーに於いては、早めに対策を行

うことをお勧め致します。 
CNCA-01C-014:2007「電動工具」 
CNCA-01C-017:2010「オーディオ・ビデオ設備類」 
CNCA-01C-019:2001「サウンド及びテレビジョン

放送受信機及び関連装置」 
CNCA-01C-020:2010「情報処理技術製品」 
CNCA-01C-022:2007「照明器具類」 
CNCA-07C-031:2007「通信端末設備」の小カテゴ

リ【1602】ファクシミリ：ファックス機器、ボイ

ス/ファックスカード、多機能ファックス機器 

国家規格公告 2012 年

第 41 号： 
http://www.sac.gov.cn/
gjbzgg/201241/ 
No.187：
GB13837-2012 
No.242: 
GB17625.1-2012 

GB17625.1-2003 GB17625.1-2012 IDT: IEC 
61000-3-2:2009 Ed.3.2 

Electromagnetic 
compatibility - Limits - 
Limits for harmonic current 
emissions (equipment input 
current ≤ 16 A per phase) 
高調波電流エミッションの限

度値(機器の入力電流は 1 相当

たり 16A 以下) 

 

GB4706.1-1998 GB4706.1-2005 IDT:IEC60335-1:2004 
(Ed4.1) 

Household and similar 
electrical appliances Safety - 
Part 1:General requirements 
家庭用及びこれに類する電気

機器の安全要求事項 第 1部：

共通要求事項 

CCC 強制認証の適用規格 GB4706.32 は、本公告の

公表日から 2013 年 5 月 1 日までは 2012 年版及び

2004 年版の何れも受理可能。2013 年 5 月 1 日以後

の申請及び認証書の発行は、最新版の適用規格

GB4706.32-2012 のみとする。 
旧版規格で認証取得された製品については、次回の

定期工場調査前までに認証書の書換え申請を行っ

て下さい。 
年版更新申請では、相違点試験が伴います。 
適用規格の年版更新申請では、2014 年 5 月 1 日前

までに認証書の年版更新手続きを完了する必要が

あります。期限を過ぎても完了しない場合には、認

証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 8 月

1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消

公告原文： 

http://www.cqc.com.c

n/chinese/gkwj/rzbzx

x/bzhbxx/webinfo/201

3/03/136383404601219

0.htm 

相違点の対象表： 

http://www.cqc.com.c

n/chinese/rootfiles/

2013/03/29/136383404

6012190-136383404613

7344.doc 

GB4706.32-2004 GB4706.32-2012 IDT: 
IEC 60335-2-40:2005 

Household and similar 
electrical appliances Safety 
Particular requirements for 
electrical heat pumps, 
air-conditioners and 
dehumidifiers 
家庭用及びこれに類する電気

機器の安全要求事項 第 2-40

http://www.sac.gov.cn/gjbzgg/201241/
http://www.sac.gov.cn/gjbzgg/201241/
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834046012190.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834046012190.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834046012190.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834046012190.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834046012190.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/29/1363834046012190-1363834046137344.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/29/1363834046012190-1363834046137344.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/29/1363834046012190-1363834046137344.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/29/1363834046012190-1363834046137344.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/29/1363834046012190-1363834046137344.doc
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部：エアコンディショナ及び除

湿機の個別要求事項 

されます。 

CQC 公告 
3/29 

強制認証 

GB3883.1-2005 GB3883.1-2008 IDT:  
IEC 60745-1:2006 

Safety of hand-held 
motor-operated electric tools 
Part 1:General requirements 
手持形電動工具－安全要求 

第一部分：共通要求事項 

中国国家標準化管理委員会-SAC 公告 2012 年第 28
号により、左記 GB3883 の適用規格 2012 年版につ

いて 2012 年 11 月 5 日に発表され、2013-05-01 か

ら実施開始とする。 
 
CQC は、本公告の公表日から最新版規格を採用し、

認証を行います。 
旧版規格で認証取得された製品については、次回の

定期工場調査前までに認証書の書換え申請を行っ

て下さい。 
年版更新申請では、相違点試験が伴います。年版更

新の場合、代表モデル 2 台、類似モデル等の試験サ

ンプルを提出する必要があります。 
適用規格の年版更新申請では、2014 年 5 月 1 日前

までに認証書の年版更新手続きを完了する必要が

あります。期限を過ぎても完了しない場合には、認

証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 8 月

1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消

されます。 

公告原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/03/136383403665584
7.htm 
GB3883.1 の規格変更

