① 特定電気用品（１１6品目）

電気用品名・基準番号対応表（特定）

順R10

別表第十二2021年8月2日改正版反映（第110回電気用品調査委員会までの承認分）

2021.8.6

① 特定電気用品（１１6品目）
電気用品の区分
ゴム系絶縁電線類

品番 電気用品名
ゴム絶縁電線
1

基準番号
J60245-3(H20)
J71001(2019)

2

ケーブル(導体の断面
2
積が22mm 以下、線心
が7本以下、及び外装
がゴムのもの)

J60245-4(H21)

J71001(2019)

定格電圧４５０／７５０Ｖ以下のゴム絶縁ケーブル 第４部：コード及び可とうケーブル
－
定格電圧１ｋＶ～３０ｋＶの押出絶縁電力ケーブ 定格電圧０．６／１ｋＶのケーブル
ル及びその附属品－
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

J60502-1(H21)

備考
標準断面積だけが適用でき
る。

標準断面積だけが適用でき
る。
標準断面積だけが適用でき
る。

単心ゴムコード

J71001(2019)

電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

4

より合わせゴムコード

J71001(2019)

電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

5

袋打ちゴムコード

J71001(2019)

電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

6

丸打ちゴムコード

J60245-4(H21)

7

その他のゴムコード

J60245-4(H21)

定格電圧４５０／７５０Ｖ以下のゴム絶縁ケーブル 第４部：コード及び可とうケーブル
－
定格電圧４５０／７５０Ｖ以下のゴム絶縁ケーブル 第４部：コード及び可とうケーブル
－
定格電圧１ｋＶ～３０ｋＶの押出絶縁電力ケーブ 定格電圧０．６／１ｋＶのケーブル
ル及びその附属品－
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

標準断面積だけが適用でき
る。
標準断面積だけが適用でき
る。
標準断面積だけが適用でき
る。

定格電圧４５０／７５０Ｖ以下のゴム絶縁ケーブル 第４部：コード及び可とうケーブル
－
定格電圧１ｋＶ～３０ｋＶの押出絶縁電力ケーブ 定格電圧０．６／１ｋＶのケーブル
ル及びその附属品－
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

標準断面積だけが適用でき
る。
標準断面積だけが適用でき
る。

定格電圧４５０／７５０Ｖ以下のゴム絶縁ケーブル 第４部：コード及び可とうケーブル
－
定格電圧１ｋＶ～３０ｋＶの押出絶縁電力ケーブ 定格電圧０．６／１ｋＶのケーブル
ル及びその附属品－
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

標準断面積だけが適用でき
る。
標準断面積だけが適用でき
る。

定格電圧１ｋＶ～３０ｋＶの押出絶縁電力ケーブ 定格電圧０．６／１ｋＶのケーブル
ル及びその附属品－
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

標準断面積だけが適用でき
る。

定格電圧４５０／７５０Ｖ以下の塩化ビニル絶縁 第３部：固定配線用シースなしケーブル
ケーブル－
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

標準断面積だけが適用でき
る。

定格電圧４５０／７５０Ｖ以下の塩化ビニル絶縁 第４部：固定配線用シース付きケーブル
ケーブル－
定格電圧１ｋＶ～３０ｋＶの押出絶縁電力ケーブ 定格電圧０．６／１ｋＶのケーブル
ル及びその附属品－
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

標準断面積だけが適用でき
る。
標準断面積だけが適用でき
る。

定格電圧４５０／７５０Ｖ以下の塩化ビニル絶縁 第５部：可とうケーブル（コード）
ケーブル－
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

標準断面積だけが適用でき
る。

J71001(2019)
8

キャブタイヤコード（ゴ
ム）

J60245-4(H21)
J60502-1(H21)
J71001(2019)

9

ゴムキャブタイヤケーブ J60245-4(H21)
ル
J60502-1(H21)
J71001(2019)

10

ビニルキャブタイヤケー J60502-1(H21)
ブル（ゴム）
J71001(2019)

11

合成樹脂絶縁電線

J60227-3(H20)
J71001(2019)

12

ケーブル(導体の断面 J60227-4(H20)
2
積が22mm 以下、線心
が7本以下及び合成樹 J60502-1(H21)
脂のもの)
J71001(2019)

13

単心ビニルコード

J60227-5(H29)
J71001(2019)

14

より合わせビニルコード J71001(2019)

15

袋打ちビニルコード

J60227-5(H29)
J71001(2019)

16

丸打ちビニルコード

J60227-5(H29)
J71001(2019)

17

その他のビニルコード

J60227-5(H29)
J71001(2019)

電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
定格電圧４５０／７５０Ｖ以下の塩化ビニル絶縁 第５部：可とうケーブル（コード）
ケーブル－
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

