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1.JISCBAの主な活動状況（1/4）  

P3 

委員会等の名称 開催回数＊ 

総会 1 

幹事会 7 

会員連絡会 1 

技術検討 
委員会 

本委員会 3 

コンクリートWG 4 

建材WG 2（2） 

鉄鋼・非鉄WG 4（4） 

JIS Q 17025WG 2（1） 

その他 

標準化地区大会資料作成WG 2 

力量維持向上コースへのコンプライアンス追加検討WG 2（1） 

取消し・一時停止基準検討WG 3（1） 

2018年度 

※（ ）内はメール審議 



●JIS Q 17025WG 
  ISO/IEC17025が2017年11月30日に改正、その後JIS Q 
17025が2018年7月20日に改正された。これを受けて、JISCBA
で公表している解釈集【共5】及び【共10】の見直しを行った。 
 （レディーミクストコンクリート及びプレキャストコンクリート製品は、 
  コンクリートWGで解釈集【コ⑨】を見直し） 

1.JISCBAの主な活動状況（2/4）  

P4 

＜ ISO/IEC17025（ JIS Q 17025 ）の改正理由＞ 
 ・引用規格が現存していない、最新版でない 
 ・用語の定義が古い 

 ・ISO9001：2015との整合 

 ・規範的要求事項（具体的かつ細かな要求事項）を可能な限り廃止し、 

  パフォーマンスベース、プロセスベースを導入 

 ・注記を可能な限り削除し、要求事項への格上げや削除を検討 

 JIS認証取得事業者の皆様は、各登録認証機関が定める期限までに
ご対応ください。 



●取消し・一時停止基準検討WG 
 鉱工業品等認証省令※第15条第2項に該当する事実が確認された場
合の、認証取得事業者へ請求する措置の判断基準を取り纏め、解釈集
【共21】として公表。 

1.JISCBAの主な活動状況（3/4）  

P5 

＜ 鉱工業品等認証省令※第15条第2項＞ 
  

 登録認証機関は、次の各号に掲げる場合には、認証を取り消し、又は速やかに
被認証者に対して、JISマークの表示の使用の全部若しくは一部を行わないように
請求し、かつ、被認証者が保有するJISマークを付してある鉱工業品であって、日
本産業規格に適合していないものを出荷しないように請求する。 
 

一 被認証者が製造又は加工した鉱工業品が法第45条第2項第三号（旧法:第31条第
2項第三号）の場合（認証を受けているJISに適合しない場合）に該当するとき。 
 

二 被認証者の品質管理体制が第2条の基準に適合していない場合であって、その
内容が、認証に係る鉱工業品が日本産業規格に適合しなくなるおそれのあると
きその他重大なものであるとき。 
 

三 前項の請求（是正・予防措置請求）に被認証者が適確に、又は速やかに応じな
かったとき。 

※鉱工業品等認証省令： 
   鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 



1.JISCBAの主な活動状況（4/4）  
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委員会・セミナー等の名称 派遣回数（回） 

JIS原案作成委員会 20 

標準化と品質管理地区大会 7 

JIS品質管理責任者セミナー 
専修科コース、短期特別コース 35 

力量維持･向上コース 32 

＜ 力量維持・向上コースの意義＞ 

・JISマーク製品の信頼性を確保する上で品質管理責任者の力量維持・ 
 向上が必要不可欠。 
・品質管理責任者の知見、能力の維持・向上、JISマーク認証の公正、 
 適正かつ円滑な運用を図る。 

JISCBAでは1回以上/3年の受講を推奨。 
新しい情報の収集や、教育訓練に是非活用を！！ 



2 ．認証の現状  
P7 

分 野 認証件数 
前年比

(件) 

A：土木・建築 5137 -39 

B：一般機械 516 -4 

C：電子機械 
    ・電気機械 307 -14 

D：自動車 13 +1 

E：鉄道 23 ±0 

F：船舶 25 -1 

G：鉄鋼 1123 +39 

H：非鉄金属 289 +6 

K：化学 483 -2 

分 野 認証件数 
前年比

(件) 

L：繊維 23 ±0 

M：鉱山 － － 

P：パルプ及び紙 9 ±0 

R：窯業 208 -2 

S：日用品 99 ±0 

T：医療安全器具 99 +6 

Ｘ：情報処理 － － 

Z：その他 185 +5 

合 計 8,539 -5 

2019年7月現在 

前年比は、2018年7月との比較 



3 ．法令の改正概要（1/4）  
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●2019年7月1日にJIS認証関係法令が改正施行 

