
                                                                                  様式－13 
 
 

 

   ※  整理番号 
   Serial No. 

 

  ※  型式確認日 
   Date of Approval 

 

 
   もご記入ください 

型式確認  （新規） 申請書  
Application of Model Approval 

                                                                      作成日をご記入ください 
YYYY年   MM月   DD日  

                                                                      year   month   day 
一般財団法人  製品安全協会  理事長      殿  
To: President, 
   Consumer Product Safety Association 
 
                                      社     名     Applicant's Name 
 
                 登録工場名（社名）  
 
                                      代表者名     Name of Representative, and Signature 
 
                                                 お名前をご記入の上、押印またはサインしてください    印 
 
                      住     所     Address 

                      〒  ○○○-○○○○ Zip-Code 

所在地のご住所をご記入ください。  

                      担当者名  Person in Charge    担当者のお名前をご記入ください。 
 
                      電話番号  Tel  ＋○○ ○○   ( ○○○   ) ○○○○ 
 
                      FAX 番号  Fax ＋○○ ○○   ( ○○○   ) ○○○○ 
 
                      e-mail  (例) mail@sg-mark.org 
 
一般財団法人製品安全協会業務規程第 15条の規定により型式確認を受けたいので，次のとおり申請します。 
Applying for Model Approval under Article 15 of the Procedural Manual of the Consumer Product Safety As
sociation. 

      工場登録の年月日 
 1.  Date of Factories and Others Registration 

    年    月    日 登録証に記載のある日付 
 year  month day 

 

工場等登録番号 
2.  Factories and Others Registration No.     ○○○-○○工場登録番号をご記入ください。 

     認証対象製品の品目名 
 3.  Name of the Designated Product of Approval     品目名をご記入ください。 

     工場又は事業場の名称及び所在地 
 4.  Name and Address of factory or working Place 

工場名及びその所在地をご記入ください。 

    上記申請者名と同一の場合は省略可能です。 

       
手数料（消費税込） 

5.  Fees 

 
   国内から国内検査機関に依頼する場合は 
                 

 ５,400 円                                      

 

                                                                      

当該申請書の他に、1.型式区分表 ２.構造図 3.材料図 4.社内試験の成績表 5.表示物と取扱説明書 6.申請品の写真を添付
してください。 
Please send us this document and 1.Model Category and Name, 2.Rough sketch, 3.Materials, 4.Result of
 the test reports, 5.Explanation for notification and handling according to the Approval Standard and 6, 
Photographs                                                                                

以下赤字を参考にしてください。 



 様式－13 
 

 

   ※  整理番号 
   Serial No. 

 

  ※  型式確認日 
   Date of Approval 

 

 
 

型式確認  （新規） 申請書  
Application of Model Approval 

 
                                                                           

年       月       日  
                                                                      year   month   day 
一般財団法人  製品安全協会  理事長      殿  
To: President, 
   Consumer Product Safety Association 
 
                                      社     名     Applicant's Name 
 
 
 
                                      代表者名     Name of Representative, and Signature 
 
                                                                                      

     印 
 

                      住     所     Address 

                      〒 

                      担当者名  Person in Charge 
 
                      電話番号  Tel              (          ) 
 
                      FAX 番号  Fax             (          ) 
 
                      e-mail 
 
一般財団法人製品安全協会業務規程第 15条の規定により型式確認を受けたいので，次のとおり申請します。 
Applying for Model Approval under Article 15 of the Procedural Manual of the Consumer Product Safety As
sociation. 

      工場登録の年月日 
 1.  Date of Factories and Others Registration 

              年       月       日 
          year   month      day 

 

工場等登録番号 
2.  Factories and Others Registration No. 

 

     認証対象製品の品目名 
 3.  Name of the Designated Product of Approval 

 

     工場又は事業場の名称及び所在地 
 4.  Name and Address of factory or working Place 

 

       
手数料（消費税込） 

5.  Fees 

 
                
                                        円 

 

                                                                      

当該申請書の他に、1.型式区分表 ２.構造図 3.材料図 4.社内試験の成績表 5.表示物と取扱説明書 6.申請品の写真を添付
してください。 
Please send us this document and 1.Model Category and Name, 2.Rough sketch, 3.Materials, 4.Result of
 the test reports, 5.Explanation for notification and handling according to the Approval Standard and 6, 
Photographs  

正と同様にご記入ください。 



 
 
 
０７２棒状つえ    

型  式  の  区  分 

要  素 区   分 

握りの材質 (1) 金属製のもの 
(2) プラスチック製のもの 
(3) 木製のもの 
(4) その他のもの 

支柱の材質 (1) アルミニウム合金製のもの 
(2) 木製のもの 
(3) その他のもの 

支柱と握りの固定方法 (1) リベットのもの 
(2) 接着剤のもの 
(3) ねじ込み式のもの 
(4) その他のもの 

つえの構造 (1) １本つえ 
(2) 調節式つえ 
(3) 折り畳み式つえ 
※(2)及び(3) の複合構造のものは、いずれか主な構造の区分に入れること。  

 

