JIS 登録認証手順（プロセス）

JIS 登録認証の受付から、認証書発行までの標準的手順。
所要期間：2～5 ヶ月（但し、製品試験ロット判定等に長期を要す場合は除く）を目標とする。

Ⅰ．引き合い

情報収集（見積依頼）

Ⅱ．見積書の提出

JIS 認証料金表/審査工数表に基づき作成
（F4-13 JIS 審査料金見積書）

Ⅰ．お申込書受理
Ⅲ．お申込書受理

下記書類をお申込みのときに、ご提出いただきます。
（１）審査申込書
（２）品質管理実施状況説明書
（３）社内規格書
（４）JIS 認定書（写）
（５）17025 適合性調査書 書類
品質管理体制の基準Ｂの場合は上記のほか、下記も必要
（６）品質マニュアル
（７）ISO 9001 / JIS Q 9001 登録証（写）
（８）直近の QMS 審査報告書

審査チームのご案内と
利害関係の確認

審査日、JIS 認証審査員、試験所を FAX にてご案
内いたします。 同時にご案内する審査員との利害関係
を確認させていただきます。

Ⅱ．必要書類確認
Ⅳ．文書審査

ご提出資料を確認し文書審査を行います。
その結果を“文書審査報告書”で報告し、同時に“JIS
認証審査計画書”を送付します。

Ⅴ．17025 適合性調査

17025 適合性調査は、書面（工場側に事前提出依頼）及
び現地調査にてその適合性を確認します。

Ⅲ．JIS
登録審査
Ⅵ．JIS 登録認証審査

１．工場審査（工場の品質管理体制の審査）

２．製品試験（製品の JIS 規格適合性試験）
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JIS 登録認証審査（審査プログラム）の流れ

時

間

工場審査の要領
工場審査記録書に従って審査し

9:00～11:30

11:30～12:30

ます。

★製品試験の現場試験時刻は、
審査当日協議します。

12:30～17:00

Ⅶ．JIS 登録認証決定

製品試験の要領
当日出荷のものから、JIS 認証審
査員が配合計画書をサンプリング
し、試験対象の配合を決めます。
□荷卸し地点での試験
①スランプ ②空気量
③塩化物含有量
④供試体採取 n=1
この後に n=2、n=3 を採取し
強度のロット判定をします。
（試験機関へ委託）

JIS 登録認証審査の結果に基づき、JIS 判定委員会で決
定します。

Ⅷ．JIS 登録認証契約

JIS マーク等の使用に係る契約書を締結します。

Ⅵ．認証完了手続
Ⅸ．登録認証維持完了手続

JIS 認証書の発行、被認証会社・工場などを公表します。

認証維持審査

定期認証維持審査（3 年毎）

１． 工場審査
２． 製品試験
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臨時審査
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初回認証審査の場合
業務
引き合い

手順
情報収集（見積依頼）

部署
営業部

II

見積書の提
出

JIS 認証料金表/審査工数表に基づき作成
（F4-13 JIS 審査料金見積書）

営業部

Ⅲ

お申込書受
理

営業部

Ⅳ

文書審査お
よび審査計
画

下記書類をお申込み時に提出
（１）JIS 登録認証申込書
（２）品質管理実施状況説明書
（３）社内規格書
（４）17025 適合性調査書
【品質管理体制の基準Ｂの場合】
（５）品質マニュアル
（６）ISO9001:JIS Q 9001 登録証（写）
（７）直近の QMS 審査報告書
文書審査の実施、結果報告
審査計画書の送付

