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製品認証⼿数料改定のお知らせ 

 
謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素は当センターの業務に格別のご理解とご⽀援を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 
さて、この度、JIS マーク表⽰制度に係る製品認証業務の⼿数料を 2023 年 4 ⽉ 1 ⽇※より改定

させていただくこととなりましたので、ここに謹んでご案内申し上げます。 
 
製品認証業務の⼿数料につきましては、10 年以上にわたり据え置いてまいりました。この間

にお客様が負担する旅費の削減や定期セミナーの内容充実、クラウドコンピューティングを活
⽤した申請・変更⼿続等、お客様の利便性向上のためのサービスに努めてまいりました所存です。
これらのサービスを維持しつつ、審査品質の向上を図るため、別紙のとおり⼿数料の値上げを決
断させていただいた次第です。 

 
お客様にはご迷惑をお掛けすることになりますが、何卒ご賢察賜りたく、よろしくお願い申し

上げます。 
 
※：定期の認証維持審査は受付⽇、初回の認証審査は申請⽇、臨時の認証維持審査及び書⾯審査

は届出⽇、これ以外の審査は⼯場審査⽇から適⽤します。 
謹⽩ 

 
 
 
 
 
 ■本件に関するお問合せ先 

製品認証センター 認証部 （Tel 06-6966-5032）  
 



新手数料（2023 年 4 月 1 日から適用） 

 
 

表 1.1 日本国内における審査料、登録維持料等 

審査等の種類 手数料（円：消費税を含む） 基本審査日数※１

初回認証審査 

１工場認証 309,100 1 日 

複数工場同時一括認証 
309,100 

＋159,500×(工場数－1) 
各工場 1 日 

一括認証工場の追加 159,500 1 日 
ロット認証 （見積もり） -------- 
既 JIS 認証 159,500 1 日 

定期の認証維持審査 159,500 1 日 
臨時の認証維

持審査※２ 

工場審査又は製品試験 116,600 １日 
工場審査及び製品試験 159,500 １日 

書面審査※３ 30,800 -------- 
技術審査・追加審査 116,600※４ １日 
年間登録維持料※５ 52,800 -------- 
認証書の再発行 9,570 -------- 

認証書の英文による追加又は再発行 19,140※６ -------- 
※１：基本審査日数を超える場合は、追加審査料を申し受けます。 
※２：定期の認証維持審査と同日に行う場合は、「工場審査又は製品試験」の手数料に 0.5 を乗じた金額とします。 
   また、定期の認証維持審査と連続した日程で行う場合は「工場審査又は製品試験」の手数料を申し受けます。 
※３：臨時審査、製品認証範囲変更届等で、書面審査のみを実施する場合に適用します（申請後に、申請者の都合

により工場審査を実施せず申請を取り下げた場合も、この手数料を適用します）。 
※４：3 時間以内の場合は手数料に 0.5 を乗じた金額とします。 
※５：年度途中での契約締結の場合は、月額 4,400 円として精算します。また、契約解除が 9 月末までの場合は、

半年分を返金し、それ以降の場合は返金致しません。 
※６：2 回目以降の発行は、9,570 円となります。 

 

表 1.2 国外における審査料、登録維持料等 

審査等の種類 手数料（円：消費税を含まない）※７ 基本審査日数※８

初回認証審査 

１工場認証 562,000 3 日 

複数工場同時一括認証 
562,000 

＋290,000×(工場数－1) 
-------- 

一括認証工場の追加 502,000 2 日 
ロット認証 （見積もり） -------- 
既 JIS 認証 502,000 2 日 

定期の認証維持審査 502,000 2 日 
臨時の認証維

持審査 

工場審査又は製品試験 （見積もり） -------- 
工場審査及び製品試験 （見積もり） -------- 

書面審査※９ 28,000 -------- 
技術審査・追加審査 212,000※10 １日 
予備日･移動日に係る手数料※11 11,000 -------- 
年間登録維持料※12 48,000 -------- 
認証書の再発行 13,000 -------- 