 
 
   該当する当社の銘柄、型番等 Names of Products Used the Company 
 
 同一型式内に複数の製品名対象がある場合は製品名称を全てご記入ください。（デザイン・色は除く）                                             

 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

該当箇所に○を記入して２部ご用意ください。 



 
 
 
 
添付資料２ 構造図 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
添付資料３ 構造図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 握り アクリル

2 上シャフト アルミニウム

3 下シャフト アルミニウム

4 中栓 PE

5 バネ 鉄

6 バネボタン 銅

7 杖先リング PE

8 ねじ止め アルミニウム

9 先ゴム 合成ゴム

10 中栓 PE

該当箇所に○を記入して２部ご用意ください。 

構造図や写真を記載してください。 

表等で記載してください。 



 

添付資料４ 社内検査成績書 
 
 

製品モデル名  
Page 

 
Date 

 
  No. 

 
【試験結果 Test Results】 

  

検査項目 Item 結果 Result 
判定 
Judgment 

１．外観及び寸法  Appearance, structure, and dimensions      
(1) 仕上げは良好であり、使用時に身体に傷害を与えるおそれがあるばり、先鋭部等が
ないこと。 
The walking stick shall be appropriately finished, with no burrs or 
shapes that may injure the user.  

    

(2) 外部に現れるボルト・ナット等の先端は、著しく突出していないこと。 
Tips of exposed bolts and nuts shall not protrude excessively.   

    

(3) 各部の組付けは、堅ろうであり、使用上支障のあるゆるみ変形等がないこと。 
The different parts of the stick shall be firmly assembled, with no 
looseness or deformation that affects proper use.  

    

(4) 表面にめっき、塗装等が施されているものにあっては、剥がれ、素地の露出及び著し
いむらがないこと。 
 The plated or painted surface of the stick shall have no peeling, 
exposed base, or marked unevenness.  

    

(5) 接地部には、安定し、床の保護及び滑り防止のため、使用中容易に外れないつえ
先ゴムが取り付けられており、支柱の先端とつえ先ゴムとの間には、金属製座金が装着さ
れていること。 
The ground-contacting part of the stick shall have a firmly inserted 
rubber lug to provide stability, protect the floor, and prevent slippage.  
There shall be a metal washer between the prop tip and rubber lug.   

    

(6) つえ先ゴムの接地面は、床等に吸着しない構造であること。 
The ground-contacting surface of the rubber lug shall be designed to 
prevent the adhesion to the floor.  

    

(7) 調節式つえにあっては、つえ長さを容易に調節でき、調節可能な範囲内で確実に
固定できること。 
The adjustable stick shall ensure that the length can be easily adjusted, 
and that the prop can be firmly fixed in the adjustable range.  

    

(8) 折り畳み式つえにあっては、支柱を容易に折り畳みでき、ゴムロープ等は使用中容
易に支柱が離脱しない張力等で固定できること。 
 The foldable stick shall ensure that the prop can be easily folded, and 
that the internal elastic rope is fixed with enough tensile strength to 
prevent accidental disjoining between prop sections during use.    

    

(9) 折り畳み式つえにゴムロープを使用するものにあっては、ゴムロープは形状の同一な
ひも状のゴムが複数本束ねたもので構成され、外郭を布や樹脂等で被覆していること。 
 For the foldable stick with an internal elastic rope, the elastic rope shall 
consist of a bundle of similar elastic strings and be covered with cloth or 
resin coating.    

    

社内試験結果を記載し、サインして２部ご用意ください。 



(10) 握りは、握りやすい形状であり、投影長さは、100mm以上 150mm以下であ
ること。 
The grip shall be easily held, with a projected length of 100 mm or 
longer and 150 mm or shorter  

測定結果（数値記入） 
measurement(numerical) 
                      
                 ｍｍ 

  

(11) つえ先ゴムの接地部側の最大径は 25mm以上であること。 
The ground-contacting part of the rubber lug shall have the maximum  
diameter of at least 25 mm.  

測定結果（数値記入） 
measurement(numerical) 
                      
                 ｍｍ 

  

 (12) 金属製座金の下のつえ先ゴムの厚さは、接地面の溝又は突きを除き、6mm以
上であること。 
The rubber lug below the metal washer shall have a thickness of at least 
6 mm excluding the grooves or protrusions of the ground-contacting 
surface.  