旧 新 

工業標準化法 産業標準化法 

日本工業規格への適合性の 
認証に関する省令 

鉱工業品及びその加工技術に係る 
日本産業規格への適合性の 

認証に関する省令 
（略称：鉱工業品等認証省令） 

（制定） 
電磁的記録に係る日本産業規格へ
の適合性の認証に関する省令 
（略称：電磁的記録認証省令） 

（制定） 
役務に係る日本産業規格への 
適合性の認証に関する命令 
（略称：役務認証命令） 

 ＜制定・改正された法令＞ 

データ 

サービス 



3 ．法令の改正概要（2/4）  
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●産業標準化法 

＜外国の製造業者等のJISへの適合の表示＞ 

法第23条 ⇒ 法第37条 

＜鉱工業品のJISへの適合の表示＞ 

法第19条 ⇒ 法第30条 
＜加工技術のJISへの適合の表示＞ 

法第20条 ⇒ 法第31条 

 認証を受けずにJISマークを表示した法人等に対する罰金を1億円に 
引き上げ（従来は100万円） 

1．JISの対象拡大  

2．罰則強化   

JISマーク表示制度の対象に「データ」及び「サービス」を追加 

3．JIS制定の迅速化   

  一定要件を満たす民間機関からのJIS案は、JISCを経ずに制定できる 

法条項
の変更 



1．認証の一時停止解除後の審査 1．認証の一時停止解除後の審査 

3 ．法令の改正概要（3/4）  
P10 

●鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性 
 の認証に関する省令 

2．認証取消し後に再度認証を取得した場合の審査   

 【省令第9条表七項】 
   認証の一時停止解除後、1年以内に審査を実施 

【省令第10条第2項】   
  認証取得後3年間は、1年ごとに1回以上審査を実施 

1年以内 

是正･予防処置 
検討・実施 

審 

査 

審
査 

審
査 

停
止 

取
消 

解
除 

再
取
得 

重大な不適合 

重大な不適合 
品質管理体制 

再構築 

是正･予防処置 

運用 審
査 

審
査 1年 1年 1年 

審
査 



・日本工業規格 ⇒ 日本産業規格 
・工業標準化法 ⇒ 産業標準化法 など 
・日本工業規格 ⇒ 日本産業規格 
・工業標準化法 ⇒ 産業標準化法 など 

3 ．法令の改正概要（4/4）  
P11 

●名称変更への対応 

 ・製品や包装への表記、社内規格の記載について変更が必要 
 ・英語表記（Japanese Industrial Standards）はそのまま 

 名称変更への対応期限は設けませんが、できるだけ速やかに変更を
行ってください。 
 名称変更への対応期限は設けませんが、できるだけ速やかに変更を
行ってください。 

日本工業規格認証取得工場 日本産業規格認証取得工場 

JIS認証取得工場 JIS認証取得工場 

変更必要 

そのまま 

例) 



４  ．指摘事例と是正の概要（1/12）  
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不適合の内容 
電子天秤が、試験方法の引用規格で規定された性能（目量
0.1mg）を満足していなかった（使用していた天秤の目量1mg）。 

指摘の根拠 
省令第2条第1項第二号（JISの検査設備の使用） 
同項第四号ホ（設備管理） 

不適合の原因 
引用JISが改正された際に、検査設備（電子天秤）の目量の規定が
追加されたことに気が付かなかった。 

是正の概要 
他の検査で使用している目量0.1mgの電子天秤を新たに登録する
とともに、引用JISの改正内容について情報を入手し、定期的に社
内規格との整合性を確認することとした。 

該当製品JIS 

引用JIS 

社内規格 

整合性 
確認 



４  ．指摘事例と是正の概要（2/12）  
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不適合の内容 
JISの改正に合わせた社内規格の見直しが実施されていない。この
ため、製品検査が改正前の方法で実施されている。 

指摘の根拠 
省令第2条第1項第三号（JISの検査方法の使用） 
同項第四号イ（社内規格の整備）  

不適合の原因 JIS改正の状況を把握していなかった。 

是正の概要 日本規格協会のHPにて改正されたJISを月初にチェックをする。 

・日本規格協会 JSA GROUP Webdesk 
 （https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0600） 