I

認証部
審査員

F4-01 文書審査報告‐JIS 審査計画書提出
F4-02 JIS 登録認証審査計画書

Ⅴ
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17025 適 合
性調査

17025 適合性調査は、書面及び現地調査にて
その適合性を確認。

審査員

要領
見積作成担当者はお
客様から引合いがあ
ったときに情報を精
査し、見積可能かど
うかを確認する。
見積作成担当者は、
お客様情報及び左記
の資料に基づき見積
を作成、営業部長の
承認を得て、一週間
以内に依頼者に送付
する。
申込書受付担当者
は、見積書提出先よ
り送付された申請に
必要な左記の書類を
確認し、受付する。
書類に不備があると
きには、その旨、お
客様に通知する。
JIS 認証部長は、JIS
営業部へ提出された
書類を確認し、不備
がなければⅢの書類
を、維持審査を実施
する JIS 認証審査員
（チームリーダー）
へ送付し文書審査を
指示する。JIS 認証審
査員は文書審査を行
い、左記の書式を使
用してその結果を
審査計画書とともに
JIS 認証部へ送付す
る。JIS 認証部は上記
を確認し、申請者へ
送付する。
文書審査で指摘があ
った場合、申請者よ
り対応計画を受領
後、必要に応じて「品
質管理体制等（技術
的生産条件等）変更
届」を受領し、審査
員へ送付する。
JIS 認証部長より指
名された JIS 認証審
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Ⅵ

JIS 登録認
証審査

１．工場審査（工場の品質管理体制の審査）
２．製品試験（製品の JIS 規格適合性試験）

審査員

Ⅶ

JIS 登録認
証決定

JIS 登録認証審査の結果に基づき、JIS 判定委
員会で決定。

判定委
員会

Ⅷ

JIS マーク
等

「JIS マーク等の表示の使用許諾に係る契約
書」を締結。

営業部

Ⅸ

JIS 登録認
証完了手続

JIS 認証書の交付、公表、
関東経済産業局への届出

認証部
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査員は、17025 適合性
調査を行う。
JIS 認 証 審 査 員 は
R4-01 にもとづき左
記の審査、試験を行
う。お客様に圧縮強
度試験の供試体を指
定した試験機関に送
付するための依頼を
する。
JIS 認証部長は判定
委員会を招集する。
判定委員会は、審査
員より送付された登
録審査報告書を精査
し、認証登録を判定
する。
JIS 認証部長は、JIS
営業部長に契約書作
成を指示し、お客様
と契約を締結する。
JIS 認証部長は認証
書を発行し、関東経
済産業局に届出を
し、ホームページで
公表する。
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JIS登録認証＜新規・審査機関変更維持審査＞業務フロー図
この業務フロー図は、R4-01JIS登録認証プロセス規程を
運用する主要プロセスについてのみフロー図に表した。
主要プロセス
Ⅰ. 引き合い/
Ⅱ.見積書の提出

申請工場（顧客）
見積り依頼

ICJ-JIS認証部

審査員

見積書作成

見積書提出 / 契約

Ⅲ. お申込書受理

申請書類, 17025適合性調
査書準備

（審査チームの選定）

顧客の承認（審査員･日程・
試験所）
OK

F4-16 品質管理実施状況説明書

申請書, 17025適合性調査
書受付
審査チーム・試験所の選定
（利害関係等確認）

審査承認

審査チーム・審査日の決定

・JIS文書審査報告

F4-06 17025適合性調査書
文書審査、17025適合性調査の

OK

文書審査指摘対応確認
OK

Ⅴ. JIS登録審査
時間
9：00

JIS審査プログラムの流れ〔１工場の場合〕
工場審査 ・ 製品試験の要領
［工場審査］工場審査記録書
に従って審査します。

★製品試験の現場試験
時刻は、審査当日協議
します。

17：00
強度試験報告書の受理

（1）17025適合性調査 書面審査、現場審
査を行います。
（2）製品試験当日出荷のものから、審査員
が配合17025調査計画書をサンプリング
し、試験対象の配合を決めます。
□荷下し地点での試験
①スランプ ②空気量
③塩化物含有量 ④供試体採取 n=1
この後に、工場側がn=2、n=3を採取
（試験機関へ委託）

製品試験報告書の作成
JIS登録審査報告
書の精査

JIS判定委員会
OK
JIS登録認証決定

Ⅵ. JIS登録決定
JIS営業部
JIS登録認証契約

JIS認証契約の締結

JIS認証書の受理

JIS登録認証完了手続
JIS認証書の交付
ホームページで公表
関東経済産業局への届

n=1
n=2

強度試験依頼

n=3

F4-07 JIS認証審査員チェックリスト
F4-03 工場審査記録書
F4-08 製品試験報告書
F4-09 是正処置報告書
F4-10 JIS審査顧客報告書
R4-02 工場審査及び製品試験の不適合処置規程
M4-04 製品試験（強度）サンプリング関連標準
F4-11 JIS認証審査顧客アンケート用紙

