
電気用品安全法説明会

電気用品安全法の手続き等について

令和３年７月

中部経済産業局 製品安全室
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＜ 資料の内容＞

１．電気用品安全法の目的と概要

２．規制対象となる電気用品の範囲

３．主な手続きについて
（１） 事業の届出 （２） 技術基準適合確認 （３） 適合性検査

（４） 自主検査 （５） ＰＳＥマークの表示

４．技術基準解釈通達の改正について
（１） 電源プラグのトラッキング対策の適用範囲拡大

（２） コンセント等の金属接触部・観賞魚用ヒータ過熱対策、プリント基板難燃化

（改正：H27.7.24）

（３） 電気フライヤーの異常温度上昇試験項目追加 （改正：H28.9.30）
（４） 電気ストーブの震災時電気火災対策 （改正：H29.7.3）

（５） ドラム式電気洗濯機のドア構造 （改正：H30.5.25）

（６） エル・イー・ディー・ランプの別表第十二 J62560(H30)採用 （改正：H30.5.25）

（７） ＰＬＣを内蔵した電気用品 （改正：R元12.25）

５．「電気用品の範囲等の解釈について」の改正について
・「ポータブルリチウムイオン蓄電池（モバイルバッテリー）」の対象化
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１．電気用品安全法の目的と概要
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６

安全な製品を
使う人に届ける

安全な製品を
作る

使い方の注意を
守って正しく使う

作る人

使う人

売る人
製品安全

• 製品による事故があれば報告する
• リコール製品を見つけたら届ける

• 安全な製品であることを伝える
• 正しい使い方を伝える

• 安全な製品であることを伝える
• 正しい使い方を伝える

 購入する
 使用する
 点検・廃棄する

 仕入れる
 説明する
 販売する

 設計する
 製造する
 説明する

製品の事故を防ぎ、安全に使用するためには、消費
者、製造事業者、販売事業者それぞれが役割を果た
すことが重要です。

製品の安全確保とは ～それぞれの役割～
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●技術基準適合義務等
 規制品目の追加
 規制品目の技術基準改正

法律による事前規制
●重大製品事故の報告義務
 重大製品事故情報の公表
 事故原因の究明調査

重大製品事故情報の収集・公表

経年劣化対策

 リコール（製品回収等）指導
 リコールフォローアップ
 「危害防止命令」

技術基準違反への対応
●販売時ＰＳマーク表示義務等
 試買テスト（技術基準適合確認）
 立入検査 等

●長期使用製品の点検実施義務等
 長期使用製品安全点検制度

再発防止

●技術基準体系の見直し
仕様規定から「性能規定」へ

 製品の販売・出荷停止、自主回収
 「表示の禁止」「改善命令」
 「危険等防止命令」等

消費者への情報提供
 セミナー、イベント等の開催
 リーフレット、チラシ等の配布
 テレビ、ラジオ等での注意喚起 等

被害の拡大防止製品事故の未然防止

●標準使用期間等の表示義務
 長期使用製品安全表示制度

○製品安全対策優良企業表彰

＜違反対応
＞

＜リコール対応＞

サプライチェーン全体（製造・輸入・流通・販売事業者等）の自主的取組を促進

製造・輸入時 使用時販売時

規制品目の追加、技術基準改正

注
意
喚
起

ライター ＬＥＤランプ 乳幼児用ベッド

○ESG投資を活用した企業への投資促進
○流通事業者のリコール協力の促進○モール運営事業者の違反対応協力

○リスクアセスメントの促進

経済産業省の取り組み
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電気用品による危険（感電、火災等）と障害
（電波障害等）を防止するための法律

目的

6
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販売までにしなければならないこと
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概要 【流通前規制】

（１）事業の届出（第３条）
電気用品の製造／輸入を行う事業者は、開始から３０日以内に届け出ること。

（２）技術基準適合確認（第８条第１項）

事業者は、届出に係る電気用品について、省令で定める技術基準に適合するように
しなければならない。

（３）適合性検査＜特定電気用品のみ＞（第９条第１項）

販売までに、製造工場が基準に適合する製品を製造・検査できることについて、登録
検査機関の検査を受け、その適合証明書を保存しなければならない。

（４）自主検査（第８条第２項）
事業者は、自ら製品検査を行い、その記録を作成・保存しなければならない。

（５）ＰＳＥマークの表示（第１０条第１項）
事業者が上記の義務を果たした場合、ＰＳＥマークを表示することができる。

（６）販売の制限（第２７条第１項）
法第１０条によるＰＳＥ表示の無い電気用品の販売は、原則禁止。
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販売後の法的義務

無表示製品、技術基準不適合
製品の販売

【立入検査・試買検査の実施】

報告徴収、立入検査、用品提出命令
（法第４５条、４６条、４６条の２）

改善命令、表示禁止命令
（法第１１条、１２条）

危険等防止命令
（法第４２条の５）

罰 則
（法第５７条～６１条）

事故発生

事故が深刻である場合には、
警察や消防の捜査・調査対象
となる可能性もあるので、十分
な配慮が必要

重大製品事故（死亡、火災発生の
事故など）の場合は消費者庁への
報告義務あり（消費生活用製品安
全法第35条第1項）

法第８条（技術基準適合義務）等の
法的義務が履行されていなかった
場合は、「業務上過失」なども問わ
れる可能性あり

概要 【流通後規制】
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２．規制対象となる電気用品の範囲
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①一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具
又は材料であって政令で定めるもの。

②携帯発電機であって、政令で定めるもの。
③蓄電池であって、政令で定めるもの。
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電気用品による危険及び障害の発生の防止を目的とする法律で、４５７品目
の電気用品を対象として指定し、製造、販売等を規制するとともに、電気用
品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進する枠組みと
なっています。

例えば、ACアダプターから接続器を使って接続されるCDラジカセの場合は、ACアダプター(ACア
ダプターに付属する接続器を含む)は、電気用品となりますが、CDラジカセ本体は電気用品とは
なりません

特定電気用品とは、その構造又は使用方法等の使用状況により危険が生じるおそれの高いもの
として、①長時間無監視で使用されるもの、②社会的弱者が使用するもの、③直接人体に触れて
使用するものといったものが指定されています。
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一般用電気工作物とは （電気事業法第３８条第１項）
①小規模建築物の屋内配電設備（６００Ｖ以下）
②小出力発電設備（６００Ｖ以下） （← Ｈ７改正で追加）
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【参考】 一般用電気工作物とは？（電気事業法）

電気

工作物

一般用電気工作物（電気事業法第３８条第１項）

（主に一般住宅や商店などの電気設備で、低圧受電のもの及び小出力発電設備）

600Ｖ以下 ＜電気需要側＞

事業用電気工作物
(電気事業法第３８条第３項)

電気事業の用に供する電気工作物
（電力会社等が使用する電気工作物） ＜電気供給側＞

自家用電気工作物 (電気事業法第３８条第４項)

※600Ｖを超える高圧受電 ＜電気需要側＞

電気事業法 （第２条第１項第１８号）

電気工作物 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、

水路、貯水池、電線路その他の工作物（船舶、車両又は航空機に設置されるもの

その他の政令で定めるものを除く。）をいう。

⇒ その他の政令で定めるもの（電気事業法施行令第１条 ）【概要】

１ 鉄道営業法、軌道法または鉄道事業法が適用される車両若しくは搬器、船舶安全法が適用される船舶また

は海上自衛隊の使用する船舶、道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車に設置される工作物で、

車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの

２ 航空法第二条第一項に規定する航空機に設置される工作物

３ 前２号に掲げるもののほか、電圧３０ボルト未満の電気的設備で、電圧３０ボルト以上の電気的設備と電気

的に接続されていないもの
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http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%b5%96@%93%f1%8eO%88%ea&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000


３．主な手続きについて
◇製造・輸入事業者の履行義務
(1)事業の届出（事業開始から３０日以内）
(2)技術基準適合確認（安全性の担保）
(3)適合性検査受検と証明書保管 【特定電気用品のみ】

（同等証明書の写し（副本）の保管）
(4)自主検査の実施と記録の作成・保管
(5)ＰＳＥマーク表示可（事業者名称付記）

◇販売事業者の履行義務
販売及び販売目的の陳列時には、ＰＳＥマーク
の表示確認が必要
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３．主な手続きについて
（１）事業の届出
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9

各種届出について

 開始の届出
• 電気用品の区分ごとに ・・・ 最大で２０種類しかない（製造・輸入あわせると４０）
• 製造事業と輸入事業は別々に ・・・ 例えば、製造事業届出済の電気用品を新たに輸入する場合は、輸入事業届出が必要
• 事業開始してから３０日以内に ・・・ 事業のための準備行為や、事業開始に係る社内等における何らかの意志決定日も含む

