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認証の取得おめでとうございます。 
 
認証を取得されましたことを最大
限に活用されますよう、貴社の認
証マークの使用についてご説明致
します。 

この文書の目的は、（財）日本適
合性認定協会（JAB）の認定シンボ
ルの表示適用条件について規定す
るものです。 

この規定は JAB の認定制度のもと
に、LR よりマネジメントシステム
の認証登録を受けた全ての組織に
適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

マークの使用について 

JAB の認定制度のもとに LR よりマ
ネジメントシステムの認証を受け
た組織は、JAB 認定シンボル
（CM016 を含む）と LR マークを共
に使用することができます。 

この JAB 認定シンボルと LR マーク
をペアで使用することが、JAB 認定
シンボルを表示するのに承認され
た唯一の方法です。認証登録を受
けた組織が、LR マークと切り離し
て JAB 認定シンボルのみを単独で
使用することやマークを囲む外枠
を外して使用することはできませ
ん（LR マークは単独で使用可）。 

LR の登録証（その下部に JAB 認定
シンボルが印刷されているもの）
を受領した認証取得組織は、下記
の条件の下に、適用するシンボル
の表示をすることができます: 

LR マーク・JAB 認定シンボルを名
刺に表示する場合は、認証登録を
受けた対象範囲の業務（審査を受
けている部署）に従事する者のみ
が使用できます。 

名刺等に使用する場合、LR マー
ク・JAB 認定シンボルマーク及び
CM016 が読み取れることが条件とな
ります。 

LR マーク・JAB 認定シンボルを縮
小又は拡大して表示する場合、マ
ークの比を維持し、これを変更す
ることはできません。 

LR マーク・JAB 認定シンボルは、
認証登録を受けた組織の認証対象
範囲の製品や業務以外に使用する
ことはできません。LR マーク・JAB
認定シンボルの表示に使用できる
色は下記の通りです。 

但し、LR マークと JAB 認定シンボ
ルは同一色にする必要はありませ
ん。 

JAB 認定シンボルの図形の背景は 
青色(印刷物上は DIC-579（CMYK: 
C90 M62 Y21 K0、RGB:R0 G98 
B157）)を用いることを原則とし、
青色に代えて黒色、灰色、金色又
は銀色を使用することも可能。但
し、内部の白抜きは図形の背景と
の対比が明瞭な無地とし、上記の
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いずれの色を使用した場合でも 
「MS, CM016」の文字の部分は黒色
でなければなりません。 

認定シンボルを単色刷りの印刷物
に使用する場合は、上記に関わら
ず当該同一色で表せますが、地色
との明瞭な対比を持たせて表示し
なければなりません。認証マーク
は、単一色で、明瞭に判読できる
大きさで複製できます。 
次の 2 種類を提供致します。 

CMYK:印刷物用 
RGB:デジタル媒体用 

認定シンボルの誤使用に対する処置 

LRマーク・JAB認定シンボルは製品に対し

ては使用できません。また、製品が認証さ

れているとの誤解を与えるような使い方も

できません。（証明書や検査分析証） 

認定シンボル及び登録証の誤使用が行

われた場合は次の処置が取られます： 

単純な誤使用：認定シンボルの誤表示を

した文書類を認証登録を受けた組織が直

ちに回収・撤回するか、又は誤使用が改

善されるまで、認証登録の保留。 

過失／詐欺行為による誤使用：認定シ

ンボルの誤表示をした文書類の回収・撤

回と共に、認証登録取り消し。不注意又は

故意に誤使用した場合は過失／詐欺行為

とみなされる。単純な誤使用でも繰り返し

行われた場合は、過失とみなされます。 

 

認証登録の取り消し 

認証登録が取り消しとなった組織

は、直ちに認定シンボルを表示し

た文書類、事務用品等の使用及び

配付を停止、回収すること。 

認定の一時停止･取り消しの場合 

LRがJABより認定の一時停止を受け

た場合、この停止期間中は、初回

登録/認証、更新又は拡大の決定に

対し認定シンボル付登録証は発行

できないこととなります。 

また、一時停止期間中に行われた

定期審査で、登録/認証の継続を認

めた場合は、認定シンボル付登録

証は回収することとなります。一

時停止の理由によっては、一時停

止の決定時点から認定シンボル付

登録証を回収しなければならない

ことも、さらには、回収の対象が

一時停止の決定以前に発行された

認定シンボル付登録証に及ぶこと

もあります。認定シンボル付登録

証が回収された組織は要員も含め

認定シンボルを使用することはで

きず、認定されていることの表明

も禁止されます。LRがJABより認定

の取消しを受けた場合にも、認定

シンボル付登録証は回収すること

となります。 

 

契約上の義務 

認証登録を受けた企業が LRマー

ク・JAB認定シンボル（又は、認証

登録証）を正しく使用する事は、

LR標準契約書の付属書に規定する

通り、契約上の義務となります。 

もし認証登録を受けた組織がLRマ

ーク・JAB認定シンボルを使用して

いる場合は、LRQAがその組織に発

行した手順書に基づいて、マー
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ク・シンボルが正しく使用されて

いるか，審査員が全てのサーベイ

ランス及び３年目の更新審査時に

確認します。もし、マーク・シン

ボルの誤使用が発見された場合に

は、注意を喚起するとともにサー

ベイランス報告書の注記欄に記録

されます。LRマーク・JAB認定シン

ボルが改定され新しいシンボルが

発行されても、以前のシンボルを

表示した文書類や事務用品等はあ

る期間はそのまま使用する事はで

きますが、それらの次回の再印刷

時には新しいシンボルを使用しな

ければなりません。 

 

 


