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食品安全マネジメントシステム要員認証に係わる 

提出書類記入要領 

 

登録申請時は必ず、JRCAホームページより「最新の様式」をダウンロードして必要

事項を記入しご提出ください 

 

この要領により、登録申請用紙に記入されるに当たっては、「食品安全マネジメント

システム審査員の資格基準および手続き（JRCA F4000）」をお読みのうえ内容をよく理

解してから行って下さい。申請の種類により提出する資料がかなり変わります。 

なお、記入事項は、全て青又は黒のボールペン等(鉛筆を除く)で記入、もしくは、ホー

ムページからダウンロードして入力(署名、捺印を除く)してください。 

 

マネジメントシステム審査員登録申請書（ JRCA F5120-01 ）の記入方法 

 

（１） 申請マネジメントシステム、申請資格、申請の種類 

該当する項目の□の中をマークして下さい。 

申請の種類は下記のようになります。 

初回申請 
当センターに登録されておらず、他のマネジメントシステムの審査員

にも登録されていない方が審査員補に登録申請する場合 

拡大申請 

JIS Q 17024（ISO/IEC 17024）に基づく「認定」を取得している要

員認証機関に登録している品質、環境、及び情報セキュリティのマネ

ジメントシステム（ISO9001 及び ISO14001、ISO27001）審査員補、

審査員、主任審査員が登録申請する場合 

維持申請 
初回登録又は拡大登録、若しくは資格更新の日の１年後及び２年後、

資格の継続の申請をされる場合 

更新申請 
初回登録又は拡大登録、若しくは資格更新の日から３年毎に、資格の

継続の申請をされる場合 

格上申請 
当センターにすでに登録されていて、より上の資格へ登録申請する場

合 

カテゴリ・サブ

カテゴリ拡大申

請 

当センターにすでに登録されていて、「カテゴリ・サブカテゴリ」の

拡大を申請する場合 

サブカテゴリ登

録申請 

当センターにすでに登録されていて、現在保有の「カテゴリ」対応す

る「サブカテゴリ」の登録を申請する場合 

※１維持（又は更新）申請、格上申請、カテゴリ・サブカテゴリ拡大申請、サブカ

テゴリ登録申請の 4 つの申請は重複して申請を行えます。 

※２「□カテゴリ・サブカテゴリ拡大（    ）」、「□ｻﾌﾞｶﾃｺﾞﾘ登録申請（現在

保有の「ｶﾃｺﾞﾘ」対応する「ｻﾌﾞｶﾃｺﾞﾘ」の申請）（    ）」の（ ）内に申請
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するカテゴリ・サブカテゴリを記入してください。 

 

（２） 現在の資格、登録番号、有効期限 

既に JRCA に登録されている場合、現在の資格、登録番号、有効期限、を記入して

ください。 

 

（３） 申請者 

申請者をご確認するための個人情報ですので、下記の点に十分留意して記入して下

さい 

① 氏名、印、フリガナ 

氏名は楷書で記入して下さい。姓と名の間は、一文字開けて下さい。 

署名または記名押印してください。 

② ロ－マ字 

姓（大文字）、名（最初の１文字のみ大文字）の順に書いて下さい。 

（ 例：規格 太郎 → ＫＩＫＡＫＵ  Ｔａｒｏ） 

③ 生年月日（西暦） 

生年月日を西暦で記入してください。 

④ e-メール 

申請者への連絡に使用致しますので、当センターからのメールが受信できる e-

メールアドレスを記入して下さい。 

 

（４） 登録情報の変更の有無 

初回申請・拡大申請の方はチェックする必要はありません。 

 

それ以外の申請で、この項目以下の登録情報に変更がない場合は、「□登録情報に変

更ありません」の□中をマークして下さい。 

その場合、この項目以下の記入は不要です。 

 

登録情報に変更がある場合は、「□以下の記載事項を変更してください」の□中をマ

ークし、変更する情報のみ申請書に記入してください。 

 

（５） 自宅、連絡先、所属する認証機関 

初回申請・拡大申請の場合は必ず記入してください。 

 

維持・更新申請、格上申請、カテゴリ・サブカテゴリ拡大申請、サブカテゴリ登録

申請の場合は変更がある場合のみ記入してください。 

 

勤務先の記入に当たっては、業務を提供しているが帰属関係がない勤務先は外して

下さい。個人事務所を持っている方は個人事務所を勤務先として下さい。 
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認証機関に所属している場合は記入してください。 

