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対象品目リスト
(一) 公众移动通信设备

(一) 公衆移動通信機器

GSM 移动电话机

GSM 携帯電話

GSM 车载移动电话机

GSM 車載型移動電話

GSM 固定电话机

GSM 固定電話

GSM 模块

GSM モジュール

GSM 网卡

GSM SIM カード

GSM 数据终端:包括车载数据终端,固

GSM データ端末：車載データ端末、固定式データ端末などを含む

定数据终端等
CDMA 移动电话机

CDMA 携帯電話

CDMA 车载移动电话机

CDMA 車載型移動電話

CDMA 固定电话机

CDMA 固定電話

CDMA 模块

CDMA モジュール

CDMA 网卡

CDMA

CDMA 数据终端:包括车载数据终端,

SIM カード

CDMA データ端末：車載データ端末、固定式データ端末などを含む

固定数据终端等;
GSM/CDMA 移动电话机

GSM/CDMA 携帯電話

GSM/CDMA 固定电话机

GSM/CDMA 固定電話

GSM/CDMA 车载移动电话机

GSM/CDMA 車載型移動電話

GSM/CDMA 网卡

GSM/CDMA モジュール

GSM/CDMA 模块

GSM/CDMA

GSM/CDMA 数据终端:包括车载数据

SIM カード

GSM/CDMA データ端末：車載データ端末、固定式データ端末などを含む

终端,固定数据终端等;
GSM/蓝牙移动电话机

GSM/Bluetooth 携帯電話

GSM/蓝牙车载移动电话机

GSM/Bluetooth 車載移動電話

GSM/蓝牙固定电话机

GSM/Bluetooth 固定電話

GSM/蓝牙模块

GSM/Bluetooth モジュール

GSM/蓝牙网卡

GSM/Bluetooth SIM カード

GSM/蓝牙数据终端:包括车载数据终

GSM/Bluetooth データ端末：車載データ端末、固定式データ端末などを含

端,固定数据终端等;

む

CDMA/蓝牙移动电话机

CDMA//Bluetooth 携帯電話

CDMA/蓝牙车载移动电话机

CDMA//Bluetooth 車載型移動電話

CDMA/蓝牙固定电话机

CDMA//Bluetooth 固定電話

CDMA/蓝牙模块

CDMA//Bluetooth モジュール

CDMA/蓝牙网卡

CDMA//Bluetooth SIM カード

CDMA/蓝牙数据终端:包括车载数据

CDMA//Bluetooth データ端末：車載データ端末、固定式データ端末などを

终端,固定数据终端等;

含む

GSM/CDMA/蓝牙移动电话机

GSM/CDMA//Bluetooth 携帯電話

GSM/CDMA/蓝牙车载移动电话

GSM/CDMA//Bluetooth 車載型移動電話

机
GSM/CDMA/蓝牙固定电话机

GSM/CDMA//Bluetooth 固定電話

GSM/CDMA/蓝牙模块

GSM/CDMA//Bluetooth モジュール

GSM/CDMA/蓝牙网卡

GSM/CDMA//Bluetooth SIM カード

GSM/CDMA/蓝牙数据终端:包括车载

GSM/CDMA//Bluetooth データ端末：車載データ端末、固定式データ端末な

数据终端,固定数据终端等;

