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台湾 BSMI は、公告「経標三字第 10230020101 号」を発表しました。 
公告原文：http://www.bsmi.gov.tw/wSite/public/Data/f1384992686856.pdf 
公告内容： 
3C 二次リチウム電池セル／パック、二次リチウム携帯用電源及び電池充電製品の 3 種類の製品（以後 3C 製品という）について、台湾強制性検証認証管理製品と

して認証を実施する。 
全ての携帯用電源に関する電力供給製品の検証登録認証書について、本公告の実施日前までに指定の適用規格に適合し、認証書を書換えなければならない。期限

を過ぎても認証書の書換え手続きが行われていない場合には、その認証書を廃止とする。 
対象製品 適用規格 申請方法 製品の HS コード 

3C 二次リチウム電池セル／パック 
(ボタン電池を除く) 

CNS15364 (99 年版)  
（訳者注：或いは CNS15364(102 年版)） 

検証登録 
申請モジュール：II+III 

8507.80.00.10.3 
8507.80.00.90.6 

３C 二次リチウム携帯電源 
CNS15364 (99 年版) （訳者注：或いは CNS15364(102 年版)） 
CNS14336-1 (99 年版) 
CNS13438 (95 年版) 

検証登録 
申請モジュール：II+III 

8504.40.20.00.3 
8504.40.91.00.7  
8504.40.94.00.4 
8504.40.99.90.0 
8507.80.00.10.3 
8507.80.00.90.6 

３C 電池充電器 
（交流から直流へ変換する３C 電池

充電器に限る） 

CNS14336-1 (99 年版) 或いは CNS14408 (93 年版) 
CNS13438 (95 年版)  

検証登録 
申請モジュール：II+III 

8504.40.20.00.3 
8504.40.91.00.7  
8504.40.94.00.4 
8504.40.99.90.0 

上記製品は、2014 年 5 月 1 日から輸入及び国際製造製品の商検検査を実施する。公告発表日より検証登録申請の受理を開始とする。認証書の有効期限は、認証書

発行日（2014 年 5 月 1 日前までに申請した認証書について、有効期限は、2014 年 5 月 1 日から起算する）から 3 年間とする。適用規格は、CNS15364(99 年版)
を使用する場合、認証書の有効期限は、2017 年 4 月 30 日より超えてはならない。また認証書の有効期限内に於いて、シリーズ製品を追加することが出来る。適

用規格 CNS15364(99 年版)は、2017 年 4 月 30 日までに廃止とする。 
 訳者注：上記の適用規格に関し、CB レポートを所有していても IEC 規格との互換性が無いため、その CB レポートを活用することはできないとのことです。 

 
公告発表日 公告内容 
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台灣 BSMI は「安定器内蔵型 LED 電球の RPC 強制性商品検査規定」を発表しました。 
公告原文 http://www.bsmi.gov.tw/wSite/public/Data/f1375172076948.pdf 
公告内容： 
LED 電球製品の認証正式実施日を 2014 年 7 月 1 日とする。 
当該製品の型式認証証明書及び商品検証登録証明書の有効期間は 3 年間とする。公告発表日から実施日までの間に認証を取得した場合には、認証書の有効期

限は 2014 年 7 月 1 日～2017 年 6 月 30 日とし、実施開始日以降に認証を取得した場合には認証書取得日から 3 年間とする。 
対象品目の詳細は、以下の通り：  

製品の HS コード 対象製品 
適用規格 

申請方法 
安全 性能 EMC 

8539.10.00.00.2 
訳者注：密封式ビーム

ランプ 

安定器内蔵型式 LED 電球 
(単相交流 300V 以下で 50V 以上の

製品に限る) 

CNS 15436 
(101 年版) 

CNS 15630 
(101 年版) 

CNS 14115 
(98 年版) 

型式認可、ロット検査、検証登録 
申請モジュール：II+III 

8539.49.20.00.3 
訳者注：赤外線ランプ 

安定器内蔵型式 LED 電球 
(単相交流 300V 以下で 50V 以上の

製品に限る) 

