


世界トップクラスの
専門性

第三者の厳格性

実証された実力

ULが信頼を届けます
Trust is the soluti on.

複雑な世界がもたらす数々の重要課題。ULがこれらに取り組

む企業を支えます。そして、今日・未来の製品、ソリューション、イ

ノベーションに責任ある設計・製造をもたらします。

 より安全な世界を目指し て
Working for a safer world

ULは、「より安全な世界を目指して」というミッションの下、世

界中で様々な企業をサポートし、現代の複雑な市場の道しる

べとなります。より安全でより環境にやさしい信頼できる製

品・サービスを求める企業と人々をつなぐことで、よりスマート

な選択とよりよい暮らしの実現に取り組みます。

よりスマートな選択
・安全を考慮した技術革新　
・リスクの軽減
・世界市場への進出　　　　
・ブランド力の保護と強化

・自信ある決断　　　　
・安全な決済
・持続可能な生活　　　
・安心できる生活

よりよい 暮らし

企業へ

人々へ

優れた職場環境の
構築

品質と性能の
実現

サステナビリティの
促進

セキュリティの
強化

安全性の
実証

法令・規格の
順守・適合

ブランド力の
保護

透明性の
確保

複雑さを増す世界
Complexity is the problem.

今日の世界市場はかつてないほど複雑さを増し、リスク

も大きくなっています。この複雑な状況が多種多様な課題

を生み出しています。グローバル市場で成功を収める上で

最も重要なのは、これらの課題を把握し、コントロールす

ることです。





検証サービス
製品に関するマーケティングメッセージ（広告表示）を第三者の立場で試験・評価し、その妥
当性が実証された製品に、UL 検証マーク（Verified Mark） を発行します。様々な製品表示があ
ふれる中、UL の検証サービスが製品の差別化、市場優位性の向上を支援します。

製品安全試験認証サービス
世界に認められた信頼性の高い第三者製品安全認証機関として、ULマークをはじめ、世界各国の安全認証マークを取得
するための試験や、ご希望の条件や仕様に基づく試験・評価などを実施します。そして、安全かつ必要な要件を満たし
た製品の世界市場への展開をサポートします。

・UL認証 ・予備評価 ・フィールド・エバリュエーション（現地評価） 　
・車載機器信頼性試験 ・カスタマイズ試験 ・評価レポート発行　　　　　　　　  　　
・CBスキームに基づく国際認証 ・地域/国別製品安全認証 ・FDA CDRH Laser Product Report 作成支援

医療機器関連サービス
医療機器・体外診断用医療機器、ラボ機器、検査 / 測定機器などに対し、世界各国の規制に対応するための製品安全 /
EMC評価 / 試験 / 認証業務を提供します。また、『EMERGO by UL』のブランド名で、各国の薬事規制サービスを柱に、お
客様の製品のグローバルな市場進出戦略を包括的に支援するサービスを展開しています。 

・製品安全試験/認証 ・EMC試験 ・生物学的安全性評価　
・品質マネジメント審査/登録（ISO 13485） ・UL 2900-2-1 サイバーセキュリティ認証試験 ・FDA対応オンライントレーニング（ComplianceWire®）
【EMERGO by UL提供サービス】　　　　　　　　　　
・サイバーセキュリティ アドバイザリーサービス ・ヒューマンファクターズ・ユーザビリティエンジニアリング
・海外各国製品登録支援、現地代理人業務、国内/海外薬事申請支援などのレギュラトリーサービス

環境関連サービス
世界各国の環境規制調査、海外規制対応サポート業務をはじめ、各国/地域で要求される化学物質規制などに対応した分
析試験・評価、環境性能検証サービス、環境製品認証サービス（照明機器、建材、携帯電話、パソコン、モニターなど）、
揮発性有機化合物（VOC）第三者認証・GREENGUARD認証など、環境性能評価にかかわる業務を提供します。

・各国環境規制調査 ・各国環境規制対応サポート ・化学物質分析試験/評価
・環境性能検証 ・環境製品認証 ・揮発性有機化合物（VOC）の測定
・GREENGUARD認証

アドバイザリー / トレーニング・サービス
各分野のエキスパートスタッフが、製品開発の初期段階からコンプライアンスを考慮した設計に求められる知識、製
品が直面する課題の解決に必要な情報などをお届けします。また、ご希望の国・地域の規格・規制の動向調査や要求
事項の解説などを実施します。

・技術相談 ・規制調査 ・セミナー・トレーニング（公開/出張/オンライン）

セキュリティ関連サービス
ネットワークに接続する製品・システムを対象とするサイバーセキュリティのシリーズ規格に基づき、ソフトウェアの脆弱性
や弱点の評価、エクスプロイトの防止、マルウェアへの対処、セキュリティ制御機能のレビューなどのサービスを提供します。
また、電子決済システムに関するセキュリティ評価サービスも提供します。