標準断面積だけが適用でき
る。

定格電圧４５０／７５０Ｖ以下の塩化ビニル絶縁 第５部：可とうケーブル（コード）
ケーブル－
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

標準断面積だけが適用でき
る。

定格電圧４５０／７５０Ｖ以下の塩化ビニル絶縁 第５部：可とうケーブル（コード）
ケーブル－
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

標準断面積だけが適用でき
る。

18

単心ポリエチレンコード J71001(2019)

電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

19

その他のポリエチレン
コード
単心ポリオレフィンコー
ド（合成樹脂）
その他のポリオレフィン
コード（合成樹脂）
キャブタイヤコード（合
成樹脂）

J71001(2019)

電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

J71001(2019)

電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

J71001(2019)

電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

J60227-5(H29)

定格電圧４５０／７５０Ｖ以下の塩化ビニル絶縁 第５部：可とうケーブル（コード）
ケーブル－
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

標準断面積だけが適用でき
る。

定格電圧４５０／７５０Ｖ以下の塩化ビニル絶縁 第５部：可とうケーブル（コード）
ケーブル－
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

標準断面積だけが適用でき
る。

定格電圧４５０／７５０Ｖ以下の塩化ビニル絶縁 第４部：固定配線用シース付きケーブル
ケーブル－
定格電圧１ｋＶ～３０ｋＶの押出絶縁電力ケーブ 定格電圧０．６／１ｋＶのケーブル
ル及びその附属品－
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

標準断面積だけが適用でき
る。
標準断面積だけが適用でき
る。

標準断面積だけが適用でき
る。

20
21
22

J71001(2019)
23

金糸コード（合成樹脂） J60227-5(H29)
J71001(2019)

24

ビニルキャブタイヤケー J60227-4(H20)
ブル（合成樹脂）
J60502-1(H21)
J71001(2019)

25

ヒューズ

有効期限

3

J60502-1(H21)

合成樹脂系絶縁電線
類

タイトル
タイトル2
定格電圧４５０／７５０Ｖ以下のゴム絶縁ケーブル 第３部：耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル
－
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

26

耐燃性ポリオレフィン
キャブタイヤケーブル
（合成樹脂）

J60502-1(H21)
J71001(2019)

定格電圧１ｋＶ～３０ｋＶの押出絶縁電力ケーブ 定格電圧０．６／１ｋＶのケーブル
ル及びその附属品－
電線及び電気温床線の安全に関する要求事項

温度ヒューズ

J60691(H28)

温度ヒューズ－要求事項及び適用の指針

1

2023年9月30日まで有効

（2020年8月修正時削除され
ていたので追加）

① 特定電気用品（１１6品目）

電気用品の区分

配線器具

タイトル
温度ヒューズ－要求事項及び適用の指針

タイトル2

品番 電気用品名

基準番号
J60691(2020)

27

つめ付ヒューズ

J73001-2-1(H29) 配線用つめ付きヒューズ

28

管形ヒューズ

J60127-2(H28)

ミニチュアヒューズ－

第２部：管形ヒューズリンク

29

その他の包装ヒューズ

J60127-3(H28)

ミニチュアヒューズ－

第３部：サブミニチュアヒューズリンク

J60127-4(H28)

ミニチュアヒューズ－

30

タンブラースイッチ

J60669-1(H26)
J60669-1(2020)
J61058-1(H29)

31

中間スイッチ

用スイッチ－
機器用スイッチ－

第１部：一般要求事項

32

33

タイムスイッチ

ロータリースイッチ

配線器具の安全性
第２－１部：コードスイッチの個別要求事項

配線器具の安全性

J60669-1(H26)

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備 第１部：一般要求事項
用スイッチ－

J60669-1(2020)

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備
用スイッチ－
機器用スイッチ－

J61058-1-1(2021) 機器用スイッチ－

押しボタンスイッチ

配線器具の安全性

J60669-1(H26)

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備 第１部：一般要求事項
用スイッチ－

J60669-1(2020)

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備 第１部：一般要求事項
用スイッチ－
機器用スイッチ－
第１部：一般要求事項

配線器具の安全性

J60669-1(H26)

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備 第１部：一般要求事項
用スイッチ－

J60669-1(2020)

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備
用スイッチ－
機器用スイッチ－

J61058-1-1(2021) 機器用スイッチ－
J74001(2021)

37

ペンダントスイッチ

街灯スイッチ

J60669-2-1(2019)，J60669- 固定配線用
2-2(H26)，及びJ60669-23(H26)の改正後に廃止す
る
J61058-2-1(Rxx) の 採 用 時 機器用
に決定