CNS 15436 
(101 年版) 

CNS 15630 
(101 年版) 

CNS 14115 
(98 年版) 

型式認可、ロット検査、検証登録 

申請モジュール：II+III 

訳者注：ここで記載の HS コードは台湾の HS コードです。 

http://www.bsmi.gov.tw/wSite/public/Data/f1375172076948.pdf
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台灣 BSMI は「3C 二次リチウム電池セル／パック、二次リチウム携帯用電源及び電池充電製品の RPC 強制性商品検査規定」を発表しました。 
公告原文 http://www.bsmi.gov.tw/wSite/public/Data/f1375075926174.pdf 
公告内容： 
1. 3C 二次リチウム電池セル／パック、二次リチウム携帯用電源及び電池充電製品の 3 種類製品（以後 3C 製品という）は、2014 年 3 月 1 日から輸入及

び台湾国内市場の商品検査・試験を実施する。公告の発表日から BSMI が強制認証としての RPC 認証適用品目として、申請の受付けを開始する。正式

実施開始日前までに取得された認証書の有効期限は、2014 年 3 月 1 日から 3 年間とする。また、市場へ投入する前までに商品検査を完了しなければ、

市場への投入及び販売が出来ない。 
2. 携帯電源を附属する電源供給製品に対し、従来の商品検証登録証明書は、2014 年 3 月 1 日から本公告に規定する適用規格に適合し、取得された認証書

に書換えを行わなければならない。認証書の書換えを行わない製品についての認証書は失効とする。 
3. 3C 附属品を使用する商品検査・試験対象の完成製品の、検証登録証明書或いは型式認可証明書について、2014 年 6 月 1 日から新規申請或いは更新申

請は、使用する 3C 附属品に規定の適用規格に適合後に、完成製品の検証登録或いは型式認可を申請することが出来る。2014 年 6 月 1 日前までに取得

された認証書に対し、代表モデル及び派生モデルに変更がなければ、従来の規定に従い認証書の有効期限まで使用することができる。旧認証書の有効

期限内に於いて、従来の規定に従いシリーズモデルの追加を可能とする。 
4. 3C 附属品を使用する適合性声明の対象製品について、2014 年 12 月 1 日から 3C 附属品は規定の適用規格へ適合し、申請者が完成品及び 3C 附属品の

適合性型式試験レポートを提出し、適合性証明書に再署名する。規定日までに適合性証明書に署名していないものは、従来の適合性声明を無効とする。 
5. 対象品目の詳細は、以下の通り： 

製品の HS コード 対象製品 適用規格 申請方法 
8507.80.00.10.3 
8507.80.00.90.6 

3C 二次リチウム電池セル／パック 
(ボタン電池を除く) 

CNS15364 (99 年版) 
追加試験：CNS14857-2(99 年版) 電池容量試験 

検証登録 
申請モジュール：II+III 

8504.40.20.00.3 
8504.40.91.00.7  
8504.40.94.00.4 
8504.40.99.90.0 
8507.80.00.10.3 
8507.80.00.90.6 

3C 二次リチウム携帯電源 

CNS15364 (99 年版) 
CNS14336-1 (99 年版) 
CNS13438 (95 年版) 
追加試験：CNS14857-2(99 年版) 電池容量試験 

検証登録 
申請モジュール：II+III 

8504.40.20.00.3 
8504.40.91.00.7  
8504.40.94.00.4 
8504.40.99.90.0 

3C 電池充電器 
CNS14336-1 (99 年版) 或いは 
CNS14408 (93 年版) 
CNS13438 (95 年版) 

検証登録 
申請モジュール：II+III 

 

 訳者注：台湾での 3C 製品とは、Computer, Communication Equipment, Consumer Electronics の製品です。 
 
 

http://www.bsmi.gov.tw/wSite/public/Data/f1375075926174.pdf

