
○ CCC認証から除外される品目について、CQCがCCC認証書をCQC任意認証書へ転換を行います。 

 

中国品質認証センター（CQC）は、2018 年 6 月 15 日付通知で、CCC 認証から除外される品目について、

CQC 任意認証への転換の運用を発表しています。 

主な内容は以下の通り。 

・SAMR CNCA2018 年第 11 号聯合公告で CCC から除外された 24 品目のうち、CQC が認証を担当し

た 20 品目の今後の運用について。 

・該当品目について、2018 年 6 月 15 日より、CCC 新規申請を受け付けない。 

・該当品目ですでに取得済の CCC 認証書は、申請者の希望により、CQC 任意認証書へ転換が可能。 

・転換が可能な CCC 認証書のステータスは、「有効」と「一時停止」のみ。 

・転換後のステータスは転換前と同じ状態で発行され、CCC で「有効」状態のものは、無期限の CQC 認

証書、CCC で「一時停止」状態のものは、同じ一時停止期限の CQC 認証書として発行される。 

・転換後の認証書番号は「CQC + 元の CCC 認証書番号」となり、通常の任意認証の採番方法と異なる。 

・転換を希望する場合、2018年9月15日までに付属文書2の「確認書」に署名してCQCに提出すると、

CQCが転換したCQC任意認証証書を発行し、申請者に郵送する。 

・上記転換手続きに関するCQCへの費用は無料。 

・【UL補足】CQC任意認証は、マーク使用許可申請/費用（CCC認証では廃止されたが、CQC任意認証

は引き続き必要）・年間費用・定期工場検査等の維持費用が発生する。上記「確認書」には、これらの

費用負担の発生を承諾する旨も記載されている。 

 

※ 下記は、UL Japan の参考和訳です。 原文と内容が相違する場合は原文が優先されます。   

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

強制性製品認証管理を今後実施しない一部製品に関する認証証書の処理及び関連業務調整に関する

通知 

 

発布日時：2018-06-15 15:10 

関連する各認証企業へ： 

 

市場監督管理局とCNCA2018年第11号聯合公告《強制性認証品目リスト及び実施方式の改革と調整に

関する公告》に基づき、2018年6月11日より、当センターは20個の小カテゴリー元CCCリスト製品（以下

「元リスト製品」と略）をリストから削除し、今後強制性製品認証管理を実施しない。 

 

中国品質認証センター（以下「CQC」という。）は、「企業の利便性、積極的なサービス」の原則に基づき、

円滑な移行のために、完成品と部品の製品の間の正常な供給関係に影響しないよう、関連する業務を

調整し、元リスト製品に関わるCCC認証書の処理を行う。 

具体的には以下のようになる： 

 

  一、業務調整 

本日より、CQCは元リスト製品のCCC認証申請の受理を行わず、同時に元リスト製品の範囲に合致した

CQCマーク認証業務（任意性製品認証）を開始する。 

サービス調整前後の対照情報の詳細については、付属文書1を参照のこと。 

 

  二、証書の転換 

本日より、CQCは元のCCC認証書をCQCマーク認証書（以下「新認証書」と略）に転換する作業を開始

した。 今回は、「有効」および「一時停止」ステータスの元の認証書のみ転換される。転換後、認証書の

ステータスは変更されない。「有効」ステータス認証書の場合、新認証書は長期間有効であり、その有効

性は定期監督検査によって維持される。 

「一時停止」ステータス認証書の場合、転換後の一時停止期限は元の認証書と同じとする。 

 



 トレーサビリティを容易にするために、新認証書の番号は「CQC + CCC認証書番号」（つまり元のCCC

認証書番号の頭に「CQC」がつく）とする。 

 

認証書の転換を希望する企業は、申請書を提出する必要はない。 

「確認書」（付属文書2参照）に署名し、2018年9月15日までにCQC関連製品認証部門に提出すればよい。 

確認の後、CQCは新認証書を認証された各企業に郵送する。 

CQCは、転換処理中に企業に課金することはない。 

 

  三、元の認証書の処理 

元の認証書はCNCAの要求に基づいて処理される。 

 

付属文書1 CCC認証管理を今後実施しない一部製品の対応業務調整対照表 

付属文書2 確認書 

                                     中国品質認証センター 

                                       2018年6月15日 

-------------------------------------------------------------------------------- 

記事原文はこちら （言語：中国語） 

CQCホームページ http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2018-06-15/553619.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 下記は、UL Japan の参考和訳です。 原文と内容が相違する場合は原文が優先されます。   