 変更の届出

 承継の届出

 廃止の届出

• 製造と輸入とは別々で、また電気用品の区分ごとに別々に（事業届出単位ごとに届出）
• 届出事項に変更が生じたら、遅滞なく

氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者名
電気用品の型式区分
製造工場又は事業場の名称及び所在地（輸入の場合は製造事業者の氏名又は名称、住所）
※ 法人の代表者変更のみの場合は届出不要

• 【各届出共通】個人または法人単位で ･･･ 日本国内に戸籍または法人登記がある者のみが届出可能
• 下方の余白部分に連絡先を ･･･ 届出内容について当局から問い合わせる際の連絡先（部署、担当者、電話等）を記載
• 最寄りの経済産業局へ ･･･ 製造(輸入)に係る工場や事務所等が複数の経済産業局にまたがる場合は経産省本省へ

• 営業譲渡、相続、合併、分割により電気用品の製造又は輸入の事業の全部が他者に移ったときに、遅滞なく

• 届出に係る事業を廃止したときに、遅滞なく
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保安ネットによる電子申請

保安ネットによる電子申請

保安ネットによる電子申請
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→ 例えば、区分が２つある要素が３個と、区分が３つある要素が１個と、からなる
電気用品（防犯警報器）の場合、最低でも、２×２×２×３＝２４通り の型式区分
があり得る、ということになる。



(1) 電気用品の２以上の電気用品の機能を兼ねる電気用品
●一つの電源スイッチを共有（切替えスイッチ）及びアタッチメント方式

→ １つの電気用品名
主たる用途又は消費電力が最大、順序が前である電気用品名、特定電気
用品との複合の場合は、特定電気用品名

●２以上の電気用品の機構が構造上独立しているとき
→ それぞれの電気用品名

(2) 交流を電源とする機械器具
●外部にある小形単相変圧器によって変換し、接続器を介するもの

→ 100V未満の電路のものとして対象外。
ただし、特定の信号線を有するものは、負荷としての電気用品名

(3) 直流を電源とする機械器具
●直流電源装置により変換された電気を接続器を介すことにより電源として供給

→  対象外
ただし、同一筐体及び特定の信号線を有するもの及び一体不可分の状態
で用いる構造であるときは、負荷としての電気用品名

●電源装置と電磁誘導により充電して用いるもの
→ 電源装置と一体不可分の状態で用いる構造として、当該電気用品名

電気用品の範囲等の解釈
共通事項
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電気用品名の確認

一般的に、交流電源に接続して使用する製品・部品は、電気用品に該当する可能性
があります。どの電気用品名に該当するかどうか、以下の観点で確認を行います。

① モデル名などの一般的名称ではなく、用途、機能等で判断します。

② ２以上の機能がある場合には、それぞれの機能別に検討します。

③ 電安法の規制対象かどうか判断するには、構造や定格等の情報が必要です。

④ 電安法の規制対象外製品の同梱部品も確認する必要があります。

◇用途を確認
用途によって、電気用品名が異なります。

法に基づく手続き、求められる安全性（技術基準）も異なります。

患部にあてて、温熱治療を行う

→ 家庭用温熱治療器

座布団として使用する

→ 電気座布団

布団に入れて足を温める

→  電気あんか

人が触れても火傷しない
程度の電気ヒーター
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ファン（電気ヒータを利用するものを含む）により、フィルター
に風を送って加湿するもの

→ 電動力応用機械器具 電気加湿機

電気ヒーター（電極式を含む）により湯を沸かして加湿するもの

→ 電熱器具 湿潤器

◇機能を確認

◇構造を確認

構造によって、電気用品名の判断が異なるケースがあります。

室内の加湿に使う装置
超音波振動子により、加湿するもの

→ 電子応用機械器具 超音波加湿機 21

※

※給水方式が、水道直結又は湯沸かし容器が大容量（概ね10L超）のもの
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■ 事業所等が、単一の経済産業局の管轄区域内の場合
→経済産業局長宛に提出
複数の経済産業局の管轄区域内にまたがる場合
→経済産業大臣宛に提出 （施行規則第３条）

■製造・輸入事業を行う事業者が自ら
・事業開始後３０日以内に管轄の経済産業局に届出
→事業開始日は、製造・輸入の事業開始を意志決定時点で可

・届出の単位は、電気用品の区分毎
→製品のモデル毎ではなく、施行規則で定めたグループ単位

・届出は無料、有効期限もなし
→過去に届けている内容と同じなら再届出不要

■ 届出に必要な情報
・製造・輸入事業者の氏名又は名称及び住所
・事業開始の年月日 ・製造・輸入する電気用品の区分
・電気用品名・型式の区分 ・製造工場又は事業場の名称、住所
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24連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載 

電気用品製造事業届出書の記載例 

様式第１(第３条関係) (記載例を斜体で表示) 

 
電気用品製造(輸入)事業届出書 

 

 
○○経済産業局長 殿 

登記上の住所、名称及び

代表者の氏名を記載 

○○年○○月○○日 

 

 

工場所在地を管轄する経済産業局長宛 

ただし、工場所在地が複数の経済産業局の

管轄区域内にまたがる場合は、経済産業大

臣宛 

東京都千代田区霞が関○丁目△番×号 

ＰＳＥ株式会社 

代表取締役 電安 太郎 

社印及び社長

印は不要 
 

電気用品安全法第３条の規定により、次のとおり届け出ます。 
 

１．事業の開始の年月日 ○○年○○月○日 
 

 
２．製造する電気用品の区分 電子応用機械器具 

 

 
３．当該電気用品の型式の区分 別紙のとおり 

事業届出は、事後届であり、

事業開始日以降３０日以内に

行うこと 

電気用品名と型式の区分表をまとめて別紙とすることができる。 

また、同一の電気用品区分であれば複数列記し、型式の区分表を別紙とすることもできる 
 

 

４．当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地 

(1)本社工場 東京都千代田区霞が関○丁目△番□号 

(2)○○工場 △△県□□市◇◇○丁目△番□号 

 
 

生産工場すべて

の記載が必要 
 

５．専ら輸出するための当該電気用品の製造の事業を行おうとする者にあっては、

その旨 

なし 国内での販売を考慮している場合は、「なし」を記載。当該 

製品が、輸出用(日本国内で販売しない)の電気用品の場合、

輸出専用のものであることを記載する（施行令第４条） 

 

連絡先：品質保証部 電安 二郎 電話：０３－３５０１－△△△△ 

 

届出は、製造する電気用品の区分（P18 の表２参照）ごとに必要 

電気用品輸入事業届出書の記載例 
様式第１(第３条関係) (記載例を斜体で表示) 

 
電気用品製造(輸入)事業届出書 

 

 
○○経済産業局長 殿 

登記上の住所、名称及び

代表者の氏名を記載 

○○年○○月○○日 

 

 

事業所所在地を管轄する経済産業局長宛 

ただし、事業所所在地が複数の経済産業局 の

管轄区域内にまたがる場合は、経済産業 大

臣宛 

東京都千代田区霞が関○丁目△番×号 
ＰＳＥ株式会社 
代表取締役 電安 太郎 

社印及び社長

印は不要 
 

電気用品安全法第３条の規定により、次のとおり届け出ます。 
 

１．事業の開始の年月日 ○○年○○月○日 
 

 
２．輸入する電気用品の区分 電子応用機械器具 

事業届出は、事後届であり、

事業開始日以降３０日以内に

行うこと 

 

 

３．当該電気用品の型式の区分 別紙のとおり 

電気用品名と型式の区分表をまとめて別紙とすることができる。 

また、同一の電気用品区分であれば複数列記し、型式の区分表を別紙とすることもできる 
 

４．当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所 
ABC Corp. 