 

（６） 連絡先、案内方法 

連絡先は、自宅又は勤務先から選択し、該当する項目の□の中をマークして下さい。 

申請者への連絡に使用致しますので、郵便物やハガキを確実に受取れるところを選

択してください。 

 

案内方法は、e-メール又は郵送から選択し、該当する項目の□の中をマークして下

さい。 

e-メールをご指定の場合、維持・更新案内、追加資料の提出のお願い等は e-メール、

それ以外の文書（判定結果通知、登録証明書等)は郵送で送付します。 

 

（７） JRCA-HPでの情報公開 

初回登録時には、登録番号と資格区分が表示されます。初回登録後に「審査員のペ

ージ」：https://auditor.jsa.or.jp/members/login から「登録情報の変更」の「ホー

ムページでの公表」で公表する項目を選択いただき、登録ください。 

 

（８） 誓約 

マネジメントシステム登録申請書が申請者誓約書を兼ねています。 

JRCA F4000 の 4.5.1 項(報告)及び 6.2 項(義務)、並びに付属書 3(審査員倫理綱領)

を参照し遵守事項を確認の上、署名または捺印してください。 

 

推薦書Ａ（ JRCA F5120-02 ）の記入方法 

 

この推薦書の本文の内容で署名をして貰える方のうち、4 年以上の業務上の関係がある方

２名から署名を貰って下さい。 

業務上の関係が４年以上ある方が見当たらない場合には、雇用関係が１年以上におよぶ雇

用者または、契約関係が１年以上におよぶ契約先責任者１名から署名を貰って下さい。 

① 推薦者氏名、フリガナ、印（印は、推薦者の個人印を押して貰って下さい） 

② 勤務先・所属・役職 

③ 勤務先所在地 

 

業務の提供をしているが帰属関係を持っていない勤務先は外して下さい。 

この場合を含めてその他の場合は、個人事務所もしくは自宅を記入して下さい。 

 

推薦書Ｂ（ JRCA F5120-03 ）、推薦書Ｃ（ JRCA F5120-04）の記入方法 

 

推薦書の本文の内容で署名をして貰える、審査に同行した主任審査員資格者、または認証

機関の雇用責任者の方２名から署名を貰って下さい。 

① 推薦者氏名、フリガナ、印（印は、推薦者の個人印を押して貰って下さい） 
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② 推薦者が、主任審査員の資格を有していること、または認証機関の雇用責任者であ

ることを証明するもの（登録証のコピー、認証機関の雇用責任者であることを示す

ものなど）を推薦書に添付して下さい 

③ 勤務先・所属・役職 

④ 勤務先所在地 

業務の提供をしているが帰属関係を持っていない勤務先は外して下さい。 

この場合を含めてその他の場合は、個人事務所もしくは自宅を記入して下さい。 

 

推薦書Ｄ（ JRCA F5120-16 ）の記入方法 

 

この推薦書の本文の内容で署名をして貰える方のうち、5 年以上の業務上の関係がある方

２名から署名を貰って下さい。 

業務上の関係が 5 年以上ある方が見当たらない場合には、雇用関係が１年以上におよぶ雇

用主または、契約関係が１年以上におよぶ契約先責任者１名から署名を貰って下さい。 

① 推薦者氏名、フリガナ、印（印は、推薦者の個人印を押して貰って下さい） 

② 勤務先・所属・役職 

③ 勤務先所在地 

業務の提供をしているが帰属関係を持っていない勤務先は外して下さい。 

この場合を含めてその他の場合は、個人事務所もしくは自宅を記入して下さい。 

 

食品安全マネジメント分野の業務経歴及びカテゴリ・サブカテゴリの業務経験書

（JRCA F 5120-05）の記入方法 

 

（１） 全般的な記入の注意事項 

① 最近の業務内容を最上段に記入してください。 

② 記入に当たっては業務の変わり目にあわせて期間を移して下さい。 

③ 所属組織・部署又業務内容の変更時点で区分してください。 

④ 所属部門、役職が変わらない場合でも、業務の上で大きな変更があれば期間を移し

て下さい。 

 

