
 

中国国家認証認可監督管理委員会（CNCA）公告 

公示日：2018-03-15 

2018 年第 10 号 

 CNCA 強制製品認証マーク改革事項に関する公告 
 

中国共産党第十九回全国代表大会の精神を徹底させ、国務院の“放管服（行政のスリム化と管理、サービス

の最適化）”改革の要求をより一層確実なものとし、強制製品認証の手続きを簡素化、統合して、企業による強

制製品認証マーク（以下“CCC マーク”という）表示を簡便にするため、CNCA は CCC マーク発行管理業務につ

いて改革を行うことを決定した。ここに関連事項を下記のとおり公告する： 

一、CCC マーク印字/成型の審査及び料金徴収の廃止 

1.2018 年 3 月 20 日より、指定のマーク発行管理機関（北京中強認産品標誌技術服務中心）による CCC マー

ク印字/成型の審査を廃止して審査費用の徴収を廃止し、認証取得企業が CCC マークを自ら印字/成型す

ることとする。 

2.認証取得企業は『強制製品認証マーク表示管理要求事項』（附属書 1 参照）に従って、CCC マークを自ら印

字/成型する。 

二、標準仕様 CCC マークの発行管理 

1.2018 年 5 月 1 日より、指定の認証機関が標準仕様 CCC マークの発行管理業務を担当し、『国家発展改革

委員会 検査試験経営サービス費用の一部規制緩和に関する通知』（発改価格〔2015〕1299 号）の規定に

従って料金を徴収する。 

2.2018 年 5 月 1 日までに、各指定認証機関は標準仕様 CCC マーク発行管理のための各種準備作業を完了

させ、CCC マーク発行管理手順、連絡者、連絡先電話番号等を公表しなければならない。 

3.指定のマーク発行管理機関（北京中強認産品標誌技術服務中心）が標準仕様CCCマークの発行管理業務

を担当するのは 2018 年 5 月 31 日までとし、2018 年 6 月 1 日からは標準仕様 CCC マークの発行業務を行

わないものとする。 

三、CCC マークの種類の簡素化統合 

2018 年 3 月 20 日より、CCCマークには S（安全製品）、EMC（電磁両立性）、S&E（安全及び EMC）、F（消防）、

I（情報セキュリティー）等の細分化表示を行わない。既存の CCC マークについては、金型の交換周期や製品の

在庫等の状況により、自然な形で移行すればよい。 

四、CCC マーク表示行為に対する後続の監督管理を強化 

認証取得企業が標準仕様 CCCマークを表示する場合、及び自らCCCマークの印字/成型を行う場合、『強制

製品認証マーク表示管理要求事項』及び『強制製品認証実施規則』の関連要求事項を厳格に守り、自社の

CCCマーク使用及び管理制度を確立するとともに、CCCマークの使用状況について記録とファイリングを行わな

ければならない。 

指定認証機関は CCCマークに対する監督管理を強化し、CCCマークを正しく使用するよう認証取得企業を指

導し、認証機関の主体的責任を全うしなければならない。 

各地方レベルの認証監督管理部門は、CCC マーク表示に対する監督管理及び取締りを強化しなければなら

ない。 

五、その他の事項 

元の『強制製品認証マーク管理規則』（CNCA 公告 2001 年第 1 号）及び『強制製品認証マーク発行管理関連

事項に関する公告』（CNCA 公告 2002 年第 7 号）は同時に廃止する。 

附属書：1.強制製品認証マーク表示管理要求事項 

2.指定認証機関 CCC マーク管理連絡者 

中国国家認証認可監督管理委員会（CNCA） 

2018 年 3 月 14 日

http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2018/201803/W020180315557741804955.docx
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2018/201803/W020180315557741953145.docx
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附属書 1 

強制製品認証マーク表示管理要求事項 
 

『中華人民共和国認証認可条例』の要求事項に基づき、中国国家認証認可監督管理委員会（CNCA）は強制

製品認証マーク（以下 CCCマークという）を統一的に制定し、公表するとともに、CCCマークに対して実施する監

督管理を指導する。強制製品認証の権威性を保持するため、認証取得企業による CCC マーク表示について下

記の要求事項を定める。 

一、『強制製品認証目録』（以下『目録』という）に記載された製品は、中国国家認証認可監督管理委員会

（CNCA）が指定した認証機関（以下指定認証機関という）から発行される認証書を取得しなければならず、認証

の有効期間内において、認証の要求事項に適合した上でのみ、CCC マークを使用することができる。 

二、『目録』に記載された製品は、認証に合格し、CCCマークを表示した後に、初めて工場出荷、輸入、販売及び

経営活動で使用することができる。 

三、認証マークの仕様 

CCC マークは、標準仕様 CCC マークと、非標準仕様 CCC マークとに分けられる。CCC マークの楕円外縁の

長軸と短軸の比率は 8:6.3 とする。具体的には図一に示すとおり。 

 
名 称 A A1 B B1 

比 率 8 7.5 6.3 5.8 

図一 
四、CCC マークの色 

統一的に印刷された標準仕様 CCC マークの色は、白地に黒の図案とする。印刷、プレス、モールド、シルクス

クリーン、吹付塗装、エッチング、彫刻、焼印、スタンプ等の方式（上記の各種方式を以下総称して印字/成型と

いう）を用いて製品又は製品銘板上にCCCマークを表示する場合、その地色と図案の色は、製品の外観又は銘

板全体のデザインに応じて合理的に選択することができる。 

五、CCC マークの表示位置 

統一的に印刷された標準仕様 CCCマークは、認証取得製品の外側の目立つ位置に表示しなければならない。

CCC マークを印字/成型する場合、CCC マークは銘板又は製品外側の目立つ位置に印字、成型されなければ

ならない。認証取得製品の本体上に CCC マークを表示できない場合、その CCC マークは製品の最小包装上及

び添付書類内に表示しなければならない。 

認証取得した製品が上記の規定どおりに CCC マークを表示できない特殊製品である場合、製品本体上に特

殊様式の「中国強制認証」マークを印字又は成型しなければならない。 

六、印字/成型する CCC マークの表示に関する要求事項 

（一）印字/成型する CCC マーク（基本様式）の表示に関する要求事項 

http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2018/201803/W020180315557741804955.docx
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CCC マークは基本様式の比率を保持して拡大又は縮小することができるが、変形してはならず、かつ認証

