
ワイヤ・ケーブル

世界の認証提供サービス
GLOBAL MARKET ACCESS SERVICES
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市場競争に抜きん出るには、出荷時間の短縮、

コスト削減、リスク管理、製品の安全性と品

質の改善を継続的に行うことは必須ですが、

急激に変化し続ける各国/地域の規制や要求事

項に対応するという課題も存在し続けます。

知識豊富なULの専門スタッフが貴社のニーズ

を理解し、貴社のご要望を満たす最も効果的

な認証プランを作成いたします。そして、市

場出荷への道のりをお客様に寄り添ってお手

伝いさせていただきます。
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世界展開を目指すなら 
まずULをご選択ください。

＊2013年IECEE発表データによる

ULはここが違います！

ULの試験所/事業所ネットワークは世界中に広がっています。製品仕向地に在住するその

地域に精通したスタッフもチームに加わり、一丸となって時差を超えたシームレスなサー

ビスを提供いたします。

信頼の歴史	 ：	 	120年を超えるULの歴史。その誇りが、私たちの日々の業務を貫いて

います。

技術力・公正	 ：	 	ULには、ULが築いた技術力をお客様にお届けすることができるエンジ

ニアと安全のスペシャリストがいます。公正な第三者の立場でご相談

に対応し、認証実績の向上と安全文化の構築へと導きます。

世界的評価	 ：	 	2011～2013年のCB試験証明発行数は、ULが世界第2位です。＊

国際的連携	 ：	 	世界中の規制機関・認証機関との交流で得た知見と知識を活かした

サービスをお届けします。

世界展開	 ：	 	北米で広く認められているULマークのみならず、南米、欧州、アジア

の国々に向けた試験・認証サービスも提供しています。
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ULご利用のメリット

・地域の規制や要求事項に対する幅広い知識

・出荷までに要する時間の短縮とコスト削減

・判断ミス並びに修正やリワークに要する時間の減少

・工場検査に向けたプロセスフローや手順の最適化

ULで認証発行が可能

・CB試験レポート・試験証明書	 ・CEマーク－EU・強制

・UL-EUマーク－EU	 ・ENEC認証－EU

・UL	DEMKO（Dマーク）－デンマーク	 ・北欧認証－北欧

・ULマーク－米国	 ・CULマーク－カナダ

・C/ULマーク－米国・カナダ	 ・UL-AR	Sマーク－アルゼンチン

・UL-BR	INMETROマーク－ブラジル	 ・ANATELマーク－ブラジル電気通信局

・NOM	マーク－メキシコ

各国の認証を
ワンストップで提供
UL のトータルサポート体制が、必要な試験や工場検査を含む包括的サービ
スを可能にします。そして各国の安全認証取得に要する時間の短縮に導く費
用対効果の高いソリューションを実現します。
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ULが認証取得をサポート

ヨーロッパ

・オーストリア	OVE

・ベルギー	CEBEC

・チェコ共和国	ESC

・フィンランド	FI

・フランス	NF

・ドイツ	VDE

・英国	BSI

・イタリア	IMQ

・オランダ	KEMA

・ノルウェー	N

・ロシア	EAC

・スウェーデン	S

・スイス	S+

アジア・オセアニア

・オーストラリア	RCM

・オーストラリア安全認証

・韓国	KC

・中国	CCC

・シンガポール	SGP	Safety

・日本	PSE	/	S

・インドネシア	SNI

・フィリピン	PS

・ベトナム	CR

・カンボジア	ISC

・インド	ISI

・タイ	TISI

・マレーシア	SIRIM

・台湾	BSMI

注：サービスの範囲は、各規格/製品によって異なります。

各国の認証を
ワンストップで提供

UL.com
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ワイヤ・ケーブルと関連製品の認証マーク一覧
国／地域 マーク 名称 規格 強制/任意 工場検査 年間 

