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JICQA審査登録の適用規格及び認定範囲 
 

1. JICQAの審査登録マネジメントシステムと認定機関 

略語 マネジメントシステム 認定機関注 1) 適用規格 

QMS 品質マネジメントシステム 

Quality Management System 

RvA, JAB  JIS Q 9001 

(ISO 9001) 

AS-QMS 航空宇宙品質マネジメントシステム 

Quality Management System – Aerospace–: 

JAB JIS Q 9100 

EMS 環境マネジメントシステム 

Environmental Management System 

RvA, JAB  JIS Q 14001 

(ISO 14001) 

ISMS 情報セキュリティマネジメントシステム 

Information Security Management System 

ISMS-AC JIS Q 27001 

(ISO/IEC 27001) 

ISMS-CLS ISMS クラウドセキュリティ 

 

--- JIP-ISMS517 注 2) 

ITSMS IT サービスマネジメントシステム 

Information Technology Service Management System 

ISMS-AC JIS Q 20000-1 

(ISO/IEC 20000-1) 

OHSMS 労働安全衛生マネジメントシステム 

Occupational Health and Safety Management System 

--- OHSAS 18001, 

BS 8800 または 

労働省告示第 53 号 

HACCP 危害分析重要管理点（HACCP）システム 

Hazard Analysis and Critical Control Point System 

--- Codex による HACCP

ガイドライン 注 3) 

FSMS 食品安全マネジメントシステム 

Food Safety Management System 

JAB ISO 22000 

FSSC 食品安全システム FSSC 22000 

Food Safety System Certification 22000 

JAB FSSC 22000 注 4 ) 

JFS-C 食品安全マネジメントシステム JFS-C --- JFS-C 

TL-QMS 電気通信品質マネジメントシステム 

TL 9000 Quality Management System 

--- TL 9000 

BCMS 事業継続マネジメントシステム 

Business Continuity Management System 
--- 

JIS Q 22301 

(ISO 22301) 

EnMS エネルギーマネジメントシステム 

Energy Management System 
--- 

JIS Q 50001 

(ISO 50001) 

RTSMS 道路交通安全マネジメントシステム 

Road Traffic Safety Management system 

--- ISO 39001 

LSMS 学習サービスマネジメントシステム 

Learning Service Management System 

--- ISO 29990 

ESMS イベントサスティナビリティーマネジメントシステム 

Event Sustainability Management System 

--- ISO 20121 

 
注1) RvA：オランダの認定機関 Raad voor Accreditatie 

 JAB：公益財団法人日本適合性認定協会 Japan Accreditation Board 

 ISMS-AC：情報マネジメントシステム認定センター ISMS Accreditation Center 

注2) ISMS（JIS Q 27001）認証を前提として、ISO/IEC 27017 のガイドラインに沿ったクラウドサービスの情報

セキュリティ管理を満たしている組織を、JIP-ISMS517 に基づき認証するスキーム 

注 3) FAO/WHO Codex 食品規格委員会による HACCP ガイドライン 

  Codex Alimentarius Commission: Hazard Analysis and Control Point System and Guidelines for its  

  Application (Annex to CAC/ RCP 1-1969, Rev. 4, 2003) 

注 4) ISO 22000：2005、セクターPRPs に対する技術仕様書及び追加要求事項に従った食品安全システムに対する

  FSSC 22000 認証スキーム 

    FSSC 22000 Certification scheme for food safety systems in compliance with ISO 22000:2005, technical 

  specifications for sector PRPs and additional requirements 
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2. JICQA 認定範囲 
１）QMS、AS-QMS、EMS                         ●：認定  ■：限定認定 

