安全で豊かな
暮らしを
守るために。

SG Mark for a safe
and comfortable life

Consumer Product Safety Association
一般財団法人

製品安全協会

私達の日常生活は、消費生活の多様化傾向が急速に進んでおり、
豊かで便利になってきております。そして、真に豊かな生活を送るた
めには、製品の安全性確保と消費者の適切な使用が何より肝要です。
製品安全協会は、1973年に「消費生活用製品安全法」（以下「消
安法」という。）に基づき設立されました。その後、組織変更を実施
して2000年に公益を目的とする財団法人、2012年に一般財団法人と
なりました。
当協会の主たる事業は、①構造・材質・使い方などからみて生命
又は身体に危害を与える恐れのある消費生活用製品について、製品
ごとに安全な製品として必要なことを決めた安全性についてのSG基
準の作成、②SG基準に適合したものとして認証された製品へのSG
（Safe Goods）マークの表示、③SGマークを表示した製品の欠陥に
より人身損害が発生した場合の補償等を行っております。また、製
造業者、販売業者等のご協力を得て一般消費者の皆様方に対する商
品知識の情報提供や事故未然防止の啓発等も併せて行っておりま
す。更に、広く消費生活用製品のクレームや事故等について消費者
からの相談、調停も行っております。
今日、製品の高機能化、複雑化の進展にともない、これら製品へ
のより適切な安全性確保の要求も高まってきております。
当協会は、消費生活用製品の安全性確保・向上のために、今後と

Our daily life has become increasingly aﬄuent and convenient
along with a marked tendency toward rapid diversiﬁcation of
lifestyles. In order to realize a truly comfortable life, it is
crucially important to ensure safety of products and encourage
appropriate usage of products by consumers.
Consumer Product Safety Association (CPSA) was established
in 1973 in accordance with the Consumer Product Safety Act.
It was reorganized to a juridical foundation for the public
purpose in 2000, then to a general foundation in 2012.
CPSA stipulates SG (Safe Goods) standards for consumer
products that can inﬂict injury on people or threaten their lives
in terms of structure, constituent materials or mode of usage,
and permits products which meet the standards to bear the SG
Mark. It also indemniﬁes injured victims caused by failure of
SG-marked products.
CPSA provides consumers with safety-related information,
including the knowledge of product and educational campaigns
for the prevention of accidents, in cooperation with manufacturers,
distributors and other interested parties.
In addition, CPSA oﬀers consulting and mediation for consumers
concerning complaints and accidents of consumer products.
As comsumer products have been sophisticated and
complicated, the request for ensuring more appropriate safety
of these products has been growing larger these days.
CPSA will make continued eﬀorts to maintain and improve the
level of the safety for a wide range of consumer products.

も、より一層努力して参る所存でございます。
理事長 稲見 雅寿

Masatoshi Inami, President

概要 Outline of Consumer Product Safety Association
設

立 ：1973年10月1日
2000年12月1日（財団法人）

December 1, 2000

2012年 4月1日（一般財団法人）

April 1, 2012

基 本 財 産 ：2億6,900万円
事 業 規 模 ：3億900万円
理 事 長 ：稲見 雅寿
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Establishment : October 1, 1973

Assets : ￥269 million
Business scale : ￥309 million
President : Masatoshi Inami

沿革 History in Brief
1973年 6月

消安法の公布

June, 1973
October, 1973

10月

消安法に基づき製品安全協会の設立（主たる事務所を港区に設置）

12月

乳母車がSG基準第1号として、通商産業大臣（現経済産業大臣）の承認

Safety Act. (The Head oﬃce of CPSA was set up in Minato-ku.)
December,1973

を受け、SGマーク表示の事務受付を開始
1974年 3月

Service of an inspection etc. was commenced with helmets for vehicle
drivers, motorcycle riders and baseball players, and glass for aerated

ス瓶（通商産業省関係特定製品）の検査等の業務開始

drink bottles (products designated by MITI).