強度試験報告書

強度試験報告書の受理
強度試験報告書の受理

Ⅷ. JIS認証完了手続

F4-01 JIS文書審査のご報告/JIS審査計画書のご提出
F4-03 工場審査記録書
･･･文書審査記録記入
F4-02 JIS登録認証審査計画書

NG

・JIS審査計画書確認
指摘対応をJIS認証部へ送付

Ⅶ. JIS登録認証契約

R3-04 JIS認証審査員の認定要件及び
教育訓練規程
F3-07 JIS認証審査業務委託基本契約書
M3-01 審査員選定基準
F4-17 JIS登録認証審査のご案内

日程伺い 審査スケジュール検討

文書審査依頼
Ⅳ. 文書審査および審
査計画

17025製品試験機関
関連文書
★F3-10 製品試験基本契約書
F3-11 17025認定試験機関名簿
F4-13 JIS審査料金見積書
F3-12 製品試験機関 17025確認書 M4-07 JIS認証審査料金表/審査工数表
F4-14 審査申込書

F4-08 製品試験報告書
F4-10 JIS審査顧客報告書
F4-12 JIS登録審査報告書

JIS登録審査報告書の作成
NG

F4-12 JIS登録審査報告書
（JIS認証部長サイン）
M4-05 JISマーク表示認証契約書
M4-06 JISマーク等及び付記事項の表示に係る管理要綱
F4-25 認証報告書
F4-20 JISマーク表示制度認証登録証明書
F4-21 品質管理体制等（技術的生産条件等）の変更届

M4-01-6
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JIS 登録認証手順（プロセス）
＜定期認証維持審査＞
定期認証維持審査受審の意思確認 JIS 登録認証の受付から、認証書発行までの標準的手順。
所要期間：3～6 ヶ月（但し、製品試験ロット判定等に長期を要す場合は除く）を目標とする。

Ⅰ.定期維持審査案内/

定期認証維持審査のご案内をさせていただきます。

Ⅱ.見積書の提出

JIS 認証料金表/審査工数表に基づき見積書を作成
し送付いたします。

Ⅲ. お申込書受理

お客様より審査申込書、品質管理実施状況説明書、
社内規格書、17025 適合性調書類、上記に加え品質
管理体制の基準 B の場合は ISO 9001 / JIS Q 9001
登録証（写）、品質マニュアル、直近の QMS 審査報告
書を送付いただきます。

Ⅰ．お申込書受理
審査チームのご案内と

審査日、JIS 認証審査員、試験所を FAX にてご案内

利害関係の確認

いたします。
同時にご案内する JIS 認証審査員との利害関係を確
認させていただきます。

Ⅱ．必要書類確認
Ⅳ．文書審査

文書審査を行い、その結果を“文書審査報告書”で
報告し、同時に“JIS 認証審査計画書”を送付しま
す。

Ⅴ．17025 適合性調査

ご提出いただいた 17025 適合性調査書類を確認 致
します。その後現地調査にてその適合性を確認致し
ます。

Ⅵ．JIS 定期認証維持

Ⅲ．JIS 登録審査

審査

M4-01-7

１．工場審査（工場の品質管理体制の審査）
２．製品試験（製品の JIS 規格適合性試験）
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JIS 登録認証審査（審査プログラム）の流れ

時

間

工場審査の要領
工場審査記録書に従って審査し

9:00～11:30

11:30～12:30

ます。

★製品試験の現場試験時刻は、
審査当日協議します。

12:30～17:00

Ⅶ．JIS 登録認証維持決定

製品試験の要領
当日出荷のものから、JIS 認証審
査員が配合計画書をサンプリング
し、試験対象の配合を決めます。
□荷卸し地点での試験
①スランプ ②空気量
③塩化物含有量
④供試体採取 n=1
この後に n=2、n=3 を採取し
強度のロット判定をします。
（試験機関へ委託）