No. X, A RD., Los Angeles, CA, USA ・登記単位で生産工場すべてについて 

英文での記載が必要。 
 

当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地 

ABC Electronics Corp. 
No. Y, B ST., San Francisco, CA, USA 

 
５．専ら輸出するための当該電気用品の輸入の事業を行おうとする者にあっては、

その旨    
なし 国内での販売を考慮している場合は、「なし」を記載。 

当該製品が、輸出用(日本国内で販売しない)の電気用品の場合、 
輸出専用のものであることを記載する（施行令第４条） 

 

連絡先：品質保証部 電安 二郎 電話：０３－３５０１－△△△△ 
 

連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載 
 

届出は、輸入する電気用品の区分（P18 の表２参照）ごとに必要 


電気用品製造事業届出書の記載例

様式第１(第３条関係)	(記載例を斜体で表示)



電気用品製造(輸入)事業届出書







○○経済産業局長	殿


登記上の住所、名称及び代表者の氏名を記載


○○年○○月○○日









工場所在地を管轄する経済産業局長宛

ただし、工場所在地が複数の経済産業局の管轄区域内にまたがる場合は、経済産業大臣宛


東京都千代田区霞が関○丁目△番×号

ＰＳＥ株式会社

代表取締役	電安 太郎

社印及び社長印は不要





電気用品安全法第３条の規定により、次のとおり届け出ます。





１．事業の開始の年月日	○○年○○月○日





 (
届出は、製造する電気用品の区分（P18 の表２参照）ごとに必要
)２．製造する電気用品の区分	電子応用機械器具





３．当該電気用品の型式の区分	別紙のとおり


事業届出は、事後届であり、事業開始日以降３０日以内に行うこと



電気用品名と型式の区分表をまとめて別紙とすることができる。

また、同一の電気用品区分であれば複数列記し、型式の区分表を別紙とすることもできる







４．当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地

(1)本社工場	東京都千代田区霞が関○丁目△番□号

(2)○○工場	△△県□□市◇◇○丁目△番□号






生産工場すべての記載が必要





５．専ら輸出するための当該電気用品の製造の事業を行おうとする者にあっては、その旨

なし	国内での販売を考慮している場合は、「なし」を記載。当該

製品が、輸出用(日本国内で販売しない)の電気用品の場合、輸出専用のものであることを記載する（施行令第４条）



 (
連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載
)連絡先：品質保証部	電安	二郎	電話：０３－３５０１－△△△△
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電気用品輸入事業届出書の記載例

様式第１(第３条関係)	(記載例を斜体で表示)



電気用品製造(輸入)事業届出書







○○経済産業局長	殿


登記上の住所、名称及び代表者の氏名を記載


○○年○○月○○日









事業所所在地を管轄する経済産業局長宛

ただし、事業所所在地が複数の経済産業局 の管轄区域内にまたがる場合は、経済産業 大臣宛


東京都千代田区霞が関○丁目△番×号

ＰＳＥ株式会社

代表取締役	電安 太郎

社印及び社長印は不要





電気用品安全法第３条の規定により、次のとおり届け出ます。





１．事業の開始の年月日	○○年○○月○日





２．輸入する電気用品の区分	電子応用機械器具


事業届出は、事後届であり、事業開始日以降３０日以内に行うこと





 (
届出は、輸入する電気用品の区分（P18 の表２参照）ごとに必要
)

３．当該電気用品の型式の区分	別紙のとおり

電気用品名と型式の区分表をまとめて別紙とすることができる。

また、同一の電気用品区分であれば複数列記し、型式の区分表を別紙とすることもできる



４．当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所

ABC Corp.



No. X, A RD., Los Angeles, CA, USA


・登記単位で生産工場すべてについて

英文での記載が必要。





当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地

ABC Electronics Corp.

No. Y, B ST., San Francisco, CA, USA



５．専ら輸出するための当該電気用品の輸入の事業を行おうとする者にあっては、その旨	 	

なし	国内での販売を考慮している場合は、「なし」を記載。

当該製品が、輸出用(日本国内で販売しない)の電気用品の場合、

輸出専用のものであることを記載する（施行令第４条）



連絡先：品質保証部	電安	二郎	電話：０３－３５０１－△△△△



連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載
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【型式の区分】

施行規則別表第二で電気用品毎に
定義されています。

「型式の区分」が同じ製品（○位置が
同じ製品）は、製品上相違するモデルで
あっても、法令上は同じ物として取り扱
います。逆に区分が違う製品は、同じモ
デルであっても、法令上は違う物として
取り扱います。

様式第１（第３条関係）

電気用品輸入事業届出書

２０１９年 ６月４日
中部経済産業局長 殿

住所 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
氏名 （名称及び代表者の氏名）

株式会社経済産業
代表取締役社長 経済 一郎

電気用品安全法第３条の規定により、次のとおり届け出ます。

１ 事業開始の年月日 ２０１９年６月１日
２ 輸入する電気用品の区分 光源及び光源応用機械器具
３ 当該電気用品の型式の区分 「別紙」のとおり
４ 当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所

製造事業者 ○○ ＣＯ．ＬＴＤ
住 所 △△,ＰＲ ＣＨＩＮＡ

当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
製造工場 ○○ ＣＯ．ＬＴＤ ◇◇ ＦＡＣＴＯＲＹ
住 所 ××,ＰＲ ＣＨＩＮＡ

５ 専ら輸出するための当該電気用品の製造の事業を行おうとす
る者にあっては、その旨

なし

連絡先：品質保証部 経済二郎 電話052-951-△△△△

届出日

連絡先（ご担当者名、電話等）を余白部分に記載

届
出
期
限
は
事
業
開
始
日

以
降
、
３
０
日
以
内
で
す
。

■ 事業届出書の記載例（輸入事業の届出の場合）

別紙

電圧100V
消費電力10W

電圧100V
消費電力2W

電圧100V
消費電力11W

例：LEDランプ 定格電圧１２５V以下のもの、定格消費電力
１０W以下のもの

電気用品名 エル・イー・ディー・ランプ

要素 区分 ① ②

（１）　１２５Ｖ以下のもの

（２）　１２５Ｖを超えるもの

（１）　１０Ｗ以下のもの

（２）　１０Ｗを超えるもの

定格電圧

定格消費電力

型式の区分 整理番号等
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様式第１（第３条関係）

電気用品輸入事業届出書

２０２０年６月１日

中部経済産業局長 殿

住所 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
氏名 株式会社経済産業

代表取締役社長 経済 一郎

電気用品安全法第３条の規定により、次のとおり届け出ます。

１ 事業開始の年月日 ２０２０年６月２０日
２ 輸入する電気用品の区分 光源及び光源応用機械器具

エル・イー・ディー・ランプ
３ 当該電気用品の型式の区分

エル・イー・ディー・ランプ、型式区分は「別紙」のとおり
４ 当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所

製造事業者 ○○ ＣＯ．ＬＴＤ
住 所 △△,ＰＲ ＣＨＩＮＡ

当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
製造工場 ○○ ＣＯ．ＬＴＤ ◇◇ ＦＡＣＴＯＲＹ
住 所 ××,ＰＲ ＣＨＩＮＡ

５ 専ら輸出するための当該電気用品の製造の事業を行おうとす
る者にあっては、その旨

なし

連絡先：品質保証部 経済二郎 電話052-951-△△△△

多品目の型式区分を混在記載している。

連絡先（ご担当者名、電話等）を余白部分に記載

事
業
開
始
日
に
対
し
、
事
前

届
出
に
な
っ
て
い
ま
す
。

■「事業届出書」によくある誤記載（１）

別紙

電気用品名 エル・イー・ディー・ランプ

要素 区分 ① ②

（１）　１２５Ｖ以下のもの

（２）　１２５Ｖを超えるもの

（１）　１０Ｗ以下のもの

（２）　１０Ｗを超えるもの

定格電圧

定格消費電力

型式の区分 整理番号等

電気用品名 エル・イー・ディー・ランプ

要素 区分 ① ②

（１）　１２５Ｖ以下のもの

（２）　１２５Ｖを超えるもの

（１）　１０Ｗ以下のもの

（２）　１０Ｗを超えるもの

定格電圧

定格消費電力

型式の区分 整理番号等

別紙

品名でなく、【電気用品の区分】単位の届出となります。

誤

正

輸
入
事
業
届
出
の
場
合
、
製
造
事
業
者
名
と

工
場
名
の
両
方
記
載
。
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様式第１（第３条関係）

電気用品輸入事業届出書

２０２０年６月１日

中部経済産業局長 殿

住所 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
氏名 株式会社経済産業

代表取締役社長 経済 一郎

電気用品安全法第３条の規定により、次のとおり届け出ます。

１ 事業開始の年月日 ２０２０年６月１日
２ 輸入する電気用品の区分 交流用電気機械器具

直流電源装置
３ 当該電気用品の型式の区分

直流電源装置、型式区分は「別紙」のとおり
４ 当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所

製造事業者 ○○ ＣＯ．ＬＴＤ
住 所 △△,ＰＲ ＣＨＩＮＡ

当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び
所在地

製造工場 ○○ ＣＯ．ＬＴＤ ◇◇ ＦＡＣＴＯＲＹ
住 所 ××,ＰＲ ＣＨＩＮＡ

５ 専ら輸出するための当該電気用品の製造の事業を行お
うとする者にあっては、その旨

なし

連絡先：品質保証部 経済二郎 電話052-951-△△△△

■「事業届出書」によくある誤記載（２）

【客先名】
記載不要
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品名でなく、【電気用品の区分】単位の届出となります。