製品安全協会 大阪支所の開設

1983年 5月

消安法の一部改正により、SGマーク制度の外国製造事業者登録を海外

August, 1976

開放
1986年10月

消安法の一部改正により、国からの出資金を国庫へ返還（民間法人化）

1987年10月

ガットスタンダードコードに基づく海外通報手続を開始

1992年 6月

主たる事務所を豊島区に移転

1994年 7月

賠償金の最高限度額を、3000万円から1億円以下で、製品ごとに定める

May, 1983

The Osaka Branch of CPSA was opened.
The manufacturer registration system was applied to factories in foreign
countries through a revision of the Consumer Product Safety Act.

October, 1986

The Consumer Product Safety Act was partially revised.

October, 1987

The“Overseas communication procedure”began in accordance with

Privatization of CPSA.
the GATT Standard Code.
June, 1992

The Head Oﬃce of CPSA moved to Toshima-ku.

July, 1994

The numerical ceiling of the ransom was changed from 30 million to 100

額に変更（当初、全品目最高限度額1000万円）

million yen or less to the provided amount of each product. (At ﬁrst, it
was all article ceiling amount 10 million yen.)

1995年 6月

消費生活用製品PLセンターの開設

1996年 4月

賠償金の最高限度額を、全品目1億円に増額

1998年 2月

WTO/TBT協定に基づく附属書3（規格の立案、制定及び適用のための

June, 1995

The PL Center for Consumer Products was opened.

April, 1996

The maximum compensation amount of SG mark system was increased
from ¥30 Million to ¥100 million.

February, 1998

適正実施基準）の受入表明（同年4月に受託）

CPSA announced that it would accept Appendix No.3“Due Practice
Standards for Planning, Establishment and Application of Speciﬁcations

1999年12月

主たる事務所を中央区に移転

2000年10月

消安法の一部改正により、製品安全協会に関する規定が削除。従来の特
定製品が廃止され、新たに特定製品として乳幼児用ベッド、家庭用圧力
なべ及び圧力がま、乗車用ヘルメット、登山用ロープが指定され、表示さ

in accordance with the WTO/TBT Agreement. (CPSA began applying
the Standards in April of the same year.)”
December, 1999
Octorber, 2000

The Head Oﬃce of CPSA moved to Chuo-ku.
Government ordinances speciﬁed four product types as designated
products for new PSC mark systems: Cribs, Household Pressure

れるマークもPSCマークに変更。

Pans and Pressure Cooking Pots, Ropes for Mountain Climbing,
Motorcycle Helmets.

1999年8月の「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に
関する法律」の制定により、消安法も改正され、製品安全協会は組織

December, 2000

The Consumer Product Safety Act was partially revised and
Organizational Change of CPSA was carried out.

変更により「財団法人製品安全協会」となる。

May, 2005

大阪支所廃止

December, 2007

2007年12月

主たる事務所を台東区に移転

December, 2010

2010年12月

消安法の一部改正により、ライターが特別特定製品に指定

2005年 5月

The Minister of International Trade and Industry (MITI (Now“METI”))
approved baby stroller as the ﬁrst product for SG standards.

March, 1974

乗車用ヘルメット、野球用ヘルメット、炭酸飲料を充てんするためのガラ

1976年 8月

12月

The Consumer Product Safety Act was enacted.
CPSA was established in accordance with the Consumer Product

The Osaka Branch of CPSA was closed out.
The Head Oﬃce of CPSA moved to Taito-ku.
Lighter was designated as a special speciﬁed product by the partial
amendment of the Consumer Product Safety Act.

April, 2012

2012年 4月 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき一般財団法

CPSA became a general incorporated foundation based on“Act on
General Incorporated Associations and General Incorporated
Foundations”
.

人となる。

組織 Organization Chart
理事
Director

理事会
Board of Directors

理事長
President

評議員会
Council
監事
Auditor

専務理事
Executive Director

安全管理委員会
Safety Administration Committee

事務局
Secretariat

P L センター
PL Center

管理グループ
Management Group

業務グループ
Implementation Group

P L 相談室
PL Consultation oﬃce
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SGマークは
安全の確かな目印です。

SGマーク

Safe Goods（安全な製品）の略号で、当協会が定めたものです。

SG Mark

“SG”is the abbreviation of safe goods, and the mark was
determined by CPSA.