内容(中文)： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/03/29/1363834036
655847-13638340367
22543.doc 
個別要求事項の変更内

容（中文）： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/03/29/1363834036
655847-13638340367
32306.doc 
 

GB3883.2-2005 GB3883.2-2012 
IDT:  

IEC60745-2-2:2008 
ED 2.1  

Part 2: Particular 
requirements for 
screwdrivers and impact 
wrenches 
第 2-2 部：ねじ回し及びインパ

クトレンチの特定要求事項 

GB3883.4-2005 GB3883.4-2012 
IDT:  
IEC 60745-2-4：2008 
ED 2.1 

Part 2: Particular 
requirements for sanders and 
polishers other than disk type 
第 2-4 部：ディスクタイプ以外

のサンダ及びポリッシャの特

定要求事項 

GB3884.6-2007 GB3883.6-2012 
IDT: 
IEC 60745-2-1:2008 
(2.1 版) 

Part 2:Particular 
requirements for drills and 
impact drills 
第 2-1 部：ドリル及びインパク

トドリルの特定要求事項 

GB3883.7-2005 GB3883.7-2012 
IDT: 
IEC60745-2-6:2008 
(2.2 版);   

Part 2:Particular 
requirements for hammers 
第 2-6 部：ハンマーの特定要求

事項 

GB3883.9-2005 GB3883.9-2012 
IDT: 
IEC 60745-2-9:2008 
ED2.1 

Part 2: Particular 
requirements for tappers 
第 2-9 部：タッパーの特定要求

事項（訳者注：タッピング装置） 

GB3883.11-2005 GB3883.11-2012 
IDT: 
IEC60745-2-11:2008 
ED 2.1 

Part 2: Particular 
requirements for 
reciprocating saws(jig and 
sabre saws) 
第 2-11 部：往復動のこぎり (糸
鋸及びサーベル鋸) の特定要

求事項 

GB 3883.12-2007 GB3883.12 
-2012 

IDT: 
IEC60745-2-12 

Part 2: Particular 
requirements for concrete 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834036655847.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834036655847.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834036655847.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834036655847.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834036655847.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/29/1363834036655847-1363834036722543.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/29/1363834036655847-1363834036722543.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/29/1363834036655847-1363834036722543.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/29/1363834036655847-1363834036722543.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/29/1363834036655847-1363834036722543.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/29/1363834036655847-1363834036732306.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/29/1363834036655847-1363834036732306.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/29/1363834036655847-1363834036732306.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/29/1363834036655847-1363834036732306.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/29/1363834036655847-1363834036732306.doc
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:2008 ED 2.1 vibrators 
第 2-12 部：コンクリート用バ

イブレータの特定要求事項 

CQC 公告 
3/29 

強制認証 

JB/T8734.1-1998 
JB/T8734.2-1998 
JB/T8734.3-1998 
JB/T8734.4-1998 
JB/T8734.5-1998 

JB/T8734.1-2012 
JB/T8734.2-2012 
JB/T8734.3-2012 
JB/T8734.4-2012 
JB/T8734.5-201
2 

－ 

電線ケーブル類製品の適用規格 JB/T8734.1～5-2012 が 2012 年 5 月 24 日発表され、

2012 年 11 月 1 日から実施開始とされた。また、最新版の適用規格の印刷本は、近日

中に出版する予定です。新しい適用規格は、実施規則 CNCA-01C-002:2007 の附属書

6 及び附属書 7 に規定された製品の見直しと整合を行った。 
旧版規格で認証取得された製品に対し、次回の定期工場調査前までに認証書の書換え

申請を行って下さい。必要に応じて試験サンプルを提出し、型式試験が行われ、試験

合格後に最新版規格の認証書が発行される。年版更新の際に、申請単位毎に代表モデ

ルの型式試験レポートが提出可能であれば、追加試験を免除できる。 
適用規格の年版更新申請は、2014 年 4 月 1 日前までに認証書の年版更新手続きを

完了する必要がある。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、

更新手続きが 2014 年 7 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消される。 
本公告発表日の前までに既に出荷され市場へ投入された製品、及び今後認証製品の継