認定機関： 

JAB＝公益財団法人日本適合性認定協会 

RvA＝オランダの認定機関 

適用 

規格 

JIS Q 9001 

（ISO 9001） 

JIS Q 

9100 

JIS Q 14001 

（ISO 14001） 

分類番号：認定範囲 
認定 

機関 
JAB RvA JAB JAB RvA 

1： 
農業、林業、漁業 

● ●  ● ● 
Agriculture, forestry and fishing 

2： 
鉱業、採石業 

● ●  ● ● 
Mining and quarrying 

3： 
食料品、飲料、タバコ 

● ● ● ● ● 
Food products, beverages and tobacco 

4： 
織物、繊維製品 

● ● ● ● ● 
Textiles and textile products 

5： 
皮革、皮革製品 

     
Leather and leather products 

6： 
木材、木製品 

● ●  ● ● 
Wood and wood products 

7： 
パルプ、紙、紙製品 

● ● ● ● ● 
Pulp, paper and paper products 

8： 
出版業 

●   ●  
Publishing companies 

9： 
印刷業 

● ●  ● ● 
Printing companies 

10： 
コークス及び精製石油製品の製造 

● ● ● ● ● 
Manufacture of coke and refined petroleum products 

11： 
核燃料 

● ●    
Nuclear fuel 

12： 
化学薬品、化学製品及び繊維 

● ● ● ● ● 
Chemicals, chemical products and fibres 

13： 
医薬品 

● ●  ● ● 
Pharmaceuticals 

14： 
ゴム製品、プラスチック製品 

● ● ● ● ● 
Rubber and plastic products 

15： 
非金属鉱物製品 

● ● ● ● ● 
Non-metallic mineral products 

16： 
コンクリート、セメント、石灰、石こう他 

● ● ● ● ● 
Concrete, cement, lime, plaster, etc. 

17： 
基礎金属、加工金属製品 

● ● ● ● ● 
Basic metals and fabricated metal products 

18： 
機械、装置 

● ● ● ● ● 
Machinery and equipment 

19： 
電気的及び光学的装置 

● ● ● ● ● 
Electrical and optical equipment 

20： 
造船業 

     
Shipbuilding 

21： 
航空宇宙産業 

● 
■ 

注 1) 
● ● ● 

Aerospace 

22： 
その他輸送装置 

● ● ● ● ● 
Other transport equipment 

23： 
他の分類に属さない製造業 

● ● ● ● ● 
Manufacturing not elsewhere classified 

24： 
再生業 

●   ● ● 
Recycling 

25： 
電力供給 

●   ● ● 
Electricity supply 

26： 
ガス供給 

   ●  
Gas supply 
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適用 

規格 

JIS Q 9001 

（ISO 9001） 

JIS Q 

9100 

JIS Q 14001 

（ISO 14001） 

分類番号：認定範囲 
認定 

機関 
JAB RvA JAB JAB RvA 

27： 
給水 

●   ●  
Water supply 

28： 
建設 

● ●  ● ● 
Construction 

29： 

卸売業、小売業､並びに自動車､オートバ 

イ､個人所持品及び家財道具の修理業 
● ● ● ● 

■ 

注 2) Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles, 

motorcycles and personal and household goods 

30： 
ホテル、レストラン 

● ●  ● ● 
Hotels and restaurants 

31： 
輸送､倉庫､通信 

● ● ● ● ● 
Transport, storage and communication 

32： 
金融、保険、不動産、賃貸 

●  ● ●  
Financial intermediation; real estate; renting 

33： 
情報技術 

● ● ● ●  
Information technology 

34： 
エンジニアリング､研究開発 

● ● 
■ 

注 3) 
● ● 

Engineering services 

35： 
その他専門的サービス 

● ● ● ● ● 
Other services 

36： 
公共行政 

●   ● ● 
Public administration 

37： 
教育 

●   ● ● 
Education 

38： 
医療及び社会事業 

● 
■ 

注 4) 
 ● ● 

Health and social work 

39： 
その他社会的・個人的サービス ■ 

注 5) 
●  

■ 

注 5) 
● 

Other social services 

先進的サーベイランス・再認証手順(ASRP) 
● ●  ● ● 

Advanced Surveillance and Recertification Procedures (ASRP) 
 
注 1) 宇宙飛行体の製造に限る／limited to Manufacture of spacecraft 

注 2) 個人及び家庭用品の修理業を除く／Repair of personal and household goods 

注 3) 71.1 建築業務、エンジニアリング業務及び関連する技術コンサルタント業務、74.9 他の分類に属さないその他の専門的、科学的及び

技術的業務に限る／Limited to 71.1 Architectural and engineering activities and related technical consultancy, 74.9 Other 

professional, scientific and technical activities n.e.c. 