J60669-2-1(2019)，J60669- 固定配線用
2-2(H26)，及びJ60669-23(H26)の改正後に廃止す
る
J61058-2-1(Rxx) の 採 用 時 機器用
に決定

第１部：一般要求事項
第１部：一般要求事項

J60669-2-1(2019)，J60669- 固定配線用
2-2(H26)，及びJ60669-23(H26)の改正後に廃止す
る
J61058-2-1(Rxx) の 採 用 時 機器用
に決定

第２－１部：コードスイッチの個別要求事項

J74001(2021)

配線器具の安全性

J60669-1(H26)

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備
用スイッチ－

第１部：一般要求事項

J60669-1(2020)

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備
用スイッチ－
配線器具の安全性

第１部：一般要求事項

光電式自動点滅器

J60669-2-1(2019) 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備
用スイッチ－
配線器具の安全性
J74001(2021)

39

その他の点滅器

J60669-1(H26)

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備 第１部：一般要求事項
用スイッチ－

J61058-1-1(2021) 機器用スイッチ－

第１－１部：機械スイッチの要求事項

J61058-2-1(H29) 機器用スイッチ－

第２－１部：コードスイッチの個別要求事項

J74001(2021)

配線器具の安全性

J74001(2021)

配線器具の安全性

2

J60669-2-1(2019)，J606692-2(H26)，及びJ60669-23(H26)の改正後に廃止す
る

第２－１部：電子スイッチの個別要求事項

J60669-2-1(2019) 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備 第２－１部：電子スイッチの個別要求事項
用スイッチ－
J60669-2-1(H26) 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備 第２－１部：電子スイッチの個別要求事項
用スイッチ－
機器用スイッチ－
第１部：一般要求事項
J61058-1(H29)

箱開閉器

タイマー及びタイムスイッチ

配線器具の安全性

38

40

タイマー及びタイムスイッチ

第１－１部：機械スイッチの要求事項

J61058-2-1(H29) 機器用スイッチ－

J74001(2021)

電子式、表2ではなく別表第
十第5章を適用
固定配線用遅延スイッチ

第１－１部：機械スイッチの要求事項

J74001(2021)

J61058-1(H29)

36

第１部：一般要求事項

電子式

第１－１部：機械スイッチの要求事項

J61058-1-1(2021) 機器用スイッチ－

プルスイッチ

第１部：一般要求事項

J74001(2021)

J61058-1(H29)

35

J61058-2-1(Rxx) の 採 用 時 機器用
に決定

J60669-2-1(2019) 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備 第２－１部：電子スイッチの個別要求事項
用スイッチ－
2022年7月31日まで有効
J60669-2-1(H26) 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備 第２－１部：電子スイッチの個別要求事項
用スイッチ－
J60669-2-3(H26) 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備 第２－３部：遅延スイッチ(TDS)の個別要求事項
用スイッチ－
第２－７部：タイマ及びタイムスイッチの個別要求
J60730-2-7(2019) 自動電気制御装置－
事項
J60730-2-7(H23) 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御 第２－７部：タイマ及びタイムスイッチの個別要求 2022年7月31日まで有効
装置－
事項
配線器具の安全性
J74001(2021)

J61058-1(H29)

34

スタンダードシートにないも
のはカバーされない。
サブミニチュアヒューズ

第１－１部：機械スイッチの要求事項

J61058-2-1(H29) 機器用スイッチ－
J74001(2021)

備考

第４部：ＵＭヒューズリンク（ＵＭＦ）並びにその他
表面実装及び挿入形ヒュー
の端子挿入形及び表面実装形ヒューズリンク
ズ
家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備 第１部：一般要求事項
J60669-2-1(2019)，J60669- 固定配線用
用スイッチ－
2-2(H26)，及びJ60669-23(H26)の改正後に廃止す
る
家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備 第１部：一般要求事項

J61058-1-1(2021) 機器用スイッチ－
J74001(2021)

有効期限

電子式

J60669-2-1(2019)，J60669- 固定配線用
2-2(H26)，及びJ60669-23(H26)の改正後に廃止す
る
電子式
2022年7月31日まで有効

電子式、表2ではなく別表第
十第5章を適用
J61058-2-1(Rxx) の 採 用 時 機器用
に決定

電子式の中間スイッチ及び
ペンダントスイッチ

① 特定電気用品（１１6品目）

電気用品の区分

タイトル
配線器具の安全性

タイトル2

有効期限

品番 電気用品名
41 フロートスイッチ

基準番号
J74001(2021)

42

圧力スイッチ

J60730-2-6(H23) 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御 第２－６部：機械的要求事項を含む自動電気圧 2022年7月31日まで有効
装置－
力検出制御装置の個別要求事項
配線器具の安全性
J74001(2021)

