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MTEP 専門相談員座談会

〜 AC アダプターを使用する製品の CE マーキング 〜

広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP）では、製品輸出における海外の法規制や製品安全規格について、中小
企業から数多くの相談を受けています。中でも多い技術相談が、AC アダプターを使用する製品の CE マーキング *¹ の
低電圧指令 ( 以下、
「LVD*²」) や EMC 指令 *³ への対応です。本件への対応について、経験豊富な MTEP 専門相談員陣
の見解を座談会形式で伺いました。
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