製造・輸入の別ごと、電気用品の区分ごとに、それぞれ「事業届出
事項変更届」、「事業廃止届出」を行わなければなりません。

■ 事業届出事項変更届出書
(1)下記届出事項に関わる変更
【電気用品名・型式区分・工場等の追加、削除含む】
・製造・輸入事業者の氏名又は名称及び住所
・電気用品名・型式の区分
・製造工場の名称、住所
（輸入事業の場合は、製造事業者の名称、住所）

(2)届出の期限は「遅滞なく」。
※軽微な変更（法人の代表者氏名）を除く

■電気用品製造（輸入）事業廃止届出書
(1)届出単位（電気用品の区分）の事業廃止時に遅滞なく届出
※事業の休止時（再開予定がある停止時）は不要

28

（第５条）変更の届出、（第６条）廃止の届出



電気用品製造事業廃止届出書の記載例 
様式第７(第８条関係) (記載例を斜体で表示) 

 
電気用品製造(輸入)事業廃止届出書 

 

 
○○経済産業局長 殿 

登記上の住所、名称及び

代表者の氏名を記載 

○○年○○月○○日 

 

 
工場や事業所等の所在地を管轄す

る経済産業局長宛 

ただし、所在地が複数の経済産業局

の管轄区域内にまたがる場合は、経

済産業大臣宛 

東京都千代田区霞が関○丁目△番 
ＰＳＥ株式会社 
代表取締役 電安 太郎 

社印及び社長

印は不要 
 

電気用品安全法第６条の規定により、次のとおり届け出ます。 

 
１．製造事業届出の年月日 

 

○○年○月○日 

 
 

廃止届出は、廃止後、

遅滞なく届出が必要 

 

２．製造する電気用品の区分 

 

電子応用機械器具 

 
３．廃止の年月日 

 

□□年□月□日 

 

 
届出は、製造・輸入する電気

用品の区分ごとに必要 

 

 

連絡先：品質保証部 電安 二郎 電話：０３－３５０１－△△△△ 
 

連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業届出事項変更届出書(輸入の場合)の記載例 
様式第６(第６条関係) (記載例を斜体で表示) 

 

 

 
○○経済産業局長 殿 

事業届出事項変更届出書 

登記上の住所、名称及び

代表者の氏名を記載 

 
○○年○○月○○日 

 

 

工場や事業所等の所在地を管轄す

る経済産業局長宛 

ただし、所在地が複数の経済産業局

の管轄区域内にまたがる場合は、経

済産業大臣宛 

東京都千代田区霞が関○丁目△番□号 
ＰＳＥ株式会社 
代表取締役 電安 太郎 

社印及び社長

印は不要 
 

電気用品安全法第５条の規定により、次のとおり届け出ます。 

 
１．変更の内容 

(1) 本社住所の変更 

(旧)住所：東京都千代田区霞が関○丁目△番×号 

(新)住所：東京都千代田区霞が関○丁目△番□号 
 

(2) 輸入する電気用品「テレビジョン受信機」の型式の区分の追加 

製造・輸入の

区分を記載 

別紙のとおり 

(3) 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地の変更 

(旧)名称及び所在地：ABC Electronics Corp． 

No. Y, B ST., San Francisco, CA, USA 

(新)名称及び所在地：ABC Electronics KE 

1234 Example avenue, Example City, Kingdom of Examples 654321 
 

２．変更の年月日 

○○年○月○日(本社の住所変更の場合は登記上の日付とする) 

 
３．変更の理由 

本社の移転及び輸入する電気用品「テレビジョン受信機」(電気用品の区分「電子応
用機械器具」)に新規型式の区分が発生し、製造工場を変更したため。 

 
連絡先：品質保証部 電安 二郎 電話：０３－３５０１－△△△△ 

 

連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載 
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電気用品製造事業廃止届出書の記載例

様式第７(第８条関係)	(記載例を斜体で表示)



電気用品製造(輸入)事業廃止届出書







○○経済産業局長	殿


登記上の住所、名称及び代表者の氏名を記載


○○年○○月○○日









工場や事業所等の所在地を管轄する経済産業局長宛

ただし、所在地が複数の経済産業局の管轄区域内にまたがる場合は、経済産業大臣宛


東京都千代田区霞が関○丁目△番

ＰＳＥ株式会社

代表取締役	電安 太郎

社印及び社長印は不要







電気用品安全法第６条の規定により、次のとおり届け出ます。



１．製造事業届出の年月日



○○年○月○日






廃止届出は、廃止後、遅滞なく届出が必要







２．製造する電気用品の区分



電子応用機械器具



３．廃止の年月日



□□年□月□日






届出は、製造・輸入する電気用品の区分ごとに必要







連絡先：品質保証部	電安	二郎	電話：０３－３５０１－△△△△



連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載
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事業届出事項変更届出書(輸入の場合)の記載例

様式第６(第６条関係)	(記載例を斜体で表示)





 (
1
)





○○経済産業局長	殿


事業届出事項変更届出書

登記上の住所、名称及び代表者の氏名を記載




○○年○○月○○日









工場や事業所等の所在地を管轄する経済産業局長宛

ただし、所在地が複数の経済産業局の管轄区域内にまたがる場合は、経済産業大臣宛


東京都千代田区霞が関○丁目△番□号

ＰＳＥ株式会社

代表取締役	電安 太郎

社印及び社長印は不要





電気用品安全法第５条の規定により、次のとおり届け出ます。



１．変更の内容

(1) 本社住所の変更

(旧)住所：東京都千代田区霞が関○丁目△番×号

(新)住所：東京都千代田区霞が関○丁目△番□号



(2) 輸入する電気用品「テレビジョン受信機」の型式の区分の追加



製造・輸入の区分を記載


別紙のとおり



(3) 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地の変更

(旧)名称及び所在地：ABC Electronics Corp． No. Y, B ST., San Francisco, CA, USA

(新)名称及び所在地：ABC Electronics KE

1234 Example avenue, Example City, Kingdom of Examples 654321



２．変更の年月日

○○年○月○日(本社の住所変更の場合は登記上の日付とする)



３．変更の理由

本社の移転及び輸入する電気用品「テレビジョン受信機」(電気用品の区分「電子応用機械器具」)に新規型式の区分が発生し、製造工場を変更したため。



連絡先：品質保証部	電安	二郎	電話：０３－３５０１－△△△△



連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載
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■ 変更届出書の記載例（製造事業の届出の場合）
様式第６（第６条関係）

事業届出事項変更届出書

２０２０年６月１日

中部経済産業局長 殿

住 所 愛知県名古屋市中区三の丸２丁目５番２号
会社名 経済電工株式会社
代表者の氏名 代表取締役 経済 太郎
連絡者 品質管理課 経済次郎 ＴＥＬ 052-601-0000 

電気用品安全法第５条の規定により、次のとおり届け出ます。

１ 変更の内容
(1)事業者の本社住所の変更
（旧）住所：愛知県名古屋市中区錦２丁目２号
（新）住所：愛知県名古屋市中区三の丸２丁目５番２号

(2)製造する電気用品の型式区分追加
ｴﾙ･ｲｰ･ﾃﾞｨｰ･ﾗﾝﾌﾟ、型式区分 別紙の通り

(3)製造する工場又は事業場の追加
（旧）名称及び所在地：

（名称）経済電工株式会社 本社工場
（所在地）愛知県名古屋市中区三の丸２丁目５番２号

（新）錦工場追加、名称及び所在地：
（名称）経済電工株式会社 錦工場
（所在地）愛知県名古屋市中区錦２丁目２号
(名称）経済電工株式会社 本社工場
（所在地）愛知県名古屋市中区三の丸２丁目５番２号

２ 変更の年月日 ２０２０年６月１日
３ 変更の理由

(1)本社の移転、(2)電気用品の型式区分追加、(3)製造工場の追加

届出日

届
出
は
変
更
後
遅
滞
な
く
届
け

る
こ
と
が
必
要

別紙（例）

【変更前】
型式の区分

【変更後】
型式の区分

※必要により工場記載 (a)    (b)