どを含む

GSM 基站

GSM 基地局

GSM 基站放大器

GSM 基地局増幅装置

GSM 直放机

GSM リピータ

CDMA 基站

CDMA 基地局

CDMA 基站放大器

CDMA 基地局増幅装置

CDMA 直放机

CDMA リピータ

CDMA 导频发射机

CDMA パイロット送信機

GSM/CDMA 直放机

GSM / CDMA リピータ

TD-SCDMA 移动电话机

TD-SCDMA 携帯電話

TD-SCDMA 车载移动电话机

TD-SCDMA 車載型移動電話

TD-SCDMA 固定电话机

TD-SCDMA 固定電話

TD-SCDMA 模块

TD-SCDMA モジュール

TD-SCDMA 网卡

TD-SCDMA SIM カード

TD-SCDMA 数据终端:包括车载

TD-SCDMA データ端末：車載データ端末、固定式データ端末などを含む

数据终端,固定数据终端等;
CDMA/TD-SCDMA 移动电话机

CDMA/TD-SCDMA 携帯電話

CDMA/TD-SCDMA 车载移动电

CDMA/TD-SCDMA 車載型移動電話

话机
CDMA/TD-SCDMA 固定电话机

CDMA/TD-SCDMA 固定電話

CDMA/TD-SCDMA 模块

CDMA/TD-SCDMA モジュール

CDMA/TD-SCDMA 网卡

CDMA/TD-SCDMA

SIM カード

CDMA/TD-SCDMA 数据终端:包括车

CDMA/TD-SCDMA データ端末：車載データ端末、固定式データ端末など

载数据终端,固定数据终端等

を含む

GSM/CDMA/TD-SCDMA 移动电

GSM/CDMA/TD-SCDMA 携帯電話

话机
GSM/CDMA/TD-SCDMA 车 载

GSM/CDMA/TD-SCDMA 車載型移動電話

移动电话机
GSM/CDMA/TD-SCDMA 固定电

GSM/CDMA/TD-SCDMA 固定電話

话机
GSM/CDMA/TD-SCDMA 模块

GSM/CDMA/TD-SCDMA モジュール

GSM/CDMA/TD-SCDMA 网卡

GSM/CDMA/TD-SCDMA SIM カード

GSM/CDMA/TD-SCDMA 数据 终端 :