（２） 申請に必要な業務経歴及び業務経験とその期間について 

① 初回申請、拡大申請の方は、最低 2 年間の品質保証又食品安全職務の業務を含む、

少なくとも 4 又は 5 年間のフードチェーン関連産業でのフルタイムの業務経歴が必

要です。（詳細は JRCA F4000 参照） 

② カテゴリ・サブカテゴリ登録に関しては a)～c)の条件を満たす業務経験をもって力

量の証明を行う必要があります。審査員補の資格区分で新規申請を行う方は、カテ

ゴリ・サブカテゴリ登録は任意となります。尚、カテゴリ・サブカテゴリ登録申請

を行う方は記入が必要です。 

a) 申請できるカテゴリ・サブカテゴリは、本業として実務経験がある分野のみです。 

b) 申請するカテゴリ・サブカテゴリにおいて６ヶ月間フルタイムの業務経験が必要
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です。 

c) 製品納入先、コンサルタント先、審査・試験先、製品購入先、官公庁等で行政指

導（生産、製造など直接的な現地指導を除く）等を行った先の業種は、自らの経

験分野になりません。 

行政指導などでフードチェーンに携わった方などは、H のサービス分野に登録

できます。 

詳細は JRCA F4000 の７項を参照してください。 

 

（３） 記入方法 

① 期間 

期間について開始と終了の年月について記入してください。 

また、その期間の合計の年数・月数を記入してください。 

 

② 組織名、部署名、役職 

期間内の組織名、部署名、役職を記入してください。 

 

③ 製品、工程 

期間内に関わった「製品」とその「工程」について一般的に理解できるように記入

してください。 

 

④ 業務経歴、業務経験の区分、サブカテゴリ記号 

a) 記入する業務経歴が、「フードチェーン関連業務（食品生産又は製造、小売、検

査若しくは法の施行、又はこれと同等の分野）」であることを確認し、「□フード

チェーン関連業務」欄の□の中をマークして下さい。 

 

b) 記入する業務経歴が、「品質保証又食品安全職務の業務」である場合は、「□品質

保証食品安全業務」欄の□の中をマークして下さい。 

 

c) 記入する業務経験が、「申請カテゴリ・サブカテゴリにおいて、用語、知識及び

技能を適用する力量の証明となる６ヶ月間フルタイムの業務経験」である場合は、

「□申請するカテゴリ・サブカテゴリの記号（   ）」欄の□の中をマークし

て下さい。 

また、カッコ内にカテゴリ・サブカテゴリの記号を記入してください。 

（詳細は JRCA F4000 7 項カテゴリ・サブカテゴリ参照） 

 

注記）上記 a)～c)は該当する場合には、同時にマークすることが可能です。 

 

⑤ 業務経験、食品安全等の業務活動内容、習得した技術 

業務経験とその内容が理解できるように、担当した製品と業務プロセス（工程）・役

割について、できるだけ具体的に記述してください。 
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特に、カテゴリ・サブカテゴリの登録を行う場合は、「申請カテゴリ・サブカテゴリ

において、用語、知識及び技能を適用する力量」が証明できるように「習得した技

術」について、「どのような製品で、どのような役割で、実際にどのような業務をお

こなった」ということを具体的に記述してください。 

文章だけの判断となりますので、文章からから該当するカテゴリ・サブカテゴリの

必要な力量が読み取れない場合、カテゴリが付与されないので、ご注意ください。 

 

サブカテゴリ登録申請添付資料（JRCA F 5120-14）の記入方法 

 

現在保有の「カテゴリ」に対応する「サブカテゴリ」を登録申請する場合に使用してくだ

さい。 

ただし、この申請書とともに申請する「サブカテゴリ」について業務経験を記入した「食

品安全マネジメント分野の業務経歴及びカテゴリ・サブカテゴリの業務経験書（JRCA F 

5120-05）」の提出が必要になります。 

 

サブカテゴリ登録申請書には、３つの欄があり、下の３つの欄の該当する記号にそれぞれ

○を記入してください。 

① ISO/TS22003:2007 年度版のカテゴリ 

② ISO/TS22003:2013 年度版のカテゴリ 

③ 登録申請を行うサブカテゴリ 

 

食品安全マネジメントシステム審査記録（ JRCA F5120-07 ）の記入方法 

 

審査に当たっては、この記録用紙を持参し、審査の現地で記入して下さい。 

記入事項すべてに漏れなく記入して下さい。 

 