追加型式

電気用品名 エル・イー・ディー・ランプ

要素 区分 ① ②

（１）　１２５Ｖ以下のもの

（２）　１２５Ｖを超えるもの

（１）　１０Ｗ以下のもの

（２）　１０Ｗを超えるもの

定格電圧

定格消費電力

型式の区分 整理番号等

電気用品名 エル・イー・ディー・ランプ

要素 区分 ① ②

（１）　１２５Ｖ以下のもの

（２）　１２５Ｖを超えるもの

（１）　１０Ｗ以下のもの

（２）　１０Ｗを超えるもの

定格電圧

定格消費電力

型式の区分 整理番号等

① ②

30連絡先：品質保証部 経済二郎 電話052-951-△△△△



別紙（例）

【変更前】
型式の区分

【変更後】
型式の区分

■「変更届出書」によくある誤記載

様式第６（第６条関係）

事業届出事項変更届出書
２０２０年６月１日

中部経済産業局長 殿
住 所 愛知県名古屋市中区三の丸２丁目５番２号
会社名 経済電工株式会社
代表者の氏名 代表取締役 経済 太郎
連絡者 品質管理課 経済次郎 ＴＥＬ 052-601-0000 

電気用品安全法第５条の規定により、次のとおり届け出ます。

１ 変更の内容：光源及び光源応用機械器具製造事業
(1)本社住所の変更
（旧）住所：愛知県名古屋市中区錦２丁目２号
（新）住所：愛知県名古屋市中区三の丸２丁目５番２号

(2)製造する電気用品の型式区分追加
ｴﾙ･ｲｰ･ﾃﾞｨｰ･ﾗﾝﾌﾟ、型式区分 別紙の通り

(3)製造する工場又は事業場の追加
（旧）名称及び所在地：

（名称）経済電工株式会社 本社工場

（所在地）愛知県名古屋市中区三の丸２丁目５番２号
（新）錦工場追加、名称及び所在地：

（名称）経済電工株式会社 錦工場
（所在地）愛知県名古屋市中区錦２丁目２号
(名称）経済電工株式会社 本社工場
（所在地）愛知県名古屋市中区三の丸２丁目５番２号

２ 変更の年月日 ２０２０年６月１０日
３ 変更の理由

(1)本社の移転、(2)電気用品の型式区分追加、(3)製造工場の追加

変
更
年
月
日
に
対
し
、
事

前
届
出
に
な
っ
て
い
ま
す
。

追加する型式

電気用品名 エル・イー・ディー・ランプ

要素 区分 ① ②

（１）　１２５Ｖ以下のもの

（２）　１２５Ｖを超えるもの

（１）　１０Ｗ以下のもの

（２）　１０Ｗを超えるもの

定格電圧

定格消費電力

型式の区分 整理番号等

電気用品名 エル・イー・ディー・ランプ

要素 区分 ① ②

（１）　１２５Ｖ以下のもの

（２）　１２５Ｖを超えるもの

（１）　１０Ｗ以下のもの

（２）　１０Ｗを超えるもの

定格電圧

定格消費電力

型式の区分 整理番号等

複数の届
出用品区
分が有る
場合は記
載する。

品目・型式区分・
工場等の追加も
変更届であり、事
業届では不可。
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連絡先：品質保証部 経済二郎 電話052-951-△△△△



３．主な手続きについて
（２）技術基準適合確認

32



※除外規定 （下記に該当する場合は除く）

・ 特定の用途に使用される電気用品を製造又は輸入する場合に、経済産業大臣の承認を受けた

とき

・ 試験的に製造し、又は輸入するとき

●事業者は自ら、製品の技術基準への適合性を判断し、製品の設計安全性に
責任を持たなければならない。

●望ましくは、適合を確認した技術的な記録を保存していた方が良い。

→製品について、安全性の立証責任を求められるケースに備えるため。

●次項で説明する特定電気用品で要求される型式区分毎の適合性検査とは
異なり、全ての機種について技術適合確認が必要（最新の改正法令等対応）。

●技術基準適合確認には、検査設備・測定機器等とそれを扱う技術が必要。
特に「雑音の強さ」の試験には、シールドルーム（電波暗室）が必要。

●２以上の機能を兼ねる電気用品は、各々が該当する技術基準に適合する
ことが必要。

※海外の認証マーク等では不十分

33

①事業者は、届出に係わる電気用品について、経済産業省令で定める技術基準
に適合するようにしなければならない。（第１項）



すべての電気用品について、我が国固有の基準を別表第一 ～ 十一 で規定しています（旧省令
第１項基準）。
一部の電気用品については、主にIEC等の国際規格をベースに、我が国の配電事情を踏まえ、デ
ビエーション(差異)が付加された基準を別表第十二で規定しています（旧省令第２項基準）。
この別表第十二については、IEC基準とは差があることから、IEC基準に適合するからといって、必
ずしも別表第十二に適合するとは限らないことに十分注意する必要があります。

我が国においては、接地付きコンセントが普及していないことや、配電線の接地方式(我が国はTT方式、欧
州TN方式を採用)の違いによって電気用品で安全性を確保する必要があること、他方、電源電圧が低いこ
とによる感電保護に対して緩和されていること等が主な要因です。

技術基準省令解釈の別表第一～十一と別表第十二は、独立した基準体系によるものなので、基
準の中で明示的に引用されない限り、両基準を混用することはできないことに注意が必要です。

別表第一 電線及び電気温床線
別表第二 電線管、フロアダクト及び線樋並びにこれらの附属品
別表第三 ヒューズ
別表第四 配線器具
別表第五 電流制限器
別表第六 小形単相変圧器及び放電灯用安定器
別表第七 電気用品安全法施行令別表第二第六号に掲げる小形交流電動機
別表第八 電気用品安全法施行令別表第一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から

第十一号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機
別表第九 リチウムイオン蓄電池
別表第十 雑音の強さ
別表第十一 電気用品に使用される絶縁物の使用温度の上限値
別表第十二 国際規格等に準拠した基準（Ｊ規格）

電気用品の技術基準の解釈について
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※技術基準適合確認書面（例）

表示
内容

試験
項目・
確認
結果

試験成績書
□成績書番号 □成績書発行日
□製品名 □製品の型番
□製品の定格
□適用規格（例）
電気用品の技術上の基準を定める
省令（平成２５年７月１日経済産業省
令第３４号）
・電気用品の技術上の基準を定める
省令の解釈（平成２５年７月１日
20130605商局第3号）
別表第八１、２（１３）及び別表第十 第５章

□試験結果
□試験場所 □試験実施日
□試験者・署名 □確認者・署名

絶縁
距離

絶縁
性能

温度
上昇

消費
電力

材料・
構造
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３．主な手続きについて
（３）適合性検査 〈特定電気用品のみ〉

36



※ 技術基準適合義務と適合性検査
・技術基準適合義務 → 製造・輸入する全ての電気用品が、日本の基準に適合

していることを確認。
・適合性検査→特定電気用品を製造する工場が、日本の基準に適合する製品を

製造・検査できることを、型式の区分毎に確認。
37
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○輸入事業者が適合性検査証明書を得るためには・・・

①既に海外工場が「適合性検査」を受けている場合
→有効期間、型式の区分等を確認し、輸入事業者は登録検査
機関が海外工場に発行した「副本」を、当該海外工場から入手
して保管する。
※特定電気用品を輸入しようとする輸入事業者は、海外の製造事業者に

対し、登録検査機関に「適合同等証明書の写し(副本)」の交付を申請し、
入手する。（コピーや電子媒体は不可）

②海外工場が「適合性検査」を受けていない場合
→「適合性検査」を海外工場が受検することが必要。
工場の検査設備と、該当製品の技術基準への適合性確認を、
登録検査機関に依頼する。
その後、登録検査機関が海外工場に発行した「副本」を、当該海外
工場から入手して保管する。

39



適合証明書・適合同等証明書副本の例

適用試験規格の表記がH26.1.1
以降発行分より変更されています。
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電気用品安全法 （第９条）適合性検査＜特定電気用品のみ＞

登録検査機関
能力について、国際規格（ISO/IEC17065）に適合する
と認められ、国の登録を受けた検査機関

○登録の有効期間は、３年間
○国際規格の要求事項以外にも次のような要件を満たす必要

●電安法に基づき、適合性証明書が適切な手順で発行されていること。
●過去２年間、電安法違反をしていないこと。
●申請事業者による支配を受けないこと。

○登録された検査機関は、国内７機関、海外７機関 （２０２１年６月現在）
◆国内登録検査機関
○一般財団法人電気安全環境研究所 （承認略称：ＪＥＴ）
○一般財団法人日本品質保証機構 （承認略称：ＪＱＡ）
○一般社団法人電線総合技術センター （承認略称：ＪＣＴ）
○テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社
○株式会社ＵＬ Japan （承認略称：ＵＬ Japan）