SG マーク制度

SG Mark System

SGマーク制度は、構造・材質・使い方などから見た、生命または

SG Mark System is a product certiﬁcation system. CPSA stipulates
the Safety Standards for selected products that could endanger
human life or cause injures in terms of structure, material and/or
mode of usage. These standards are formulated based on expertise
and opinions of representatives from many diﬀerent sectors,
including consumers, manufacturers, distributors, test and inspection
institutes, and government oﬃces. Only those products that comply
with the Safety Standards are authorized to bear SG mark. In the
unlikely event that a product bearing the SG mark is defective and
causes an accident resulting in injury or death, CPSA is prepared to
pay compensation.
This monetary guarantee is an essential characteristic of the
SG mark system. The system has established a landmark for
consumers’
safety by covering both ensuring a product’
s safety and
compensation for injuries.

身体に対して危害を与えるおそれのある製品について、当協会が
安全な製品として必要な基準作りを学識経験者、消費者、製造
業者、販売業者、試験研究機関、官公庁等の代表の方々のご意
見に基づいて作成し、この基準に適合したとして認証された製品
にのみこのSGマークを表示しています。そして、このSGマークの
表示された製品に万が一、欠陥があり、その欠陥により人身事故
が起きた場合には、賠償措置を実施します。
これがSGマーク制度の特徴で、製品の安全性の確保から、万が
一の人身事故に対する賠償まで、皆様に安心してお使いいただく
ための目印となっています。

一般財団法人

製品安全協会の業務

当協会は、一般消費者の皆様に安全性の高い製品を提供するた
めに、次の業務を行っています。

製品の安全性に関するSG基準の作成
消費生活用製品の事故を未然に防止するためには、製品が十分な
安全性品質を有していること及び正しい使用方法が大切です。SG
基準は、製品が安全であるために満足すべき要件として、安全性
品質、表示及び取扱説明書について規定しています。まず原案は、
SGマークの対象品目毎に設けられた原案作成のための委員会で作
成されます。各委員会は、消費者、製造業者、流通業者及び学識
経験者等の中立者など幅広く各界から選ばれた人々で、各界の意
向をより公平で適正に反映させるように構成されています。ここで
作成された原案は、上部機関の安全管理委員会において大所高所
から検討が行われ、何段階ものチェックを受けることにより製品の
安全性確保に努めています。安全管理委員会で決議された基準が
SG基準となります。

SG基準に基づく安全性の認証とSGマークの表示
基準に基づく製品に係る審査及び試験又は検査を実施し、基準に
適合していると認証された製品にのみ、SGマークを表示していま
す。
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SG Mark is
the Reliable sign of safety

The CPSA’
s Operation
CPSA engages in the following operations to supply highly safe
consumer products.

Stipulation of the SG Standards
Concerning Product Safety
The SG Standards are subjected to many levels of examination by
relevant people selected widely from various ﬁelds, with the aim of
protecting consumer safety. They are thus unprejudiced and
reliable standards. First, a draft of standard is prepared by the
drafting committee established for each item. Each drafting
committee consists of representatives of consumers, manufacturers,
scholars and experts, test and inspection institutes, and
government oﬃces so as to adequately include each sector’
s
viewpoint and interests.
Then, the draft is forwarded to the safety consideration committee,
a higher organization. The safety consideration committee examines
the draft from an overall perspective. The standards which are
decided in this committee become the SG Standards for the SG
mark.

Approval of Safety under the SG
Standards and the SG Mark
CPSA examines (inspects) various consumer products in accordance
with the Standards and approves the SG mark for products attested
to comply with them.