測定結果（数値記入） 
measurement(numerical) 
                      
                 ｍｍ 

  

２．強度 Strength      
(1) 握りの支柱との取付け強度試験を行ったとき、破損、外れ及び使用上支障のある
変形がないこと。なお、握りと支柱が一体式のものにあってはこの限りでない。 
The joint between the grip and prop shall have no damage, disjoining, 
or deformation that affects proper use when it is subjected to strength 
test.  This requirement does not apply to sticks in which the grip and 
prop have a one-piece structure.    

    

(2) 圧縮試験を行ったとき、最大たわみは 17mm未満、残留たわみは 1mm未満で
あり、かつ、破損、亀裂、がた及び使用上支障のある異状がないこと。 
The stick shall have a maximum deflection of less than 17 mm and 
residual deflection of less than 1 mm with no fracture, gap, rattling, or 
other abnormalities that affect proper use when it is subjected to 
compression test.  

測定結果（数値記入） 
Result of a measurement 
(numerical value entry)   
       
                   ｍｍ          
            
                 ｍｍ 

  

(3) 支柱間に組付部を有するものにあっては、組付部圧縮試験を行ったとき、組付部に
破損、外れ及び使用上支障がある変形がないこと。 
Any stick with a joint between props shall have no fracture, disjoining, 
or deformation that affects normal use at the joint when it is subjected 
to joint compression test.  

    

３．摩擦抵抗 Friction resistance       
つえ先ゴムは、摩擦抵抗試験を行ったとき、4N の引張力で滑りが発生しないこと。 
The rubber lug shall not slide with a tensile strength of 4N in a friction 
resistance test.  

    

４．材料 Materials        
(1) 支柱にアルミニウム合金を使用しているものにあっては、JIS H4080 アルミニウム及
びアルミニウム合金継目無管(2006)、又は、JISH4100 アルミニウム及びアルミニウム
合金押出形材(2006)に規定するもの若しくはこれと同等以上の品質を有するものであ
ること。 
For walking sticks in which the prop is made of aluminum alloy, the 
material shall have a quality level equivalent to or higher than that 
specified in JIS H4080 aluminum or aluminum alloy seamless tubes 
(2006) or JIS H4100aluminum and aluminum alloy extruded materials 
(2006).    

    

(2) 握り又は支柱に木材を使用しているものにあっては、木材の含水率が 15％以下で
あること。 
 For walking sticks for which the grip and/or prop is made of wood, the 

測定結果（数値記入） 
Result of a measurement 
(numerical value entry) 

  



担当者
staffs

担当者
staffs

担当責任者
Charge parson

material shall have a water content of not more than 15%.                        ％ 

(3) つえ先ゴムの硬度は、タイプＡデュロメータによる硬さが50以上70以下であること。 
Check that this requirement is met using a type A durometer specified 
in JIS K6253 Hardness testing method for rubber, vulcanized or 
thermoplastic (1997).    

測定結果（数値記入） 
Result of a measurement 
(numerical value entry) 
    
                         

  

５．附属品 Accessories       
つえ先ゴムが付属されているものにあっては、製品に取り付けられているつえ先ゴムと同等
以上の性能を有するものであること。 
For sticks with a spare rubber lug, the spare rubber lug shall have a 
performance level equivalent to or higher than the original rubber lug. 

    

６．表示  Marks      
製品には、容易に消えない方法で次の事項を表示すること。ただし、 (3)にあっては、下
げ札等によって購入時に確実にわかるものであること。 
Sticks shall be marked with the following information in an indelible 
manner.  The following (3) shall be indicated using a tag, etc. so that 
users can surely find it. 

    

７．取扱説明書 Instruction manual       
 製品には、次に示す主旨の事項を明示した取扱説明書を添付すること。 ただし、その
製品に該当しない事項は省略してよい。 
An instruction manual containing the applicable items in the following 
list shall be attached to the stick.  They shall be indicated with large. 

    

 
 
 
 
 
 
 

※1社内で実施するSG基準について検査合格していることを確認してください。 
※2外注している試験検査項目は、別途実施した上合格証の写しを貼付してください。 
※3衛生試験等、外部検査機関で必要な試験検査項目は別途実施した上合格証の写しを貼 
付してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
添付資料５ 表示及び取扱説明書 
 
1．表示   
申請者名又は略号  

   
 (例)当社は次の略号を使用します。 
２．製造年月又は略号  
（例）当社は次の略号を使用します。 
 2017年７月  ⇒ 3G 
 西暦の末日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  
３．その他本体表示事項は次の通りです。 
 
 
 
 
 
 
２．取扱説明書  
   
 
 
 
 
 
添付資料６ 表示及び取扱説明書 
 
 
 

 
 
 

本体に表示する注意事項が記載されているシール等

の実物もしくは写真を貼付してください。 

SG-Anzen 社 

記入して２部ご用意ください。 

取扱説明書を２部ご用意ください。 

製品が分かりやすい写真を貼付ください。 
※品目によっては特定の箇所も写真も必要です。 