続製造を行わない場合には、認証書の年版更新は不要となる。 
製品の適用範囲は、CNCA 公告 2012 年第 30 号の規定に準ずる。

RVB  300/300V 0.5-0.75 を除く、最新版規格に追加した型式及びスペックは、強制

認証の適用範囲に含まれない。適用範囲は、以下の通り： 
1、JB/T 8734.2-2012 規格に適用する型式及びスペック範囲 
    BV 300/500V 0.75～1； 
    BLV 450/750V 2.5～400； 
    BVR 450/750V 2.5～70； 
    BVV 300/500V 0.75～10（1 芯）； 
    BLVV 300/500V 2.5～10（1 芯）； 
    BVVB 300/500V 0.75～10（2 芯～3 芯）； 
    BLVVB 300/500V 2.5～10（2 芯～3 芯）。 
    2、JB/T 8734.3-2012 規格に適用する型式及びスペック範囲 
    RVV 300/500V 1.5～6（2 芯）； 
    RVV 300/500V 4（3 芯～5 芯）； 
    RVV 300/500V 0.75～2.5（6 芯～41 芯，異なる断面積の製品を含む）； 
    RVS 300/300V 0.5～2.5（2 芯）； 
    RVB 300/300V 0.5～2.5（2 芯）。 
    3、JB/T 8734.4-2012 規格に適用する型式及びスペック範囲 
    AV，AV-90 300/300V 0.08～0.4（1 芯）； 
    AVR，AVR-90 300/300V 0.08～0.4（1 芯）； 
    AVRB 300/300V 0.12～0.4（2 芯）； 
    AVRS 300/300V 0.12～0.4（2 芯）； 
    AVVR 300/300V 0.08～0.4（2 芯）； 
    AVVR 300/300V 0.12～0.4（3 芯～24 芯）。 

公告原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/03/136383403616551
6.htm 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834036165516.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834036165516.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834036165516.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834036165516.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834036165516.htm
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    4、JB/T 8734.5-2012 規格に適用する型式及びスペック範囲 
    AVP，AVP-90 300/300V 0.08～0.4（1 芯）； 
    RVP，RVP-90 300/300V 0.08～2.5（1 芯）； 
    RVP，RVP-90 300/300V 0.08～0.75（2 芯）； 
    RVVP，RVVP1 300/300V 0.08～2.5（1 芯）； 
    RVVP，RVVP1 300/300V 0.08～1.5（2 芯）； 
    RVVP，RVVP1 300/300V 0.12～1.5（3 芯）； 
    RVVP，RVVP1 300/300V 0.12～0.4（4 芯～24 芯）。 
    5、JB/T 8734.6-2012 規格に適用する型式及びスペック範囲 
    TVVB 300/500V 0.75～1（25 芯～60 芯）。 
旧版適用規格の対象品目 RVP-300/300  1～1.5（2 芯）、RVP-90 300/300 1～1.5（2
芯）の製品は、CCC 強制認証適用品目から除外される。公告の発表日からこの型式

の製品に対する認証書の発行を中止し、既に発行済の認証書は、本公告の発表日から

取消とする。既に発行された CCC 認証書に対し、CQC マーク任意認証への書換えは

可能です。 
RVV 300/500V 1.0（2 芯）は、GB/T5023.5-2008 規格に適用し、モデルの銘柄は、

60227IEC53(RVV)とする。（訳者注：RVV 等一部の製品は、GB 規格及び JB 規格の両

方に適用していますが、規格を確認し、それぞれ対象範囲の寸法要求が異なるので、

適用規格を確定する為、GB 及び JB 適用規格のスペック表を確認して判断することを

お勧めします。） 
 
適用規格の変更点概要： 
1． 色のカラーチャートを修正した。 
2． マーク間の距離の規定を修正した。 
3． 型式を追加した。導体の公称断面積の範囲を修正した。ケーブルの線芯数を追加

した。 
4． BVR ケーブルの 10m ㎡、16m ㎡の外径上限値を拡大した。 

CQC 通知 
3/26 

CQC33-464141 
-2009 

CQC33-464141 
-2013 PV システム認証実施規則 独立式 PV システムの実施規則が修正されました。 

１KW 或いは１KW 以上の独立式 PV システムに対

し、適用規格 GB/T29196-2012 を追加した。通知

日より、CQC は最新版実施規則に従い申請を受理

する。 
訳者注：GB/T29196-2012 は 2012 年 12 月 31 日発

表され、2013 年 6 月 1 日から実施開始されます。

但し、最新版の実施が開始されていますので、1KW
及び以上の製品は、当該適用規格に従い試験を実

施します。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/03/136383401073044
8.htm 
実施規則： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/03/28/1312218390
242607-13638340109
77625.pdf 