当協会委託検査機関一覧

Assigned Inspection Institutes

事業者がSGマークを表示するためには、事前にSG基準に適合し
ているかどうかの審査及び試験又は検査を受け、適合性に関する
認証を得なくてはなりません。その認証は、ロット認証と工場登
録・型式確認の2つの方法があります。ロット認証では、当協会が
指定した下記の検査機関が行うロット検査を受ける必要がありま
す。また、工場登録・型式確認では、継続してSG基準に適合する
製品を製造する能力があるかどうかの審査を受け、これに合格し
た後モデル（型式）毎の試験に適合する必要があります。なお、外
国事業者についても国内事業者と同様に工場登録・型式確認を受
けられるよう外国検査機関を指定して便宜を図っています。

To be authorized to bear the SG mark on their products,
manufacturers must pass examination (inspection) about the
conformity of their products in accordance with the SG Standards.
There are two examination methods:“lot attestation”and“plant
registration and product type conﬁrmation.”With lot attestation, each
product must be examined by an inspection institute assigned by
CPSA. As for plant registration and product type conﬁrmation, each
manufacturer is required to show that it has suﬃcient
manufacturing capability to produce the adequate product type
continnously. Thus, their products must suit the examination for
every type. For overseas manufacturers, CPSA has designated
several overseas inspection institutes to smoothly handle both
examination methods.

● 一般財団法人 化学研究評価機構

● Japan Chemical Innovation and Inspection Institute

● 一般財団法人 化学物質評価研究機構

● Chemicals Revaluation and Research Institute, Japan

● 一般財団法人 自転車産業振興協会

● Japan Bicycle Promotion Institute

● 一般財団法人 日用金属製品検査センター

● Japan Metal Household Inspection Center

● 一般社団法人 軽金属製品協会

● Aluminium Products Association

● 一般財団法人 日本車両検査協会

● Japan Vehicle Inspection Association

● 一般財団法人 日本食品分析センター

● Japan Food Research Laboratories

● 一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

● Japan Textile Products Quality and Technology Center

● 一般財団法人 日本文化用品安全試験所

● Japan Recreation and Miscellaneous Goods Safety Laboratory

● 一般財団法人 カケンテストセンター

● KAKEN TEST CENTER

● 一般財団法人 ボーケン品質評価機構

● BOKEN QUALITY EVALUATION INSTITUTE

● 一般社団法人 日本福祉用具評価センター

● Japan Assistive Products Evaluation Center

● 一般財団法人 電気安全環境研究所

● Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories

● 株式会社 UL Japan

● UL Japan, Inc.

● ビューローベリタスジャパン株式会社

● Bureau Veritas Japan Co., Ltd.

● TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Germany)

● TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Germany)

● TÜV SÜD Product Service GmbH (Germany)

● TÜV SÜD Product Service GmbH (Germany)

● 韓国建設生活環境試験研究院

● Korea Confortmity Laboratories (Korea)

● 江蘇検験検疫自行車検測中心

● Jiangsu Bicycle Testing Center of CIQ (China)

● 寧波中盛産品検測有限公司

● Ningbo Joysun Testing Service Company (China)

● 昆山産品安全検験所

● Kunshan Products Safety Inspection Institute (China)
など

Etc.

製品の安全性に関する試験・検査、調査・研究並びに
情報・資料の収集及び提供

Tests, Examinations, Studies and Research on Product Safety, and
the Collection and Supply of Various Information and Materials

消費生活用製品の安全性確保のため、各種調査・研究を実施し
ています。また、SGニュース発行、ウェブサイト（http://www.
sg-mark.org）等により情報の提供を行っています。

製品の安全性向上に関する啓発及び広報
一般消費者に広くPRするために、リーフレット、DVDなどを作
製・配布するとともに、関連団体主催の展示会等に出展参加して
います。

製品の安全性向上に関する国内外の機関との連携
「貿易の技術的障害に関する協定（WTO/TBT協定）」に基づ
き、SG基準等の作業計画の公表、原案の提示を行っています。ま
た、SG基準の作成にあたっては、ISOなど国際規格との整合を
図っています。

CPSA conducts various studies and research to maximize the
safety of consumer products. CPSA supplies useful information in
the SG News and via its Web Site (http://www.sg-mark.org).

Education and Public Relations to
Improve Product Safety
CPSA prepares and distributes leaﬂets, DVD and other literature
and participates in exhibitions organized by related organizations
to publicize its operations to consumers.