43

ミシン用コントローラー

J60335-228(H20)
J60335-228(2020)
J74001(2021)

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第２－２８部：ミシンの個別要求事項

J60898-1(2021)

住宅及び類似設備用配線用遮断器

J74001(2021)

配線器具の安全性

J61008-1(2021)

住宅及び類似設備用漏電遮断器－

過電流保護装置なし（ＲＣＣＢｓ）

J61009-1(2021)

住宅及び類似設備用漏電遮断器－

過電流保護装置付き（ＲＣＢＯｓ）

J74001(2021)

配線器具の安全性

44

45

配線用遮断器

漏電遮断器

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－

第２－２８部：ミシンの個別要求事項

2023年11月30日まで有効

配線器具の安全性

46

カットアウト

J74001(2021)

配線器具の安全性

47

差込みプラグ

J60309-1(2019)

工業用プラグ，コンセント及びカプラ

J60309-1(H23)

工業用プラグ，コンセント及びカプラ

J60320-1(2021)

家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－ 第１部：一般要求事項

工業用
2022年7月31日まで有効

J60320-2-2(H21) 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－ 第２－2部：相互接続用カプラ

コンセント

J60309-1(2019)

工業用プラグ，コンセント及びカプラ

J60309-1(H23)

工業用プラグ，コンセント及びカプラ

J60884-1(H28)

家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン
セント－
J60884-1(2019) 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン
セント－
J60884-2-2(H23) 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン
セント－
J60884-2-3(H23) 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン
セント－
J60884-2-6(H20) 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン
セント－
家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン
J60884-2セント－
J1(H20)
配線器具の安全性
J74001(2021)
49

50

マルチタップ

コードコネクターボディ

J60884-1(H28)

家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン
セント－
J60884-1(2019) 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン
セント－
J60884-2-5(H20) 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン
セント－
J60884-2-5(2021) 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン
セント－
家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン
J60884-2セント－
J1(H20)
配線器具の安全性
J74001(2021)

2022年7月31日まで有効

52

アイロンプラグ

器具用差込みプラグ

機器用
屋外機器用プラグコネクタ
屋外機器用プラグコネクタ
家庭用
家庭用
ヒューズ付き

工業用
2022年7月31日まで有効

工業用

第１部：一般要求事項

家庭用

第１部：一般要求事項

家庭用

第２－２部：機器用コンセントの個別要求事項

機器用

第２－３部：固定配線用のインターロックをもたな
いスイッチ付きコンセントの個別要求事項
第２－６部：固定配線用インターロックをもつス
イッチ付きコンセントの個別要求事項
第２－１１部：引掛形などの接続器の個別要求事
項

スイッチ付きコンセント(イン
ターロックなし)
スイッチ付きコンセント(イン
ターロックあり)
引っかけ型

第１部：一般要求事項
第１部：一般要求事項
第２－５部：アダプタの個別要求事項

2024年7月31日まで有効

第２－５部：アダプタの個別要求事項
第２－１１部：引掛形などの接続器の個別要求事
項

引っかけ型

J60309-1(2019)

工業用プラグ，コンセント及びカプラ

J60309-1(H23)

工業用プラグ，コンセント及びカプラ

2022年7月31日まで有効

J60320-1(H26)

家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－ 第１部：一般要求事項

J60320-2-4 （ H26 ） 及 び 機器用
J60320-2-J1（H21）の見直し
後に廃止

J60320-1(2021)

家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－ 第１部：一般要求事項

機器用

工業用

J60320-2-3(H21) 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－ 第２－３部：ＩＰＸ１以上の保護等級をもつ機器用 2024年7月31日まで有効
カプラ
J60320-2-3(2021) 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－ 第2-3 部：IPX1以上の保護等級をもつ機器用カ
プラ
家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン 第１部：一般要求事項
J60884-1(H28)
セント－
J60884-1(2019) 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン 第１部：一般要求事項
セント－
家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン 第２－１１部：引掛形などの接続器の個別要求事
J60884-2項
セント－
J1(H20)
配線器具の安全性
J74001(2021)
51

工業用
機器用

J60320-2-3(H21) 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－ 第２－３部：ＩＰＸ１以上の保護等級をもつ機器用 2024年7月31日まで有効
カプラ
J60320-2-3(2021) 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－ 第2-3 部：IPX1以上の保護等級をもつ機器用カ
プラ
家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン 第１部：一般要求事項
J60884-1(H28)
セント－
J60884-1(2019) 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン 第１部：一般要求事項
セント－
J60884-2-1(H23) 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン 第２－１部：ヒューズ付きプラグの個別要求事項
セント－
配線器具の安全性
J74001(2021)
48

