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技術基準のワンポイントアドバイス

はんだ付け
パターン面 はんだ付け

パターン面
はんだ付け

はんだ付け
はんだ付け

はんだ付け後
収縮チューブ
または接着、
ひも等で固定
してあるもの。

パイプ状の端子も
はんだ付け後、収
縮チューブ等で固
定する。

はんだ付け
閃光放電管

はんだ付け

（トランス）

近傍を固定してあるもの
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技術基準のワンポイントアドバイス

うれしい
アドバイスだね

わかりにくい
技術基準に
ついて詳しく
解説します。
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１．解釈別表第十二について

家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－第１部：一般要求事項

家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－第 2-4 部：機器の質量
によってかん（嵌）合するカプラ

改正に伴い平成29年6月30日
に廃止される基準改正された基準番号 タイトル

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ－第１部：
一般要求事項

J60320-1（H26)

J60320-2-4（H26）

J60669-1（H26）

J60320-1(H21)
J60320-2-4（H21）

J60669-1（H14）

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ－第 2-1 部：
電子スイッチの個別要求事項

J60669-2-1（H26） J60669-2-1（H14）

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ－第 2-2 部：
電磁遠隔制御式スイッチ (RCS) の個別要求事項

J60669-2-2（H26） J60669-2-2（H14）

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ－第 2-3 部：
遅延スイッチ (TDS) の個別要求事項

J60669-2-3（H26） J60669-2-3（H16）

情報技術機器－安全性－第１部：一般要求事項J60950-1（H26） J60950-1（H22）

変圧器，電源装置，リアクトル及びこれに類する装置の安全性－
第１部：通則及び試験

J61558-1（H26） J61558-1（H21）

変圧器，電源装置，リアクトル及びこれに類する装置の安全性－第2-1 部：
一般用の複巻変圧器及び複巻変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験

J61558-2-1（H26） J61558-2-1（H21）

変圧器，電源装置，リアクトル及びこれに類する装置の安全性－第2-2部 :
制御変圧器及び制御変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験

J61558-2-2(H26) J61558-2-2(H21)

入力電圧 1100V 以下の変圧器，リアクトル，電源装置及びこれに
類する装置の安全性－第 2-4 部：絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み
込んだ電源装置の個別要求事項及び試験

J61558-2-4（H26） J61558-2-4（H21）

入力電圧 1100V 以下の変圧器，リアクトル，電源装置及びこれに
類する装置の安全性－第 2-6 部：安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧
器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験

J61558-2-6（H26） J61558-2-6（H21）

変圧器，電源装置，リアクトル及びこれに類する装置の安全性－
第 2-7 部 : 玩具用変圧器及び玩具用変圧器を組み込んだ電源装置の
個別要求事項及び試験

J61558-2-7（H26） J61558-2-7（H21）

入力電圧 1100V 以下の変圧器，電源装置，リアクトル及びこれに
類する装置の安全性－第 2-13 部：単巻変圧器及び単巻変圧器を組み
込んだ電源装置の個別要求事項及び試験

J61558-2-13（H26） J61558-2-13（H21）

入力電圧 1100V 以下の変圧器，リアクトル，電源装置，及びこれに
類する装置の安全性－第 2-16 部：スイッチモード電源装置及びスイ
ッチモード電源装置用変圧器の個別要求事項

J61558-2-16（H26） J61558-2-17(H21)
J61558-2-17(H21) の
適用範囲にある変圧器等は、
J61558-2-16(H26) の
適用範囲に包含される
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２．別表第四の遠隔操作にかかる解釈について

皆さまのご来場
お待ちしております！
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Conference Report

１．CTL 手順書等の変更
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３．ETF（Expert Task Force）からの
　　報告と承認

２．技能試験研修からの報告
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表示場所

本　体パッケージ
単　　位方　　法表示項目番号

イ

ロ 区分名

ハ 全光束 ルーメン

品名及び形名 ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

取扱説明書、カタログ
又は機器の選定にあた
り製造事業者等により
提示される資料

カタログ又は機器の
選定にあたり製造事
業者等により提示さ
れる資料

JIS C 7801(2012)
｢一般照明用光源の測
光方法｣

ホ

リ

ヘ 光源色

全光束 ( ルーメン ) を消
費電力 ( ワット ) で除し
た値

ルーメン毎ワット
小数点以下1桁エネルギー消費効率

ト 製造事業者等の氏名
又は名称

製造年月又はロット
番

チ
JNLA 登録試験事業
者がハ及びニを測定
したこと

ニ 消費電力 ワット
JIS C 8157(2013)
｢一般照明用電球形 LED
ランプ(電源電圧50V超)
ー性能要求事項｣

JIS Z 9112(2012)
 ｢蛍光ランプ・LED の
光源色及び演色性によ
る区分｣
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Ｑ1 Ｑ3