注 4) 86.90 その他の人間の医療業務に限る／limited to 86.90 Other human health activities  

注 5) 94.91：宗教団体の活動, 94.92：政治団体の活動を除く／Except 94.91 Activities of religious organizations, 94.92 Activities of political 

organizations 

上記、認定範囲の表記は、Commission of European Communities 発行の「Official Journal L 393/1,30.12.2006」に付属の「経済活動分類」

（NACE Rev. 2）に基づいています。「経済活動分類」（NACE Rev. 1.1） 2002とでは、表記が一部異なりますので、NACE Rev. 2 とNACE 

Rev. 1.1の対応を下表に示します。 

NACE Rev. 2 NACE Rev. 1.1 

1： 
農業、林業、漁業 

Agriculture, forestry and fishing 
1： 

農業、漁業 

Agriculture, fishing 

注2) 個人及び家庭用品の修理業を除く／Repair of personal and 

household goods 

注2) 修理業を除く／ exclusive repair 

注3) 71.1 建築業務、エンジニアリング業務及び関連する技術コン

サルタント業務、74.9 他の分類に属さないその他の専門的、

科学的及び技術的業務に限る／ 

Limited to 71.1 Architectural and engineering activities and 

related technical consultancy, 74.9 Other professional, 

scientific and technical activities n.e.c. 

注3) K74.2：建築エンジニアリング業、関連技術コンサルタントに限る

／limited to K74.2 Architectural and engineering activities and 

related technical consultancy 

注4) 86.90その他の人間の医療業務に限る／limited to 86.90 Other 

human health activities 

注4) N85.14その他の人間の医療業務に限る／limited to N85.14 Other 

human health activities 

注5) 94.91：宗教団体の活動, 94.92：政治団体の活動を除く／

Except 94.91 Activities of religious organizations, 94.92 

Activities of political organizations 

注5) O91.31：宗教団体の活動, O91.32：政治団体の活動を除く／

Except O91.31 Activities of religious organizations and O91.32 

Activities of political organizations 
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2）FSMS                                           ●：認定 

クラスタ 

Cluster 

コード 

Code 

カテゴリ 

Categories 

コード 

Code 

サブカテゴリ 

Sub-categories 

含まれる活動の例 

Examples of included activities 

認定機関 

JAB 

農業・畜産・

水産 

Farming 

A 

畜産・水産(動

物生産) 
Farming of 
Animals 

AⅠ 

肉/乳/卵/蜂蜜のための畜産 

Farming of animals for 

meat/milk/eggs/honey 

肉、卵、乳または蜂蜜の生産に利用される動物

（魚及び下位さ運物を除く）の飼育 

育成、保護、わなによる捕獲、狩猟（狩猟時の

と殺）これに関連する農場でのパッキング及び

保管 

Raising animals (other than fish and seafood) 

used for meat production, egg production, milk 

production or honey production  

Growing, keeping, trapping and hunting 

(slaughtering at point of hunting)  

Associated farm packing and storage 
● 

ＡⅡ 

魚及び海産物の生産 

Farming of fish and seafood 

魚肉の生産に利用される魚及び海産物の飼育 

養殖、保護、わなによる捕獲、漁獲（水揚げ時

の殺処理）これに関連する養殖場でのパッキン

グ及び保管 

Raising fish and seafood used for meat 

production  

Growing, trapping and fishing (slaughtering 

at point of capture)  

Associated farm packing and storage 

B 
農業（植物生産） 

Farming of 

Plants 

ＢⅠ 農業（穀類及び豆類を除く） 

Farming of plants (other than grains 

and pulses) 