マークの図案が明瞭で識別可能であることを確保しなければならない。 

（二）印字/成型する CCC マーク（特殊様式）の表示に関する要求事項 

以下の『目録』内製品については、認証取得企業に対し特殊様式の CCC マークを表示することが許されて

いる。 

1.電線・ケーブル製品 

特殊様式のマークを使用する場合、「中国強制認証」の英文略称である「CCC」の文字を印刷しなければな

らない。文字の大きさは図二に示すとおり、電線・ケーブル製品の外形寸法に対応していなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 
 

図二 
2.自動車ブレーキホース製品 

特殊様式のマークを使用する場合、ブレーキホースのホース部分には図三に示すとおり「中国強制認証」

の英文略称である「CCC」の文字を印刷しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

図三 

七、認証取得企業が標準仕様CCCマークを必要とする場合、指定認証機関から標準仕様CCCマークを購入す

ることができる。 

八、認証を取得した製品については製品外包装上にも CCC マークを表示することができる。国外で生産され、

認証を取得した製品については、必ず輸入前に CCC マークを表示しなければならない；中国国内で生産され、

認証を取得した製品については、必ず工場出荷前に CCC マークを表示しなければならない。 

九、認証取得企業はCCCマークの使用及び管理制度を確立し、CCCマークの使用状況をありのままに記録し、

ファイリングしなければならない。 

十、各地方レベルの認証監督管理部門は、職責に基づいて所轄地区のCCCマークの使用について監督検査を

実施しなければならない。指定認証機関は自らが認証発行した製品の CCC マークの使用について監督検査を

実施しなければならない。 

 



 

 

 

附属書 2 

指定認証機関 CCC マーク管理連絡者 
 

No. 機関名 連絡者 TEL E-mail 

1 中国质量认证中心
（CQC） 金山 010-83886023 cccbz@cqc.com.cn 

2 中国安全技术防范认证
中心 

杨雨琪、 
杨林 010-88513166 GA_MARK@163.com 

3 中国农机产品质量认证
中心 徐贺腾 010-59199083 3193631621@qq.com 

4 中国建材检验认证集团
股份有限公司 

张京玲（安全ガラス非
標準マーク問合せ） 010-51167396 zjl@ctc.ac.cn 
李爽（安全ガラス標準

マーク問合せ） 010-51167027 lishuang@ctc.ac.cn 

董迪（装飾材料） 010-51167735 dongdi@ctc.ac.cn 010-51167334 
5 北京中化联合认证有限

公司 郝凤起 010-84885900 1436705528@qq.com 

6 公安部消防产品合格评
定中心 袁露 010-67274320 

-805 yuanlu@cccf.com.cn 
7 中汽认证中心有限公司 王箭 010-66412673 13521564130 
8 北京赛西认证有限责任

公司 肖昊泽 010-64102688 xiaohz@cesi.cn 

9 北京国建联信认证中心
有限公司 张静怡 010-57811131 zhangjy@cqbm.com.cn 

10 方圆标志认证集团 任晓霞 010-68708561 rxx@cqm.com.cn 
11 北京中轻联认证中心 张霞 010-68396625 cclc@cclc.cn 
12 中国信息安全认证中心 刘思蓉 010-65994354 liusr@isccc.gov.cn 
13 广东质检中诚认证有限

公司 林静娇 020-89232475 fiyw@gqi.org.cn 

14 广州威凯认证检测有限
公司 方捷 020-32293686 fangjie@cvc.org.cn 

15 北京鉴衡认证中心有限
公司 郭伟钿 020-32204370 guowt@cgc.org.cn 

16 广州赛宝认证中心服务
有限公司 贾秀兰 020-87237728 jiaxl@ceprei.org； 

17 泰尔认证中心 侯志超 010-82052872 houzhichao@caict.ac.cn 

18 天津华诚认证中心 褚宝磊 022-84379333 
-1329 chubaolei@catarc.ac.cn 

19 北京泰瑞特认证有限责
任公司 柳庆云 010-59570295 554185632@qq.com 

20 合肥通用机械产品认证
有限公司 刘洁 0551-65335576 18055112832@163.com 

21 深圳维天认证中心有限
公司 林达宜 0755-83888166 lindayi@srtc.org.cn 

22 上海添唯认证技术有限
公司 张瑜 021-62574990-498 zhangyu@seari.com.cn 

23 公安部第三研究所 周鑫 021-64318599 1349038818@qq.com 

朱怡婷 021-64318599 pinksky714@aliyun.com 

24 南京赛姆认证科技发展
有限公司 徐炳畑 025-86496285 SAM210017@163.com 

25 国家消防工程技术研究
中心 

杜国傲 022-58226216 duguoao@tfri.com.cn 
张昊辰 022-88226216 zhanghaochen@tfri.com.cn 
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