JIS 登録審査報告書の結果に基づき、JIS 判定委員会
で 決定します。

Ⅷ．JIS 登録認証契約
Ⅵ．認証完了手続
Ⅸ．登録認証維持完了手続

JIS マーク等の使用に係る契約書を締結します。

JIS 認証書の発行、被認証会社・工場などを公表し
ます。

M4-01-7
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ICJ-JIS 登録認証事業部

I、Ⅱ

業務
定期維持審
査案内/
見積書の送
付

手順
登録認証維持審査を案内し、認証契約継続
意思の確認
認証維持審査の見積書送付。

部署
営業部

「JIS 認証料金表／審査工数表」

Ⅲ

お申込書受
理

審査チーム
のご案内と
利害関係の
確認

下記書類をお申込み時に提出
（１）JIS 登録認証申込書
（２）品質管理実施状況説明書
（３）社内規格書
（４）17025 適合性調査書
【品質管理体制の基準Ｂの場合】
（５）品質マニュアル
（６）ISO9001:JIS Q 9001 登録証（写）
（７）直近の QMS 審査報告書
登録認証維持審査の案内

営業部

認証部

登録認証維持審査の日程、審査員等の案内
は下記によります。
F4-17 JIS 認証審査のご案内

Ⅳ

文書審査お
よび審査計
画

文書審査の実施、結果報告
審査計画書の送付

認証部
審査員

F4-01 文書審査報告‐JIS 審査計画書提出
F4-02 JIS 登録認証審査計画書

Ⅴ
M4-01-7

17025 適 合
性調査

17025 適合性調査書の確認

審査員

要領
見積作成担当者は審査
予定時期の 6 ヶ月前にお
客様へ認証契約継続の
意思を確認し、F4-13 JIS
審査料金見積書 JIS 定
期認証維持審査見積書
を作成し、営業部長の承
認を得て送付する。
申込書受付担当者は、見
積書提出先より送付さ
れた申請に必要な左記
の書類を確認し、受付す
る。書類に不備があると
きには、その旨、お客様
に通知する。

JIS 認証部は、お客様及
び審査員の所在地、審査
希望時期などを考慮し
て維持審査を計画し、お
客様へ審査日、審査員、
試験所を左記書式にて
お客様へご案内（FAX 送
付）する。
（同書式にて、
当該審査員との利害関
係も確認していただく）
JIS 認証部長は、営業部
へ提出された書類を確
認し、不備がなければⅢ
の書類を維持審査を実
施する JIS 認証審査員
（チームリーダー）へ送
付し文書審査を指示す
る。JIS 認証審査員は文
書審査を行い、左記の書
式を使用してその結果
を 審査計画書とともに
JIS 認証部へ送付する。
JIS 認証部は上記を確認
し、申請者へ送付する。
文書審査で指摘があっ
た場合、申請者より対応
計画を受領後、必要に応
じて「品質管理体制等
（技術的生産条件等）変
更届」を受領し、審査員
へ送付する。
維持審査を実施する審
査員（チームリーダー）
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Ⅵ

JIS 登録認
証維持審査

審査員
１．工場審査（工場の品質管理体制の
審査）
２．製品試験（製品の JIS 規格適合性試験）

Ⅶ

JIS 登録認
証維持決定

JIS 判定委員会で認証継続の可否を決定

判定委
員会

Ⅷ

JIS 認証契
約

JIS マーク等の表示の使用許諾に係る
契約書を締結

営業部

Ⅸ

JIS 認証維
持完了手続

JIS 認証書の交付、公表、
関東経済産業局への届出

認証部

M4-01-7

は、お客様より提出され
た（４）の 17025 適合性
調査書類の確認を行う。
（その適合性は、現地審
査にて確認する。）
審査員は JIS A 5308、
JIS Q 1001、JIS Q
1011 に基づき左記の審
査、試験を行う。お客様
に強度試験の供試体を
指定した試験機関に送
付するための依頼をす
る。
JIS 認証部長は判定委員
会を招集する。判定委員
会は、JIS 認証審査員よ
り送付された JIS 定期認
証維持審査の報告書一
式を精査し、認証継続の
可否を判定、結果をお客
様に通知する。
JIS 認証部長は、営業部
長に左記の契約書作成
を指示し、お客様と契約
を締結する。
JIS 認証部長は認証書を
発行し、ホームページで
お客様の情報を公表す
る。また関東経済産業局
に届出をする。
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JIS登録認証＜定期維持審査＞業務フロー図
この業務フロー図は、R4-01JIS登録認証プロセス規程を
運用する主要プロセスについてのみフロー図に表した。