適用規格： 
IEC62124-2004 

適用規格の追加： 
GB/T29196-201
2 

システムパワーが

1KW、或いは 1KW 以

上の独立式 PV システ

ムに適用する 

Technical specification for 
stand-alone photovoltaic 
systems 独立式 PV システム 

技術要求事項 

IEC62124-2004 
システムパワーが 1KW
以下の独立式 PV シス

テムに適用する 

Photovoltaic (PV) stand alone 
systems - Design verification 
光電池(PV)独立型システム－

設計検証 

CQC 通知 新規実施規則：CQC11-461313-2013  中型小型水力発電機励磁システムの安全認証実施規則 新しい認証業務の開始の通知： 通知原文： 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834010730448.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834010730448.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834010730448.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834010730448.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834010730448.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/28/1312218390242607-1363834010977625.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/28/1312218390242607-1363834010977625.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/28/1312218390242607-1363834010977625.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/28/1312218390242607-1363834010977625.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/28/1312218390242607-1363834010977625.pdf
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3/13 

適用規格：GB/T10585-1989 
Fundamental requirements of excitation systems for 
medium and small synchronous machines 
中型小型水力発電機励磁システムの技術基本要求事項 

CQC 任意認証の中型小型水力発電機励磁システム

の安全認証は、本通知の公表日より認証業務の受理

が開始されました。 

http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/03/136178009791719
8.htm 
実施規則原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/03/21/1312218390
161724-13617802373
21678.pdf 

新規実施規則：CQC11-462001-2013 水力タービン制御システム安全認証実施規則 

新しい認証業務の開始の通知： 
CQC 任意認証の水力タービン制御システム安全認

証は、本通知の公表日より認証業務の受理が開始さ

れました。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/03/136178009809211
8.htm 
実施規則原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/03/13/1312218390
161724-13617800985
42098.pdf 

適用規格：GB/T9652.2-2007 Test code of control systems for hydraulic turbines 
水力タービン制御システム試験 

CQC 通知 
2/25 

新規実施規則：CQC31-452423-2013  ブロードバンドアクセス端末機器省エネ認証実施規則 
新しい認証業務の開始の通知： 
CQC 任意認証のブロードバンドアクセス端末機器

省エネ認証は、本通知の公表日より認証業務の受理

が開始されました。 

通知原文：

http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/02/136106312513084
1.htm 
実施規則原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/02/25/1361063125
618903-13610631256
68637.pdf 

適用規格：CQC3139-2013 ブロードバンドアクセス端末機器省エネ認証技術基準 

新規実施規則：CQC31-452422-2013 インターネット交換機省エネ認証実施規則 

新しい認証業務の開始の通知： 
CQC 任意認証のインターネット交換機省エネ認証

は、本通知の公表日より認証業務の受理が開始され

ました。 

通知原文：

http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/02/136106312516766

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1361780097917198.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1361780097917198.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1361780097917198.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1361780097917198.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1361780097917198.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/21/1312218390161724-1361780237321678.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/21/1312218390161724-1361780237321678.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/21/1312218390161724-1361780237321678.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/21/1312218390161724-1361780237321678.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/21/1312218390161724-1361780237321678.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1361780098092118.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1361780098092118.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1361780098092118.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1361780098092118.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1361780098092118.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/13/1312218390161724-1361780098542098.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/13/1312218390161724-1361780098542098.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/13/1312218390161724-1361780098542098.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/13/1312218390161724-1361780098542098.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/13/1312218390161724-1361780098542098.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/02/1361063125130841.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/02/1361063125130841.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/02/1361063125130841.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/02/1361063125130841.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/02/1361063125130841.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/25/1361063125618903-1361063125668637.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/25/1361063125618903-1361063125668637.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/25/1361063125618903-1361063125668637.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/25/1361063125618903-1361063125668637.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/25/1361063125618903-1361063125668637.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/02/1361063125167664.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/02/1361063125167664.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/02/1361063125167664.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/02/1361063125167664.htm
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適用規格：CQC3140-2013 インターネット交換機省エネ認証技術基準 

4.htm 
実施規則原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/02/25/1361063125
485120-13610631255
57853.pdf 

  