・サイバーセキュリティ認証プログラム（UL CAP） ・決済セキュリティ評価

化学製品情報サービス
化学製品や材料に関する情報の円滑なやりとりを支援する化学物質情報ソリューションを提供します。PROSPECTOR®
は、プラスチックをはじめとする材料のデータシートおよびUL認証情報を含む各種情報の管理と提供の簡略化を実現し
た総合情報オンラインデータベースです。WERCSは、GHSに準拠したSDS（安全データシート）とラベルの作成・管理・更
新を行うソフトウェア、並びに、化学関係のサプライチェーン管理ツールを提供しています。また、LOLIは、化学物質に関す
るグローバル法規制データベースで、世界130か国以上、6000以上の化学物質規制リストと50万件以上の化学物質の物
性 / 毒性情報を収載しています。

・PROSPECTOR® ・WERCS ・LOLI

環境 / 労働安全衛生 / サステナビリティ・ソリューション
非財務情報を収集・管理・開示するためのオンラインソリューションを通じて、環境・労働安全衛生・サステナビリティ
の分野におけるリスクとコンプライアンス違反の低減、サプライチェーンの透明性と強靭性の強化、並びに、市場に
おけるブランド力と認知度の向上を支援します。

・PURE® Platform

EMC / 無線関連サービス
世界各国のEMC（電磁環境両立性）/ 電波法規制に対応する充実
した測定設備と技術、豊富な経験と実績を基に製品の試験から
認可取得までトータルサポートを提供します。また、国内に5か所
あるEMC試験所と充実した設備を駆使して、お客様のご依頼にス
ピーディかつフレキシブルに対応します。

・無線試験 ・Bluetoothロゴ認証 ・Qiマーク認証　
・自動車EMC Eマーキング認可取得 ・車載機器EMC ・SAR（比吸収率）試験
・Carrier Acceptance Test（CAT） ・測定機器校正 ・地域/国別試験/認証/適合証明
・各国電波法認可取得支援 ・ECHONET Lite認証 ・出張測定
・各国規制情報提供/調査 ・微弱無線設備登録制度 微弱無線適合マーク（ELPマーク）

各認定機関のロゴが対象とする認定の範囲はそれぞれ異なります。
詳細は次のウェブサイトを参照してください。
http://japan.ul.com/resources/emc_accredited/

NVLAP 認定範囲は
http://www.ul.com/japan/jpn/pages/services/emc/about/mark1/
参照

Testing Calibration



GLOBAL MAR KET ACCESS
世界へのと  びらを開く

製品安全

ロゴ認証の取得もサポートしていま す。

世界各国・地域で異なる製品安全制度に対して、必須規格 / 要
求事項の特定、必要な試験・評価の実施から認証の取得に至るま
で、お客様を支援する体制を備えています。そして、最も効率的な
方法で希望される認証並びに認証マークを提供いたします。

医療
医療の分野では以下の認証を提供しております。
・UL認証、CB証明書/レポートの提供（IEC 60601-1、IEC 61010-1など）

・国際規格 ISO 13485登録審査
・UL 2900-2-1 サイバーセキュリティ認証プログラム

EMC・無線
電波法に関する最新情報の確認から複数国の一括認証取得
まで、お客様のニーズに的確かつ迅速に対応いたします。信頼
あるULのデータは、北米・欧州をはじめとする多くの国々で
受け入れられています。

エネルギー効率
ENERGY STAR®（エネルギースター）プログラムなど、
エネルギー規格に準じた試験・認証を提供します。

CB 試験 / 証明サービス
ULは、IECEEに認められたNCB（国内認証機関）、CB
試験所として、CB試験レポート並びにCB証明書を利
用することにより、ULグループとして認証できるULマ
ーク、UL-GSマーク、Dマーク、UL Japan Sマークに加
え、CEマーキング用のレポートとして転用したり、各
国デビエーションを追加することによってCCCマーク
などのCBスキーム加盟国の第三者認証マークを最小限
の確認試験のみで取得することができるようになりま
す。日本国内の体制は右表のとおりです。

D マーク

UL-GS マーク

EAC マーク

CE マーキング

UL-EU マーク

ENEC マーク

※無線はほとんどの国で規制が行われています。

※これら以外のマークについてもお問い合わせください。

cULus-EU
マーク

UL Japan S マーク

UL Japan PSE マーク

UL Japan PSC マーク

国内電波法認証
国内電気通信事業法認証

微弱無線適合マーク

VCCI マーク

UL-JP マーク

部品・材料の UL 認証については
レコグナイズド・コンポーネント・
マークを提供します。

UL-MX NOM マーク

UL-BR INMETRO
マーク

UL-AR S マーク

ULのブラジル認証範囲は、ul.com.br をご覧ください
（言 語：ポルトガル 語）。認 証 製 品に表 示するマークに

ついては、指定されたものをご使用ください。

NCB

UL（US） 本社試験所

MED（医療機器）
MEAS（測定機器）
PV（太陽光発電）
MISC（その他）＊1
BATT（バッテリー）
LITE（照明機器）
TRON（AV 機器）
OFF（IT 機器）
ITAV（AV / ICT 機器）
HOUS（家電機器）＊2

