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Ⅰ はじめに 
 

１．システム説明書について 
 

１．１ システム説明書の概要 

本システム説明書は、株式会社コスモス・コーポレイション（以下、「弊社」という）が第三者製品安

全認証機関として、以下の事項について説明したものです。 

 

（1） 製品審査の業務範囲 

（2） 機密情報の取扱い  

（3） 申請から CSC 適合認証書(以下、「認証書」という)交付決定までの概要 

（4） 製品認証を行うために掛かる料金 

（5） 認証書の取消及び停止に関する概要 

（6） 申請者及び認証するための要求事項 

（7） 製品を認証するための要求事項 

（8） 苦情及び異議申立て 

     

申請者及び認証取得者は、このシステム説明書で説明していることを了解の上、要求事項を常時

遵守して頂くことが必要です。 

よって、認証後においてもこのシステム説明書を保管し、適時参照してください。 

この説明書又はその他の事項に関して質問がある場合は、CS 部又は電安事業部にお問合せく

ださい。 
 

２．用語の定義 
用語の定義は、以下のとおりとします。 

 

【認証の判定】 

申請者及び認証取得者に対する認証の授与、維持、拡大、変更及び認証の一時停止あるいは取

消しに関する可否の判定 

 

【申請者】 

弊社へ CSC 認証業務に対し申請を依頼する者 

 

【認証取得者】 

弊社に申請した製品に対する認証書の交付を受けた者であり、届出事業者(国内製造・輸入事業

者)に加え、海外事業者及び販売事業者も認証取得することができる 

 

【異議申立て】 

弊社の認証に係る決定により申請者及び認証取得者が、その決定に同意できないことを文書で 

弊社に対して公式に声明すること 

 

【苦情申立て】 

弊社又は弊社が行った認証取得者に係わる事項に関する不満足の意思を口頭又は文書で弊社

に対して公式に声明すること 
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３．製品認証の業務範囲 
 

３．１ 業務範囲 

弊社が行う製品の認証業務の範囲は、世界各国の電気安全規格・法規で対象となって 

いる製品であり、詳細につきましては弊社 CS 部又は電安事業部にお問合せくだ 

さい。 

 
 

３．２ 業務を行う事務所 

（1）認証業務 

  名称：株式会社 コスモス・コーポレイション 松阪事業所 

  所在地：三重県松阪市桂瀬町７１８番地１ 

 

名称：株式会社 コスモス・コーポレイション 大野木事業所 

  所在地：三重県度会郡度会町大野木 3571-2 

 

 

（2）試験業務 

  名称：株式会社 コスモス・コーポレイション 松阪事業所 

  所在地：三重県松阪市桂瀬町７１８番地１ 

 

名称：株式会社 コスモス・コーポレイション 大野木事業所 

  所在地：三重県度会郡度会町大野木 3571-2 

 

名称：株式会社 コスモス・コーポレイション 度会サイト 

  所在地：三重県度会郡度会町注連指 543 

 
 

３．３ 弊社の略称 

弊社の認証に係わる表示可能な略称は、次のとおりです。 

 cosmos：弊社の略称 
 

 

４．機密情報の定義と開示 
１） 製品認証の過程で得られる申請者及び認証取得者に関する情報は、以下の事項を除いて守

秘致します。 

（１） 既に公知のもの 

（２） 開示を受けてから公知となったもの 

（３） 第三者に開示することについて、申請者及び認証取得者の書面により同意を得たもの 

 

２） 弊社は、前項の規定に係らず、国等の要請によりやむを得ない場合には機密を開示する場合

があります。ただし、法律が許す限り、弊社は開示情報に係わる申請者及び認証取得者に対し

て、事前に開示する旨を通知致します。 
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５．認証プロセスのフロー 

 

  ■認証取得までの過程■ 

 

① 認証業務のお申込 
弊社がご用意させて頂く所定の様式に必要事項を記載して申請してください。 

申請者が届き次第、申請書を確認し、申請の受理判定を致します。 

② 製品審査 
電気用品安全法の技術上の基準を定める省令及びその他規格(EN 規格、IEC 規格等)に基づき、 

製品の安全性を確認致します。 

③ 工場審査 
認証する製品が常に同じ品質で、安定して製造できる体制にあることを確認するために行なう 

初回工場審査と、これをフォローアップする定期工場審査(毎年一回実施)があります。 

④ 認証の授与 
製品審査及び工場審査結果に基づき、認証の判定を行い、合格と判定されたお客様に認証

の授与を行います。 

 
  

