
1.　はじめに

　産業標準化法に基づく、JISマーク表示のための認証
業務を担う登録認証機関が相互に理念を共有し連携する
ことによって、JISマーク表示制度の信頼性・公平性・
統一性の確保を図り、JISの普及・発展に貢献すること
を目的として、JIS登録認証機関協議会（略称：JISCBA）1）

が 2006年に設立されました。当協会も設立当初から、
その会員メンバーとして活動してまいりました。
　JISCBAでは、JISマーク表示制度の運用に当たって統
一性・公平性の確保に取り組んでおり、その一環として、
認証指針 JISの規定事項や技術的課題に係る運用解釈と
して定めた“JISマーク表示制度の運用に当たっての解
釈集”（以下、JISCBA解釈集）を JIS認証における共通
のガイドラインとして公表しています。その共通編 2）と
して、JISマーク等の表示に付記する事項に関する「【共
2】JISマークなどの表示について」が改訂（2020年２

月 20日付け）されたことに加え、他の事業者に関する
表示について判断基準を取りまとめた「【共 22】JISマー
クの近傍に付す被認証者の氏名若しくは名称又は略号に
ついて」が制定（2020年 11月 10日付け）されました。
　JISCBA解釈集の【共 22】では、被認証者の氏名若し
くは名称又はその略号の表示方法について具体的に規定
され、その規定に適合していないものについては、３年
（2023年 11月頃）を目途に対応することが求められて
います。これらの内容を中心に、以下に説明します。

2.　JIS マーク等及び付記事項の表示

　JISマーク等及び付記事項の表示についての一般認証
指針は、JIS Q 1001:2020（適合性評価－日本産業規格
への適合性の認証－一般認証指針（鉱工業品及びその加
工技術））の第 13項に規定されています。以下に、それ
ぞれの事項を記載するとともに適宜解説します。

　2.1　JIS マーク等の表示（JIS Q 1001 13.1）

　 　登録認証機関は、JISマーク等の表示の使用が、認
証契約に基づいて、認証取得者によって適切に実施さ
れることを管理しなければならない。
　 　登録認証機関は、認証取得者が JISマークの近傍に

次の a)～ c)の事項を表示することを認証契約に定め
なければならない。
　a)　適合する JISの番号
　b) 　適合する JISの種類又は等級（当該 JISに種類又
は等級に係る表示事項が規定されている場合に限
る。）

　c) 　認証を行っている登録認証機関の氏名若しくは名
称又はそれらの略称若しくは登録商標

　　 （例：一般財団法人 日本塗料検査協会，JPIA，JP，
日塗検）

　2.2　付記事項等の表示（JIS Q 1001 13.2）

　 　登録認証機関は、13.1 の表示に付記する事項とし
て、次の a)～ e)の事項のうち該当するものについて、
鉱工業品等又はその包装、容器若しくは送り状に表示
するよう認証契約に定めなければならない。ただし、b)
にあっては、必ず付記する事項としなければならない。
　a)　適合する JIS で定める表示事項
　　 以下に、JIS K 5675:2011（屋根用高日射反射率塗料）
の第 9項（表示）を例に示します。 
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一般財団法人 日本塗料検査協会
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（例）JIS K 5675　屋根用高日射反射率塗料

9 　表示

　屋根用高日射反射率塗料の容器には，容易に
消えない方法で，次の事項を表示しなければな
らない。
a) この規格の番号
b) 種類及び耐候性の等級
c) 正味質量又は正味容量
d) 製造業者名又はその略号 ※

e) 製造年月又はその略号
f) 製造番号又はロット番号
g) 多液混合による反応によって硬化する塗料 

   の場合は，ポットライフ（JIS K 5600-2-6）
h) 塗料の組合せ仕様



　※「製造業者名又はその略号」の表示方法
　　 　消費者が識別可能な表示であることが求められる

ため、原則として、製造業者の名称を表示します。
ただし、製造業者の名称ではなく、略号を表示する
場合には、その略号（２文字以上）を登録認証機関
（JPIA）へ届け出ることとします。