GSM/CDMA/TD-SCDMA データ端末：車載データ端末、固定式データ端末

包括车载数据终端,固定数据终端等

などを含む

GSM/TD-SCDMA/蓝牙移动电话

GSM/TD-SCDMA/Bluetooth 携帯電話

GSM/TD-SCDMA/蓝牙车载移动

GSM/TD-SCDMA/Bluetooth 車載型移動電話

机
电话机
GSM/TD-SCDMA/蓝牙固定电话

GSM/TD-SCDMA/Bluetooth 固定電話

GSM/TD-SCDMA/蓝牙模块

GSM/TD-SCDMA/Bluetooth モジュール

GSM/TD-SCDMA/蓝牙网卡

GSM/TD-SCDMA/Bluetooth SIM カード

机

GSM/TD-SCDMA/蓝牙数据终端:包括

GSM//TD-SCDMA/Bluetooth データ端末：車載データ端末、固定式データ

车载数据终端,固定数据终端等

端末などを含む

CDMA/TD-SCDMA/ 蓝 牙 移 动 电

CDMA/TD-SCDMA/Bluetooth 携帯電話

话机
CDMA/TD-SCDMA/ 蓝 牙 车 载 移

CDMA/TD-SCDMA/Bluetooth 車載型移動電話

动电话机
CDMA/TD-SCDMA/ 蓝 牙 固 定 电

CDMA/TD-SCDMA/Bluetooth 固定電話

话机
CDMA/TD-SCDMA/蓝牙模块

CDMA/TD-SCDMA/Bluetooth モジュール

CDMA/TD-SCDMA/蓝牙网卡

CDMA/TD-SCDMA/Bluetooth SIM カード

CDMA/TD-SCDMA/蓝牙数据终端:包

CDMA/TD-SCDMA/Bluetooth データ端末：車載データ端末、固定式データ

括车载数据终端,固定数据终端等

端末などを含む

GSM/CDMA/TD-SCDMA/蓝牙移

GSM/CDMA/TD-SCDMA/Bluetooth 携帯電話

动电话机
GSM/CDMA/TD-SCDMA/蓝牙车

GSM/CDMA/TD-SCDMA/Bluetooth 車載型移動電話

载移动电话机
GSM/CDMA/TD-SCDMA/蓝牙固

GSM/CDMA/TD-SCDMA/Bluetooth 固定電話

定电话机
GSM/CDMA/TD-SCDMA/蓝牙模

GSM/CDMA/TD-SCDMA/Bluetooth モジュール

GSM/CDMA/TD-SCDMA/蓝牙网

GSM/CDMA/TD-SCDMA/Bluetooth SIM カード

块
卡
GSM/CDMA/TD-SCDMA 蓝牙数据终

GSM/CDMA/TD-SCDMA/Bluetooth データ端末：車載データ端末、固定式

端:包括车载数据终端,固定数据终端

データ端末などを含む

等

TD-SCDMA 基站

TD-SCDMA 基地局

GSM/TD-SCDMA 直放机

GSM/TD-SCDMA 基地局増幅装置

CDMA/TD-SCDMA 直放机

CDMA/TD-SCDMA リピータ

GSM/CDMA/TD-SCDMA 直放机

GSM/CDMA/TD-SCDMA 基地局

（二）无线接入系统

(二)無線 LAN システム

SCDMA 无线接入系统电话机

SCDMA 無線 LAN システム電話

SCDMA 无线接入系统固定电话

SCDMA 無線 LAN システム固定電話

机
SCDMA 无线接入系统基站

SCDMA 無線 LAN システム基地局

SCDMA 无线接入系统直放机

SCDMA 無線 LAN システムリピータ

SCDMA 无线接入系统基站放大

SCDMA 無線 LAN システム基地局増幅装置

器
SCDMA 无线接入系统导频发射

SCDMA 無線 LAN システムパイロット送信機

机
SCDMA 无线接入系统数据终端

SCDMA 無線 LAN システムデータ端末

SCDMA 无线接入系统固定终端

SCDMA 無線 LAN システム固定式端末

SCDMA 无线模块

SCDMA 無線モジュール

SCDMA 无线网卡

SCDMA 無線 SIM カード

PHS 无线接入系统电话机

PHS 無線 LAN システム電話

PHS 无线接入系统固定电话机

PHS 無線 LAN システム固定電話

PHS 无线接入系统数据终端

PHS 無線 LAN システムデータ端末

PHS 无线接入系统固定终端

PHS 無線 LAN システム固定式端末

PHS 无线接入模块

PHS 無線モジュール

PHS 无线接入网卡

PHS 無線 SIM カード

DECT 无线接入系统电话机

DECT 無線 LAN システム電話

DECT 无线接入系统数据终端

DECT 無線 LAN システム電話データ端末

450MHz 模拟无线接入系统终端

450MHz アナログ簡易無線 LAN システム端末局

站
450MHz 模拟无线接入系统中心

450MHz アナログ簡易無線 LAN システムセンター局

站
3.5GHz 无线接入系统中心站

3.5GHz 無線 LAN システムセンター局

3.5GHz 无线接入系统终端站

3.5GHz 無線 LAN システム端末局

5.8GHz 无线接入系统中心站

5.8GHz 無線 LAN システムセンター局

5.8GHz 无线接入系统终端站

5.8GHz 無線 LAN システム端末局

26GHz 无线接入系统中心站

26GHz 無線 LAN システムセンター局

26GHz 无线接入系统终端站

26GHz 無線 LAN システム端末局

（三）专网设备

（三）専用無線ネット設備

调频基站

FM 基地局

调频手持台

FM ハンディー無線機

调频车载台

FM 車載無線機

调频海岸电台

FM 海岸無線機

调频船舶电台

FM 船舶無線機

公众对讲机

公衆トランシーバー

数字对讲机系统基站

デジタルトランシーバーシステム基地局

数字对讲机系统手持台

デジタルトランシーバーシステムハンディー無線機