※定期維持審査日は、有効期限
の2カ月前が目安になります。
主要プロセス

認証工場（顧客）

ICJ-JIS認証部

審査員

「認証維持審査のお知らせ」送

回答の返信
Ⅰ. 期維持審査案内/
Ⅱ.見積書の提出

見積書作成
見積書確認、承認

Ⅲ. お申込書受理
（審査チームの選定）

申請書、説明書、17025適合

顧客の承認（審査員･日程・
OK

F4-16 品質管理実施状況説明書

申請書、説明書、17025適合性
調査書等 受付
審査チーム・試験所の選定
（利害関係等確認）

R3-04 JIS認証審査員の認定要件及び
教育訓練規程
F3-07 JIS認証審査業務委託基本契約書
M3-01 審査員選定基準
F4-17 JIS登録認証審査のご案内

日程伺い 審査スケジュール検討

審査承認

審査チーム・審査日の決定

F4-06 17025適合性調査書
文書審査、17025適合性調査の
実施

文書審査依頼

Ⅳ. 文書審査および審査計画

17025製品試験機関
関連文書
★F3-10 製品試験基本契約書
F3-11 17025認定試験機関名簿
F4-13 JIS審査料金見積書
F3-12 製品試験機関 17025確認書 M4-07 JIS認証審査料金表/審査工数表
F4-14 審査申込書

F4-01 JIS文書審査のご報告/JIS審査計画書のご提出
F4-03 工場審査記録書
･･･文書審査記録記入
F4-02 JIS登録認証審査計画書

・JIS文書審査報告

OK

Ⅴ. 17025適合性調査
・JIS審査計画書確認
指摘対応をJIS認証部へ送付

NG

文書審査指摘対応確認

OK
JIS審査プログラムの流れ〔１工場の場合〕
工場審査 ・ 製品試験の要領

Ⅵ . JIS定期認証維持審査
時間

［工場審査］工場審査記録書
審査します。

9：00

★製品試験の現場試験
時刻は、審査当日協議
します。

17：00

（1）17025適合性調査 書面審査、現場審
査を行います。
（2）製品試験当日出荷のものから、審査員
が配合17025調査計画書をサンプリング
し、試験対象の配合を決めます。
□荷下し地点での試験
①スランプ ②空気量
③塩化物含有量 ④供試体採取 n=1
この後に、工場側がn=2、n=3を採取
（試験機関へ委託）

n=1
n=2

強度試験

n=3

F4-07 JIS認証審査員チェックリスト
F4-03 工場審査記録書
F4-08 製品試験報告書
F4-09 是正処置報告書
F4-10 JIS審査顧客報告書
R4-02 工場審査及び製品試験の不適合処置規程
M4-04 製品試験（強度）サンプリング関連標準
F4-11 JIS認証審査顧客アンケート用紙

重大な不適合の発見
強度試験報告書の受理

強度試験報告書

強度試験報告書の受理
強度試験報告書の受理

要請

JIS認証部長へ報告

F4-08 製品試験報告書
F4-10 JIS審査顧客報告書
F4-12 JIS登録審査報告書

製品試験報告書の作成
JIS登録審査報告

JIS登録審査報告書の作成
NG

JISマークの使用及び関連製品出
荷の自粛、是正処置、予防処置の

JIS判定委員会
OK
JIS登録維持決定

Ⅶ. JIS登録決定
JIS営業部
Ⅷ. JIS登録認証契約

JIS登録認証契約

JIS認証契約の締結

JIS登録認証書の受理

JIS登録認証完了手続

Ⅸ. JIS登録認証完了手続
JISマークの使用及びJISマークを
使用した製品出荷の自粛の解除

F4-12 JIS登録審査報告書
（JIS認証部長サイン）
M4-05 JISマーク表示認証契約書
M4-06 JISマーク等及び付記事項の表示に係る管理要綱
F4-25 認証報告書
F4-20 JISマーク表示制度認証登録証明書
F4-21 品質管理体制等（技術的生産条件等）の変更届
JISマーク等及び付記事項の表示に係る管理要綱

JIS認証書の交付
ホームページで公表

M4-01-6
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JIS 登録認証手順（プロセス）
＜抜き打ち審査・苦情申し立て等＞
第三者からの苦情・申し立て等があった場合の抜き打ち審査実施の手順