　　＜製造業者名又はその略号の表示例＞

　　製造業者：ABCペイント株式会社，ABCP，AP

　b) 　認証取得者の氏名若しくは名称又はその略号（略
称、記号、認証番号又は登録商標をいう。）

　　 　消費者が識別可能な表示であることが求められる
ため、原則として、認証取得者の名称を JISマーク
の近傍に表示します。ただし、認証取得者の名称で
はなく、略号を表示する場合には、その略号（２文
字以上）を登録認証機関（JPIA）へ届け出ることと
します。なお、2022年１月現在、製造業者の略号
を当事者間（認証取得者及び JPIA）以外には公表
していませんが、今後、当協会 Webサイトの公開情
報に追加する可能性があります。

　　 ＜認証取得者の氏名若しくは名称又はその略号の表
示例＞

　　認証取得者：ABC塗料株式会社，ABCT，AT

　c) 　工場又は事業場が複数の場合はその識別表示
　　 　製造した工場又は事業場を識別するため、工場又
は事業場の名称又はその略号を表示します。ただし、
略号を表示する場合には、その略号（１文字以上）
を登録認証機関（JPIA）へ届け出ることとします。

　　＜工場又は事業場の表示例＞

　　工場：埼玉工場，SAITAMA，ST，S

　d) 　ロット認証の場合にあっては、その識別番号又は
記号

　e) 　その他、登録認証機関が必要とする事項
　　 　当協会としては、上記に加えて次の２つの事項に
ついて表示を定めています。

　　① 　多液形塗料の場合、使用する材料（主剤・塗料
液、硬化剤、添加剤など）の名称及び混合比

　　② 　下塗り・中塗り・上塗りなどの組合せによって
塗装する塗料の場合、それぞれの塗料には組み合
わせて使用する相手の塗料の名称

　　 　ただし、これらは、該当する製品 JISに表示が規
定されていない場合には、カタログ等の別紙への表
示でもよいこととしています。

3.　JIS マーク等の表示について

　次に、「【共 2】JISマークなどの表示について」の設

問と適用解釈を記載します。

　3.1　 表示事項、表示方法

　　Q： 一般認証指針の 13.1項（JISマーク等）の近傍
表記事項と 13.2項（付記事項）の表示箇所はど
のように考えればよいのか？ 例えば、13.1項を
製品に表示し、13.2項のみを包装に表示するこ
とでもよいのか？

　　A： JISマーク等の鉱工業品等への表示は、製品へ
の表示義務や表示内容、表示位置等基本的事項
については旧 JIS制度の告示に準拠し、かつ一
般認証指針の規定を網羅するものとする。なお、
表示において、JISマークと登録認証機関の氏名
若しくは名称又はそれらの略称若しくは登録商
標は不可分の一体とし、JISマークの下又は横に
近接して表示すること。

　3.2　 認証番号

　　Q： 製品や包装等には認証番号を付すべきなのか？
また、認証番号の表示位置は？

　　A： 認証契約に基づき、認証番号を付記すること。
また、JISマークに近接して表示すること。

　3.3　 色彩

　　Q： JISマーク等の文字の色彩は「黒」以外も認め
られるのか？ 例えば、製品表面の色調から、目
立つようにするために、白抜きや金・銀色等も
認められるのか？

　　A： よい。また、製品によっては“グラデーション”
のかかるものもあるが、問題ない。

　3.4　 印刷物等への表示

　　Q： カタログ、名刺等への JISマークを付す場合の
表示方法は？ また、認証を受けていることを「封
筒、見積書等」に表記する場合、認証を受けた
鉱工業品と受けていないものを混同しないよう
に明示することが難しい。
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　　A： カタログ、名刺等の販売促進用印刷物への JIS

マークの表示は、認証を受けていない製品まで
認証を受けているような、あるいは企業（団体）
の全体が何らかの JIS認証を受けているかのよ
うな誤解を生じさせることがない範囲で、表示
することは可能である。したがって、JISマーク
を付す場合は、認証を受けている製品や登録認
証機関に係る説明が必要である。認証機関の登
録番号や認証番号を付記するだけでは充分とは
言えない。また、それらの番号は要件ではない。

　3.5　 工場等の看板等への表示

　　Q： 工場等の看板や壁、煙突等への表示方法は？

　　A： JISマークそのものを表示しないが、工場の壁
や煙突に JIS工場である旨を明示したい場合は、
例えば「JISマーク認証（取得）工場」といった
表示であれば問題ない。JISマークを付したい場
合は、認証の範囲を明確にし、工場の全体が何
らかの JISマークの認証を受けているかのよう
な誤解を生じさせないような措置が必要である
（JISCBA解釈集【共 9】参照）。