 ■認証取得までの過程■   

次の事項に該当する場合は、製品審査の際に試験データの活用が可能です。 

①申請時より当該規格が変更されていない３年以内に発行された IECEE-CB レポートと 

サンプルとを照合した結果、当該製品のものと判断された場合は基本的に全ての 

試験データの活用が可能です。 

②上記①以外の IECEE-CB レポートとサンプルとを照合した結果、当該製品のものと判 

断された場合は、必要に応じて抜き取り試験を行うことで一部又は全ての試験データ 

の活用が可能です。 

申請書類の提出 

申請の受理 

工場審査 製品審査 

認証の判定 

認証書の発行 
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Ⅱ 製品認証の手順及び手数料 
 

 

１．申請の成立 
 

１．１ 事前打合せ 

申請に先立って、弊社 CS 部担当者と申請内容詳細について打合せを行ってください。 

必要事項を記載して頂いた CSC 認証申請書をご提出して頂くことで、認証業務(申請に必要な書類 

を含む)の説明及び費用等の申請者に必要な情報を提供致します。 

※ 弊社では認証に係わる要求事項に対するコンサルタント業務は一切行っておりません。 

 

１．２ 申請 

申請にあたっては、業務依頼書を CS 部までご提出してください。 

提出された業務依頼書内容を確認し、手順に従って処理致します。 

 

１．３ 申請の受理 

電安事業部が申請書類を確認した結果、不備がないと判断した場合には、申請を受理致します。 

 

 

２．審査 
 

２．１ 製品審査及び工場審査員の指名 

申請の成立後、認証業務に係わる工場審査及び製品審査の担当者を速やかに通知致します。 

申請者は通知された審査員について理由を付けて忌避を申立てることができます。 

忌避に正当な理由があると弊社が認めた場合には、その審査員を変更致します。 

 

２．２ 工場審査の準備 

審査に先立って以下の準備をお願い致します。 

１） 認証に関する要求事項（品質システムの構築）を、理解し管理及び遵守してください。 

２） 弊社工場審査員と十分な打ち合わせを行い、要求事項を理解してください。 

３） 申請書類以外の文書を工場審査員の要求に応じて閲覧できるようにしてください。 

※ 当該申請製品の要求事項に係わる文書のみとし、他の文書の閲覧は要求致しません。 
 

２．３ 工場審査(実地審査) 

実地審査は、認証の対象となる工場が「工場審査レポート」に基づき、品質システムが構築されている

かの適合性を評価します。 

また、工場審査を円滑に行うために以下の事項に関して協力をお願い致します。 

（１） 工場審査の対象となるすべての場所への立ち入り許可 
（２） 工場審査の対象となるすべての文書及び記録の閲覧の許可 
（３） 工場審査員が行う工場審査に必要なその他の協力 

 

２．４ 製品試験 

製品試験は、認証の対象となる製品が、技術基準に定められた品質を満たしていることを確認するた

めに、同技術基準に定められた試験方法に基づいて実施する試験です。 

評価の結果、不適合があった場合は、不適合の是正後、該当する箇所のみ再試験を行います。 

※ この再試験に掛かる費用は別途請求させて頂きます。 

 

２．５ 認証書の結果の評価 

上記 2.2～2.4 の審査終了後、認証判定会に諮り、「認証の可否」を判定します。 

電安事業部より、その結果を認証結果通知書により申請者に通知致します。 
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３．認証書の交付 
認証と決定した場合は、「認証書」を申請者に交付致します。 

 

 

４．認証手数料 
認証に係わる手数料及び費用について請求させて頂きます。 
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Ⅲ 申請者及び認証取得者の権利及び義務 
 

 

１．申請者及び認証取得者の権利 
申請者及び認証取得者は、客観的で公正かつ公平な製品認証を受ける権利を有し、以下に示す権利を弊 

社に対して行使することができます。 

（１） 審査員の忌避(正当な利用がある場合) 

（２） 審査実施計画についての申請者又は認証取得者の諸事情の反映(認証の順序は、契約の成立順に 

なりますが、申請者又は認証取得者の責により、業務を一時中断しなければならない時は、この限り 

ではありません) 