備考

J60320-2J1(H21)
J74001(2021)

家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－ 第２－１０１部：電熱機器用カプラ

J60309-1(2019)

工業用プラグ，コンセント及びカプラ

工業用

屋外機器用
屋外機器用
家庭用
家庭用
引っかけ型

配線器具の安全性

3

工業用

① 特定電気用品（１１6品目）

電気用品の区分

品番 電気用品名

基準番号
J60309-1(H23)

タイトル
工業用プラグ，コンセント及びカプラ

タイトル2

J60320-1(H26)

家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－ 第１部：一般要求事項

J60320-1(2021)

家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－ 第１部：一般要求事項

J60320-2-1(H21) 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－ 第２－１部：ミシン用カプラ

有効期限
2022年7月31日まで有効

備考
工業用

J60320-2-4 （ H26 ） 及 び 機器用
J60320-2-J1（H21）の見直し
後に廃止
機器用
2024年7月31日まで有効

ミシン用

J60320-2-1(2021) 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－ 第２－１部：ミシン用カプラ
J60320-2-3(H21) 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－ 第２－３部：ＩＰＸ１以上の保護等級をもつ機器用 2024年7月31日まで有効
カプラ
J60320-2-3(2021) 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－ 第2-3 部：IPX1以上の保護等級をもつ機器用カ
プラ
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－ 第２－１０１部：電熱機器用カプラ
J60320-2J1(H21)
配線器具の安全性
J74001(2021)
53

アダプター

J60238(H27)

ねじ込みランプソケット

コードリール

J61242(2019)

電気アクセサリ－

家庭用及びこれに類する用途のケーブルリール

J61242(H14)

電気附属品－

家庭用及びこれに類するケーブルリール

J74001(2021)

配線器具の安全性

J74001(2021)

配線器具の安全性

2024年7月31日まで有効

2022年7月31日まで有効

56

その他の差込み接続器 J60320-2-4(H26) 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ－ 第２－４部：機器の質量によってかん（嵌）合する
カプラ
家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン 第１部：一般要求事項
J60884-1(H28)
セント－
J60884-1(2019) 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン 第１部：一般要求事項
セント－
2024年7月31日まで有効
J60884-2-5(H20) 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン 第２－５部：アダプタの個別要求事項
セント－
J60884-2-5(2021) 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン 第２－５部：アダプタの個別要求事項
セント－
家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン 第２－１１部：引掛形などの接続器の個別要求事
J60884-2セント－
項
J1(H20)
情報技術機器－安全性－
第１部：一般要求事項
J60950-1(H29)
J60950-22(2020) 情報技術機器－安全性－

58

第２２部：野外に設置する機器

J62368-1(2020)

オーディオ・ビデオ，情報及び通信技術機器－ 第1部：安全性要求事項

J74001(2021)

配線器具の安全性

J60238(H27)

ねじ込みランプソケット

J74001(2021)

配線器具の安全性

セパラブルプラグボディ J60238(H27)
J74001(2021)

60

蛍光灯用ソケット

62

63

64

65

66

67

68

分岐ソケット

キーレスソケット

防水ソケット

キーソケット

プルソケット

ボタンソケット

その他のソケット

電子回路をもたないもの
電子回路をもたないもの

引っかけ型
IT用
屋外に限る、IT用
AV用及びIT用

配線器具の安全性

その他のねじ込み接続 J60998-2-4(H22) 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続 第２－４部：ねじ込み形接続器具の個別要求事
器
項
器具－
配線器具の安全性
J74001(2021)

蛍光灯用スターターソ
ケット

機器用

ねじ込みランプソケット

59

61

差込み

差込み／ねじ込み

延長コードセット

ランプレセプタクル

マグネットプラグ

差込み

55

57

屋外機器用

ねじ込み

J60884-2-5(H20) 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン 第２－５部：アダプタの個別要求事項
セント－
J60884-2-5(2021) 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコン 第２－５部：アダプタの個別要求事項
セント－
配線器具の安全性
J74001(2021)
54

屋外機器用

J60400(H29)

蛍光灯ソケット及びスタータソケット

J74001(2021)

配線器具の安全性

J60400(H29)

蛍光灯ソケット及びスタータソケット

J74001(2021)

配線器具の安全性

J60238(H27)

ねじ込みランプソケット

J74001(2021)

配線器具の安全性

J60238(H27)

ねじ込みランプソケット

J74001(2021)

配線器具の安全性

J60238(H27)

ねじ込みランプソケット

J74001(2021)

配線器具の安全性

J60238(H27)

ねじ込みランプソケット

J74001(2021)