○インターテックジャパン株式会社
○株式会社コスモス･コーポレイション（承認略称：ｃｏｓｍｏｓ）

◆外国登録検査機関
○テュフ ラインランド エルゲーアー プロダクツ ゲーエムベーハー（承認略称：ＴÜＶ ＬＧＡ）
○テュフ ラインランド 台湾リミテッド（承認略称：ＴÜＶ ＲＴ）
○中国品質認証センター（承認略称：ＣＱＣ）
○テュフ ラインランド 香港リミテッド（承認略称：ＴÜＶ RHK）
○財團法人台灣電子檢驗中心 （承認略称：ＥＴＣ）
○ＵＬ ＬＬＣ （承認略称：ＵＬ－ＵＳ）
○ＴÜＶ SÜD  ＰＳＢ Ｐｔｅ Ｌｔｄ （承認略称：ＴÜＶ SÜD ）

（第９条）適合性検査＜特定電気用品のみ＞
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３．主な手続きについて
（４）自主検査 （製造工程の検査）

42



※ 法第８条第１項（技術基準適合確認）とは異なる検査であることにご注意

ください。

第１項は安全設計の確認行為、第２項（自主検査）は製造上の検査です。

※ 自主検査の実施や検査記録の作成を海外の製造メーカー等に行わせる
ことも運用上認めていますが、その自主検査記録の責任の帰属、保存
義務は法上の責任者たる届出事業者（日本国内の事業者）にあります。

（第８条第２項）自主検査

●事業者は、適合確認した設計に基づき製造・輸入した製品について、自ら全数
検査を行い、その検査記録を作成し、３年間保存しておかなければならない。
※・紙媒体、電子媒体いずれも可。

・ロット検査記録では法令要求を満足しません。その日の量産台数ごとのデータが必
要となります。

●検査項目は、特定電気用品の場合と、特定電気用品以外の電気用品の場合
とでは異なる。

事業者は、自ら製品検査を行い、その記録を作成・保存しなければなら
ない。 （第８条第２項）
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【全数検査】

（第８条第２項）自主検査
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自主検査の概要



完成品について行う検査 

特定電気用品の完成品についての検査は、次のとおり一品ごと（全数）に対して技術基

準に適合する方法により行う必要があります。 

特定電気用品の完成品について行う検査項目 

 
特定電気用品 

検査項目  
検査対象 

外観 絶縁耐力 通電 その他 

ヒューズ(容器を有する温度ヒ

ューズであって、その容器が充 

電されない構造のものを除く) 

 

○ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

全数 

配線用遮断器 ○ ○ ○ 過電流引外し特性(※１) 全数 

 
 

漏電遮断器 

動作時間の種類

が高速型のもの 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

過電流引外し特性(※１) 

及び漏電引外し特性(※２) 

 
全数 

その他のもの ○ ○ ○ 過電流引外し特性(※１) 全数 

アンペア制用電流制限器 ○ ○ ○ 動作特性 全数 

施行令別表第一第六号から第一

〇号までに掲げる機械器具であ

って、温度過昇防止装置として

用いる温度により動作する自動 

スイッチを有するもの 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

温度過昇防止装置として用いる

温度により動作する自動スイッ

チの動作特性 

 

 

全数 

上記以外の特定電気用品 ○ ○ ○ － 全数 

(※１)技術基準省令解釈の別表第四３(３)ト(イ)ａ若しくはｂに定める試験の方法によること。 

(※２)技術基準省令解釈の別表第四３(３)チ(ロ)ａ(ａ)及びｄに定める方法によること。 

 

特定電気用品以外の電気用品の完成品について行う検査項目 
 

特定電気用品以外の電気用品 
検査項目 

検査対象 
外観 絶縁耐力 通電 出力電圧 

・電線管及びその付属品並びに 

ケーブル配線用スイッチボックス 

・ヒューズ 

・白熱電球 

・蛍光ランプ並びに装飾用電灯器具 

 

 

○ 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

全数 

・ベルトコンベア 

・理髪いす 
○ ○ － － 全数 

・リチウムイオン蓄電池 ○ － － ○ 全数 

・上記以外の施行令別表第二に 

掲げる電気用品 
○ ○ ○ － 全数 
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完成品について行う検査

特定電気用品の完成品についての検査は、次のとおり一品ごと（全数）に対して技術基準に適合する方法により行う必要があります。

特定電気用品の完成品について行う検査項目

		

特定電気用品

		検査項目

		

検査対象



		

		外観

		絶縁耐力

		通電

		その他

		



		ヒューズ(容器を有する温度ヒューズであって、その容器が充

電されない構造のものを除く)

		

○

		

－

		

－

		

－

		

全数



		配線用遮断器

		○

		○

		○

		過電流引外し特性(※１)

		全数



		



漏電遮断器

		動作時間の種類が高速型のもの

		

○

		

○

		

○

		過電流引外し特性(※１) 及び漏電引外し特性(※２)

		

全数



		

		その他のもの

		○

		○

		○

		過電流引外し特性(※１)

		全数



		アンペア制用電流制限器

		○

		○

		○

		動作特性

		全数



		施行令別表第一第六号から第一〇号までに掲げる機械器具であって、温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動

スイッチを有するもの

		



○

		



○

		



○

		

温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動スイッチの動作特性

		



全数



		上記以外の特定電気用品

		○

		○

		○

		－

		全数





(※１)技術基準省令解釈の別表第四３(３)ト(イ)ａ若しくはｂに定める試験の方法によること。

(※２)技術基準省令解釈の別表第四３(３)チ(ロ)ａ(ａ)及びｄに定める方法によること。



特定電気用品以外の電気用品の完成品について行う検査項目



		特定電気用品以外の電気用品

		検査項目

		検査対象



		

		外観

		絶縁耐力

		通電

		出力電圧

		



		・電線管及びその付属品並びに

ケーブル配線用スイッチボックス

・ヒューズ

・白熱電球

・蛍光ランプ並びに装飾用電灯器具

		



○

		



－

		



－

		



－

		



全数



		・ベルトコンベア

・理髪いす

		○

		○

		－

		－

		全数



		・リチウムイオン蓄電池

		○

		－

		－

		○

		全数



		・上記以外の施行令別表第二に

掲げる電気用品

		○

		○

		○

		－

		全数









※自主検査記録 （完成品検査の例）

製品名□□□□□
品番○○○○○○
製造機番 １
製造日○月○日
検査員 △△

：

製品名□□□□□
品番○○○○○○

：
ｏｒ

：

出荷検査票
製品名□□□□□
品番○○○○○○
判定 合格

・検査日、検査場所
・検査員、確認者、承認者
・生産数量、納入数量

※外観・通電検査・耐圧試験：
全数合格

工程履歴表
（一品一葉）

出荷検査票兼用
（全数一括記載）

一括記録
（日単位、一品単位等）

製
造
日

台
数

検査項目・結果
外観・通電・耐圧
（検査方法）

7/1 30 合格

7/2 40 合格

項目 内容 結果

外観 傷 合格

通電 電流 合格

出力 合格

耐圧 1200V 合格

製
造
日

機
番

検査項目・結果
外観・通電・耐圧
（検査方法）

7/1 1 合格

2 合格

3 合格

項
目

内容 抜取り試験結果

１ ２ ３

外
観

傷等

銘板

通
電

出力

効率

漏れ

耐
圧

1200V
1秒

ＯＫ ０Ｋ ＯＫ
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検査記録の保管方法は、コンピュータによる保存も可能ですが、法第４６条に基づく立入検
査など、必要なときに書面の検査記録と同様に適宜取り出せるようにしておく必要がありま
す［施行規則第 12 条］。

電子化等により検査記録を管理している場合の留意点は次の表のとおりです。
・ 検査記録は、製品生産量に比例したデータ量となります。
・ 一日の検査記録を日報に写し、これを基に月報に整理し保管をすることが考えられま

すが、常時その仕組みを維持することが必要です。

記録事項 留意点

①電気用品の品名及び型式の
区分並びに構造、材質及び性
能の概要

事業の届け出した「品名及び型式の区分等」と製品に対応した識別
(例えば、モデル名や型式番号)との紐付けによる方法でも可能。

②検査を行った年月日及び場所 別途資料で検査を行った場所を説明できる記号等であっても可能。

③検査を実施した者の氏名 絶縁耐力等の自動検査機械の場合には「検査を実施した者の氏名」
が 実在しないため、検査に対して責任を負える者であっても可能。

④検査を行った電気用品の数量 製品管理番号(シリアル番号等)で管理することができます。

⑤検査の方法 検査記録に記載しなくても、別書類との紐付けを行い、別書類でそれ
を説明できるようにしておくことで可能。

⑥検査の結果 自動検査機械では判定が合否のみの場合もあるので、判定基準を
別途説明できる管理方式であっても可能。
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３．主な手続きについて
（５）ＰＳＥマークの表示
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○法第１０条第１項【表示の権利】
届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合