（３） 認証審査活動の過程で知り得た申請者又は認証取得者の情報の機密保持 

（４） 認証に関する決定に対する異議申立て 

（５） 苦情の申立て 

（６） 紛争の申立て 

（７） CSC 認証マーク(以下、「認証マーク」という)の使用及び認証への言及(認証取得者のみ) 

 

２．申請者及び認証取得者の義務 
申請者及認証取得者の義務は以下のとおりです。 

（１） 認証審査の結果により、検出された指摘事項の是正処置の実施及び弊社への報告 

（２） 認証申請に係わるすべての文書の提出 

（３） 認証審査に係わるすべての文書、記録の開示及び製造に係わるすべての場所への立入り 

（４） 認証審査に係わる手数料の支払い 

 

３．認証取得者の義務 
認証取得者の義務は以下のとおりです。 

（１） 認証された製品が常に要求事項に適合していること 

（２） 顧客から受けた苦情に対して、その発生状況、原因調査、是正処置又は予防処置に係わる記録を作 

成し、弊社の要求に応じて弊社に開示すること 

（３） 認証マークの誤用及び誤解を招くような使用をしないこと 

（４） 認証への言及は正しく行ない、誤解を招くような言及はしないこと 

（５） 認証書を不正に使用しないように、管理すること 
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Ⅳ 認証維持に係る認証取得者に対する要求事項 
認証取得者は、以下に定めるすべての要求事項に継続して維持・運用し、弊社に提出した情報等を常に最新状

態に維持する手順を持ち、運用することを要求いたします。 

 

１．製品認証範囲の変更又は追加 
１） 認証取得者は、次の事項に該当する変更又は追加を行った場合には、事前に変更の要点及び理由を 

明確に記した内容の書類を添付して、CS 部に提出してください。 
（１） 認証取得者または製造工場の申請内容の変更（追加、移転、地番表示変更又は取消し） 
（２） 認証製品の技術基準適合性に関連する変更内容(製品仕様・定格または部品変更等) 
（３） 認証済登録モデルの登録内容変更  
（４） 認証済登録モデルを取り消す場合 
（５） モデルを追加する場合 ※モデル名追加の場合は通常の認証の場合と同様 
（６） （１）～（４）の変更内容において品質システムに重大な影響を与える場合 

２） 上記変更内容に伴い、確認試験が必要と判断された場合試験品を提出して頂き、初回工場調査が必 
要な場合は初回工場調査を実施します。 

３） 弊社は、２）の結果について認証判定会で変更の可否を判定します。電安事業部は、その結果を認証 
結果通知書により申請者に通知します。 

４） 変更を可とした場合は、認証書を発行します。また、認証取得者は、認証が取消しされ又は効力を失っ
た際は、既に発行された認証書を返却しなければなりません。 

 
 

２．顧客から受けた苦情 
認証取得者は、顧客から受けた苦情に対して、その発生状況、原因調査、是正処置又は予防処置に係わ 
る記録を作成し、保管する手順を定め、実施しなければなりません。 

 

 

３．認証マークの使用 
３．１ 認証マーク 

認証マークの使用及び取り扱いは、付属書１および２に従って実施してください。 
 

３．２ 認証マークの使用条件 
認証マークは、認証書の有効期間(製品試験５年毎/工場審査１年毎)内のみに使用し、認証の取消し以 
後は使用できません。 
 

３．３ 使用条件に違反した場合の処置 
認証取得者が認証マークの使用条件に違反して使用した場合、是正処置を請求し、認証取得者は速や 
かにこの請求に応じなければなりません。認証取得者がこの請求に応じない場合、弊社ホームページで 
違反の公表を行なうとともに認証の取消し及び必要に応じて法的手段をとります。 

 

 

４．認証書の管理、使用及び返還 
４．１ 認証書の管理 

認証書は、不正に使用することができないように管理してください。 
 

４．２ 認証書の使用 
認証取得者は、顧客からなどの要求に応じて認証書の写しを提出する場合には、以下の事項を遵守して 
ください。 

１） 不正な目的のために使用されることがないかを確認すること 
２） 認証書をカラーコピーによる写しとして使用する場合は、写しであることの旨を明確に記すこと 

 
４．３ 認証書の返還 

認証取得者は、認証の取消しの処置及びそれに伴う認証書の返還を通知された場合には、直ちに認証 
書を弊社に返還しなければなりません。 
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５．認証マークの使用の停止 
５．１ 使用停止の条件及び決定 