  （月毎の最新JISリストがPDFでダウンロード可） 

＜JIS改正情報の確認＞ 

・日本産業標準調査会（https://www.jisc.go.jp/） 
  （毎月20日頃にお知らせとして公表） 

JISC 

JSA 

https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0600
https://www.jisc.go.jp/


４  ．指摘事例と是正の概要（3/12）  
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不適合の内容 
社内規格に規定されている工場組織図及び職務分掌規程の内容が
当該工場の実態と整合性が全くない。 

指摘の根拠 省令第2条第1項第四号イ（社内規格の整備）  

不適合の原因 
工場組織内の人事異動や組織改編の際に、組織図や職務分掌規程
の見直しを怠ってしまった。 

是正の概要 
品質管理委員会の中で組織図（組織体系）及び職務分掌規程の見
直しを行い、現状と整合させた。 

僕は 
何を任せら
れているん
だろう？ 

私の係の 
責任範囲は
どこまで 

なの？ 



４  ．指摘事例と是正の概要（4/12）  

P15 

不適合の内容 

「ホルムアルデヒド放散量」の検査を外注しているが、品質規定
が「0.12mg/L以下」のところ、成績書の結果が「0.1mg/L以
下」であり、小数点以下２桁目が確認できない状態で受入れ、合
格としていた。 

指摘の根拠 省令第2条第1項第四号ロ（製品管理） 

不適合の原因 
「0.1mg/L以下」という結果について、有効桁が１桁であるとい
う認識が欠けていた。 

是正の概要 

当該試験を他の試験機関で実施し、結果が「0.12mg/L以下」で
あることを確認した。また、試験の外注先を確認試験を実施した
試験機関に変更し、今回の指摘案件について社内で勉強会を実施
し周知した。 

0.14mg/L？ 0.05mg/L？ 



４  ．指摘事例と是正の概要（5/12）  
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不適合の内容 
資材の一部において、社内規格で規定した受入れ検査を実施した
日付よりも以前に、製造に使用しているものがあった。 

指摘の根拠 
省令第2条第1項第四号ハ（原材料管理） 
同号ニ（１）（工程管理） 

不適合の原因 
受入れ検査が済んでいない資材だと気が付かずに、製造に使用し
てしまった。 

是正の概要 
受入れ検査が済んでいない資材については、「検査中、使用不
可」の表示をすることとし、誤って使用しないようにした。 



４  ．指摘事例と是正の概要（6/12）  
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不適合の内容 
製造台帳を使用して製造の指示内容をチェックする様にしている
が、社内規格で記録することになっているろ過作業についての
チェック項目が無く、また、その記録もなかった。 

指摘の根拠 省令第2条第1項第四号ニ（１）（工程管理） 

不適合の原因 
製造台帳にろ過条件の記載がなかったので、上司に内容を確認し
た上で、指示された条件でろ過を実施したが、当該の台帳に内容
を追記することを失念してしまった。 

是正の概要 
製造台帳に、ろ過条件の記入欄を「固定項目」として追加した。
製造台帳作成時または製造作業時に部門間での確認および追記を
確実に実施することを徹底する。 

工程の管理項目 作業記録 

設備の点検項目 設備点検表 

社内規格 記録 

整合性を 
確認 



４  ．指摘事例と是正の概要（7/12）  
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不適合の内容 
圧造工程検査において、寸法が基準値を超えているにもかかわら
ず合格判定されていた。 

指摘の根拠 省令第2条第1項第四号ニ（１）（工程管理） 

不適合の原因 

試験結果をデータファイル上で合否判定させていたが、製品ごと
にファイルをコピーして使用している間に判定項目のリンクが外
れ、手入力で「合格」の判定のままとなっていた。 
圧造工程で使用する金型寸法が寸法規格上限値となっていた。 

是正の概要 

PCを利用した測定データ取り込みソフトを使用し、規格外のデー
タであれば「不合格」判定する仕組みに変更した。 
金型の修正を実施した。 
寸法測定手順の標準化にかかる再教育を実施した。 