植物[穀類及び豆類を除く、食用の園芸作物（果

実、野菜、香辛料、きのこ類など）及び水生植

物]の栽培又は収穫 

これに関連する農場でのパッキング及び保管 

Growing or harvesting of plants (other than 

grains and pulses): horticultural products

（ fruits, vegetables, spices, mushrooms, etc) 

and hydrophytes for food  

Associated farm packing and storage 

 

ＢⅡ 穀類及び豆類の農業 

Farming of grains and pulses 

食用の穀類及び豆類の栽培又は収穫 

これに関連する農場でのパッキング及び保管 

Growing or harvesting of grains and pulses for 

food  

Associated farm packing and storage 

食品及び 

飼料の加工 

Food and 

feed 

processing 

Ｃ 

食品製造 

Food 

manufacturing 

CⅠ 

腐敗しやすい動物性製品の加工 

Processing of perishable animal 

products 

魚及び海産物、肉、卵、酪農製品並びに魚加工

品を含む、動物性製品の製造 

Production of animal products including fish 

and seafood, meat, eggs, dairy and fish 

products 

● 

ＣⅡ 

腐敗しやすい植物性製品の加工 

Processing of perishable plant 

products 

果実、生ジュース、野菜、穀類、ナッツ及び豆

類を含む、植物性製品の製造 

Production of plant products including fruits 

and fresh juices, vegetables, grains, nuts, and 

pulses 

ＣⅢ 

腐敗しやすい動物性及び植物性製品の

加工（混合製品） 

Processing of perishable animal and 

plant products(mixed products) 

ビザ、ラザニア、サンドイッチ、団子、惣菜を

含む、動物性製品及び植物性製品の混合による

製造 

Production of mixed animal and plant 

products including pizza, lasagna, sandwich, 

dumpling, ready-to-eat meals 

ＣⅣ 

常温保存製品の加工 

Processing of ambient stable 

products 

あらゆる食材による、常温で保管及び販売され

る食品（缶詰食品、ビスケット、スナック菓

子、油、飲料水、飲料、パスタ、穀粉、砂糖、

食塩等）の製造 

Production of food products from any source 

that are stored and sold at ambient 

temperature, including canned foods, biscuits, 

snacks, oil, drinking water, beverages, pasta, 

flour, sugar, food-grade salt 
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Ｄ 

動物の飼料製

造 

Animal feed 

production 

ＤⅠ 

飼料の製造 

Production of Feed 

畜産動物及び養殖魚向けの、単一の食材又は複

数の食材の混合による飼料の製造 

Production of feed from a single or mixed food 

source, intended for food-producing animals 

 

ＤⅡ 

ペットフードの製造 

Production of Pet Food 

畜産以外の動物向けの、単一の食材又は複数の

食材の混合による飼料の製造 

Production of feed from a single or mixed food 

source, intended for non-food producing 

animals 

ケータリング 

Catering 
Ｅ 

ケータリング 

Catering 

調理場又は外部調理場における、消費を目的と

した食品の調理、保管、又は該当する場合は配

送 

Preparation, storage and, where appropriate, 

delivery of food for consumption, at the place of 

preparation or at a satellite unit 

● 

小売、輸送 

及び保管 

Retail, 

transport 

and storage 

Ｆ 
流通 

Distribution 

ＦⅠ 小売 / 卸売り 

Retail / Wholesale 

顧客への最終食品の提供（小売店、店舗、卸売

業者） 

Provision of finished food products to a 

customer (retail outlets, shops, wholesalers) 