（１） 審査員氏名、審査機関名等 

氏名及び審査機関名を記入してください。 

所在地、連絡先は審査機関の所在地、電話番号、ＦＡＸ番号について記入してくだ

さい。 

 

第３者審査以外の第１者審査・第２者審査の場合は、審査機関名の欄に監査依頼者

を記入してください。 

所在地、連絡先は監査依頼者の所在地、電話番号、ＦＡＸ番号について記入してく

ださい。 

 

自宅／携帯はご自身の連絡が日中でも連絡が取りやすい番号を記入してください。 

登録資格、登録番号、登録機関は審査を実施した時点でのご自身の情報を記入して

ください。 
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（２） 審査先 

審査を行った組織名（会社名など）を記入して下さい。 

組織に関する窓口担当者、所在地、窓口担当者連絡先についても記入してください。 

 

（３） チームのリーダー 

審査チームのリーダーについて記入してください。 

リーダーの登録番号、電話番号を記入してください。 

ご本人がリーダーの場合は氏名欄に「本人」と記入し、他の項目記入不要です。 

 

（４） 主任審査員申請時、審査員申請時、カテゴリ・サブカテゴリ拡大申請時 

この審査記録を使用し、拡大申請、格上申請、カテゴリ・サブカテゴリ拡大申請、

サブカテゴリ登録申請を行う場合のみ必要な項目です。 

該当しない方は記入不要です。 

 

① 拡大申請・格上げ申請で、この審査記録の審査経験により、「主任審査員」に申

請される方は、「主任審査員申請時」の欄に「審査チームの指導・助言を受けた

主任審査員」の方の氏名と登録番号を記入してください。 

 

② 拡大申請・格上げ申請で、この審査記録の審査経験により、「審査員」に申請さ

れる方は、「審査員申請時」の欄に「審査チームの指導・助言を受けた審査員以

上の方」の氏名と登録番号を記入してください。 

 

③ カテゴリ・サブカテゴリ拡大申請、サブカテゴリ登録申請で、この審査記録の

審査経験により、「カテゴリ・サブカテゴリの登録申請」をされる方は、「カテ

ゴリ・サブカテゴリ拡大申請時」の欄に審査チームの「該当するカテゴリ・サ

ブカテゴリの有資格者審査員」の氏名と登録番号を記入してください。 

 

（５） 現地審査 

「開始」とはオープニング・ミーティングの開始時刻、「終了」とはクロ－ジング・

ミーティングの終了時刻です。 

（参考１）終了時が例えば１７時２０分の場合は１７時、１７時４０分なら１８時

として下さい。実時刻と３０分以上のズレがないようにして下さい。 

 

（６） 審査日数 

書類審査、現地審査とも時間の計算は（５）の参考１により、日数の計算は以下に

よって下さい。 

① 日数の計算は、書類審査、現地審査別々に行って下さい。 

② 書類審査は、現地審査に先行して行った書類審査の日数のみを計算して下さい。現

地審査に先行して行った書類審査のみが有効です。 
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③ 審査の日数の計算 

a) １日あたり６時間に満たない日は、実績時間を６時間で割り、小数第１位まで（第

２位以下切捨て）算出してください。 

b) １日あたり６時間を超える日は、時間数によらず１日とします。６時間を超えた

時間を他の日に振替えることはできません。 

例）1日目7時間＋2日目3.5時間の審査の場合 

1 日目の日数=1 日、2 日目の日数=0.5 日（3.5 時間／6 時間≒0.5 小数第２

位以下は切捨て） 計 1.5 日 

 

（７） 審査チームの人数、審査での役割 

審査チームの人数を記入してください。 

また、審査チーム内での役割について該当する項目の□の中をマークして下さい。 

 

（８） 審査の種類、規格の要求項目のうち審査した項目、審査カテゴリ・サブカテゴリ記

号、規格が ISO22000 以外の場合の規格名 

① 審査の種類は、行った審査の種類に該当する□中をマークして下さい。 

a) 第１者審査の場合は、審査が下記の条件を満たしていることを証明する下記の資

料の提出が必要になります。 

・ 審査者の所属部門と、審査を受けた部門が異なること 

b) コンサルタントが、コンサルタント業の契約に基づいて行った審査では下記の資

料の提出が必要です。 

・ 第三者の立場で審査を実施することを契約している契約書 

② 規格の要求項目のうち審査した項目 

ISO22000:2005 の規格要求事項のうち、実際に審査を行った項目を記入してくださ

い。 

（例：ISO22000－4.1,4.2,5.1,･･･） 

③ 審査カテゴリ・サブカテゴリ記号 

受審組織のカテゴリ・サブカテゴリを記入してください。 

そのカテゴリが、ISO/22003:2007 又は ISO/22003:2013 のどちらかわかるように該

当する□中をマークして下さい。 

④ 規格が ISO22000 以外の場合の規格名 

審査した規格が ISO22000 以外の場合は規格名を記入してください。 

有効な審査経験となる規格の詳細については JRCA F4000 の申請する項目の注記を

ご参照ください。 

 