Ⅰ. 苦情等に伴う抜き

第三者からの苦情申し立てを受理した場合、その調

打ち審査/

査の分析、対応方針の決定、対応方針を該当所轄局

Ⅱ.対応検討

及び関東経済産業局へ通知･相談、抜き打ち審査の決
定をします。

Ⅲ. 抜 き打ち審査の

審査当日の朝、JIS 認証審査員は抜き打ち審査の実

実施

施を電話にて通知し、審査を実施します。
重大な不適合が確認された場合は JIS マーク等の使
用及び JIS マークを使用した製品出荷自粛要請をし
ます。

Ⅱ．必要書類確認
Ⅳ.
抜 き打ち審査の

抜き打ち審査の結果に基づき、JIS 判定委員会で認

結果通知

証の一時停止の可否を決定します。重大な不適合が
発見された場合は認証の一時停止/是正処置及び予
防処置の実施、JIS マーク等の使用及び JIS マーク
を使用した製品の出荷停止を請求します。

I、Ⅱ

Ⅲ

業務
苦情等に伴
う抜き打ち
審査/
対応検討

手順
第三者からの苦情申し立てを
受理
調査及び対応の検討
所轄局及び関東経済産業局への
通知
抜き打ち審査実施の決定

部署
認証部

抜き打ち審
査の実施

抜き打ち審査の実施

審査員

重大な不適合が確認された場合
は JIS マーク等の使用及び JIS マ
ークを使用した製品の出荷の自
粛要請
Ⅳ.

M4-01-7

抜き打ち審
査の結果通
知

判定委員会にて結果の判定

認証部

要領
第三者からの苦情申し立てを受
理した場合、その事実を調査・
分析、抜き打ち審査などの対応
方針を決定する。
所轄局及び関東経済産業局への
通知へ通知･相談し、最終的に抜
き打ち審査の決定をします。
審査当日の朝、JIS 認証審査員
は抜き打ち審査の実施を電話に
てお客様へ通知します。
重大な不適合が確認された場合
は JIS マーク等の使用及び JIS
マークを使用した製品の出荷の
要請をします。
抜き打ち審査の結果に基づき、
JIS 判定委員会で判定します。
重大な不適合が確認された場合
は、認証の一時停止/是正及び予
防措置の実施、JIS マーク等の
使用及び JIS マークを使用した
製品の出荷停止を請求します。
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JIS登録認証<臨時審査(抜き打ち審査)・苦情申し立て等>業務フロー図
この業務フロー図は、R4-01JIS登録認証プロセス規程を
運用する主要プロセスについてのみフロー図に表した。
主要プロセス

Ⅰ. 苦情等に伴う臨
時審査(抜き打ち審
査)/

申請工場（顧客）

ICJ-JIS認証部

審査員

第三者等からの苦情･情
報提供･不服申し立て受

苦情・情報提供･不服申
し立ての伝達

当該認証製造業者の管轄局
及び関東経済産業局

第三者からの苦情・情報
提供･不服申し立ての伝

関連文書
R4-03 苦情・情報提供・不服申し立て処理規程
F4-23 苦情に対する連絡表・不服申し立て書

調査分析の実施

Ⅱ.対応検討

対応方針の確認等/相
談対応/指示

対応方針の決定/関東経済産業局及び
当該認証製造業者の管轄局へ通知
臨時審査(抜き打ち審

F4-24 抜き打ち審査指示書
身分証明書
審査スケジュール検討
M4-07 JIS認証審査料金表/審査工数表
Ⅲ. 抜き打ち審査の実
施

調査、抜き打ち審査へ
の協力

抜き打ち審査の通達
(当日朝)/実施

ＪＩＳマーク等の使用及び
出荷自粛

ＪＩＳマーク等の使用 ＮＧ
及び出荷自粛要請

R3-04 JIS認証審査員の認定要件及び
教育訓練規程
F3-07 JIS認証審査業務委託基本契約書
R4-02 審査員選定基準

JIS登録審査報告

JIS登録審査報告書の作成
Ⅳ. 抜き打ち審査の
結果通知

認証の一時停止/是正
処置及び予防処置の実
施/ＪＩＳマーク等の使用
通知の受領

M4-01-6

NG

JIS判定委員会
OK

認証に係る通知

報告

決定事項の報告確認等

F4-10JIS審査顧客報告書
F4-12JIS登録審査報告書

F4-12 JIS登録審査報告書 （JIS認証部長 サイン）
F4-37 認証一時停止通知
R4-03 苦情・情報提供・不服申し立て処理規程
F4-23 苦情に対する連絡表
F4-40 不服申し立て書