認証取得者が次の事項のいずれかに該当した場合、弊社は認証判定会において認証の停止について 

の判定を行ないます。 

１） 認証マークの誤用が発見されたが、それを修正するための是正処置が速やかにできない場合 

２） 一定期間の製造中止などの正当な理由により、当該製品の製造が行なわれない場合であって、 

弊社と認証取得者との間で合意した場合 

３） その他弊社の要求事項に対して重大な違反があった場合 

 

５．２ 使用停止の通知及びそれに係る処置 

１） 電安事業部は、「認証取消/停止通知書」により、認証取得者に使用停止を通知するとともに、認証 

を引用しているすべての宣伝、広告及び認証マークを付してある当該製品の出荷を中止し、弊社が 

指定する期間までに是正の結果を報告するように要求します。 

２） 使用停止の通知を受けた認証取得者は、認証を引用しているすべての宣伝、広告及び認証マーク 

の付してある当該製品の出荷を中止し、必要な是正処置を講じ、指定の期間までにその結果を是正 

報告書によって、弊社に報告しなければなりません。 

 

５．３ 使用停止の解除 

１） 是正報告書が提出された場合、電安事業部はその内容を確認し、認証判定会において使用停止の 

解除の可否の判定を行ないます。 

２） 電安事業部は、「認証停止解除通知」によって、認証取得者に使用停止の解除を通知致します。 

 

 

６．認証の取消し 
６．１ 認証取消しの条件及び決定 

認証取得者が次の事項のいずれかに該当した場合、弊社は当該認証の取消しを実施することができま

す。 

１） 認証された製品が規格・基準に適合しないとき 

２） 認証取得者の品質システム（工場）が規定する基準に適合しない場合であって、その内容が認証に

係わる製品が規格、基準に適合しなくなる恐れのあるとき、その他重大なものであるとき 

３） 認証マークの誤用があった場合 

４） 認証取得者が認証維持審査に応じない場合 

５） 認証取得者が弊社に対する債務決済を支払期日までに履行できない場合 

６） 認証取得者が認証契約に違反した場合 

７） 規格、基準に適合しない場合であって、その是正処置有効期間内に認証取得者が認証に係わる製

品等に認証マーク及び紛らわしい表示をした場合 

８） 規格、基準に適合しない場合であって、その是正処置有効期間内に認証取得者がその保有する認

証マーク及び紛らわしい表示をし、出荷した場合 

９） 認証取得者より認証取消しの申し入れがあったとき 

 

６．２ 認証取消しの通知及び公表 

「認証取消/停止通知書」により、認証取得者に認証の取消しを通知するとともに、以下の処置を行ないま

す。 

１） 認証取得者の取消しに係わる情報の公表 

２） 認証書の回収 

３） 当該製品からの認証マークの表示の除去又は抹消の要求 

４） 認証を引用しているすべての宣伝及び広告の中止の要求 

 

７．異議申立て中の認証登録の決定の保留  
弊社は、異議申立を受理した場合、弊社の「不服申立回答書」に異議申立者の了解が得られるまでの期間、 

認証の決定を保留します。 
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Ⅴ 苦情及び異議申立て 
申請者及び認証取得者は、弊社の認証に関する決定に対して、異議を申立てることが可能です。 

また、弊社又は認証取得者に係わる事項について苦情を申立てることも可能です。 

申立てられた異議苦情申立ては、迅速に対応致します。 

 

認証の決定に関する異議・苦情は、「不服申立書」を使用して申し立ててください。 

正当な理由があると判断した場合、社内規定に基づき必要な処置を行った上で、決定事項を「不服申立回答書」 

によって申立者に送付致します。 
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CSC 認証マーク管理要綱 
 
 

 

（目的） 

第１ 「CSC 認証制度」に基づく「CSC 認証マーク」の適正な使用を確保するため、この使用基準を定める。 

 

（デザイン等） 

第２ 認証マークのデザイン及び色は、別紙のとおりとする。 

認証を受けた申請者（以下「申請者」という）は、認証マークをみだりに改変して使用することはできない。 

 

（認証マークの使用） 

第３ 認証マークに関する使用権は、株式会社コスモス・コーポレイション（以下「当社」という）が所有するものとする。 

    当社は、認証マークを製品の認証時に電子媒体で申請者へ交付するものとする。 

    申請者は、認証制度に基づき認証マークの認証を受けた製品に限り貼付することができるものとする。 

 