数字对讲机系统车载台

デジタルトランシーバーシステム車載無線機

数字对讲机系统海岸电台

デジタルトランシーバーシステム海岸無線機

数字对讲机系统船舶电台

デジタルトランシーバーシステム船舶無線機

短波单边带电台

短波単側波帯（SSB）無線機

数传电台

モデム無線機

航空电台

航空無線機

调幅导航电台

AM ナビゲーション無線機

无中心设备终端

中央設備無しの端末

无中心系统固定台

中央システム無しの固定無線機

无中心系统手持台

中央システム無しのハンディー無線機

无中心系统车载台

中央システム無しの車載無線機

无中心系统转发台

中央システム無しの中継無線機

无中心系统监控台

中央システム無しの監視無線機

GSM-R 铁路专用移动电话机

GSM-R 鉄道専用移動電話

GSM-R 铁路专用车载移动电话

GSM-R 鉄道専用車載型移動電話

机
GSM-R 铁路专用固定电话机

GSM-R 鉄道専用固定電話

GSM-R 铁路专用终端

GSM-R 鉄道専用端末

模拟集群基站

アナログクラスタ基地局

模拟集群手持台

アナログクラスタハンディー無線機

模拟集群车载台

アナログクラスタ車載無線機

模拟集群数据终端

アナログクラスタデータ端末

数字集群 iDEN 基站

デジタルクラスタ iDEN 基地局

数字集群 iDEN 手持台

デジタルクラスタ iDEN ハンディー無線機

数字集群 iDEN 车载台

デジタルクラスタ iDEN 車載無線機

数字集群 iDEN 直放机

デジタルクラスタ iDEN リピータ

数字集群 iDEN 数据终端

デジタルクラスタ iDEN データ端末

数字集群 TETRA 基站

デジタルクラスタ TETRA 基地局

数字集群 TETRA 手持台

デジタルクラスタ TETRA ハンディー無線機

数字集群 TETRA 车载台

デジタルクラスタ TETRA 車載無線機

数字集群 TETRA 直放机

デジタルクラスタ TETRA リピータ

数字集群 TETRA 数据终端

デジタルクラスタ TETRA データ端末

数字集群 GoTa 基站

デジタルクラスタ GoTa 基地局

数字集群 GoTa 手持台

デジタルクラスタ GoTa ハンディー無線機

数字集群 GoTa 车载台

デジタルクラスタ GoTa 車載無線機

数字集群 GoTa 直放机

デジタルクラスタ GoTa リピータ

数字集群 GoTa 数据终端

デジタルクラスタ GoTa データ端末

数字集群 GT800 基站

デジタルクラスタ GT800 基地局

数字集群 GT800 手持台

デジタルクラスタ GT800 ハンディー無線機

数字集群 GT800 车载台

デジタルクラスタ GT800 車載無線機

数字集群 GT800 直放机

デジタルクラスタ GT800 リピータ

数字集群 GT800 数据终端

デジタルクラスタ GT800 データ端末

MMDS 发射机

MMDA パイロット送信機

数字微波通信机

デジタルマイクロ波通信機

点对多点数字微波通信系统中心

ポイント・ツー・マルチポイント・デジタルマイクロ波通信システム中央

站

局

点对多点数字微波通信系统终端

ポイント・ツー・マルチポイント・デジタルマイクロ波通信システム端末

站

局

点对点数字微波通信系统中心站

ポイント・ツー・マルチポイント・デジタルマイクロ波通信システム中央
局

点对点数字微波通信系统终端站

ポイント・ツー・マルチポイント・デジタルマイクロ波通信システム端末
局

数字接力通信设备

（五）卫星设备

デジタル中継通信機器

（五）衛星設備

卫星地球站射频单元

衛星地上局 RF 通信ユニット

卫星地球站射频单元(VSAT)

衛星地上局 RF 通信ユニット（VSAT）

地球站射频单元(海事卫星)

地上局 RF 通信ユニット（海上衛星）

卫星移动地球站

衛星移動地上局

卫星移动电话机(全球星系统)

衛星携帯電話（グローバル衛星ネットワックシステム）

卫星移动电话机(海事卫星系统)

衛星携帯電話（海事衛星システム）

卫星移动电话机(铱星系统/ GSM

衛星携帯電話（イリジウムシステム/ GSM システム）

系统)
卫星移动电话机(海事卫星系统
/GSM 系统)

衛星携帯電話（海上衛星システム/ GSM システム）

卫星移动数据终端
（六）广电设备

衛星移動データ端末
(六)ラジオ設備

单声道调频广播发射机

モノラル FM ラジオ送信機

立体声调频广播发射机

ステレオ FM ラジオ送信機

中波调幅广播发射机

中波 AM ラジオ送信機

短波调幅广播发射机

短波 AM ラジオ送信機

模拟电视发射机

アナログ TV 送信機

数字电视发射机

デジタルテレビ送信機

数字广播发射机

デジタル放送送信機

（七）2.4GHz/5.8 GHz 无线接入设备

（七）2.4GHz/5.8 GHz 無線 LAN 設備

2.4GHz 无线局域网设备

2.4GHz 無線 LAN 設備

2.4GHz 无线局域网卡

2.4GHz 無線 LAN カード

2.4GHz 扩频通信设备

2.4GHz スペクトラム拡散通信設備

2.4GHz 无线局域网/蓝牙设备

2.4GHz 無線 LAN／Bluetooth 設備

5.8GHz 无线局域网设备

5.8GHz 無線 LAN 設備

5.8GHz 无线局域网卡

5.8GHz 無線 LAN カード

5.8GHz 扩频通信设备

5.8GHz スペクトラム拡散通信設備

5.8GHz 点对点通信设备

5.8GHz ポイント・ツー・ポイント通信設備

5.8GHz 点对多点通信设备

5.8GHz ポイント・ツー・マルチポイント設備

5.8GHz/2.4 GHz 无线局域网设

5.8GHz/2.4GHz 無線 LAN 設備

备
5.8GHz/2.4 GHz 无线局域网卡

5.8GHz/2.4GHz 無線 LAN カード

蓝牙设备(键盘,鼠标等)