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/02/1361063125167664.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/25/1361063125485120-1361063125557853.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/25/1361063125485120-1361063125557853.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/25/1361063125485120-1361063125557853.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/25/1361063125485120-1361063125557853.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/25/1361063125485120-1361063125557853.pdf
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公告番号

(発表月/
日) 

旧規格番号 新規格番号 IEC 規格 規格タイトル 公告内容概要 公告のリンク先 

CQC 通知 
2/16 

実施規則修正：CQC11-461213-2012 一般用途の絶縁変圧器/安全隔離変圧器安全認証実施規則 
実施規則の変更： 
CQC 任意認証の一般用途の絶縁変圧器/安全隔離変

圧器安全認証実施規則は、本通知の公表日より改訂

されました。 
 
改訂内容は、以下の通り： 

1．適用規格を版上げした。規格は、2012 年 6 月

29 日に発表され、2013 年 5 月 1 日から実施開始す

る。通知の公表日から 2013 年 5 月 1 日前までに、

新版規格若しくは旧版規格の何れかで受理可能で

す。2013 年 5 月 1 日からの申請は、最新版規格の

みの対応となります。適用規格の年版更新申請は、

本通知の公表日から受理開始とする。2014 年 5 月 1
日前までに認証書の年版更新手続きを完了する必

要がある。期限を過ぎても完了しない場合には、認

証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 8 月

1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消

される。 
2．認証書の取得者が「製品認証マーク管理弁法」

の規定に従い、認証マークの届出登録を行い、表示

する内容を追加した。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/02/136001676165417
4.htm 
実施規則原文： 
CQC11-461213-2012: 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/02/17/1312218387
314774-13610629875
27155.pdf 
 
CQC11-461211-2013： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/02/17/1312218387
314774-13610629875
48708.pdf 
 
規格相違点内容： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/02/16/1360016761
654174-13600167617
61899.doc 
 
訳者注：両方の規格更

新は、追加試験を伴う

ので、余裕を持って更

新手続きを行って下さ

い。 

適用規格：

GB19212.1-2003 
 

適用規格：

GB19212.1-2008 
 

IDT to: 
IEC 61558-1:2005 

Safety of power transformers, 
power supplies, reactors and 
similar products—Part 
1:General requirements and 
tests 

GB19212.7-2006 GB19212.7-2012 
IDT to: 

IEC61558-2-6: 
  2009 

Part 7: Particular 
requirements and test for 
safety isolating transformers 
and power supply units 
incorporating safety isolating 
transformers 

実施規則修正：CQC11-461211-2013 

 
玩具用変圧器及び電源安全認証規則 

実施規則の変更： 
CQC 任意認証の玩具用変圧器及び電源安全認証規

則は、本通知の公表日より改訂されました。 
 
改訂内容は、以下の通り： 

1．適用規格を版上げした。規格は、2012 年 6 月

29 日に発表され、2013 年 5 月 1 日から実施開始す

る。通知の公表日から 2013 年 5 月 1 日前までに、

新版規格若しくは旧版規格の何れかで受理可能で

す。2013 年 5 月 1 日からの申請は、最新版規格の

みの対応となります。適用規格の年版更新申請は、

本通知の公表日から受理開始とする。2014 年 5 月 1
日前までに認証書の年版更新手続きを完了する必

要がある。期限を過ぎても完了しない場合には、認

証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 8 月

1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消

適用規格：

GB19212.1-2003 
 

適用規格：

GB19212.1-2008 
 

IDT to: 
IEC 61558-1:2005 

Safety of power 
transformers, power 
supplies, reactors and 
similar products—Part 
1:General requirements 
and tests 

GB19212.8-2006 GB19212.8-2012 IDT to： 
IEC 61558-2-7:2007 

Part 8:Particular 
requirements and tests 
for transformers and 
power supplies for toys 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/02/1360016761654174.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/02/1360016761654174.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/02/1360016761654174.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/02/1360016761654174.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/02/1360016761654174.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/17/1312218387314774-1361062987527155.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/17/1312218387314774-1361062987527155.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/17/1312218387314774-1361062987527155.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/17/1312218387314774-1361062987527155.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/17/1312218387314774-1361062987527155.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/17/1312218387314774-1361062987548708.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/17/1312218387314774-1361062987548708.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/17/1312218387314774-1361062987548708.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/17/1312218387314774-1361062987548708.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/17/1312218387314774-1361062987548708.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/16/1360016761654174-1360016761761899.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/16/1360016761654174-1360016761761899.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/16/1360016761654174-1360016761761899.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/16/1360016761654174-1360016761761899.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/16/1360016761654174-1360016761761899.doc
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される。 
2．申請単位の規定に、絶縁の構造、標高条件、