（使用期間） 

第４ 認証マークの使用期間は、認証の有効期間(製品試験 5 年毎/工場審査 1 年毎)の範囲内とする。 

 

（使用制限） 

第５ 申請者は、消費者等に誤解を与えるような方法で認証マークを使用したり、この認証マークと誤認される類 

似のマークは、使用してはならない。 

 

（適正使用） 

第６ 当社は、申請者が認証マークを適正に使用しているか把握するものとする。 

当社は、申請者が認証マークを適正に使用していないと認められる場合には、改善を指示するものとする。 

付属書 1 
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CSC マーク表示方法(例) 
 

Certificated 

 

別表第八 2.（1） 
CSC マークの表示に関しましては、上記のようにお願い致します。 
表示方法 
①CSC マークの上部に「Certificated」と記入してください。フォントは「Century」、「太字」、「斜体」でお願いします。

フォントの大きさは「３」以上でお願いします。 
②上記のマークを適当な大きさにし、使用して頂くか若しくは下記の比率表にしたがってください。縦の大きさ

「3.5mm」以上でお願い致します。（縦横比は絶対に変更しないで下さい） 
③CSC マークの下部若しくは右部に当社で認証したすべての規格番号及び規格発行年度をご記入ください。（複

数ある場合は、縦に並べるようにお願い致します） 
フォントは、「Century」「太字」「斜体」でお願いします。フォントの大きさは「３」以上でお願い致します。 
①～③、CSC マーク及び付帯する文字の色は、原則としてスミ一色として下さい。但し、製品本体が黒色又は濃い

色彩の場合は、その他の単色一色として下さい。 
 
（比率表） 

 
（注意） 

1. 製品の形状等により、表示方法に合致できない場合は、弊社、担当者までご相談願います。 
① 及び③の表示については、申請者の意志に委ねる。②の表示については表示指示に従い必須とする。 

③ 

② 

① 
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CSC 認証業務手数料 
 

 CSC 認証業務手数料は下記算出表を基に算出致します。 

 

1. 認証費用 （消費税別） 

内容 手数料 

申請料(※1) 48,000 円 

製品書類審査料(※2) 100,000 円 

製品試験費用 (※3) 
当社料金算出規定による 

    0 円 （別業務にて評価試験実施の場合）(※5) 

工場審査料 (※4) 

基本料金 100,000 円 （実地検査） 

基本料金 9,000 円 （書類検査） 

追加料金 9,000 円／人・時間 

（※1）： 2 年目以降は「認証維持料」となります。 

（※2）： 雑費(設備使用料、試験成績書作成、試験成績書レビュー、諸費用等)を含む為 

(※3)については、雑費を除いた費用を算出します。 

（※3）： 申請書添付の試験レポート等の検証または安全試験・EMC 試験を実施する場 

合は、当社料金算出規程に基づき算出します。 

（※4）： CIG レポート提出の場合は、50,000 円とします。 

（※5）： データ活用を実施し、CSC に於ける製品試験費用は無償とします。 

 

2. 交通費等 （消費税別） 

内容 手数料 

交通費 実費請求 

宿泊費 実費請求 

 

3. 発行手数料 （消費税別） 

内容 手数料 

CSC 適合認証書 10,000 円  

CSC 適合認証書（追補） 10,000 円 

試験成績書(50 頁まで)  (※1) 6,000 円 

試験成績書(50 頁以上)  (※1) 10,000 円 

（※1）： 試験成績書の原紙を希望する場合は、別途有料となります。 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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4. シリーズ申請の費用 （消費税別） 