Ｑ2
Ｑ4

A1 A3

A2
A4

特定電気用品の形状や製品に使用している
材料を適合性検査時の試料と別のものに変

更した場合、再度、適合性検査は必要になりますか？ 

製造又は輸入事業者が、既に交付を受けた
「適合証明書」又は「適合同等証明書 ( 副本 )」

（以下、「副本」という。）のものと同一の「型式の区分」
の範囲内の変更であれば、改めて登録検査機関による
適合性検査を受検する必要はありません。
　ただし、事業者の責任上、電気用品安全法（以下、「電
安法」という。）第 8条１項の技術基準適合義務を履
行し、製造又は輸入する電気用品について同条 2項の
試料について行う検査を実施し、その検査記録を作成、
保存した上で製造又は輸入をする必要があります。

輸入しているネットワーク機器に同梱して
いる電源コードセットについて、“汎用性の

ない電源コードセット”を同梱していましたが、“汎
用性のある電源コードセット”を同梱して輸入する場
合にはどんな手続きが必要になるのでしょうか？

汎用性のある電源コードセットを同梱する
場合には、電源コードセットを構成するそ

れぞれの部品について、電安法に基づく手続きを履行
する必要があります。なお、汎用性があるか否かにつ
いては、「電気用品の取扱いについて ( 内規 )」（経済産
業省ホームページの「電気用品安全法のページ」に掲
載されています）により取り扱いが定められています。
汎用性がない電源コードセット ( ①特殊な接続器を利
用しているもの又は②他の製品では使用できない旨が
取扱説明書に記載されているもの ) については、電源
コードセットを同梱する機器の電安法上の取り扱いに
よることとなり、電源コードセットについては、電安
法上の届出の手続きは必要ありません。
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Ｑ5

Ｑ6

Ｑ7

A5

A6

A7
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内部監査員研修コース 東京開催 関西開催 時　間 参加費用
(税別)

ISO14001　入門

ISO14001　養成（2日間）

ISO14001　ブラッシュアップ

やさしいISO14001

平成26年9月18日(木)

平成26年11月17日(水)-18日(木）

平成26年9月11日(木)

平成26年9月11日(木)
平成26年11月19日(水）

平成26年10月16日(木)

平成26年10月30日(木)-31日(金)

平成26年11月26日(水)

平成26年9月3日(水)
平成26年11月4日(火）

平成26年10月22日(水)

平成26年10月7日(火)

平成26年9月17日(水)-18日(木)

平成26年11月27日(木)-28日(金)

平成26年10月20日(月)-21日(火)

平成26年12月1日(月)-2日(火)

平成26年7月16日(水)

平成26年10月2日(木)

平成26年11月5日(水)-6日(木)

平成26年9月24日(水)

平成26年9月26日(金)
平成26年10月29日(水)

平成26年10月21日(木)

平成26年11月20日(木)-21日(金)

平成26年12月5日(金)

平成26年9月5日(月)
平成26年11月25日(火）

平成26年10月28日(火)

13:00～17:00

  9:00～17:30

  9:30～16:30

14:00～16:00

13:00～17:00

  9:00～17:30

  9:30～16:30

14:00～16:00

9:00～17:00

13:00～17:00

  9:00～17:30

 9:00～17:30

 9:00～17:30

 9:00～17:30

15,000円

44,000円

22,000円

無料

15,000円

44,000円

22,000円

無料

22,000円

15,000円

44,000円

44,000円

44,000円

44,000円

無料

　【ISO14001コース】

ISO9001　入門

ISO9001　養成（2日間）

ISO9001　ブラッシュアップ

やさしいISO9001

ISO9001と品質管理

　【ISO9001コース】

ISO50001　入門

ISO50001　養成（2日間）

　【ISO50001コース】

ISO9001・ISO14001統合コース（2日間）

ISO14001、OHSAS18001統合コース（2日間）

ISO9001・ISO14001、OHSAS18001
統合コース(2日間）

やさしいOHSAS　

　【統合MSコース】【OHSASコース】

13:30～16:30
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至八王子 遊歩道

至小田原

グラスシティ
元代々木

カトリック
初台教会

至調布

■本部・東京事業所
〒151-8545　東京都渋谷区代々木5-14-12
■ISO登録センター
〒151-0061　東京都渋谷区初台1-46-3（シモモトビル5階）

研究事業センター研究事業センター

至新川崎・品川駅↑
至
品
川

↑至矢向

国道15号
線 ( 第一京浜

）

至
品
川

ケーズデンキ

鶴見
市場

八丁
畷 八

丁
畷

■研究事業センター
〒230-0004　神奈川県横浜市鶴見区元宮1-12-28

■横浜事業所
〒230-0004　神奈川県横浜市鶴見区元宮1-12-30

■関西事業所　
〒 658-0033　兵庫県神戸市東灘区向洋町西4丁目 -1

三田駅 A5、A6

三田駅 A7

NEC

三田駅
A9

東京女子
学園
中・高

戸板
女子
短大

至海岸

至新橋
東京タワー

セレスティン
ホテル

浜
松
町
駅

田町駅

芝園橋交差点

芝公園駅A1出口

東京
グランドホテル

住友
芝公園
ビル 全日電工連

会館3Ｆ

友愛
会館

至　
J
R
田
町
駅
↓

電磁界情報センター電磁界情報センター

■電磁界情報センター
〒105-0014　東京都港区芝2-9-11　全日電工連会館　3階

＜お問い合わせの際はこちらまで＞