4.　被認証者の氏名若しくは名称又は略号

　次に、「【共 22】JISマークの近傍に付す被認証者の氏
名若しくは名称又は略号について」の設問と適用解釈を
記載します。

　　Q： 被認証者の氏名若しくは名称又は略号は何処に
表示すればよいか？ また、被認証者の氏名若し
くは名称又は略号に加え、他の事業者に関する
表示を行うことは可能か？

　　A： JISマークの近傍に被認証者の氏名若しくは名
称又は略号を表示することを原則とする。また、
被認証者以外の事業者に関する表示をすること
は可能であるが、これらが被認証者と紛らわし
くなる表示は許容できない。

　　　具体的な事例は次のとおり。

　4.1　 被認証者（Ａ㈱）が製造業者の場合の事例

　　⑴ 　表示が許容できない例（①～③において、いず
れもＡ㈱が被認証者）

　　　 　被認証者が製造業者の場合、被認証者以外の事
業者名を「製造（事）業者 ○○」や「製造元 ○

○」の記載をすることによって、当該事業者が被
認証者と紛らわしくなる表示、あるいはどちらが
被認証者か判別できなくなる表示はできない。

　　　注 1) 　①及び②において、「製造事業者」や「製
造元」の表示は、Ｂ㈱の位置が JISマーク
及びＡ㈱の近傍であるか否かにかかわらず
認められない。

　　　　2) 　③において、Ｂ㈱の表示は JISマーク及
びＡ㈱の近傍から離れて、被認証者でないこ
とが明かであれば許容される。ただし、Ｂ㈱
だけの表示は推奨されない。

　　⑵ 　表示が許容できる例（①及び②において、いず
れもＡ㈱が被認証者）

　　　　次の場合は、許容される。

　　　注 1) 　①及び②において、「販売元」や「輸入元」
の表示は、Ｂ㈱の位置が JIS マーク及びＡ

㈱の近傍であるか否かにかかわらず許容さ
れる。

　　　　2) 　①において、「販売元」の表示は「販売業
者」又は「販売事業者」と表示することも許
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〈紛らわしい表示例〉

　①

Ａ㈱

製造事業者：Ｂ㈱

　①

Ａ㈱

販売元：Ｂ㈱

　③

Ａ㈱

　　　　  離れた箇所

Ｂ㈱又はＢ㈱の商標

　②

Ａ㈱

製造元：Ｂ㈱

　②

Ａ㈱

輸入元：Ｂ㈱



容される。ただし、これらの記載がないもの
は、前号の紛らわしい表示例となる。

　　　　3) 　②において、「輸入元」の表示は「輸入業者」
又は「輸入事業者」の表示も許容される。た
だし、これらの表示がないものは、前号の紛

らわしい表示例となる。
　　　　4) 　Ａ㈱は、「認証事業者 Ａ㈱」と表示するこ

とも認められる。

　　以上について、具体的な事例を次に示します。
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〈事例 〉

〈事例 〉

〈事例 〉

〈事例 〉

🈖🈖「販売元」、「販売業者」等の表示がない場合は、認証
事業者との区別がつかないため、紛らわしい表示とな
り、許容されません。

Ａ株式会社

認証番号：

一般用さび止めペイント ２種

登録認証機関：一般財団法人日本塗料検査協会

販売元：Ｂ株式会社

良い例

🈖🈖 マークから離れた箇所に製造事業者以外の事業者名
を表示することは、許容されます。ただし、「Ｂ株式会
社」のみの表示は推奨されません。

Ａ株式会社

認証番号：

一般用さび止めペイント ２種

登録認証機関：日塗検

良い例

許容さ
れる例例 販売業者：Ｂ株式会社

🈖🈖 認証取得者は会社名を表示し、略号での表示は推奨さ
れないのが原則ですが、特例的に略号を表示する場合
には、その略号を登録認証機関（ ）へ届け出ること
とし、略号は 文字以上とします。
ただし、登録認証機関及び認証取得者の両方を略称