定格最大動作温度 tW の区分条件を追加された。 
3．認証書の取得者が「製品認証マーク管理弁法」

の規定に従い、認証マークの届出登録を行い、表示

する内容を追加した 

CQC 通知 
2/5 

実施規則修正： 
CQC61-448151-2012 レンジフード省エネ環境認証実施規則 

実施規則の変更： 
CQC 任意認証のレンジフード省エネ環境認証実施

規則は、本通知の公表日より改訂されました。 
 
改訂内容は、以下の通り： 
実施規則第 4.3 条 重要部品／附属品の要求事項が

改訂された。 
重要部品は、CQC61-448151.01-2012（レンジフー

ド製品概要）を参照のこと。 
新規申請時に、異なるモーターの組合せに対し、指

定試験室がその異なる組合せの試験を実施する。異

なる電源ボード、低電圧変圧器或いはスイッチング

電源変圧器及び羽根車を使用する場合には、指定試

験室は確認或いは試験を実施する。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/02/136001672878939
9.htm 
 
実施規則原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/02/05/1312218395
491218-13600167289
01237.pdf 

CQC 通知 
1/31 

新規認証業務： 
CQC16-473231-2013 

デジタルカメラ認証実施規則 
 

新しい認証業務の開始知らせ： 
CQC 任意認証のデジタルカメラ認証は、本通知の

公表日より認証業務の受理が開始されました。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/01/135958355251509
6.htm 
実施規則原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/02/05/1312218387
314774-13600167289
29121.pdf 

適用規格： 
JB/T10362-2010 － 

CQC 通知 
1/31 

実施規則修正 CQC11-462222 
-2011 接続デバイスの安全認証実施規則 

実施規則の変更： 
CQC 任意認証の接続デバイスの安全認証実施規則

は、本通知の公表日より改訂されました。 
 
改訂内容は、以下の通り： 
1. 一部の接続デバイスに対し、100%の抜取り検査

の実施は出来ないことに応じて、「工場品質管理の

試験要求」注 3 を改訂した。 
2. 電気接続デバイスの指定試験の要求を追加し

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/01/135958355245998
4.htm 
 
実施規則原文： 
http://www.cqc.com.c

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/02/1360016728789399.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/02/1360016728789399.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/02/1360016728789399.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/02/1360016728789399.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/02/1360016728789399.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/05/1312218395491218-1360016728901237.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/05/1312218395491218-1360016728901237.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/05/1312218395491218-1360016728901237.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/05/1312218395491218-1360016728901237.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/05/1312218395491218-1360016728901237.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1359583552515096.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1359583552515096.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1359583552515096.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1359583552515096.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1359583552515096.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/05/1312218387314774-1360016728929121.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/05/1312218387314774-1360016728929121.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/05/1312218387314774-1360016728929121.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/05/1312218387314774-1360016728929121.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/05/1312218387314774-1360016728929121.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1359583552459984.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1359583552459984.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1359583552459984.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1359583552459984.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1359583552459984.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/31/1312218387705779-1359583552695465.pdf
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た。組立て完成されていない、繰返して自由端と接

続することができないコネクタに対し、現場の指定

試験時に最小ロットの組立てが要求され、試験項目

に少なくても電界強度試験及び接地保護回路の連

続性試験を含むこと。 
3. 認証マークに対する修正を行った。組立て完了

後、繰返して自由端と接続不可のコネクタに対し、

認証取得製品の本体或いは最小梱包に認証マーク

を表示すること。 

n/chinese/rootfiles/20
13/01/31/1312218387
705779-13595835526
95465.pdf 
 

  

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/31/1312218387705779-1359583552695465.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/31/1312218387705779-1359583552695465.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/31/1312218387705779-1359583552695465.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/31/1312218387705779-1359583552695465.pdf
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CQC 通知 
1/28 