以下の見積については、同一申請者からシリーズ申請又は複数電気用品の申請を同時に頂いた場合の費用

です。 

パターン 電気用品名 申請料 
製品書類
審査料 

製品試験費用 工場審査料 
認証書発
行費用 

同一電気用品 

同一工場 

電気天火 

A モデル 
48,000 円 100,000 円 

当社料金規定 

による 

100,000 円 

(実施検査) 
10,000 円 

電気天火 

2 モデル目以降 
0 円 0 円 

当社料金規定 

による 
0 円 0 円 

同一電気用品 

別工場 

電気天火 

A モデル 
48,000 円 100,000 円 

当社料金規定 

による 

100,000 円 

(実施検査) 
10,000 円 

電気天火 

B モデル 
0 円 0 円 

当社料金規定 

による 

100,000 円 

(実施検査) 
0 円 

別電気用品 

同一工場 

電気天火 

A モデル 
48,000 円 100,000 円 

当社料金規定 

による 

100,000 円 

(実施検査) 
10,000 円 

電気温風機 

A モデル 
48,000 円 100,000 円 

当社料金規定 

による 

9,000 円 

(書面検査) 
10,000 円 

別電気用品名 

別工場 

電気電火 

A モデル 
48,000 円 100,000 円 

当社料金規定 

による 

100,000 円 

(実施検査) 
10,000 円 

電気温風機 

A モデル 
48,000 円 100,000 円 

当社料金規定 

による 

100,000 円 

(実施検査) 
10,000 円 

 

5. 認証の維持の費用 （消費税別） 

以下の見積については、審査対象工場 1 工場あたりの認証の維持の費用です。 

内容 手数料 

認証維持料 
基本料金 48,000 円 

2 モデル目以降(1 モデルあたり) 10,800 円(※1) 

工場審査料(※2) 100,000 円 （実地検査） 

        （※1）： 複数モデルを同時に認証の維持を行う場合の 2 モデル目以降の 1 モデルあたりの申請です。 

（※2）： CIG レポート提出の場合は、50,000 円とします。 

 

6. 基準変更申請の費用 （消費税別） 

以下の見積については、評価基準変更申請の費用です。 

内容 手数料 

申請料金(※1) 
製品試験が必要な場合 25,000 円 

製品試験が不要な場合 0 円 

製品試験費用(※2) 当社料金算出規定による 

        （※1）： 1 認証書あたりの費用であり、製品試験が不要な場合は無償とします。 

（※2）：製品試験が必要な場合は、当社料金算出規定に基づいて算出します。 
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7. モデル名追加の費用 （消費税別） 

以下の見積については、既認証モデルに対してモデル名のみ追加する場合の費用です。 

内容 手数料 

製品書類審査料(※1) 21,600 円 

CSC 適合認証書(※2) 10,000 円 

        （※1）： 雑費（ラベル確認、試験成績書作成、試験成績書レビュー、諸費用等）を含みます。 

（※2）：モデル名の新規追加となる為、新規扱いの証明書となります。 

 

8. 申請者情報及びモデル名変更の費用 （消費税別） 

以下の見積については、既認証モデルに対して申請者情報及びモデル名の変更に伴い変更内容を反映する

費用です。 

内容 手数料 

製品書類審査料(※1) 27,000 円 

CSC 適合認証書(※2) 10,000 円 

        （※1）： 雑費（ラベル確認、試験成績書作成、試験成績書レビュー、諸費用等）を含みます。 

（※2）：申請者情報、モデル名の変更となる為、追補の発行となります。 

 

9. 既認証モデルに対して製造工場追加の費用 （消費税別） 

以下の見積については、既認証モデルに対して製造工場の追加に伴う費用です。 

内容 手数料 

申請料(※1) 48,000 円 

製品書類審査料(※2) 27,000 円 

工場審査料(※3) 100,000 円 （実地検査） 

CSC 適合認証書(※4) 10,000 円 

         （※1）： 複数モデルを同時に製造工場の追加を行う場合も 48,000 円で固定です。 

（※2）：雑費（ラベル確認、試験成績書作成、試験成績書レビュー、諸費用等）を含みます。 

（※3）： CIG レポート提出の場合は、50,000 円とします。 

（※4）：製造工場の追加となる為、追補の発行とし、モデル毎に 10,000 円発生します。 

 

10. 電気製品認証協議会のＳマークからの乗り換え費用 （消費税別） 

以下の見積については、電気製品認証協議会のＳマークから CSC 認証に乗り換えた場合の費用です。 

内容 手数料 

申請料 48,000 円 

製品書類審査料(※1) 100,000 円 

製品試験費用 当社料金算出規定による 

初回工場審査料(※2) 9,000 円（書類審査） 

CSC 適合認証書 10,000 円 

        （※1）： 雑費（ラベル確認、試験成績書作成、試験成績書レビュー、諸費用等）を含みます。 

（※2）：1 年以内にＳマーク基準に基づいた工場検査が実施されたことがわかる資料を 

     提出してもらうことが前提です。 

初期工場調査成績書（JQA）、認証書および認証書付属書（JET）など。 