及び略号で表示する場合は、少なくともどちらか一方に
「登録認証機関」又は「認証事業者（認証取得者）」を
表示しないと紛らわしい表示となり推奨されません。

認証番号：

一般用さび止めペイント ２種

登録認証機関：ＪＰ

ＡＫ

許容さ
れる例

🈖🈖 製造認証事業者（Ａ株式会社）以外の事業者を、製造事
業者（製造元などの表示を含む。）と表示することは、
認められません。

認められ
ない例

Ａ株式会社

認証番号：

一般用さび止めペイント ２種

登録認証機関：

製造事業者：Ｂ株式会社✖



　4.2　 被認証者（Ａ㈱）が販売業者の場合の事例

　　⑴ 　表示が許容できない例（①～④において、いず
れもＡ㈱が被認証者）

　　　 　被認証者が販売業者（又は輸出・輸入業者）の
場合、被認証者以外の事業者名を記載することに
よって、当該事業者が被認証者と紛らわしくなる
表示はできない。

　　　注 1) 　①～③において、「製造事業者」や「製
造元」、「販売元」の表示は、Ｂ㈱の位置が 

JIS マーク及びＡ㈱の近傍であるか否かに
かかわらず認められない。

　　　　2) 　①及び②において、被認証者の大部分が製
造業者であるため、「製造業者」又は「製造
元」の記載をすることは紛らわしい。ただし、
「製造業者」の記載を「製造工場」又は「工場」
と記載する場合は、法令上の規定と整合する
ため、認められる。この場合、製造工場又は
工場は認証の範囲内（製造品質管理体制の範
囲内であって、現地調査の対象）である。

　　　　3) 　③において、「販売元」の表示は、「販売業
者」又は「販売事業者」と表示することも認
められない。

　　　　4) 　④において、Ｂ㈱の表示は、JISマーク及
びＡ㈱の近傍から離れて、被認証者でないこ
とが明らかであれば許容される。ただし、Ｂ

㈱だけの表示は推奨されない。
　　　　5) 　被認証者が輸出業者又は輸入業者の場合、

③の「販売元」は、それぞれ、次の表示が認
められない。

　　　　　「輸出業者」： 「輸出元」、「輸出業者」、「輸出
事業者」

　　　　　「輸入業者」： 「輸入元」、「輸入業者」、「輸入
事業者」

　　　　　①、②及び④は、販売業者に同じ。

　　⑵ 　表示が許容できる例（①及び②において、いず
れもＡ㈱が被認証者）

　　　 　次の場合は、許容される。（被認証者が販売業
者の場合）

　　　注 1) 　①及び②において、「製造事業者」や「輸
入元」の表示は、Ｂ㈱の位置が JIS マーク
及びＡ㈱の近傍であるか否かにかかわらず
許容される。

　　　　2) 　①において、「製造業者 Ｂ㈱」は認証の範
囲となる。また、「製造業者」は「製造元」
でも認められる。

　　　　3) 　②において、「輸入元」の表示は、「輸入業
者」又は「輸入事業者」の表示も許容される。
ただし、これらの表示がないものは前号の紛
らわしい表示例となる。

　　　　4) 　被認証者が輸出業者又は輸入業者の場合、
②の「輸入元」は、「販売業者」又は「販売
事業者」の表示が認められる。①は、販売業
者に同じ。

　　以上について、具体的な事例を次に示します。
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〈紛らわしい表示例〉

　①

Ａ㈱

製造事業者：Ｂ㈱

　①

認証事業者：Ａ㈱

製造事業者：Ｂ㈱　③

Ａ㈱

販売元：Ｂ㈱

　③

Ａ㈱

　　　　  離れた箇所

Ｂ㈱又はＢ㈱の商標

　②

Ａ㈱

製造元：Ｂ㈱

　②

Ａ㈱

輸入元：Ｂ㈱
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〈事例 〉

〈事例 〉

〈事例 〉

〈事例 〉

🈖🈖 販売認証事業者（Ａ株式会社）以外の事業者を、製造事
業者（製造元などの表示を含む）と表示することは、製
造認証と混同されるため認められません。しかし、販売
認証事業者（Ａ株式会社）を「認証事業者：Ａ株式会社」
と表示した場合に限り、「製造事業者：Ｂ株式会社」と
表示することは許容されます。