（９） 審査記録についての証明 

雇用者、審査先、リ－ダ－のうち少なくとも１名から署名を貰って下さい。 

自身がリ－ダ－の場合は、雇用先か審査先から署名を貰って下さい。 
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（１０）実行計画書又はスケジュールなどの添付 

有効な審査であることの要件を満たすことが、実行計画書又はスケジュールなどを

添付して明確にしてください。 

イ) 審査（監査）計画に基づいて実施された審査（監査）であること 

・審査（監査）目的、基準、対象範囲（組織、機能等） 

・日時、場所、審査工数、時間 

・審査チーム（リーダー、メンバー）及び同行者の役割、責任 

ロ) 初回会議の実施 

ハ) 審査（監査）所見及び審査（監査）結論の作成 

ニ) 最終会議の実施 

イ)からニ)を確認できる実行計画書又はスケジュールなどの資料を添付してくださ

い。（2017 年 3 月 31 日まで添付を推奨、2017 年 4 月 1 日より添付は必須） 

 

専門能力開発実績記録（JRCA F5120-09）の記入方法 

 

有効な専門能力開発については「食品安全マネジメントシステム審査員の資格基準および

手続き(JRCA4000)」の 4.4 有効な専門能力開発を確認してください。 

 

内容について、食品分野であっても食品安全の要素が確認できない場合は（機能性や、食

品表示[安全性に関係ないもの]、など）受理しないことがあります。 

 

主催者又は上司の証明の場合は、署名とともに証明者の所属組織名・部署名、証明者の職

位の情報が必要です。 

 

（１） 氏名、勤務先、部署名、 

氏名、勤務先、部署名を必ず記入してください。上司の証明を確認する際に重要な

情報となります。 

組織に所属していない場合は記入不要です。 

 

（２） 登録資格、登録番号、所属する認証機関 

登録資格、登録番号を記入してください。 

所属する認証機関があれば必ず記入してください。 

認証機関が行う研修については、専門能力開発の内容「 □その他（    ）」欄

の（ ）内に「認証機関主催の審査員向け研修」と記入してください。 

 

（３） 開始期日、有効時間 

研修会の開始日、自己学習の開始日などの専門能力開発を開始した期日を記入して

ください。 

有効時間は研修等であれば「JRCA F4000 の 4.4 項『有効な専門能力開発』」で認め

られる内容の実際に受講した時間、自己学習の場合は実際に要した時間を記入して
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ください。 

 

（４） 専門能力開発の内容 

① 区分 

研修の受講・自己学習の場合は、該当するの□中をマークして下さい。 

自ら研修を行った場合、業務を通じて専門能力開発を行った場合、その他の内容で

専門能力開発を行った場合は、「□その他（    ）」の□中をマークし、カッコ

内に簡略に概要を記入してください。 

 

② 習得内容 

専門能力開発を行って、習得した内容が理解できるようにまとめて頂き、記入して

ください。 

記入欄が不足して習得内容が十分に伝わらないと考えられる場合は、研修であれば

プログラムの添付、研修講師等の実施の場合は準備した資料の添付することなどで

補足をしてください。 

詳細は JRCA F4000 の 4.4.3 項を参照してください。 

 

③ 添付資料 

研修プログラム、修了証など添付する資料があれば、該当するの□中をマークして

下さい。 

「JRCA F4000 の 4.4.3 項」に例として挙げられている物的証拠を添付する場合は、

「□その他（    ）」の□中をマークし、カッコ内に簡略に物的証拠についての

概要を記入してください 。 

 

④ 主催者又は上司の証明 

主催者又は上司の証明を本人以外の証明とする場合は、主催者又は上司の署名又は

記名押印、組織名・部署名、職位の記入が必要になります。 

特に、「主催者又は上司の組織名・部署名、職位」がない場合は、申請される方との

関係がわからずお問合せを行う場合がありますので、必ず記入してください。 

 