性について、第８条第２項（特定電気用品の場合にあっては、同項及び前条第
１項）の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定
める方式による表示を付することができる。

○法第１０条第２項【紛らわしい表示の禁止】
届出事業者がその届出に係る型式の電気用品について前項の規定により表

示を付する場合でなければ、何人も、電気用品に同項の表示又はこれと紛らわ
しい表示を付してはならない。

○法第２７条第１項【販売の制限】
電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第１０条第１項の表示が

付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列して
はならない。

ＰＳＥマーク等の表示製品への表示方法について(1)

届出電気用品について、技術基準に適合させ、実施した自己検査の記録を保存等した
上で、製品の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法でＰＳＥマークなど、法的に必

要な事項を表示しなければ、製品を販売又は販売目的で陳列することはできません。
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ＰＳＥマークの表示



ＰＳＥマーク等の表示

電気用品に
表示する
記号

適合性検査を
行った
登録機関名

届出
事業者名

技術基準・通達
による規定項目
（定格電圧等）

特定電気用品

施行規則
別表第六

○
施行規則
第17条

第１項 第一号

○
施行規則
第17条

第１項 第一号

○
電気用品毎に

技術基準・通達で規定

特定電気用品
以外の
電気用品

施行規則
別表第七

－ ○
施行規則
第17条

第１項 第二号

○
電気用品毎に

技術基準・通達で規定

表示の方法 電気用品毎に
施行規則 別表第五で規定

電気用品毎に
技術基準・通達
により規定
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ＰＳＥマークの表示



ＰＳＥマーク等の表示

○○製造株式会社 ③ ○○製造株式会社 ②

100V､42/48Ｗ、50/60Hz ③

①
登録検査機関名 ② ①

特定電気用品以外の電気用品
の表示例(空気清浄機の場合) 

特定電気用品の表示例

(直流電源装置の場合)

① 特定電気用品のマーク
② 適合性検査を行った登録検査機関名又は
その略称

③ 届出事業者名又はその届け出した登録商標、
承認された略称

④ 定格等 (電気用品名ごとに技術基準・通達で規定)
注：点線の枠はいりません。

① 特定電気用品以外の電気用品のマーク
② 届出事業者名又はその届け出した登録商標、

承認された略称
③ 定格等

(電気用品名ごとに技術基準・通達で規定)
注：点線の枠はいりません。

表示内容の詳細は、施行規則、技術基準、通達を御確認下さい。

入力：100V、13VA、50/60Ｈｚ
出力：ＤＣ12V 200ｍＡ ④
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ＰＳＥマークの表示



○ マーク近傍に表示する事業者名（製造又は輸入）は、
登記事項（＝事業届出書での記載どおり）が基本。
略称で表示する場合は、経済産業省（本省）製品安全課に
略称表示承認申請を行い、承認書を取得することが必要。

→登録商標も使用することができます。
この場合は、電気用品に表示する前に、登録商標（商標
法第２条第５項）を本省製品安全課に届け出ることが必要
（施行規則第１７条第２項）。

（例） 輸入事業者
㈱山口商事の場合

※既に同じ略称が他社で承認されている場合、承認されません。
（手続き詳細は、本省製品安全課まで照会下さい。）

ＰＳＥマーク等の表示

■ 略称等表示

略称表示 登録商標表示

ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ
SHOJI
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ＰＳＥマークの表示



略称表示申請書の記載例 

様式第９(第 17 条関係) (記載例を斜体で表示) 
 

 
 

 
経済産業大臣 殿 

略称表示承認申請書 
 

登記上の住所、名称及び

代表者の氏名を記載 

 
○○年○○月○○日 

経済産業大臣宛に提出 東京都千代田区霞が関○丁目△番 
ＡＢＣ株式会社 
代表取締役 電安 太郎 

 
 

印は登記されているも

のを使用。氏名を記載

し、押印に代えて、署名

でも可。 

 

電気用品安全法施行規則第１７条第３項の規定により届出事業者の氏名又は名称に代

えて略称を表示することについて承認を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

電気用品の区分 略称に代える事項 略称 

 

電子応用機械器具

交流用電気機械器具 

合成樹脂系絶縁電線類 
 

配線器具 

 

 

 

 

ＡＢＣ株式会社 

 

 

 

 

ＡＢＣ 

 

 

 
連絡先：品質保証部 電安 二郎 電話：０３－３５０１－△△△△ 

 

連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印
 

登録商標表示届出書の記載例 

様式第 10(第 17 条関係) (記載例を斜体で表示) 
 
 

 
 
 

経済産業大臣 殿 

登録商標表示届出書 

登記上の住所、名称及び

代表者の氏名を記載 

 

○○年○○月○○日 

経済産業大臣宛に提出 東京都千代田区霞が関○丁目△番 
ＡＢＣ株式会社 
代表取締役 電安 太郎 

社印及び社長

印は不要 
 

電気用品安全法施行規則第１７条第３項の規定により届出事業者の氏名又は名称に代

えて登録商標を表示することについて次のとおり届け出ます。 

 

電気用品の区分 登録商標に代える事項 登録商標 

 
電子応用機械器具 

  

 
ＡＢＣ 

 

 

 
登録日 昭和○年○月○日
登録番号 ＊＊＊＊＊＊ 

交流用電気機械器具 
 

 

合成樹脂系絶縁電線類 
ＡＢＣ株式会社 

配線器具 
 

 

連絡先：品質保証部 電安 二郎 電話：０３－３５０１－△△△△ 
 

連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載 
 

 

次の資料を添付ください。 

・商標登録通知書、登録簿謄本、商標登録証のうちいずれかのコピー１点 

(登録番号が記載されているもの) 

・商標公報(当該登録商標が記載されているページのコピー) 

・届出をする電気用品の区分がわかる書類のコピー（ある場合） 
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略称表示申請書の記載例

様式第９(第 17 条関係)	(記載例を斜体で表示)











経済産業大臣	殿


略称表示承認申請書



登記上の住所、名称及び代表者の氏名を記載




○○年○○月○○日



経済産業大臣宛に提出


東京都千代田区霞が関○丁目△番

 (
印
)ＡＢＣ株式会社

代表取締役	電安 太郎







印は登記されているものを使用。氏名を記載し、押印に代えて、署名でも可。



電気用品安全法施行規則第１７条第３項の規定により届出事業者の氏名又は名称に代えて略称を表示することについて承認を受けたいので、次のとおり申請します。



		電気用品の区分

		略称に代える事項

		略称



		

電子応用機械器具交流用電気機械器具

合成樹脂系絶縁電線類



配線器具

		







ＡＢＣ株式会社

		







ＡＢＣ











連絡先：品質保証部	電安	二郎	電話：０３－３５０１－△△△△



連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載
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登録商標表示届出書の記載例

様式第 10(第 17 条関係)	(記載例を斜体で表示)













経済産業大臣	殿


登録商標表示届出書

登記上の住所、名称及び代表者の氏名を記載




○○年○○月○○日



経済産業大臣宛に提出


東京都千代田区霞が関○丁目△番

ＡＢＣ株式会社

代表取締役	電安 太郎



社印及び社長印は不要



電気用品安全法施行規則第１７条第３項の規定により届出事業者の氏名又は名称に代えて登録商標を表示することについて次のとおり届け出ます。



		電気用品の区分

		登録商標に代える事項

		登録商標



		

電子応用機械器具

		

		



ＡＢＣ







登録日	昭和○年○月○日登録番号	＊＊＊＊＊＊



		交流用電気機械器具

		

		



		

合成樹脂系絶縁電線類

		ＡＢＣ株式会社

		



		配線器具

		

		







連絡先：品質保証部	電安	二郎	電話：０３－３５０１－△△△△



連絡先(担当者名、電話等)を余白に記載





次の資料を添付ください。

・商標登録通知書、登録簿謄本、商標登録証のうちいずれかのコピー１点

(登録番号が記載されているもの)

・商標公報(当該登録商標が記載されているページのコピー)

・届出をする電気用品の区分がわかる書類のコピー（ある場合）
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４．技術基準解釈通達の
改正について

（１）電源プラグのトラッキング対策の
適用範囲拡大

差込プラグ：H26.9.18 改正

電気製品 ：H27.1.16 改正

54



○電気冷蔵庫・冷凍庫の差込みプラグについて、耐トラッキング性を要求
（平成２１年９月１１日改正）
・トラッキング現象が発生しやすい環境に設置されているため個別に規定
・ただし、事故の予防処置という観点から、横展開の検討が必要