JIS登録認証＜臨時の認証維持審査＞業務フロー図
※臨時の認証維持審査は、当該
変更又は追加が行われるまでに
実施します。
主要プロセス

この業務フロー図は、R4-01JIS登録認証プロセス規程を
運用する主要プロセスについてのみフロー図に表した。

認証工場（顧客）

ICJ-JIS認証部

審査員

品質管理体制等(技術的生
産条件等）の変更届

書面調査の実施

追加書類の送付

必要に応じて追加書類の
依頼

品質管理体制等(技術的生
産条件等）の変更届に対す
る回答(FAX)

①書面による工場審査の実施
②現地調査(工場審査)の実施
③製品試験の実施
上記①～③の全部又は一部を

臨時の認証維持審査は、書面による工場審査、現地調
査、製品試験の一部又は全部により行われる。

17025製品試験機関

関連文書
F4-22 品質管理体制等(技術的生産条件等）の変更届
F4-23 品質管理体制等(技術的生産条件等）の変更届確認チェックリスト
F4-39 品質管理体制等(技術的生産条件等）の変更届に対する回答

②現地調査(工場審査)又は
(及び)③製品試験を実施する
「臨時の認証維持審査のお知
らせ」送付

回答の返信

～以下は必要に応じて行う～
Ⅰ.臨時審査案内/
Ⅱ.見積書の提出

Ⅲ. お申込書受理
（審査チームの選定）

★F3-10 製品試験基本契約書
F3-11 17025認定試験機関名簿
F4-13 JIS審査料金見積書
F3-12 製品試験機関 17025確認書 M4-07 JIS認証審査料金表/審査工数表
F4-14 審査申込書

見積書作成
見積書確認、承認
申請書、説明書、17025適合

顧客の承認（審査員･日程・
OK

F4-16 品質管理実施状況説明書

申請書、説明書、17025適合
性調査書等 受付
審査チーム・試験所の選定
（利害関係等確認）

R3-04 JIS認証審査員の認定要件及び
教育訓練規程
F3-07 JIS認証審査業務委託基本契約書
M3-01 審査員選定基準
F4-17 JIS認証審査のご案内

日程伺い審査スケジュール検討

審査承認

審査チーム・審査日の決定

F4-06 17025適合性調査書
文書審査、17025適合性調査の
実施

Ⅳ. 文書審査および審査計画

F4-01 JIS文書審査のご報告/JIS審査計画書のご提出
F4-03 工場審査記録書
･･･文書審査記録記入
F4-02 JIS登録認証審査計画書

・JIS文書審査報告

OK

Ⅴ. 17025適合性調査
・JIS審査計画書確認
指摘対応をJIS認証部へ送付

NG

文書審査指摘対応確認

OK
JIS審査プログラムの流れ〔１工場の場合〕
工場審査 ・ 製品試験の要領
［工場審査］工場審査記録書
（1）17025適合性調査 書面審査、現場審
審査します。
査を行います。
（2）製品試験当日出荷のものから、審査員
が配合17025調査計画書をサンプリング
★製品試験の現場試験
し、試験対象の配合を決めます。
時刻は、審査当日協議
します。
□荷下し地点での試験
①スランプ ②空気量
③塩化物含有量 ④供試体採取 n=1
この後に、工場側にn=2、n=3を採取
し強度のロット判定をします。

Ⅵ . JIS定期認証維持審査
時間
9：00

n=1
n=2

強度試験

n=3

F4-07 JIS認証審査員チェックリスト
F4-03 工場審査記録書
F4-08 製品試験報告書
F4-09 是正処置報告書
F4-10 JIS審査顧客報告書
R4-02 工場審査及び製品試験の不適合処置規程
M4-04 製品試験（強度）サンプリング関連標準
F4-11 JIS認証審査顧客アンケート用紙