 

過去１年間の審査に関して受けた苦情の記録の記入方法（JRCA F5120-10） 

 

この記録は、苦情を受けた時に記入していただき、直ちに当センターに報告して下さい。 

 

初回申請、資格拡大申請に添付する資料一覧の記入方法（JRCA F5120-11） 

初回申請、資格拡大申請時に必ず必要な様式です。申請の種類によって異なりますが、以

下に挙げる資料が必要な場合がありますので、ご自分の申請の種類をご確認のうえで必要

な資料を用意して下さい。 
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また、以下の添付資料について、簡単に一覧に記入してください。 

① 最終学歴を証明する、学校が発行した卒業証書または成績証明書（写し） 

② FSMS 審査員の審査員研修コ－スの合格証明書（写し） 

③ 食品安全に関する専門的な知識を有することを証明するもの 

④ ＨＡＣＣＰに関する３日間以上の講習を修了していることを証明するもの 

⑤ 他のマネジメントシステム審査員の登録証明書（写し） 

 

再受験申請書の記入方法（JRCA F5120-12） 

  再受験を希望する場合、不合格となった受験日より 1 年以内に提出してください。「希

望受験年月日」の候補日が不明の場合、JRCA までお問合せください。 

 

 

 

付則 

この要領は、２０１６年１１月１日から適用する。 
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制定・改定履歴 

版番号 制定、改定年月日 制定、改定内容 

制定 2014年 9月 1日 FSMS 審査員の各種申請の手引きとして制定。 

改定 1 版 2015年 4月 1日 ISO/TS22003：2013 に伴い、以下の改訂を行った。 

 

 文書内の用語「技術分野」を「カテゴリ・サブカテ

ゴリ」に変更した 

 

 様式「サブカテゴリ登録申請添付資料(JRCA 

F5120-14)」 の新規作成に伴い、記入方法の説明を

加えた 

 

 

「カテゴリ・サブカテゴリ」についての必要事項の追

加及び「必要事項の記入漏れ防止」のために様式の変

更を行い、その説明ために以下の改訂を行った。 

 

 様式「マネジメントシステム審査員登録申請書

(JRCA F5120-01)」の変更に伴い、記入方法の説明

を変更した 

 

 様式「食品安全マネジメント分野の業務経歴及びカ

テゴリ・サブカテゴリの業務経験書 (JRCA F 

5120-05)」の変更に伴い、記入方法の説明を変更し

た 

 

 様式「サブカテゴリ登録申請添付資料 (JRCA F 

5120-14)」の新規作成に伴い、記入方法の説明を加

えた 

 

 様式「食品安全マネジメントシステム審査記録

(JRCA F5120-07)」の記入方法」の変更に伴い、記

入方法の説明を変更した 

 

 様式「専門能力開発実績記録(JRCA F5120-09)」の

変更に伴い、記入方法の説明を変更した 

 

 様式「過去１年間の審査に関して受けた苦情の記録
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(JRCA F5120-10)」の記入方法の説明を変更した 

 

 様式「初回・拡大登録申請に添付する資料一覧(JRCA 

F5120-11)」の記入方法」の変更に伴い、記入方

法の説明を変更した 

改定 2 版 2016年 11月 1日 1）マネジメントシステム審査員登録申請書（ JRCA 

F5120-01 ）の記入方法に、更新申請、登録情報の

公開方法について追加した。申請者誓約書につい

ては、この様式に内容を追加した。 

2）推薦書Ｄ（ JRCA F5120-16 ）を追加した。 

3）食品安全マネジメント分野の業務経歴及びカテゴ

リ・サブカテゴリの業務経験書（JRCA F 5120-05）

の記入方法に、JRCA F4000の改定に合わせて、審

査員補の新規申請時にはカテゴリ・サブカテゴリ

登録が任意であることを追記した。 

4）食品安全マネジメントシステム審査記録（ JRCA 

F5120-07 ）の審査日数の計算方法を分かり易い表

現にした。有効な審査であることの要件を満たす

ことを示す資料の添付について追加した。 

5）過去１年間の審査に関して受けた苦情の記録（JRCA 

F5120-10）を JRCA F4000 の改定に合わせて、苦情

を受けた時に提出することに変更した。 

 