 自作の計算プログラムは、ファイルの
更新の都度、妥当性の検証を行うこと。 



４  ．指摘事例と是正の概要（8/12）  
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不適合の内容 
 設備の「日常点検表」を確認したところ、ある2週間分について、
点検者名が異なっているにもかかわらず同一筆跡で記入されてい
た。 

指摘の根拠 
省令第2条第1項第四号ホ（設備管理） 
同号チ（記録管理） 

不適合の原因 
品質コンプライアンス遵守意識が欠如していたため、点検データ
のねつ造を指示した。 

是正の概要 

全社的な年間計画に基づくコンプライアンス教育を実施し、品質
を含むコンプライアンス意識啓蒙活動を行った。また品質コンプ
ライアンスの重要性認識と違反防止を目的とした「品質コンプラ
イアンス規定」を制定した。 

品質管理記録の
改ざん・捏造 

 JISマークの信頼性 
が失墜 

 市場のJISマーク製品が 
売れなくなる 

NO! 
JIS 



４  ．指摘事例と是正の概要（9/12）  
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不適合の内容 
コンクリート養生水槽に保管されている供試体の数量と検査記録
台帳の記載数量に差異があった。 

指摘の根拠 省令第2条第1項第四号チ（記録管理） 

不適合の原因 
試験員が供試体の強度試験を行い手帳に記録を残したが、作業終
了時、パソコンへの入力を失念していたのが要因であった。 

是正の概要 
試験員が手帳の記録を当日中にパソコンへ入力すること及びダブ
ルチェックとして、品質管理責任者へ入力報告することを試験手
順書に定めた。 

入力を失念したり、 
億劫になる 

不適合発生！ 
多忙で入力を

後回し 



４  ．指摘事例と是正の概要（10/12）  
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不適合の内容 
検査記録に、個々の検査項目の記載が無く、単に「合格」と記述
されており、どの項目を検査したのか記録として把握できなかっ
た。 

指摘の根拠 省令第２条第１項第四号チ（記録管理） 

不適合の原因 

その時に合格であればよく、記録とその有効活用という考えが無
かった。また、製造上瑕疵が無い事を第三者に提示できることの
必要性も感じていなかった。 

是正の概要 

検査記録の様式を改め、個々の検査項目とその判定値も記載し、
検査結果を記入することとした。その結果、容易に判定可能とな
り、記録としての有用性も向上した。検査員に教育を実施した。 

＜省令第2条第1項第四号チ＞ 

 鉱工業品の管理、原材料の管理、
工程の管理、設備の管理、外注管理、
苦情処理等に関する記録が必要な期
間保存されており、かつ、品質管理
の推進に有効に活用されていること。 

記録の活用方法 

・品質管理体制の適合性の証明 

・製品品質の適合性の証明 

・品質水準の評価 

・不適合発生時の要因分析 

          ・・・etc 



４  ．指摘事例と是正の概要（11/12）  

P22 

不適合の内容 
JIS製品に関する苦情対応報告書の署名欄がISO管理責任者となっ
ており、JIS品質管理責任者としての指導・助言の関与が確認でき
ない。 

指摘の根拠 省令第2条第1項第五号ロ（1）ⅴ（品質管理責任者） 

不適合の原因 
JIS品質管理責任者とISO管理責任者の職務に対する認識が不足し、
職責が混在してしまっていた。 

是正の概要 

JIS用の苦情処理報告書を作成し、署名欄にJIS品質管理責任者と
明記した。また、職務分掌規程もISO・JIS管理者の職責（職務）
を明確に規定した。 

I
S
O
 

J
I
S
 

品質管理 
良
品 

良
品 

良
品 

良
品 

市場 



● 「不適合＝悪」ではない！ ● 「不適合＝悪」ではない！ 

●品質管理責任者、経営者、就業者が三位一体 
 で取り組む 
●品質管理責任者、経営者、就業者が三位一体 
 で取り組む 

・不適合の放置（不適合品の流出） 
・不適合の上塗り（改ざん、ねつ造等の悪意） 
・権限を持つ者の不適合への積極的関与（組織的悪意） 

・不適合の放置（不適合品の流出） 
・不適合の上塗り（改ざん、ねつ造等の悪意） 
・権限を持つ者の不適合への積極的関与（組織的悪意） 

●適切に不適合処置及び是正処置を行うこと。 ●適切に不適合処置及び是正処置を行うこと。 

４  ．指摘事例と是正の概要（12/12）  
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不適合が発生した場合・・・ 