登録料 有効期限

国際 CBスキーム IEC	 任意 	or	

米国 ULマーク UL	 任意 	or	 	or	

カナダ cULマーク CSA	 任意 	or	 	or	

米国/カナダ c/ULマーク UL/CSA整合規格 任意 	or	 	or	

EU ENECマーク EN＆各国規格 任意 	or	

デンマーク Dマーク EN＆各国規格 任意 10年	or		

北欧 北欧認証	
スキーム EN＆各国規格 任意

アルゼンチン UL-AR	Sマーク IRAM 強制 	or	 	or	

ブラジル UL-BR		
INMETROマーク NBR	 強制 2年

ブラジル ANATELマーク ANATEL	 用途により
強制 1年

メキシコ NOM NOM 強制 1年

中国 CCCマーク GB 強制 ５年

台湾 BSMI CNS 強制 3年

ロシア/ 
カザフスタン/ 

ベラルーシ
EACマーク OCT 強制 5年

日本 PSEマーク 電安法技術基準解釈別表 強制 7年

日本 Sマーク SCEAが指定した技術基準 任意
ISO	9000	
認証工場は
除く

なし

韓国 KCマーク KS 強制 	or	 	or	

インドネシア SNIマーク SNI 強制 4年

マレーシア
 

SIRIM	 MS 強制 1年

シンガポール
 
Safetyマーク SS 強制 3年

タイ
 

TISIマーク TIS 強制 	or	 	or	

ベトナム
 

CRマーク TCVN	 強制 工場監査の対象の場合、	
3年

カンボジア
 

ISCマーク CS 強制 3年

インド
 

ISIマーク IS 強制 1年

		当該国家の要求事項による

		製品の業界規格

		工場検査の結果による

		市場検査の結果による

		年次検査の結果による

本情報は参考用であり、製品品目や当該規格によって
異なる場合があります。
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UL-CBスキーム－最も効率的に複数国の認証を取得する

NCB/CBTL認定

CBスキームで発行されたCB試験証明書とCB試験レポートは、加盟50か国によって認められます。ULが発行したCB試験証明書

とCB試験レポートがあれば、1回のご依頼でこれら加盟国の認証をまとめて取得していただけるので、時間と費用を節約が可能

です。ULの多くの試験所とUL協力試験所がNCB（国内認証機関）、CBTL（CB試験所）に認定されています。

ワイヤ・ケーブルのCB試験範囲

グローバル化に伴い、世界各国の認証取得に対するニーズが高まっています。ULは、ワイヤ・ケーブルのサービスメニューの拡

大とCB試験能力の増強に積極的に取り組んでいます。現在、ULがCBTLとして実施できる製品カテゴリーは以下の通りです。

・電圧が450/750	V以下のポリ塩化ビニル製絶縁ケーブル（IEC	60227、EN	50525）

・機器用カプラ（IEC/EN	60320）

・家庭用及び類似用途のプラグとコンセント（IEC	60884）

・コードセット（IEC/EN	60799）

CB/各国認証の取得フロー

資料の提出
依頼内容確認
＆	見積り発行

承認後、	
試験証明書の
発行

オプション

グループ/国家差異事項の整合

確認	＆	
文書・サンプル
の準備

試験・評価
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株式会社 UL Japan 事業所案内
本社	 〒516-0021　三重県伊勢市朝熊町4383-326

	T:	0596-24-6717　F:	0596-24-8020

東京本社	 〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-8-3
	丸の内トラストタワー本館6階
	T:	03-5293-6000　F:	03-5293-6001

本社安全試験所	 〒516-0021　三重県伊勢市朝熊町3600-18
	T:	0596-24-8008　F:	0596-24-8002

本社EMC試験所	 〒516-0021　三重県伊勢市朝熊町4383-326
	T:	0596-24-8999　F:	0596-24-8124

グローバルマーケットアクセス	T:	0596-24-8116　F:	0596-24-8095
湘南EMC試験所	 〒259-1220　神奈川県平塚市めぐみが丘1-22-3

	T:	0463-50-6400　F:	0463-50-6401

横輪EMC試験所	 〒516-1106　三重県伊勢市横輪町108
	T:	0596-39-1485　F:	0596-39-0232

鹿島EMC試験所	 〒289-0341　千葉県香取市虫幡1614
	T:	0478-82-0963　F:	0478-82-3373

UL の名称、UL のロゴ、UL の認証マークは、UL	LLC の商標です。Ⓒ 2015
その他のマークの権利は、それぞれのマークの所有者に帰属しています。
本内容は一般的な情報を提供するもので、法的並びに専門的助言を与えることを意図したものではありません。

ul.com/jp
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問い合わせ先
カスタマーサービス　E-mail: customerservice.jp@ul.com

東京本社　T: 03-5293-6200　F: 03-5293-6201