Bluetooth 設備（キーボード、マウスなど）

（八）短距离无线电设备

(八)短距離無線通信設備

(以下赤文字の製品について、型式登

「微弱電波短距離無線送信装置」の一部製品を微弱電波製品の強制性.型式

録の必要は有りませんが、技術基準

登録から除外したと公表。2016 年 12 月 1 日より実施開始する

に適合する義務があります。)

公告原文：
http://miit.gov.cn/n1146295/n1146557/n1146619/c5382915/content.html
管理規定（暫定）原文：
http://www.srrc.org.cn/article20130.aspx

通用微功率无线电发射设备

汎用電波短距離無線送信装置

通用无线遥控设备

汎用無線遠隔設備

无线传声器

無線マイク

生物医学遥测设备

生物医学遠隔操作設備

模拟无绳电话机（座机/手机）

アナログ簡易式ワイアレス電話（固定電話／携帯電話）

2.4GHz 无绳电话机（座机/手机） 2.4GHz ワイアレス電話（固定電話／携帯電話）
工业用无线遥控设备

工業用無線遠隔制御設備

无线数据传送设备

無線データ転送設備

防盗报警器和家用电器无线控制

防犯警報及び家庭用無線制御設備

设备
模型,玩具无线电遥控设备

模型、玩具製品無線遠隔制御設備

车辆测距雷达

車両用距離探知レーダー

铁路车辆自动识别设备

鉄道車輌用自動識別装置

民用无线控制装置

民生用無線制御装置

民用无线电计量仪表

民生用軽量メーター類

无线汽车防盗报警设备

無線自動車盗難防止設備

800/900MHz 频 段 射 频 识 别

800/900MHz 周波数帯幅情報認識設備（RFID）

（RFID）设备
（九） 雷

达

气象雷达

レーダー
気象レーダー

C 波段/S 波段/X 波段天气雷达/

C バンド／S バンド／X バンドの気象レーダー／ドップラー気象レーダー

多普勒天气雷达
测风雷达
船用雷达

風力測定レーダー
船舶用レーダー

船舶船载自动识别系统（AIS）
（船

船舶自動識別システム（ASI）
（船舶用受信応答装置）

用船载接收应答器）
船舶基站自动识别系统（AIS）
（船

船舶自動識別システム（ASI）
（船舶用基地局受信応答装置）

用基站接收应答器）
船用雷达

船舶用レーダー

雷达应答器

レーダー応答装置

无线定位发射器

無線測位送信器

搜救雷达

救難捜索レーダー

航空雷达及导航设备

航空レーダー及び GPS 設備

二次监视雷达

二次元監視レーダー

航路监视一次雷达

航路監視一次元レーダー

仪表着路系统下滑信标

計器ルーティングシステムダウンビーコン

仪表着路系统航向信标

計測器ルーティングシステムコースビーコン

甚高频（VHF）无线电全向信标

超短波（VHF）の無線全指向性ビーコン

甚高频（VHF）无线电全向信标

超短波（VHF）の無線全指向性ビーコン

超高速测距仪

超高速レンジファインダ

航路甚高频指点信标

航路 VHF ビーコン

救生无线电设备

救急無線機器

搜索救生用航空器应急定位信标

救難捜索用航空機緊急測位ビーコン

（十） 其他无线电发射设备

（十）その他の無線送信装置

寻呼发射机

ページング送信機

双向寻呼发射机

双方向ページング送信機

（十一）

以上未含种类，可按上述

(十一)上記以外の類似製品は、規定するカテゴリをご参照

类似设备参照拟定。
対象品目及び適用規格は以下の URL 原文をご参照ください。
http://www.srrc.org.cn/standard.aspx

中国無線製品強制性型式登録-SRRC「核準」認証の試験データ取得及び届出登録の手続き
代行は JET 国際業務グループでサポート可能です。
申請をご希望の場合には、製品の仕様情報、モデル間の相違点情報等を明示し、下記の問
合せ先までお知らせください。

問い合せ先：
一般財団法人 電気安全環境研究所
ビジネス推進部 国際業務グループ
e-mail: kokuasi@jet.or.jp
TEL: 03-3466-9818