認証書の英文による追加又は再発行 21,000※13 -------- 
※７：海外との直接取引の場合は、消費税は不要です。但し、日本国内の代理店を介しての入金等については、消

費税が別途必要となることがあります。 
※８：基本審査日数を超える場合は、追加審査料を申し受けます。 
※９：臨時審査、製品認証範囲変更届等で、書面審査のみを実施する場合に適用します（申請後に、申請者の都合

により工場審査を実施せず申請を取り下げた場合も、この手数料を適用します）。 
※10：3 時間以内の場合は手数料に 0.5 を乗じた金額とします。 
※11：予備日、移動日が発生した場合、一人 1 日当たりにつき申し受けます。 
※12：年度途中での契約締結の場合は月額 4,000 円として精算します。また、契約解除が 9 月末までの場合は、

半年分を返金し、それ以降の場合は返金致しません。 
※13：2 回目以降の発行は、13,000 円となります。 



現手数料（2023 年 3 月 31 日まで適用） 

 

表 1.1 日本国内における審査料、登録維持料等 

審査等の種類 手数料（円：消費税を含む） 基本審査日数※１

初回認証審査 

１工場認証 275,000 1 日 

複数工場同時一括認証 
275,000 

＋121,000×(工場数－1) 
各工場 1 日 

一括認証工場の追加 154,000 1 日 

ロット認証 （見積もり） -------- 

既 JIS 認証 121,000 1 日 

定期の認証維持審査 121,000 1 日 

臨時の認証維

持審査 

工場審査又は製品試験 88,000 １日 

工場審査及び製品試験 121,000 １日 

書面審査※２ 27,500 -------- 

技術審査・追加審査 88,000※３ １日 

登録維持料※４ 46,200(年間) -------- 

認証書の再発行 7,370 -------- 

認証書の英文による追加又は再発行 14,740※５ -------- 
※１：基本審査日数を超える場合は、追加審査料を申し受けます。 
※２：臨時審査、製品認証範囲変更届等で、書面審査のみを実施する場合に適用します（申請後に、申請者の都合

により工場審査を実施せず申請を取り下げた場合も、この手数料を適用します）。 
※３：3 時間以内の場合は手数料に 0.5 を乗じた金額とします。 
※４：年度途中での契約締結又は契約解除の場合は、月額 3,850 円として精算します。 
※５：2 回目以降の発行は、7,370 円となります。 

 

表 1.2 国外における審査料、登録維持料等 

審査等の種類 手数料（円：消費税を含まない）※6 基本審査日数※７

初回認証審査 

１工場認証 500,000 3 日 

複数工場同時一括認証 
500,000 

＋220,000×(工場数－1) 
-------- 

一括認証工場の追加 380,000 2 日 

ロット認証 （見積もり） -------- 

既 JIS 認証 380,000 2 日 

定期の認証維持審査 380,000 2 日 

臨時の認証維

持審査 

工場審査又は製品試験 （見積もり） -------- 

工場審査及び製品試験 （見積もり） -------- 

書面審査※８ 25,000 -------- 

技術審査・追加審査 160,000※９ １日 

予備日･移動日に係る手数料※10 10,000 -------- 

登録維持料※11 42,000（年間） -------- 

認証書の再発行 10,000 -------- 

認証書の英文による追加又は再発行 20,000※12 -------- 
※６：海外との直接取引の場合は、消費税は不要です。但し、日本国内の代理店を介しての入金等については、消

費税が別途必要となることがあります。 
※７：基本審査日数を超える場合は、追加審査料を申し受けます。 
※８：臨時審査、製品認証範囲変更届等で、書面審査のみを実施する場合に適用します（申請後に、申請者の都合

により工場審査を実施せず申請を取り下げた場合も、この手数料を適用します）。 
※９：3 時間以内の場合は手数料に 0.5 を乗じた金額とします。 
※10：予備日、移動日が発生した場合、一人 1 日当たりにつき申し受けます。 
※11：年度途中での契約締結又は契約解除の場合は、月額 3,500 円として精算します。 
※12：2 回目以降の発行は、10,000 円となります。 