認証事業者：Ａ株式会社

認証番号：

一般用さび止めペイント ２種

登録認証機関：日塗検

製造事業者：Ｂ株式会社

良い例

🈖🈖 マークから離れた箇所に販売事業者以外の事業者名
を表示することは、許容されます。

Ａ株式会社

認証番号：

一般用さび止めペイント ２種

登録認証機関：ＪＰ

良い例

許容さ
れる例例 Ｂ株式会社

🈖🈖 認証取得者は会社名を表示し、略号での表示は推奨さ
れないのが原則ですが、特例的に略号を表示する場合
には、その略号を登録認証機関（ ）へ届け出ること
とし、略号は 文字以上とします。
また、販売事業者（認証取得者）以外の表示は許容さ

れますが、「Ｂ株式会社」のみの表示は許容されません。

認証番号：

一般用さび止めペイント ２種

登録認証機関：

ＡＫ

輸入事業者：Ｂ株式会社

許容さ
れる例

🈖🈖 マークから離れた箇所であっても、「製造業者」等
の表示は認められません。

認められ
ない例

例 製造事業者：Ｂ株式会社✖

Ａ株式会社

認証番号：

一般用さび止めペイント ２種

登録認証機関：一般財団法人日本塗料検査協会

製造事業者：Ｂ株式会社✖

認められ
ない例



　4.3　 表示変更の必要がある場合における注意点

　 　既被認証者であって、この考え方に適合しない表示
については、本解釈集（JISCBA解釈集【共 22】）の
制定日より３年を目途に表示を変更するか、製造業者
を販売業者又は輸入業者に変更する等によって対応す
る。
　 　ただし、やむを得ない事情により、この変更が不可
能な場合にあっては、当該事例を JISCBAで検討し、
認められたものにあっては、当該事例を JISCBAにお
いて共有するものとする。

　➡ 　JISCBA解釈集【共 22】の規定に適合していない
ものについては、【共 22】の制定日（2020年 11月
10日）から３年後（2023年 11月頃）までに是正対
応することが求められています。

5.　被認証者の氏名若しくは名称又は略号

　JISマークの表示対象が鉱工業品又はその包装、容器
若しくは送り状の場合の認証事業者（産業標準化法の根
拠条項）は、①鉱工業品の製造業者（国内外）（第 30条
第１項、第 37条第 1項）、②鉱工業品の輸入業者又は販
売業者（国内）（第 30条第２項）、③鉱工業品の輸出業
者（国外）（第 37条第２項）に分けられます。

 〈事例 1〉

　認証事業者 Ａ株式会社の工場で製品を製造している
場合は、Ａ株式会社は製造認証事業者である。

 〈事例 2〉

　認証事業者 Ａ株式会社が品質管理体制の構築、JIS

品質管理責任者の配置、製品の設計等を行っているが、
実際の製造は全て子会社であるＢ株式会社に行わせてい
る場合は、Ａ株式会社は製造認証事業者ではなく、販売
認証事業者となる。

 〈事例 3〉

　認証事業者 Ａ株式会社の工場で製造し、また、子会
社であるＢ株式会社でも製造を行っている一括認証の場
合は、Ａ株式会社は製造認証事業者となる。

 〔参考〕 事例 3における一括認証の解釈

　JISCBA解釈集【共１】一般認証指針（JIS Q 1001:2020）
第５項 認証の申請
　Q： 申請者が、品質管理体制の異なる子会社の工場を

製造工場として一括申請することは可能か？

　A： 複数工場をひとまとめで申請・認証するためには、
品質システムが一体となっている、すなわち「対
象となる製品が統括管理されて生産されているこ
と」が求められる。

　　 　これを踏まえ、一括申請に対して認証可能かどう
かは、登録認証機関が判断する。ただし、このよう
な一括認証を取得した場合、「ひとつの工場におい
て品質システム上重大な不適合が発生し認証の停止
や取消しが決定した場合には、全体におよぶ」こと
になる。

　5.1　 製造認証と販売認証の例

　 　これらの産業標準化法の根拠条項が異なる認証事業
者について JISマークの近傍に表記する事項として、
特に製造認証（法第 30条第１項）と販売認証（法第
30条第２項）に基づく認証事業者を明確に分ける必
要があります。

　5.2　製造認証から販売認証への切替え
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　 　これらの変更において、臨時の審査等は不要であ
り、定期維持審査に合わせて、新たに認証契約を締結
し、当協会から経済産業省 産業技術環境局 認証企画
室（以下、METI）へ届け出ればよいとされています。