Collaboration with Domestic and Overseas
Organizations to Improve Product Safety
Based on the Agreement on Technical Barriers to Trade (WTO/
TBT Agreement), CPSA publicly announces work plans and drafts
of the SG Standards. CPSA also endeavors to make the SG
Standards compatible with its international standards including the
ISO standards.
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SGマーク付き製品の欠陥による人身事故に対する賠償措置

Compensation for Injuries Caused by
Defects in Products Bearing the SG Mark

● SGマーク被害者救済制度の特徴

● Characteristics of the SG Mark Compensation System

当協会は、SGマーク付き製品の欠陥により、人身事故が発生した

CPSA has concluded a product liability insurance contract with
insurance companies to provide compensation for injuries
caused by defects in products bearing the SG mark.
The maximum compensation payable is ￥100 million per person,
and the amount depends on the cause of an accident and the
degree of injury.

場合に備えて、損害保険会社と生産物賠償責任保険契約を結んで
います。そして、事故原因、被害の程度などに応じて、被害者一人
につき1億円を限度として賠償措置を実施します。

● 損害賠償についての要件

● Conditions for Receiving Compensation Payments

SG マーク付き製品による人身損害については、当協会が次の 3 点

For personal accidents caused by the SG marked products,
CPSA will pay compensation after investigating and studying the
following points.
① Whether the SG marked product contained a defect.
② Whether the injury was caused by the SG marked product.
③ Whether the injury has relation to the defect of the SG marked
product.

について調査・検討したうえ、損害賠償措置を実施します。
① SG マーク付き製品に欠陥があったかどうか。
② 人身損害が、SG マーク付き製品によって生じたかどうか。
③ 人身損害と SG マーク付き製品の欠陥に因果関係があるかどう
か。
※ 製品に付いている取扱説明書等をよく読んで、正しい使い方を
することが大切です。

SGマークの表示と有効期限を
ご確認ください。
対人賠償責任保険付
購入日より○年間
製品安全協会

Even when a product carries the SG mark, it is naturally expected
to read the direction and instruction manual attached to the product
carefully and to use the product correctly.

Please conﬁrm the
presence of the SG mark
and eﬀective
deadline of quality
assurance

対人賠償責任保険付
購入日より○年間
製品安全協会

製品は、使用に伴い、劣化等の経時変化を起こし、新品のときと同
じ安全性を維持することが困難な場合があります。このため、SG
マークには、製品の耐久性を勘案して有効期限を設けています。

Time-related changes, such as aging and deterioration, occur in
products as they are used. In some cases, it is diﬃcult to maintain
the same level of safety as before. Thus, some SG marks are
provided with an eﬀective deadline for quality assurance, which
takes into account the product’
s durability in the light of their
characteristics.

製品事故に関する紛争処理等

Treatment of Conﬂicts and Complaints on
Accidents Related to Consumer Products

●消費生活用製品PLセンター

PL Center for consumer products

当協会では、製造物責任（PL）法の制定に伴って、1995年6月に、
協会内に、独立の組織として、消費生活用製品分野の裁判外紛争
処理機関として消費生活用製品PLセンターを設置しました。消費
生活用製品の安全性や欠陥、品質等に関する相談、苦情への対
応、企業と消費者との間の相対交渉による解決が困難な事案につ
いての調停を、中立、公正な立場で行っています。消費生活用製品
（乳幼児用製品、家具・家庭・厨房用品、スポーツ・レジャー用
品・福祉用具製品等）を対象としています。ただし、調停について
は、各専門分野の専門的な知見が必要なことから、原則として関係
団体から登録された製品を対象にしています。

In June 1995, CPSA established PL Center as an extra judicial,
independent conﬂict-settlement organ within the Association in
the ﬁeld of consumer products in compliance with the Japanese
Product Liability Act. PL Center coordinates consultations on
the safety or defects of consumer products, responses to various
claims and complaints, and mediation on issues between
corporations and consumers concerned in the interest of
neutrality and fairness. The Applicable consumer product types
are“Products for babies and infants, Furniture, household and
kitchen utensils, Equipment for sports and leisure, Products for
welfare applications and Others.”As professional expertise is
required in each category, PL Center’
s mediation, in principle, are
undertaken only for the products registered by the respective
industrial organizations in these categories.
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認証対象製品等一覧表