配線器具の安全性

J60238(H27)

ねじ込みランプソケット

J74001(2021)

配線器具の安全性

J60238(H27)

ねじ込みランプソケット

J74001(2021)

配線器具の安全性

J60838-1(2019)

ランプソケット類－

第１部：一般要求事項及び試験

4

Ｓタイプ以外

① 特定電気用品（１１6品目）

電気用品の区分

品番 電気用品名

基準番号
J60838-1(H25)

タイトル
ランプソケット類－

タイトル2
第１部：一般要求事項及び試験

J60838-2-1(H25) ランプソケット類－

電流制限器

小形単相変圧器類

J61184(H26)

差込みランプソケット

J74001(2021)

配線器具の安全性

69

ねじ込みローゼット

J74001(2021)

配線器具の安全性

70

引掛けローゼット

J74001(2021)

配線器具の安全性

71

その他のローゼット

J74001(2021)

配線器具の安全性

72

ジョイントボックス

J60670-22(H29)

73
74

アンペア制用電流制限 J75001(H29)
器
定額制用電流制限器 ー

75

おもちや用変圧器

76

77

78

第２－１部：Ｓ１４形ランプソケットに関する安全性
要求事項

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備
の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロー
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続
J60998-2-1(H22) ジ
器具－
J60998-2-2(H22) 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続
器具－
J60998-2-3(H22) 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続
器具－
配線器具の安全性
J74001(2021)

第２－７部:玩具用変圧器及び玩具用変圧器を
組み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
第２－１部：一般用の複巻変圧器及び複巻変圧
器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び
試験
J61558-2-2(H26) 変圧器，電源装置，リアクトル及びこれに類する 第２－２部:制御変圧器及び制御変圧器を組み
装置の安全性－
込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
J61558-2-4(H26) 入力電圧１１００Ｖ以下の変圧器，リアクトル，電 第２－４部：絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み
源装置及びこれに類する装置の安全性－
込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
J61558-2-6(H26) 入力電圧１１００V以下の変圧器，リアクトル，電 第２－６部：安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧
源装置及びこれに類する装置の安全性－
器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び
試験

J61558-213(H26)
J61558-216(H26)
電子応用機械器具用変 J61558-2-1(H26)
圧器

蛍光灯用安定器

入力電圧１１００V以下の変圧器，リアクトル，電
源装置及びこれに類する装置の安全性－
入力電圧１１００V以下の変圧器，リアクトル，電
源装置及びこれに類する装置の安全性－
変圧器，電源装置，リアクトル及びこれに類する
装置の安全性－

第２－１３部：単巻変圧器及び単巻変圧器を組
み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
第２－１６部：スイッチモード電源装置及びスイッ
チモード電源装置用変圧器の個別要求事項
第２－１部：一般用の複巻変圧器及び複巻変圧
器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び
試験

J61558-2-2(H26) 変圧器，電源装置，リアクトル及びこれに類する
装置の安全性－
J61558-2-4(H26) 入力電圧１１００Ｖ以下の変圧器，リアクトル，電
源装置及びこれに類する装置の安全性－
J61558-2-6(H26) 入力電圧１１００V以下の変圧器，リアクトル，電
源装置及びこれに類する装置の安全性－

第２－２部:制御変圧器及び制御変圧器を組み
込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
第２－４部：絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み
込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
第２－６部：安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧
器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び
試験

J61558-213(H26)
J61558-216(H26)
J61347-2-3(H25)

第２－１３部：単巻変圧器及び単巻変圧器を組
み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
第２－１６部：スイッチモード電源装置及びスイッ
チモード電源装置用変圧器の個別要求事項
第２－３部：交流及び直流電源用蛍光灯電子安
定器の個別要求事項
第２－８部：蛍光灯安定器の個別要求事項

入力電圧１１００V以下の変圧器，リアクトル，電
源装置及びこれに類する装置の安全性－
入力電圧１１００V以下の変圧器，リアクトル，電
源装置及びこれに類する装置の安全性－
ランプ制御装置－

80

オゾン発生器用安定器 ー

81

電気便座

83

水道凍結防止器

J60335-284(H30)
J60335-284(2020)
J60335-249(H27)
J60335-249(2020)
ー

84

ガラス曇り防止器

ー

85

89

その他の凍結又は凝結 J60335-2防止用電熱器具
83(H27)
電気温水器
J60335-221(2019)
J60335-221(H20)
J60335-2105(H20)
電熱式吸入器
J60335-2J12(H30)
家庭用温熱治療器
J60335-2J11(H30)
電気スチームバス
ー