　5.3　製造認証から製造認証及び販売認証への切替え

　 　Ｂ株式会社が一括認証可能な子会社である場合は、
この対応は不要です。
　 　この変更において、審査が必要か否かは METIと調
整を要します。また、製造認証と販売認証で認証番号
を分ける必要があるため、以後、別の認証として扱わ
れます。

　5.4　製造認証から別の製造認証への切替え

　 　Ｂ株式会社が一括認証可能な子会社である場合は、
この対応は不要です。
　 　この変更において、Ｂ株式会社への審査は必要とな
ります。また、Ａ株式会社とＢ株式会社で認証番号を
分ける必要があるため、以後、別の認証として扱われ
ます。

6.　JIS マーク等の表示違反に対する対応

　最後に、JISマーク等の表示違反に対する対応につい
ては、鉱工業品等認証省令 3）第 15条第１項（是正 ･予
防措置）の２～４号及び第 16条第１項（認証の取消し）
の２～３号に規定されています。
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〈鉱工業品等認証省令 第 15 条第 1項〉

　国内登録認証機関は、被認証者が次の各項のい
ずれかに該当する場合には、当該被認証者に対
し、これを是正し、及び必要となる予防措置を講
じるように請求するものとする。
1.（省略）
2. 認証に係る鉱工業品以外の鉱工業品又はその
包装、容器若しくは送り状に当該登録認証機関
に係る法第 30条第 1項若しくは第 31条第 1項
の表示又はこれと紛らわしい表示を付してい
るとき。

3. 認証に係る鉱工業品以外の鉱工業品の広告に、
当該鉱工業品が認証を受けていると誤解され
るおそれのある方法で、当該登録認証機関に係
る法第 30条第 1項若しくは第 31条第 1項の表
示又はこれと紛らわしい表示を使用している
とき。

4. 被認証者に係る広告に、当該登録認証機関の
認証に関し、第三者を誤解させるおそれのある
内容があるとき。

〈鉱工業品等認証省令 第 16 条第 1項〉

　国内登録認証機関は、次の各項に掲げる場合に
は、被認証者に係る認証を全て取り消すものとす
る。
1.（省略）
2. 前条第 2項の請求（認証の一時停止）をした
場合であって、その有効期間内に、被認証者が
鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状
に、法第 30条第１項又は第 31条第１項の表示
を付したとき。

3. 前条第２項の請求（認証の一時停止）をした
場合であって、その有効期間内に、被認証者が
その保有する法第 30条第１項又は第 31条第１

項の表示の付してある鉱工業品であって、日本
産業規格に適合していないものを出荷したと
き。



　なお、『法第 30条第１項若しくは第 31条第 1項の表
示』とは、認証に係る産業標準化法の該当する規定のこ
とで、第 30条第１項、第 31条第１項は、それぞれ鉱工
業品の製造業者、加工業者が登録認証機関の認証を受け
て、JISマーク等の表示を付記する根拠条項を表します。
また、第 15条第２項の請求（認証の一時停止）につい
ては、JISCBA解釈集「【共 21】鉱工業品等認証省令 第
15条第２項に基づく取消し・一時停止の判断基準につ
いて」に判断基準のフローチャートが掲載されています。

7.　あとがき

　当協会は、JISマーク表示制度に基づく登録認証機関
として、公平で透明性の高い認証業務を提供することを
重要な責務と認識し業務を遂行しております。JISマー
ク表示認証業務に関する情報につきましては、当協会の
Webサイト（https://www.jpia.or.jp）の「認証業務」ペー
ジをご覧ください。
　また、本稿の内容や JISマーク表示認証申請等に関す
るお問い合わせは、東支部又は西支部の JIS認証業務総
括審査員まで、お電話又はオンラインメールにて承りま
す。
　なお、お問い合わせ先は、当協会ホームページ（右上）
の「オンラインお問合せ」のリンクページにて掲載して
おります。

【参考情報】

1）　 JIS登録認証機関協議会（JISCBA）　https://www.

jsa.or.jp/jiscba/

2）　 JISCBA 解釈集 共通編　https://www.jsa.or.jp/

jiscba/jiscba_061ka/

3）　 鉱工業品等認証省令：鉱工業品及びその加工技術に
係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令
（2020年 12月 28日施行）
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