実施規則

CQC11-469431 
-2009 

 
実施規則：「電気用コンジットシステム安全認証実施規

則」 
 

実施規則の変更： 
CQC 任意認証の電気用コンジットシステム安全認

証実施規則は、本通知の公表日より改訂されまし

た。 
 
改訂内容は、以下の通り： 
適用範囲、申請単位の規定、提出資料、サンプルの

要求、適用規格、工場品質管理の試験要求及び製品

概要の要求。 
 
適用規格の更新： 
最新版の適用規格は、通知の公表日から実施開始と

する。年版更新申請は、2013 年 5 月 1 日前までに

完了する必要があります。期限を過ぎても完了しな

い場合には、認証書は一時休止とされ、2013 年 8
月 1 日前までに認証書の書換えを完了出来ない場

合、認証書は取消されます。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/01/135932407783859
2.htm 
 
適用規格の相違点： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/01/28/1359324077
838592-13593240779
93819.doc 
 
実施規則最新版： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/01/28/1312218387
705779-13593594402
65656.pdf 
 

適用規格：

GB/T13381.1-1992 
GB/T14823.1-1993 
GB/T14823.2-1993 
GB/T14823.4-1993 

 

GB/T20041.1-2005 IDT: 
IEC 61386-1:1996 

Conduit systems for electrical 
installations Part 1:General 
requirements 
ケーブル管理のためのコンジ

ットシステム－第 1 部：一般要

求事項 

GB20041.21-2008 IEC 61386-21:2002 

Part 21:Particular 
requirement－Rigid conduit 
systems 
剛性電線管システム 

GB20041.22-2009 IEC 61386-22:2002 

Part 22:Particular 
requirement—Pliable conduit 
systems 
プライアブル電線管システム 

GB20041.23-2009 IEC 61386-23:2002 

Part 23:Particular 
requirement—Flexible 
conduit systems 
フレキシブル電線管システム 

GB20041.24-2009 IEC 61386-24:2004 

Part 24:Particular 
requirement—Conduit 
systems buried underground 
地下埋設コンジットシステム 

CQC 予告

公告 
1/17 

強制認証 

GB4706.1-2004 GB4706.32-2012 

IDT： 
IEC 60335-2-40: 
2005 

 

Household and similar 
electrical appliances Safety 
Particular requirements for 
electrical heat pumps, 
air-conditioners and 
dehumidifiers 
家庭用及び類似用途の電気機

器－安全性－第 2-40 部：電気

ヒートポンプ，エアコンディシ

ョナ及び除湿機の特定要求事

項 

家庭用及び類似用途の電気製品：電気ヒートポン

プ，エアコンディショナ及び除湿機の適用規格最新

版 GB4705.32-2012 版は、既に公表され、2013 年

5 月 1 日から実施する。最新版適用規格の印刷版の

出版は、未だ開始されていませんが、実施日が近い

為、本通知の発表日 1 月 17 日から、最新版適用規

格の申請を受理開始する。2013 年 1 月 17 日～2013
年 5 月 1 日まで、GB4706.32 に対し、2012 年版若

しくは 2004 年版の何れかで申請することができ

る。GB4706.32-2012 年版が正式出版される前まで

は規格のドラフト版で認証を行う。2013 年 5 月 1
日以後、最新版に従い認証を行う。旧版規格の認証

製品は、適用規格最新版の実施日から次回の定期工

場調査前までに年版の更新手続きを行う必要があ

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/01/135835603119299
7.htm 
 
追加試験の内容： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/01/17/1358356031
192997-13583560370
46875.doc 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1359324077838592.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1359324077838592.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1359324077838592.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1359324077838592.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1359324077838592.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/28/1359324077838592-1359324077993819.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/28/1359324077838592-1359324077993819.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/28/1359324077838592-1359324077993819.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/28/1359324077838592-1359324077993819.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/28/1359324077838592-1359324077993819.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/28/1312218387705779-1359359440265656.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/28/1312218387705779-1359359440265656.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/28/1312218387705779-1359359440265656.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/28/1312218387705779-1359359440265656.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/28/1312218387705779-1359359440265656.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1358356031192997.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1358356031192997.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1358356031192997.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1358356031192997.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1358356031192997.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/17/1358356031192997-1358356037046875.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/17/1358356031192997-1358356037046875.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/17/1358356031192997-1358356037046875.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/17/1358356031192997-1358356037046875.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/17/1358356031192997-1358356037046875.doc
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る。年版更新は、相違点の追加試験が必要。年版更