これまでの経緯

トラッキング現象が発生しやすい電気製品への
適用範囲拡大の検討の結果、特定することが困難

○電気製品を限定せずに差込みプラグについて、耐トラッキング性を要求
（平成２６年９月１８日改正）
・差込みプラグ単体の技術基準を強化（ゴムプラグを除く標準型）
・本体に栓刃を有する機器（マルチタップ、漏電遮断器、ダイレクトプラグイン機器）
にも併せて適用

○差込みプラグを組み込む電気製品について、耐トラッキング性を要求
（平成２７年１月１６日改正）
・一般家庭で日常的に使用される全ての電気製品に適用範囲を拡大 55



○差込みプラグ（標準型）とは、下表

に示す極配置のもの。

【別表第四６（１）ニ（ホ）】

○上表以外の極配置のもの及び全体

がゴムであるゴムプラグについては、

一般家庭ではほとんど使用されて

いないため適用除外。

適 用 範 囲

（当初の規制対象）
電気冷蔵庫・冷凍庫

【別表第八個別事項】

マルチタップ
【別表第四】

漏電遮断器
【別表第四】

本体に栓刃を有する機器

差込みプラグを組み込む
一般家庭で使用される全ての電気製品

【別表第八】

ﾀﾞｲﾚｸﾄﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ機器
【別表第八】

極 配 置

差込みプラグ（標準型）
【別表第四】

（表面） （裏面）
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栓刃間を保持する絶縁材料にあっては、JIS C 60695-2-11又は

JIS C 60695-2-12に規定する試験を試験温度750℃で行ったとき、

これに適合するものであること。ただし、JIS C 60695-2-13に従った

グローワイヤ着火温度が775℃レベル以上の材料は、この限りでな

い。

※JIS C 60695-2-12,13（耐火性試験－電気・電子－グローワイヤ／ホットワイヤ試験方法）

技術基準解釈に追加した新基準

コンセントとの突き合わせ面に接する（差込みプラグ）の外面であっ

て、その栓刃（接地極を除く。）に直接接する絶縁材料にあっては、

JIS C 2134（固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の

測定方法）に規定するPTIが 以上であること。

耐トラッキング性試験

400（差込みﾌﾟﾗｸﾞ,ﾏﾙﾁﾀｯﾌﾟ）
250（漏電遮断器）
100（ﾀﾞｲﾚｸﾄﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ機器）

グローワイヤ燃焼性試験

57



４．技術基準解釈通達の
改正について

（２）コンセント等の金属接触部の
過熱対策

・観賞魚用ヒーターの空焚きによる
過熱対策

・プリント基板の難燃化対策の
適用範囲拡大

（H27.7.24 改正・施行）
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４．技術基準解釈通達の
改正について

（３）電気フライヤーの
異常温度上昇試験項目追加

（H28.9.30 改正・施行）

62
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（【１９異常運転】の項に規定）



４．技術基準解釈通達の
改正について

（４）電気ストーブの
震災時電気火災対策

（H29.7.3 改正・施行）

64
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※適否は、 JIS C 9335-2-30 (2017) の22.110A,B項による。

【スイッチは不用意な操作ができない構造】



４．技術基準解釈通達の
改正について

（5）ドラム式電気洗濯機の
前面ドアが内側から開けられる構造

（H30.5.25 改正・施行）

66
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【Ｊ６０３３５－２－７（Ｈ３０）】



４．技術基準解釈通達の
改正について

（6）エル・イー・ディー・ランプの

別表第十二新規ＪＩＳ採用

（H30.5.25 改正・施行）
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エル・イー・ディー・ランプの別表第十二
新規ＪＩＳ採用 （H30.5.25 改正・施行）

Ｊ６２５６０（Ｈ３０）



４．技術基準解釈通達の
改正について

（７）ＰＬＣを内蔵した電気用品

（R元.12.25 改正・施行）
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５．「電気用品の範囲等の解釈について」
の改正について

・ポータブルリチウムイオン蓄電池

（モバイルバッテリー）の規制対象化

（H30.2.1 改正）

72



73

ポータブルリチウムイオン蓄電池（モバイルバッテリー）が
電気用品安全法の規制対象に

※スマートフォン等の充電に使われる
携帯用の充電池など

1．通達改正の背景

従来、リチウムイオン蓄電池が組み込まれたポータブルリチウムイオン蓄電池については、
規制対象外として運用していましたが、近年、事故が増加傾向にあることを踏まえ、電気用品
安全法に基づき政令で指定されている電気用品（リチウムイオン蓄電池）に含まれることを明
確化し、規制対象とすることとしました。

2．経過措置期間
規制対象化にあたり、ポータブルリチウムイオン蓄電池の製造・輸入事業者には、技術基準

に適合していることの確認や、検査記録の保存などが新たに義務付けられることや、販売事業
者にはPSEマークが付されたものの販売が義務付けられることなどから、市場への影響を考慮
し、1年間の経過措置期間を設定します。
※平成31年2月1日以降、技術基準等を満たしたもの以外の製造・輸入及び販売不可

「電気用品の範囲等の解釈について（通達）」改正で、ポータブルリチウムイオン蓄電池
（モバイルバッテリー）が電気用品安全法に基づく規制対象となりました。

※技術基準解釈：別表第９ または 別表第１２ (J62133(H28)) 適用
※ＦＡＱを電気用品安全法のページに掲載しています。（H30.5.30付）



保安ネットやGビズIDに関する情報

28

電気用品安全法を含む、製品安全に関する法令の電子届出を
2020年2月17日より開始しております。
詳細は別途配布したパンフレット及び下記ページをご覧ください。

74

詳細情報

• 保安ネットとは(経済産業省HP）

https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline.html

• 保安ネット紹介動画

https://www.youtube.com/watch?v=4LyQZm96FdE

• 保安ネットポータルサイト

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/hoan-

net/index.html

・ gBizIDのホームページ

https://gbiz-id.go.jp/top/



製品安全４法に係る届出は保安ネットで届出を！
保安ネットは、製品安全４法（※）の一部の届出をインターネット上で作成・提出することが
可能となっているシステムです。

インターネット環境があれば、テレワーク（リモートワーク）でも届出の手続きが可能です。

また、これまで紙の届出書をご郵送、ご持参頂いていたコストも削減されるほか、届出
内容に不備等があった場合でも、経済産業省職員から保安ネットを経由してコメントが届
き、修正等がシステムにより可能となるため、届出完了までの時間短縮にもなります。

（※）電気用品安全法、消費生活用製品安全法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化
に関する法律、ガス事業法

電気用品安全法においては、以下の手続きが対象となります。
・製造又は輸入事業の開始届出 （法第3条）
・事業届出事項変更届出 （法第5条）
・製造又は輸入事業廃止届出 （法第6条）
・登録商標表示届出 （施行規則第17条第3項）

保安ネットポータルサイト
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial
_safety/hoan-net/

75
保安ネット紹介動画
https://www.youtube.com/watch?v=4LyQZm96FdE

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/hoan-net/


保安ネットの便利なところ

76



ＧビズＩＤの取得（ttps://gbiz-id.go.jp/top/）

お早めに、gBizIDプライムのアカウント申請をお願いします。

保安ネットを利用するためには、はじめにアカウントを取得して頂く必要があります。
製品安全４法においては、ＧビズＩＤのgBizIDプライム（ID・パスワード等）が必要となり
ます。

ＧビズＩＤの詳しい作成方法については、GビズID マニュアル・様式等のダウンロードページ
（https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html）にある『ＧビズＩＤクイックマニュアル
gBizIDプライム編』をご覧ください。
なお、gBizIDプライムのアカウント取得日数としては、２週間程度が目安となります。

ＧビズＩＤとは、１つのアカウントにより複数の行政サービスにアクセスできる認証
システムです。

ｇＢｉｚＩＤプライムは、印鑑証明書（個人事業主は印鑑登録証明書）と登録印鑑で押
印した申請書を運用センターに郵送し、審査ののち作成される、法人代表者もしく
は個人事業主のアカウントです。

保安ネットは、ｇＢｉｚＩＤプライムかｇＢｉｚＩＤメンバー（組織の従業員用のアカウント
として、ｇＢｉｚＩＤプライムの利用者が作成するアカウント）による操作が可能です。
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保安ネットによる電子届出の流れ
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■問い合わせ先

電気用品安全法に関する問い合わせは、 下記までご連絡ください。

中部経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室

TEL: 052-951-0576 FAX: 052-951-0537

e-mail:qchbih@meti.go.jp or chb-product@meti.go.jp

【参考】

・「電気用品安全法」のページ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/

・経済産業省 製品安全ガイド

http://www.meti.go.jp/product_safety/index.html
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ご静聴
ありがとうございました。

中部経済産業局 製品安全室
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