● ＦⅡ 食品の仲買 / 取引 

Food Broking / Trading 

自社の顧客向けの、又は他社の仲介業者として

の食品の売買 

これに関連する包装作業 

Buying and selling food products on its own 

account or as an agent for others  

Associated packaging 

Ｇ 

輸送及び保管

サービスの提

供 

Provision of 

Transport and 

Storage 

Services 

ＧⅠ 腐敗しやすい食品及び飼料の輸送及び

保管サービスの提供 

Provision of Transport and Storage 

Services for Perishable Food and 

Feed 

保管施設及び配送車両を使用した、腐敗しやす

い食品及び飼料の保管及び輸送作業 

これに関連する包装作業 

Storage facilities and distribution vehicles for 

the storage and transport of perishable food 

and feed  

Associated packaging 
 

ＧⅡ 常温保存食品及び飼料の輸送及び保管

サービスの提供 

Provision of Transport and Storage 

Services for Ambient Stable Food 

and Feed 

保管施設及び配送車両を使用した、常温保存食

品及び飼料の保管及び輸送作業 

これに関連する包装作業 

Storage facilities and distribution vehicles for 

the storage and transport of ambient stable 

food and feed  

Associated packaging 

付帯サービス 

Auxiliary 

services 

Ｈ 
サービス 

Services 

吸水、有害生物（そ（鼠）族、昆虫等）の防

除、清掃・洗浄サービス、廃棄物処理を含む、

食品の安全な製造に関連するサービスの提供 

Provision of services related to the safe 

production of food, including water supply, 

pest control, cleaning services, waste disposal. 

● 

Ｉ 
食品包装、及び包装資材の製造 

Production of Food Packaging and Packaging Material 

食品包装資材の製造 

Production of food packaging material ● 

Ｊ 
装置の製造 

Equipment manufacturing 

食品加工装置及び自動販売機の製造開発 

Production and development of food 

processing equipment and vending machines 

 

(生化学)化

学製品 

Biochemical 

Ｋ 
（生化学）化学製品の製造 

Production of (Bio)chemicals 

食品及び飼料に加える添加物、ビタミン、ミネ

ラル、培養物、香料、酵素及び加工助剤の製造 

農薬、化学薬品、肥料、清掃・洗浄剤（の製

造） 

Production of food and feed additives, 

vitamins, minerals, bio-cultures, flavorings, 

enzymes and processing aids 
Pesticides, drugs, fertilizers, cleaning agents 

● 
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3）FSSC                                           ●：認定 

クラスタ 

Cluster 

コード 

Code 

カテゴリ 

Categories 

コード 

Code 

サブカテゴリ 

Sub-categories 

含まれる活動の例 

Examples of included activities 

認定機関 

JAB 

農業・畜産・

水産 

Farming 

A 

畜産・水産(動

物生産) 
Farming of 
Animals 

AⅠ 

肉/乳/卵/蜂蜜のための畜産 

Farming of animals for 

meat/milk/eggs/honey 

肉、卵、乳または蜂蜜の生産に利用される動物

（魚及び下位さ運物を除く）の飼育 

育成、保護、わなによる捕獲、狩猟（狩猟時の

と殺）これに関連する農場でのパッキング及び

保管 

Raising animals (other than fish and seafood) 

used for meat production, egg production, milk 

production or honey production  

Growing, keeping, trapping and hunting 

(slaughtering at point of hunting)  

Associated farm packing and storage 
 

ＡⅡ 

魚及び海産物の生産 

Farming of fish and seafood 

魚肉の生産に利用される魚及び海産物の飼育 

養殖、保護、わなによる捕獲、漁獲（水揚げ時

の殺処理）これに関連する養殖場でのパッキン

グ及び保管 

Raising fish and seafood used for meat 

production  

Growing, trapping and fishing (slaughtering 

at point of capture)  

Associated farm packing and storage 

食品及び 

飼料の加工 

Food and 

feed 

processing 

Ｃ 

食品製造 

Food 

manufacturing 

CⅠ 

腐敗しやすい動物性製品の加工 

Processing of perishable animal 

products 

魚及び海産物、肉、卵、酪農製品並びに魚加工

品を含む、動物性製品の製造 

Production of animal products including fish 

and seafood, meat, eggs, dairy and fish 

products 

● 

ＣⅡ 

腐敗しやすい植物性製品の加工 

Processing of perishable plant 

products 

果実、生ジュース、野菜、穀類、ナッツ及び豆

類を含む、植物性製品の製造 

Production of plant products including fruits 

and fresh juices, vegetables, grains, nuts, and 

pulses 

ＣⅢ 

腐敗しやすい動物性及び植物性製品の

加工（混合製品） 

Processing of perishable animal and 

plant products(mixed products) 