-------------------------------------------------------------------------------- 



付属文書 1 

CCC 認証管理を今後実施しない一部製品の対応業務調整対照表 

番号 製品名称 
今後実施しない CCC 認証の業務 新たに開始する CQC マーク認証業務 

製品カテゴ

リー番号 実施規則番号 実施規則名称 製品カテゴ

リー番号 実施規則番号 実施規則名称 

1 タップドリル 0509 CNCA-C05-01:2014 強制性製品認証実施

規則 電動工具 

005003 CQC12-442322-
2018 

手持式電動工具の安全

と EMC 認証規則 

2 電動剪定機 0514 CNCA-C05-01:2014 強制性製品認証実施

規則 電動工具 

3 不燃性液体電動

スプレーガン 0507 CNCA-C05-01:2014 強制性製品認証実施

規則 電動工具 

4 電動バサミ 0508 CNCA-C05-01:2014 強制性製品認証実施

規則 電動工具 

5 電動チェーンソ

ー 0512 CNCA-C05-01:2014 強制性製品認証実施

規則 電動工具 

6 電動かんな 0513 CNCA-C05-01:2014 強制性製品認証実施

規則 電動工具 

7 ブラウン管 
（受像管） 0811 CNCA-C08-01:2014 強制性製品認証実施

規則 AV 機器 
001019 CQC12-045700-

2015 
AV 機器及びその付属品

の安全と EMC 認証規則 
8 アンテナブースタ

ー 0814 CNCA-C08-01:2014 強制性製品認証実施

規則 AV 機器 

9 
コンピュータゲー

ム機 
0908 CNCA-C09-01:2014 強制性製品認証実施

規則 情報技術機器 001018 
CQC12-045670-
2015 

情報技術機器とその付属

品の安全と EMC 認証規

則 10 学習機 0909 CNCA-C09-01:2014 強制性製品認証実施

規則 情報技術機器 001018 

11 オートバイ用エン

ジン 1103 CNCA-C11-03:2014
強制性製品認証実施

規則 オートバイ用エン

ジン 
013009 CQC16-431211-

2018 
オートバイ用エンジン認

証規則 



番号 製品名称 
今後実施しない CCC 認証の業務 新たに開始する CQC マーク認証業務 

製品カテゴ

リー番号 実施規則番号 実施規則名称 製品カテゴ

リー番号 実施規則番号 実施規則名称 

12 自動車用クラク

ション 1106 CNCA-C11-05:2014
強制性製品認証実施

規則 自動車用クラクシ

ョン 
013014 CQC16-491283-

2018 
自動車用クラクション認

証規則 

13 自動車用ブレー

キホース 1108 CNCA-C11-06:2014
強制性製品認証実施

規則自動車用ブレーキ

ホース 
013001 CQC16-491284-

2018 
自動車用ブレーキホース

認証規則 

14 自動車用ガソリ

ンタンク 1113 CNCA-C11-11:2014
強制性製品認証実施

規則自動車用ガソリン

タンク 
013018 CQC16-491285-

2018 
自動車用ガソリンタンク

認証規則 

15 モデム（カード式

を含む） 1601 CNCA-C16-01:2014
強制性製品認証実施

規則 電気通信端末設

備 
001018 CQC12-045670-

2015 

情報技術機器とその付属

品の安全と EMC 認証規

則 
16 ISDN 端末 1607 CNCA-C16-01:2014

強制性製品認証実施

規則 電気通信端末設

備 

17 プラグ・コンセン

ト（工業用） 
0203 CNCA-C02-01:2014

強制性製品認証実施

規則 回路スイッチ及び

保護用または接続用電

気器具装置（電気アク

セサリー） 

003021 CQC11-462298-
2018  

工業用プラグ・コンセント

と機器カプラ製品認証規

則 18 機器カプラ（工業

用） 

19 建築現場用プラ

ント（ACS） 0301 CNCA-C03-01:2014
強制性製品認証実施

規則 低圧電気器具 低
圧スイッチプラント機器 

020035 CQC11-462175-
2018 

建築現場用プラント

（ACS）製品安全認証規

則 

20 
公共電力網配電

設備 
0301 CNCA-C03-01:2014

強制性製品認証実施

規則低圧電気器具 低
圧スイッチプラント機器 

020036 CQC11-462176-
2018 

公共電力網配電設備製

品安全認証規則 



-------------------------------------------------------------------------------- 

記事原文はこちら （言語：中国語） 

CQCホームページ http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=34116 

 

 

※ 下記は、UL Japan の参考和訳です。 原文と内容が相違する場合は原文が優先されます。   

-------------------------------------------------------------------------------- 

付属文書 2 
確認書 

 

中国品質認証センター宛： 

市場監督管理局と CNCA2018 年第 11 号聯合公告《強制性認証品目リスト及び実施方式の改革と調

整に関する公告》と中国品質認証センター《強制性製品認証管理を今後実施しない一部製品に関する

認証証書の処理及び関連業務調整に関する通知》の関連規定に基づき、 

当社（元の CCC 認証申請者）：                                                                . 

は、以下の CCC 認証書を直接 CQC マーク認証書に転換することへの同意をここに確認します。 

番号 CCC 認証書番号 

1  

2  

...  

 

同時に、当社は以下の宣言および承諾を行います。： 

1. CQC マーク認証費用、認証書の有効期間、マークの使用等の関連規定をすでに知っている； 

2. 上述の公告および通知の認証書の転換規定に厳密に従う； 

3. CQC マーク認証の関連規定に厳密に従い認証書の有効性を維持する； 

4. 認証書の転換前に、CQC に署名した CCC 認証申請書の《申請者承諾》に含まれる申請者の

義務は依然として有効であり、当社は上記の約束を厳格に遵守します。 

認証申請者社名（社印）： 

                                                                                             日付： 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 

記事原文はこちら （言語：中国語） 

CQC ホームページ http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=34117 
 