90

スチームバス用電熱器 ー

91

電気サウナバス

87
88

第２２部：接続用ボックス及びエンクロージャに対
する個別要求事項
第２－１部：ねじ形締付式接続器具の個別要求
事項
第２－２部：ねじなし形締付式接続器具の個別
要求事項
第２－３部：絶縁貫通形締付式接続器具の個別
要求事項

J61558-2-7(H26) 変圧器，電源装置，リアクトル及びこれに類する
装置の安全性－
その他の家庭機器用変 J61558-2-1(H26) 変圧器，電源装置，リアクトル及びこれに類する
圧器
装置の安全性－

水銀灯用安定器その他 J61347-2-9(H25) ランプ制御装置－
の高圧放電灯用安定器
ランプ制御装置－
J61347-212(H28)

86

Ｓタイプのみ

電流制限器

79

82

備考
Ｓタイプ以外

差し込みランプソケット

J61347-2-8(H25) ランプ制御装置－

電熱器具

有効期限
2022年7月31日まで有効

電気温蔵庫

J60335-253(H27)
J60335-253(2021)

電子式
巻線式

第２－９部：放電灯安定器個別要求事項（蛍光
灯を除く）
第２－１２部：直流又は交流電源用放電灯電子
安定器の個別要求事項（蛍光灯電子安定器を
除く）

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－

第２－８４部：トイレ機器の個別要求事項

J60922からの移行

2023年9月30日まで有効

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第２－８４部：トイレ機器の個別要求事項
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－

第２－４９部：食品及び容器類用保温式業務用
電気機器の個別要求事項
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第２－４９部：食品及び容器類用保温式業務用
電気機器の個別要求事項

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－

第２－８３部：電熱式雨どい凍結防止器の個別
要求事項
第２－２１部：貯湯式電気温水器の個別要求事
項
第２－２１部：貯湯式電気温水器の個別要求事
項
第２－１０５部：多機能シャワーキャビネットの個
別要求事項
第２－２１２部：家庭用吸入器の個別要求事項

2023年9月30日まで有効

業務用のみ

屋根用のみ

2022年7月31日まで有効

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－

第２－２１１部：家庭用熱療法治療器の個別要求
事項

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－

第２－５３部：サウナ用電熱装置及び赤外線キャ 2024年7月31日まで有効
ビンの個別要求事項
第２－５３部：サウナ用電熱装置及び赤外線キャ
ビンの個別要求事項

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－

5

業務用のみ

① 特定電気用品（１１6品目）

有効期限
タイトル
タイトル2
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第２－５３部：サウナ用電熱装置及び赤外線キャ 2024年7月31日まで有効
ビンの個別要求事項
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第２－５３部：サウナ用電熱装置及び赤外線キャ
ビンの個別要求事項
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第２－５５部：水槽用及び庭池用電気機器の個
別要求事項

備考

J60335-241(H28)
J60335-251(H28)
J60335-279(H20)
97 電気井戸ポンプ
J60335-241(H28)
J60335-251(H28)
98 冷蔵用のショーケース J60335-289(H20)
J60335-289(2021)
99 冷凍用のショーケース J60335-289(H20)
J60335-289(2021)
アイスクリームフリー
100
J60335-2ザー
24(H29)
J60335-275(H29)
J60335-2101 ディスポーザー
16(H27)
J60335-2102 電気マッサージ器
32(H30)
103 自動洗浄乾燥式便器 J60335-284(H30)
J60335-284(2020)
J60335-2104 自動販売機
75(H29)
105 浴槽用電気気泡発生器 J60335-260(H30)
106 観賞魚用電気気泡発生 J60335-2器
55(H29)
107 その他の電気気泡発生 ー
器
ー
108 電動式おもちや

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－

水中用

109 電気乗物

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－

電子応用機械器具

J60335-282(H30)
その他の電動力応用遊
110
J60335-2戯器具
82(H30)
高周波脱毛器
ー
111

交流用電気機械器具

112 磁気治療器

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－

114 電気浴器用電源装置

J60335-2J10(H30)
J60335-259(H27)
ー

115 直流電源装置

J60065(2019)

オーディオ，ビデオ及び類似の電子機器－安全
性要求事項（追補１）
家庭用及びこれに類する電気機器の安全
パート１：一般要求事項

電気用品の区分

電動力応用機械器具

品番 電気用品名
92 サウナバス用電熱器

93

観賞魚用ヒーター

94

観賞植物用ヒーター

基準番号
J60335-253(H27)
J60335-253(2021)
J60335-255(H29)
ー

95

電熱式おもちや

ー

96

電気ポンプ

113 電撃殺虫器

J60335-1(3版H14)
J60335-1(4版H20)
J60335-1(H27)