EMC（電磁環境両立性）

本社試験所

本社試験所

本社 EMC 試験所
横輪 EMC 試験所

＊1レーザー・LEDなどの光放射安全に対応　＊2小型家電機器に対応

NCB・CB 試験所としての国内体制

UL（Demko）

UL（JP）

CB 試験所 カテゴリー

KC マーク
FCC マーク

SAFETYマーク

BSMI マーク

CCC マーク

RCM マーク

欧州

国際

日本

北米

中南米

エンハンスト
ULマーク

CB 証明

ULマーク

cULマーク

cULus マーク

アジア

オセアニア

米国、カナダ、EU並びにそれらの共通マーク、
日本、オーストラリアなどのマークが発行可能
です。



About us Online services

業務提供国数 ULのソフトウェアを
使用する企業数

設定に携わった規格数

安全、セキュリティ、
品質、環境など

143＋

従業員数

14,000＋
拠点数

230＋

米国市民の

4人に3人
米フォーチュン誌による

優良企業 500 社の

安全情報の
年間受領者数

製品に表示されている
ULマーク数

がULを利用

ULから世界の消費者に

が ULマークを認知

3社に1社

1,600＋

220億＋

20億

10,000＋

ULの環境認証の言及数

世界中の環境配慮型製品の
仕様書や購買指針に記載

900＋

対応業種

採用業種数20＋ 10＋

株式会社UL Japanは、世界的な第三者安全科学機関であるULの日本法人として、2003年に設立されました。ULのグローバルネッ
トワークを活用し、また、国内に設置された6つの事業所と関係会社を通じて、北米認証のみならず、世界各国に輸出される製品に
必要とされる安全試験/認証、EMC試験、無線規制認可取得支援サービス、化学製品管理支援、環境規制に対応するサービスな
ど、日本のお客様のニーズを見据えた多彩なサービスを実施しています。

UL Japan　

UL Shimadzu Laboratory　
株式会社UL Japanと株式会社島津テクノリサーチが2014年1月に設立した合弁会社である株式会社UL島津ラボラトリーは、島津
テクノリサーチの分析技術とULのグローバルネットワークを活かし、室内空気環境をはじめとして、国内・海外の規制・規格に対
応した様々な化学分析/環境分析試験を提供いたします。

EMERGO by UL　 
医療機器・薬事規制コンサルティング専門ファームEMERGO（エマーゴ）が2017年にULグループの傘下となり、『EMERGO by UL』
という独立したブランドとしてスタートしました。これまで2800を超える医療機器/体外診断用医療機器事業者にコンサルティング
サービスを提供してきたノウハウを活かし、様々な国への市場アクセスを支援します。

myULは、貴社のUL業務情報をまとめて閲覧していただけるお客様専用ポータルサイトで
す。ULレポートなどの文書に加え、お見積りやオーダー、サンプルに関する様々な情報への
アクセス、プロジェクトの効率的な進捗管理などを可能にします。ご利用にあたっては、
myULへの登録が必要です（無料）。

myUL™
　

https://my.ul.com/

UL認証製品の情報を検索できる新型総合データベースです。強力なサーチ機能、モバイル
機器に対応した見やすいデザインにより、希望する要件に一致したデータを効率的かつ迅
速に入手することができます。ご利用にあたっては、アカウント登録が必要です（無料）。

UL Product iQ™

https://iq.ulprospector.com/info/

UL認証を登録されている企業の社員の方は、本サイトからUL規格を無料で、IECに基づく
UL規格は割引き価格で、ダウンロードできます（HTML、PDF形式のみ）。

Standards Certification Customer Library
UL規格提供サイト　

https://ulstandards.com/

UL規格を購入いただけるサイトです。試験器具、各種規格関連文書も購入することができ
ます。

UL Standards Sales Site
UL規格販売サイト　

https://www.shopulstandards.com/

エンハンスト/スマートUL認証マークやバッジの作成、ULによるレビュー、承認されたマー
クのダウンロードを簡単に行うことができます。これらの使用方法/要件、バリエーション
なども掲載されています。ご利用にあたっては、アカウント登録が必要です（無料）。

Marks Hub　

https://markshub.ul.com/

UL.com/jp

ulshimadzu.com

emergobyul.com

ULが認証した部品や材料に関する情報を網羅したデータベースで、現在、電気絶縁システ
ム、機器配線材、プリント基板、スイッチ、ワイヤ＆ケーブルなどが用意されています。

UL iQ™

https://iq.ul.com/