List of the SG Mark Products

1. 乳幼児用品（21品目）
Products for babies and infants (21 articles)
ベビーカー Baby Stroller
歩行器 Infant walker
ぶらんこ Swing
すべり台 Playground Slide
幼児用鉄棒 Horizontal Bar for Infant
幼児用三輪車 Tricycle for Infant
足踏式自動車 Foot Operated Toy Car
※乳幼児用ベッド Crib
抱っこひも Soft Carrier for Infant / Children
乳幼児用ハイチェア Infant High Chair
こいのぼり用繰り出し式ポール Telescoping Pole for Paper Carp
パイプ式子守具 Infant Carrier
乳幼児用移動防止さく Protective gate for Infant
一人乗り用ぶらんこ Swing for One Person
乳幼児用いす Infant Chair
プレイペン Playpen
乳幼児用テーブル取付け式座席 Table Attaching Type Infant Chair
クーハン Carry-cot
乳幼児用ハイローラック Rack for Infant and Children
幼児用ベッドガード Bed Guards for Children
乳幼児用揺動シート Baby Bouncers

2. 福祉用具（9品目）
Goods for the aged (9 articles)
棒状つえ Stick for aged
簡易腰掛け便座 Portable Toilet Seats for aged
シルバーカー Walking trolleys for aged
手動車いす Manual Wheelchairs
歩行車（ロレータ及びウォーキングテーブル）Rollators for Disabled Persons
電動介護用ベッド Electrically Operated Beds in home use
ポータブルトイレ Portable Toilet for aged
入浴用いす Bath/Shower Chair for aged
電動立上がり補助いす Chairs and Seats with an Electrical Mechanism to Assist Standing up and Sitting down

3. 家具・家庭用品（19品目）
Furniture and Household utensils（19 articles）
住宅用スプリングマットレス Spring Mattress for Household
ショッピングカート Shopping Cart
住宅用金属製脚立 Metal Stepladder for Household Use
二段ベッド Bunk bed
プラスチック浴そうふた Plastic Cover for Bathtub
ゆたんぽ Hot Water Bottle for Warming Purposes
住宅用金属製はしご Metal Ladders for Household Use
トイレットペーパーホルダ Toilet Paper Holder
郵便受箱 Mailbox
食器棚 Kitchen Cabinet
粘着フック Adhesive Hook
育児用たんす Children’
s Chest
座いす Legless Chair (for tatami rooms)
家庭用簡易物干し Outdoor Dryer
レンジ台付収納庫 Storage Cabinet for Kitchen
圧着式簡易棚及び棒 Tension Shelf and Rod
回転ハンガー Rotary Hanger
※浴槽用温水循環器 Motor Operated Whirlpool Bathtub Appliance
家庭用アイロン台 Ironing Board for Home-use

4. 台所用品（8品目）
Kitchen utensils（8 articles）
※家庭用の圧力なべ及び圧力がま Household Pressure Pan and Pressure Cooking Pot
かん切り Can Opener
油こし器 Cooking Oil Filter
家庭用氷かき器 Ice Crusher
金属板製なべ Metal Pot
アルミニウム板製なべ Saucepan Made of Aluminum Plate
クッキングヒータ用調理器具 Cookware for IH heater
保温ボトル Thermal Bottle