116 携帯発電機

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－

第２－５１部：給湯及び給水設備用据置形循環
ポンプの個別要求事項
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第２－７９部：高圧洗浄機及びスチーム洗浄機の
個別要求事項
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第２－４１部：ポンプの個別要求事項

循環ポンプ

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－

循環ポンプ

高圧洗浄
水中用

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－

第２－５１部：給湯及び給水設備用据置形循環
ポンプの個別要求事項
第２－８９部：業務用冷凍冷蔵機器の個別要求 2024年7月31日まで有効
事項
第２－８９部：業務用冷凍冷蔵機器及び製氷機
の個別要求事項
第２－８９部：業務用冷凍冷蔵機器の個別要求 2024年7月31日まで有効
事項
第２－８９部：業務用冷凍冷蔵機器及び製氷機
の個別要求事項
第２－２４部：冷却用機器、アイスクリーム機器及
び製氷機の個別要求事項
第２－７５部：業務用ディスペンサ及び自動販売
機の個別要求事項
第２－１６部：食品くずディスポーザの個別要求
事項
第２－３２部：マッサージ器の個別要求事項

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－

第２－８４部：トイレ機器の個別要求事項

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－

第２－８４部：トイレ機器の個別要求事項

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－

家庭用
ディスペンサー

2023年9月30日まで有効

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第２－７５部：業務用ディスペンサ及び自動販売
機の個別要求事項
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第２－６０部：渦流浴槽機器、渦流スパ及びこれ
らに類する機器の個別要求事項
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第２－５５部：水槽用及び庭池用電気機器の個
別要求事項

第２－８２部：サービス機器及びアミューズメント
機器の個別要求事項
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第２－８２部：サービス機器及びアミューズメント
機器の個別要求事項

第２－２１０部：家庭用電気磁気治療器の個別要
求事項
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第２－５９部：電撃殺虫器の個別要求事項

AV機器用

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 第２－２９部：バッテリチャージャの個別要求事項

家庭機器用（負荷機器に適
用するパート２と併せて適
用）
家庭機器用（負荷機器に適
用する第２部と併せて適用）
家庭機器用（負荷機器に適
用する第２部と併せて適用）
バッテリーチャージャー

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－

第２－２９部：バッテリチャージャの個別要求事項 2022年10月31日まで有効

バッテリーチャージャー

情報技術機器－安全性－

第１部：一般要求事項

IT機器用

J60950-22(2020) 情報技術機器－安全性－

第２２部：野外に設置する機器

屋外に限る、IT機器用

ランプ制御装置－
J61347-213(H29)
J61558-2-1(H26) 変圧器，電源装置，リアクトル及びこれに類する
装置の安全性－

第２－１３部：直流又は交流電源用LEDモジュー
ル用制御装置の個別要求事項
第２－１部：一般用の複巻変圧器及び複巻変圧
器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び
試験

LED用電源装置

J61558-2-2(H26) 変圧器，電源装置，リアクトル及びこれに類する
装置の安全性－
J61558-2-4(H26) 入力電圧１１００Ｖ以下の変圧器，リアクトル，電
源装置及びこれに類する装置の安全性－
J61558-2-6(H26) 入力電圧１１００V以下の変圧器，リアクトル，電
源装置及びこれに類する装置の安全性－

第２－２部:制御変圧器及び制御変圧器を組み
込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
第２－４部：絶縁変圧器及び絶縁変圧器を組み
込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
第２－６部：安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧
器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び
試験

J61558-213(H26)
J61558-216(H26)
J62368-1(2020)

入力電圧１１００V以下の変圧器，リアクトル，電
源装置及びこれに類する装置の安全性－
入力電圧１１００V以下の変圧器，リアクトル，電
源装置及びこれに類する装置の安全性－
オーディオ・ビデオ，情報及び通信技術機器－

第２－１３部：単巻変圧器及び単巻変圧器を組
み込んだ電源装置の個別要求事項及び試験
第２－１６部：スイッチモード電源装置及びスイッ
チモード電源装置用変圧器の個別要求事項
第1部：安全性要求事項

J8528-8(H16)

往復動内燃機関駆動による交流発電装置パート
８：低出力発電装置に対する要求事項及び試験

J8528-13(2020)

往復動内燃機関駆動式交流発電装置－

J60335-229(2019)
J60335-229(H27)
J60950-1(H29)

携帯発電機

第２－４１部：ポンプの個別要求事項

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－

第１部：一般要求事項

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－

第１部：通則

6

一般

一般
一般
一般

一般
一般
AV機器用及びIT機器用
2023年9月30日まで有効

第１３部：安全性

ISO 8528-8(1995)に対応、こ
の基準を適用した場合、表２
を適用せず別表第十第９章
を適用する。
ISO 8528-13(2016)に対応