発生次第 
速やかに！ 

人にミスは 
付きもの！ 

互いに 
フォローを！ 



●JISマークを付すことができるのは？  
＜産業標準化法第30条及び同法31条＞ 
 登録認証機関の認証を受けた製造・販売・輸入・加工業者が、認証を
受けた製品又はその包装、容器若しくは送り状に特別な表示（JISマー
ク）を付すことができる。 
  

  

５  ．JISマークの誤表示防止について（1/6）  
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製造･販売･輸入 特定側面 加工技術 

注）違反者は同法34条に該当（強化された罰則の対象） 
 

＜ 産業標準化法第34条＞ 
  

 何人も、登録認証機関の認証を受けていない製品又はその包

装、容器若しくは送り状にJISマークを付し、又はこれらと紛
らわしい表示を付してはならない。 

注意！ 



５  ．JISマークの誤表示防止について（2/6）  
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＜認証取得者の義務＞ 
 登録認証機関と締結している「認証契約」及び「社内規格」に基づき、
JISマークを使用すること。 

＜登録認証機関の責任＞ 
  認証取得者が「認証契約」及び「社内規格」に基づき、JISマーク等 
 が適切に使用されていることを管理すること。 

 ⇒JIS Q 1001（追補1）：2015 13.1 JISマーク等の表示  参照。 

 ⇒「認証契約」及び「社内規格」に定められていない種類や、品番の 
  製品等へのJISマークの表示（又はこれと紛らわしい表示）や表示 
  方法は認められない。 



５  ．JISマークの誤表示防止について（3/6）  
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ａ）認証対象製品及び認証対象外製品を、生産リストなどによって明確 
  に識別する。 
ａ）認証対象製品及び認証対象外製品を、生産リストなどによって明確 
  に識別する。 

ｂ）認証対象製品のJISマーク等の表示に係る社内規格及び認証対象外製 
  品の表示に係る社内規格（作成されている場合）を適切に規定する。 
ｂ）認証対象製品のJISマーク等の表示に係る社内規格及び認証対象外製 
  品の表示に係る社内規格（作成されている場合）を適切に規定する。 

●認証取得者に求められる誤表示防止のための方法（一例） 
             （JIS Q 1001（追補1）：2015より） 

ｃ）認証対象製品及び対象外製品の表示工程を、物理的又はシステム的 
  に分離する。 
ｃ）認証対象製品及び対象外製品の表示工程を、物理的又はシステム的 
  に分離する。 

ｄ）認証対象製品のJISマーク等の表示検査及び認証対象外製品にJIS 
  マークの表示が誤って付されていないことの検査を、検査工程（出 
  荷承認を含む）において適切に対応する。 

ｄ）認証対象製品のJISマーク等の表示検査及び認証対象外製品にJIS 
  マークの表示が誤って付されていないことの検査を、検査工程（出 
  荷承認を含む）において適切に対応する。 



●認証取得者に求められる誤表示防止のための方法（一例） 
             （JIS Q 1001（追補1）：2015より） 

５  ．JISマークの誤表示防止について（4/6）  
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ｅ）誤表示の事実が判明した場合、それに対する是正措置を適切に実施 
  する。 
ｅ）誤表示の事実が判明した場合、それに対する是正措置を適切に実施 
  する。 

ｆ）品質管理責任者は、認証対象品へのJISマーク等の表示に係る管理業 
  務を適切に管理する。（誤表示の未然防止を含む） 
ｆ）品質管理責任者は、認証対象品へのJISマーク等の表示に係る管理業 
  務を適切に管理する。（誤表示の未然防止を含む） 

ｇ）JISマーク等の表示(誤表示防止を含む)に関する教育訓練を、就業者 
  に対して適切に実施する。 
ｇ）JISマーク等の表示(誤表示防止を含む)に関する教育訓練を、就業者 
  に対して適切に実施する。 

  表示に関わる全ての就業者、及び必要に応じて表示に関わる 
 外部関係者に対して表示の重要性を周知すること。 
 ＜考えられる就業者・外部関係者（例）＞ 
  ・製造部署 ・営業、広報部署   ・JISﾏｰｸ印刷業者 ・OEM業者 



５  ．JISマークの誤表示防止について（5/6）  
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●想定される誤表示例 