ビザ、ラザニア、サンドイッチ、団子、惣菜を

含む、動物性製品及び植物性製品の混合による

製造 

Production of mixed animal and plant 

products including pizza, lasagna, sandwich, 

dumpling, ready-to-eat meals 

ＣⅣ 

常温保存製品の加工 

Processing of ambient stable 

products 

あらゆる食材による、常温で保管及び販売され

る食品（缶詰食品、ビスケット、スナック菓

子、油、飲料水、飲料、パスタ、穀粉、砂糖、

食塩等）の製造 

Production of food products from any source 

that are stored and sold at ambient 

temperature, including canned foods, biscuits, 

snacks, oil, drinking water, beverages, pasta, 

flour, sugar, food-grade salt 

Ｄ 

動物の飼料製

造 

Animal feed 

production 

ＤⅠ 

飼料の製造 

Production of Feed 

畜産動物及び養殖魚向けの、単一の食材又は複

数の食材の混合による飼料の製造 

Production of feed from a single or mixed food 

source, intended for food-producing animals 

 

ＤⅡ 

ペットフードの製造 

Production of Pet Food 

畜産以外の動物向けの、単一の食材又は複数の

食材の混合による飼料の製造 

Production of feed from a single or mixed food 

source, intended for non-food producing 

animals 

ケータリング 

Catering 
Ｅ 

ケータリング 

Catering 

調理場又は外部調理場における、消費を目的と

した食品の調理、保管、又は該当する場合は配

送 

Preparation, storage and, where appropriate, 

delivery of food for consumption, at the place of 

preparation or at a satellite unit 
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小売、輸送 

及び保管 

Retail, 

transport 

and storage 

Ｆ 
流通 

Distribution 

ＦⅠ 小売  

Retail  

顧客への最終食品の提供（小売店、店舗） 

Provision of finished food products to a 

customer (retail outlets, shops,) 

 

Ｇ 

輸送及び保管

サービスの提供 

Provision of 

Transport and 

Storage 

Services 

ＧⅠ 腐敗しやすい食品及び飼料の輸送及び

保管サービスの提供 

Provision of Transport and Storage 

Services for Perishable Food and Feed 

保管施設及び配送車両を使用した、腐敗しやす

い食品及び飼料の保管及び輸送作業 

これに関連する包装作業 

Storage facilities and distribution vehicles for 

the storage and transport of perishable food 

and feed  

Associated packaging 
 

ＧⅡ 常温保存食品及び飼料の輸送及び保管

サービスの提供 

Provision of Transport and Storage 

Services for Ambient Stable Food and 

Feed 

保管施設及び配送車両を使用した、常温保存食

品及び飼料の保管及び輸送作業 

これに関連する包装作業 

Storage facilities and distribution vehicles for 

the storage and transport of ambient stable 

food and feed  

Associated packaging 

付帯サービス 

Auxiliary 

services 

Ｉ 
食品包装、及び包装資材の製造 

Production of Food Packaging and Packaging Material 

IⅠ 

IⅡ 

IⅢ 

IⅣ 

IⅤ 

IⅥ 
 

ガラス、陶磁器 Glass, Ceramics 

金属  Metal 

プラスチックス Plastics 

紙、板紙(ボード)  Paper, Board 

木材 Wood 

その他（例：麻袋、繊維） 

Other (e.g. Burlap, Textile etc.)   

● 

(生化学 )化

学製品 

Biochemical 

Ｋ 
（生化学）化学製品の製造 

Production of (Bio)chemicals 

食品及び飼料に加える添加物 

Production of food and feed additives 
● 

 

4）JFS-C                                           ●：認定 

コード カテゴリ 
認定機関 

JAB 

EI 腐敗しやすい動物性製品の加工 

 
EII 腐敗しやすい植物性製品の加工 

EIII 腐敗しやすい動物性及び植物性製品の加工(混合製品) 

EIV  常温保存製品の加工 

L （生化学）化学製品の製造  

 