5. スポーツ・レジャー用品（32品目）
Equipment for Sport and Leisure (32 articles)
野球及びソフトボール用ヘルメット Baseball and Softball Helmet
水中マスク Swimming Mask
ビーチパラソル Beach Umbrella
非木製バット Metal and FRP bat
シューズ系ホイール付き走行ギア Shoes Type Riding Gear with Wheels
※登山用ロープ Rope for Mountain Climbing
ゴルフ練習用ネット Net for Golf Practicing
登山用ヘルメット Climber’
s Helmet
バドミントンラケット Badminton Racket
サッカーゴール(移動式) Portable Soccer Goal for School Gymnastics
ハンドボールゴール(屋外用) Portable Handball Goal for School Gymnastics
とび箱 Vaulting Box for Physical Training
とび箱用踏切板 Spring Board of Vaulting Box for Physical Training
一般運動用マット Mat for Physical Training
バレーボール支柱 Volleyball Equipment
野球及びソフトボール用捕手ヘルメット Catcher Helmet for Baseball and Softball
移動式バスケット装置 Mobile Basketball Equipment
ゴルフクラブ用シャフト Golf Club Shaft
ゴルフクラブ Golf Club
キャンプ用テント Camping Tent
ボード系ホイール付き走行ギア Board Type Riding Gear with Wheels
体育運動用緩衝パッド Shock Absorbing Pad for Sports
野球投手用ヘッドギア Protective Headgear for Baseball Pitcher
竹刀 Shinai for Kendo
剣道具 Kendo Equipments and gear
雪上レジャー用ヘルメット Protective Helmet for Winter-Sports
雪上レジャー用ヘッドギア Protective Headgear for Winter-Sports
トレッキング用ポール Trekking-Poles
野球及びソフトボール用胸部保護パッド Heart Protector for Baseball and Softball
卓球台 Table tennis tables
ウォーキングスポーツ用ポール Walking-Sports-Poles
捕手用マスク Catcher’
s mask

6. 家庭用フィットネス用品（7品目）
Fitness Equipment for Home-use (7 articles)
エキスパンダ Chest Exerciser
ぶらさがり器具 Gymnastic Chinning Apparatus
とびなわ Skipping Rope
家庭用自転車エルゴメータ Stationary Exercise Cycle Trainers for Home-use
家庭用トレッドミル Treadmills for Home-use
筋力トレーニング器具 Strength Training Equipments for Home-use
ステッパ Steppers

7. 自転車・自動車用品（8品目）
Equipment for Bicycle and Automobile (8 articles)
※乗車用ヘルメット Motorcycle Helmet
自動車用ウインドウォッシャ液 Windshield Washer Liquid
自動車用携行ジャッキ Portable Car Jack
自転車 Bicycles
自転車用・電動車いす等用及び走行遊具用のヘルメット
Helmet for Users of Bicycles, Electromotive Wheelchairs etc, and Running Play Gears
自転車用幼児座席 Child Carriers for Bicycles
自転車用空気ポンプ Air Pumps for Bicycles
自動車用油圧式ガレージジャッキ Hydraulic garage jacks for automobiles

8. その他（7品目）
Others (7 articles)
綿棒 Cotton Applicator
※ライター Lighter
学童用かさ Children’
s Umbrella
店舗用ショッピングカート Supermarket Trolley
高枝ばさみ Pole Pruner
家庭園芸用噴霧器 Hand Sprayers
※携帯用レーザー応用装置 Portable Laser Applied Appliances

※
「消費生活用製品安全法」に基づく特定製品 Speciﬁed products in accordance with the Consumer Product Safely Act

6

安全で豊かな暮らしを
守るために。
SG Mark for a safe and
comfortable life

N

Tokyo Metro

大関横丁

Ozeki-yokocho

地下鉄 日比谷線「三ノ輪」

Minowa Station (Subway hibiya Line)

出口2
Exit2
Footbridge
歩道橋
Y’
s mart

出口1a Exit1a
出口1ｂ Exit1b
交番
Police Box

.
ve

り iA
通 -dor

和 a
昭 how
S

歩道
Crosswalk

一般財団法人

1F : NISSAN
Car Shop

製品安全協会

Consumer Product Safety Association
Kokusai-dori Ave.

国際通り

東京電力
Tokyo Electric
Power

Me明治
iji-d 通り
ori
Av
e.

歩道
Crosswalk

Consumer Product Safety Association

一般財団法人
〒110 - 0012 東京都台東区竜泉2 - 20 - 2 ミサワホームズ三ノ輪 2階
電話番号：03 - 5808 - 3300
FAX番号：03 - 5808 - 3305
URL ： http://www.sg-mark.org
2nd Floor, Misawahomes - Minowa,20 - 2 Ryusen 2 - chome, Taito - ku,
Tokyo, 110 - 0012, Japan
Tel.+81 - 3 - 5808 - 3300 Fax.+81 - 3 - 5808 - 3305 URL.http://www.sg-mark.org

2016.3