新は、2014 年 5 月 1 日前までに完了する必要があ

る。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は

一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 8 月 1 日前

までに完了しない場合には、認証書は取り消され

る。 

CQC 通知 
1/11 

実施規則

CQC-461212-2009 
適用規格：

GB20052-2006 

実施規則

CQC31-461212-20
12 

適用規格： 
CQC3137-2012 

実施規則：「三相配電変圧器省エネ認証実施規則」 
適用規格： 
「三相配電変圧器省エネ認証技術規範」 

CQCが三相配電変圧器のCQC省エネ任意認証の実

施規則 CQC31-461212-2012 が公表した。 
 
適用規格、申請単位の規定、工場の生産設備及び検

査設備の要求、工場調査の要求、及び製品概要の製

品の保証声明文の内容を補足した。 
 
最新版適用規格 CQC3137-2012 版は、2013 年 1 月

7 日より発表及び実施開始する。適用規格最新版へ

の年版更新申請は、2013 年 7 月 31 日前までに完了

すべきである。新版実施規則は、申請単位の区分け

要求が大きく変更され、省エネの評価値の規定も大

幅に変更された。全ての型番に対し、再申請が必要

となり、2013 年 8 月 1 日以後は旧版規格の全ての

認証書を一時休止とされる。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/01/135783725994441
7.htm 
適用規格の相違点： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/01/11/1357837259
944417-13578372600
03430.doc 
最新版実施規則： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/01/17/1312218401
492865-13583560309
41106.pdf 

CQC 公告 
1/8 

強制認証 
 GB7000.4-2007 IDT: 

IEC 60598-2-10:2003 

Luminaires—Part 
2-10:Particular requirements 
Portable luminaires for 
children 
照明器具－第 2-10 部：特定要

求事項－子供用ポータブル照

明器具 
 

本公告の公表日から子供用ポータブル灯具の CCC
強制認証新規申請について、GB7000.4-2007 に準

じて試験を実施する。既に GB7000.204-2008 版で

申請した案件に対し、認証機関へ試験サンプルを提

出済み、試験中の案件、且つ認証書を未だ発行され

ていない申請について、最新版規格との相違点試験

を追加し、合格後、GB7000.4-2007 の認証書を発

行する。既に GB7000.204-2008 で認証書取得済み

の子供用ポータブル灯具製品に対し、原則、任意で、

認証書書換え申請を行う。認証書の書換えは、相違

点の追加試験を伴うので、試験合格後に

GB7000.4-2007 の認証書を発行する。申請者は、

製品に対する変更申請を行う際に、年版の更新申請

も必ず伴うこと。製品の変更と供に、「中華人民共

和国標準化法」の要求及び最新版規格

GB7000.4-2007 の要求に適合しなければならない。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2013
/01/135757806228329
2.htm 
適用規格の相違点： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
13/01/08/1357578062
283292-13575780623
87405.doc 
 

 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1357837259944417.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1357837259944417.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1357837259944417.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1357837259944417.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1357837259944417.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/11/1357837259944417-1357837260003430.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/11/1357837259944417-1357837260003430.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/11/1357837259944417-1357837260003430.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/11/1357837259944417-1357837260003430.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/11/1357837259944417-1357837260003430.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/17/1312218401492865-1358356030941106.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/17/1312218401492865-1358356030941106.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/17/1312218401492865-1358356030941106.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/17/1312218401492865-1358356030941106.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/17/1312218401492865-1358356030941106.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1357578062283292.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1357578062283292.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1357578062283292.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1357578062283292.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/01/1357578062283292.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/08/1357578062283292-1357578062387405.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/08/1357578062283292-1357578062387405.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/08/1357578062283292-1357578062387405.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/08/1357578062283292-1357578062387405.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/08/1357578062283292-1357578062387405.doc
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上記の公告及び通知については、JET が参考和訳したものですので、疑義がある場合には「公告のリンク先」の欄に記載のリンクにアクセスし、中国語の原文を

基に御判断ください。また、公告・通知に関連した変更申請や新規申請については JET で代行を行うことが可能ですので、御遠慮なく下記のお問合せ先までお知

らせください。その場合には、対象となる製品の仕様や外観の分かる資料と御要望をメールで送付して頂ければ、迅速な対応ができますので、よろしくお願い致し

ます。 
 
【お問合せ先】 
一般財団法人 電気安全環境研究所 
東京事業所 国際業務担当グループ 
TEL: 03-3466-9818 FAX: 03-3466-5142 
E-mail: kokusai@jet.or.jp 
 