17：00
重大な不適合の発見
強度試験報告書の受理

強度試験報告書

強度試験報告書の受理
強度試験報告書の受理

要請

JIS認証部長へ報告

F4-08 製品試験報告書
F4-10 JIS審査顧客報告書
F4-12 JIS登録審査報告書

製品試験報告書の作成
JIS登録審査報告

JIS登録審査報告書の作成
NG

JISマークの使用及び関連製品出
荷の自粛、是正処置、予防処置の

JIS判定委員会
OK
JIS登録維持決定

Ⅶ. JIS登録決定
JIS営業部
Ⅷ. JIS登録認証契約

JIS登録認証契約

JIS認証契約の締結

JIS登録認証書の受理

JIS登録認証完了手続
JIS認証書の交付
ホームページで公表
経済産業省への届出

Ⅸ. JIS登録認証完了手続

M4-01-6

JISマークの使用及びJISマーク
を使用した製品出荷の自粛の解

F4-12 JIS登録審査報告書
（JIS判定委員長サイン）
M4-05 JISマーク表示認証契約書
M4-06 JISマーク等及び付記事項の表示に係る管理要綱
F4-25 認証報告書
F4-20 JISマーク表示制度認証登録証明書
F4-21 品質管理体制等（技術的生産条件等）の変更届
JISマーク等及び付記事項の表示に係る管理要綱
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JIS登録認証＜新規審査後、認証契約前に事業承継が生じた場合＞業務フロー図
この業務フロー図は、R4-01JIS登録認証プロセス規程を
運用する主要プロセスについてのみフロー図に表した。
主要プロセス

申請工場（顧客）

Ⅴ. JIS登録審査

時間

Ⅰ.引き合い～Ⅳ.文書審査及び審査計画
までは新規・認証機関変更維持審査
フローと同じ

9：00

ICJ-JIS認証部
JIS審査プログラムの流れ〔１工場の場合〕
工場審査 ・ 製品試験の要領
［工場審査］工場審査記録書
に従って審査します。

★製品試験の現場試験
時刻は、審査当日協議
します。

17：00
強度試験報告書の受理

審査員

（1）17025適合性調査 書面審査、現場審
査を行います。
（2）製品試験当日出荷のものから、審査員
が配合17025調査計画書をサンプリング
し、試験対象の配合を決めます。
□荷下し地点での試験
①スランプ ②空気量
③塩化物含有量 ④供試体採取 n=1
この後に、工場側がn=2、n=3を採取
（試験機関へ委託）

17025製品試験機関

n=1
n=2

強度試験依頼

n=3

関連文書
F4-07 JIS認証審査員チェックリスト
F4-03 工場審査記録書
F4-08 製品試験報告書
F4-09 是正処置報告書
F4-10 JIS審査顧客報告書
R4-02 工場審査及び製品試験の不適合処置規程
M4-04 製品試験（強度）サンプリング関連標準
F4-11 JIS認証審査顧客アンケート用紙

強度試験報告書

強度試験報告書の受理
強度試験報告書の受理

F4-08 製品試験報告書
F4-10 JIS審査顧客報告書
F4-12 JIS登録審査報告書

製品試験報告書の作成
JIS登録審査報告
書の精査

JIS登録審査報告書の作成

JIS判定委員会

NG

OK
JIS登録認証決定 保留
事業承継書類の受理

事業承継決定による書類提出
NG

JIS判定委員会

追加審査不要
基点日
時間

追加審査必要
JIS審査プログラムの流れ〔１工場の場合〕
工場審査 ・ 製品試験の要領

追加審査

n=1

9：00

変更内容を精査、審査計画決定、実施

上記 Ⅴ.JIS登録審査 関連文書と同じ

上記 Ⅴ.JIS登録審査 要領と同じ

n=2
n=3

17：00
強度試験報告書の受理

強度試験依頼

強度試験報告書

強度試験報告書の受理
強度試験報告書の受理
製品試験報告書の作成
JIS登録審査報告
書の精査

JIS判定委員会
OK
JIS登録認証決定

Ⅵ. JIS登録決定
JIS営業部
Ⅶ. JIS登録認証契約

Ⅷ. JIS認証完了手続

JIS登録認証契約

JIS認証契約の締結

JIS認証書の受理

JIS登録認証完了手続
JIS認証書の交付
ホームページで公表

JIS登録審査報告書の作成
NG

F4-12 JIS登録審査報告書
（JIS認証部長サイン）
M4-05 JISマーク表示認証契約書
M4-06 JISマーク等及び付記事項の表示に係る管理要綱
F4-25 認証報告書
F4-20 JISマーク表示制度認証登録証明書
F4-21 品質管理体制等（技術的生産条件等）の変更届
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