
年 月 日

社　名　Company Name

代表者名　Name of Representative and Signature　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

住　所　Address：

Tel： FAX：

Standard labels Self marking Standard labels Self marking Standard labels Self marking

ロット認証申請に関する誓約書

Covenant with regard to the Application for Lot Certification

（Attention) If you choose the method of "Self marking", it is necessary to make a contract between the  applicant and the Consumer Product Safety
Association.　In this case, please attach a copy of the Notification of Self marking, which was accepted by the CPSA according to the contract.

SGマークの表示方法
Method of SG marking

※備考
Remarks

※　合　否　の　判　定
Judgment of the results

¥51,840

合　　　　       否
Pass                  Failure

合　　　　       否
Pass                  Failure

合　　　　       否
Pass                  Failure

（注意）ＳＧマークの表示方法で自社表示を選択する場合は、製品安全協会と印刷に関する契約を締結する必要があります。締結された契約書
に基づく届出書のコピーをこの申請書に添付して下さい。

手　数　料　計　（税　込）
Amount of fees (Tax inclueded)

一般財団法人　製品安全協会理事長　殿
To： President, Consumer Product Safety Association

様式-1

製品名　又は　商品名
Product Name of Company

あったかゆたんぽ ホカホカ マシュマロゆたんぽ

型　式　の　区　分
Model Category of CPSA

1 -  1 1 -  2 1 - 1

year month day

東京都台東区竜泉２－２０－２ミサワホームズ三ノ輪２階

2017 4 1

※　整理番号
Reference number

ロット認証申請書（正）
Application for Lot Certification (Original) ※　受理年月日

Ｔhe acceptance date

1.　We will abide by the provisions set forth in the Consumer Product Safety Association's Procedural Manual, follow the
instructions given by the inspection institutes designated by the Association, and will not act contrary to good faith.
2. With regard to the management of SG marks, we will assign one or more responsible person(s) who will take the responsibility of
managing SG marks.
3.　In case a Lot Certificated product causes any problems such  as accidents due to its defect,we will take necessary measures
such as recall of all the products of the same model category.

〒110-0012　

03-5808-3300 03-5808-3305

担当者名　Person in charge 製品　次郎 メールアドレス（E-Mail）　 xxxxxxx@sg-mark.org

製　品　番　号
Product No. of Company

ＢＫ-120214

品　目　名
Product Name of CPSA

ゆたんぽ ゆたんぽ

1.　一般財団法人製品安全協会業務規程の規定及び協会が業務を委託した検査機関の指示に従い，これに違背することなく，その他信義に反
する行為はしません。
2.　表示の取扱いについては，表示取扱い責任者をおき，責任をもって管理をいたします。
3.　ロット認証をした製品が，その製品の欠陥により事故の発生等の問題が生じた場合には，同一型式の製品の回収等必要な処置を講じます。

ＪＯ-130210ＢＯ-120210

申　請　数　量
Quantities

6,000 3,000 7,000

製　造　年　月　日
Manufacturing Date

2017/3/15 2017/3/12 2017/3/10

CD有限公司

手　数　料　（税　込）
Fee (Tax inclueded)

¥19,440

当社倉庫（上記）

¥22,680

毎　回　検　査　希　望　年　月　日
Desired Date for Regular Inspection

2017/5/10 2017/5/10 2017/5/10

毎　回　検　査　希　望　場　所
Desired Place for Regular Inspection

申請者　Applicant：  （フリガナ）

代表取締役　安全　太郎

¥9,720

当社倉庫（上記） 当社倉庫（上記）

アンゼン キカイコウギョウ カブシキカイシャ
安全機械工業株式会社

　一般財団法人製品安全協会業務規程第７条の規程によりロット認証を受けたいので、下記の各号の事項を順守することを誓約
し、次のとおり申請します。
　We hereby pledge ourselves to abide by each of the following provisions and apply for Lot Certification based upon Article 7 of
the Procedural Manual prepared by the Consumer Product Safety Association.

製　造　国　名
Manufacturing Country

中国 中国 中国

ゆたんぽ

ABC有限公司 ABC有限公司
製　造　工　場　名

Manufacturing Factory

社判又は代表者印を押印するか、両方ともない場合は代表者のサインをお願いします。
All of the four documents  must  be stamped with a company seal or a representative one. If you 

don't have a seal, the signature of a company representative is also acceptable.

申請書は、正本１通及び副本３通を印刷し、検査機関へ提出してください。
Submit the original document and three copies to a designated inspection body .

申請数量は、型式区分ごとに記載してください。
Write the quantities of the lots for  each "Model Category of CPSA".

記載例
Example

当該欄に記載することが困難な場合には、別紙に記載して添付してください。
Attach additional documents if the column does not provide enough space.

ＳＧマークの表示方法について○の中をチェックしてください。

Check the method of the SG marking.

☆1 自社表示が可能な品目は限定されています。詳しくはＨＰの認証手続書をご覧ください。

☆2 ＳＧマークの表示方法で自社表示を選択する場合は、製品安全協会と印刷に関する契約を締

結する必要があります。締結された契約書に基づく届出書のコピーをこの申請書に添付して下さい。

☆1 The item which you can use "self marking" method are limeted.  please contact us for details.
☆2 If you choose the method of "Self marking", it is necessary to make a contract between the  
applicant and the Consumer Product Safety Association. In this case, please attach a copy of the 
Notification of Self marking,  which was accepted by the CPSA according to the contract.

※の欄は検査機関が記入します。

A designated  inspection body fills in the ※ column.

協会支給 自社表示 協会支給 自社表示 自社表示協会支給



添付資料１ 型式の区分 
 

要素 区分 
種類 １．１種のもの 

２．２種のもの 
用途 １．徒歩専用のもの 

２．その他のもの 
帽体の材質 １．ABS製樹脂のもの 

２．FRP製樹脂のもの 
３．その他のもの 

 
  当社の呼び名 
    PR001安全君                             
                                        
                                        
 



添付資料２ 構造図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
添付資料３ 材質 
 

部品名称 材質 

帽体 FRP製樹脂 

衝撃吸収ライナー 発泡スチロール 

ヘッドクッション ウレタンフォーム 

ヘッドバンド ウレタンフォーム 

あごひも ナイロン 

 



添付資料４ 表示及び取扱説明書 
 
１．表示 
１．１ 申請者名又は略号 

当社は次の略号を使用します。 →  
１．２ 製造年月又は略号 

当社は次の略号を使用します。 
   ２００５年１月 → ５．Ａ 
             西暦の末尾と月の略号の組み合わせ 
    Ａ：１月、Ｂ：２月、Ｃ：３月、Ｄ：４月、Ｅ：５月、Ｆ：６月 

Ｇ：７月、Ｈ：８月、Ｉ：９月、Ｊ：10月、Ｋ：11月、Ｌ：12月 
１．３ その他の本体表示事項は次のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．取扱説明書 

別添のとおりです。 

使用上の注意事項 
 この使用上の注意事項をよく読み読んだ後保管して下さい。 
・ 火のそばに置かないこと 
・ 使用する前に必ずひび割れ等がないことを確認すること。 
・ 調節をしてから使用すること。（調節の仕方は取扱説明書に

書いてあります。） 



添付資料５ 製品の写真 
 

 

製品が分かりやすい写真 