 認証対象製品と認証対象外製品を同一ラインで製造している場合
に、表示作業担当者が、認証対象外製品にJISマークを付す。 
 認証対象製品と認証対象外製品を同一ラインで製造している場合
に、表示作業担当者が、認証対象外製品にJISマークを付す。 

 カタログやホームページを更新する際に、認証対象外製品に対し
認証を取得していると誤解されるような方法でJISマーク又はこれ
と紛らわしい表示をする。 

 カタログやホームページを更新する際に、認証対象外製品に対し
認証を取得していると誤解されるような方法でJISマーク又はこれ
と紛らわしい表示をする。 

製造部門 製造部門 

営業・広報部門 営業・広報部門 就
業
者 

就
業
者 

 営業・販売戦略の目的により、品質管理責任者が関与せず製品の
仕様やそのパッケージ仕様等が変更され、認証契約及び社内規格で
定められていない方法で、JISマークを付す。 

 営業・販売戦略の目的により、品質管理責任者が関与せず製品の
仕様やそのパッケージ仕様等が変更され、認証契約及び社内規格で
定められていない方法で、JISマークを付す。 



５  ．JISマークの誤表示防止について（6/6）  
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●想定される誤表示例 

 印刷業者が印刷した認証対象外製品の納入書や梱包箱に、JIS
マーク又はこれと紛らわしい表示があるにも拘わらず、認証工場で
これを見落とし使用する。 

 印刷業者が印刷した認証対象外製品の納入書や梱包箱に、JIS
マーク又はこれと紛らわしい表示があるにも拘わらず、認証工場で
これを見落とし使用する。 

JISマーク印刷業者 JISマーク印刷業者 

 OEM先の業者から提供された仕様書やパッケージ等に、JISマー
ク又はこれと紛らわしい表示があるにも拘わらず、認証工場でこれ
を見落とし（又は見逃し）使用する。 

 OEM先の業者から提供された仕様書やパッケージ等に、JISマー
ク又はこれと紛らわしい表示があるにも拘わらず、認証工場でこれ
を見落とし（又は見逃し）使用する。 

OEM業者 OEM業者 

関
係
者 

関
係
者 



JIS Q 9001認証と、JIS認証における審査基準Bとの関係について 

（1）9001認証が取り消された場合 

 ✓鉱工業品等認証省令第9条の表の6の項又は8の項に基づく臨時審査を速やかに実施する。 

 ✓臨時審査の結果、JIS認証に係る措置は、JISCBA解釈集共21に基づき判断する。 

   →原則、JIS認証は「一時停止」又は「取消し」とする。 

 
（2）9001認証が一時停止となった場合 

 ✓鉱工業品等認証省令第9条の表の6の項又は8の項に基づく臨時審査を速やかに実施する。 

 ✓臨時審査の結果、JIS認証に係る措置は、JISCBA解釈集共21に基づき判断する。 

   →JIS認証の「一時停止」の要否を判断する。(内容によって取消しとなる場合も有) 

 JIS Q 9001（又はISO9001。以下「9001」という。）の審査登録機関の発行し
た審査登録証の写し及び審査登録報告書の写しを活用してJIS認証を行った場合
（審査基準B）であって、9001認証が取消し又は一時停止となった場合、9001認
証が取消し又は一時停止となった理由を速やかに臨時審査で確認し、その理由
（事実）とJIS認証への基準適合を確認した上で、措置方針は原則次のとおりと
する。 

 JIS Q 9001（又はISO9001。以下「9001」という。）の審査登録機関の発行し
た審査登録証の写し及び審査登録報告書の写しを活用してJIS認証を行った場合
（審査基準B）であって、9001認証が取消し又は一時停止となった場合、9001認
証が取消し又は一時停止となった理由を速やかに臨時審査で確認し、その理由
（事実）とJIS認証への基準適合を確認した上で、措置方針は原則次のとおりと
する。 

＜テキスト不掲載＞ 
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お問合せ先 
 

JIS登録認証機関協議会 事務局 

(一般財団法人日本規格協会 JIS認証制度支援室内） 

  〒108-0073 東京都港区三田3-13-12 

            TEL： 03-4231-8535 

         E-mail：jiscba@jsa.or.jp 

      Web： http://www.jsa.or.jp/jiscba/top.asp 

mailto:jiscba@jsa.or.jp

