
特集 海外展開支援

輸出製品技術支援センター＜本部＞
TEL 03-5530-2126　E-mail ： mtep@iri-tokyo.jp

お問い合わせ

　MTEP（エムテップ）では、製品輸出をお考えのお客さまのご要望に応じて、さまざまな国際規格・海外規格の相談対
応や情報提供を行っています。「海外規格を取得したい」、「海外規格がわからない」、「海外規格で困っている」などの
ご相談は、MTEPにお寄せください。

技術面で製品輸出をサポート

忍足 光史 専門相談員
おし だ り　 みつ 　し

篠﨑 厚志 専門相談員
しのざき 　あつ 　し

専門相談員による相談（予約制：無料）

V-learning CEマーキング・海外規格入門シリーズ（有料）

MTEP  Infomation

　MTEPには、 「新たに製品を海外へ輸出することになったが、何から
取り組んで良いかわからない」、「CEマーキング制度について知りたい」
など多くの相談が寄せられています。
　この「V-learning CEマーキング・海外規格入門シリーズ」は、これま
でMTEPに寄せられたお客さまからのさまざまな疑問やお悩みなど、お問
い合わせの多い内容をもとに、国際規格や海外規格適合に初めて取り
組む担当者向けに編集したDVDです。 社内での学習用としてご活用く
ださい。

全6タイトル（１タイトル 約90分1,300円： ※6タイトル 7,800円）
1. CEマーキング入門　2. EMC指令入門<EMC 指令の入門と事例>　　 3. 低電圧指令入門　
4. 機械指令入門<欧州CEマーキングの制度へ機械指令2006/42/EC>　5. RoHS指令入門　6. 中国規格入門
※各セミナーの説明資料PDFもDVDに収録しています。

海外規格解説テキスト（無料）　
　これまでの技術相談をもとに、海外規格解説テキストを作成し、中小
企業向けに無料配布しています。
　海外規格に初めて取り組む担当者向けにまとめた①EU指令（CE
マーキング）入門シリーズ7冊、②国際規格・海外規格入門シリーズ9
冊、平成27年度から新たに実務担当者向けにまとめた③ＥＵ（CEマー
キング）応用シリーズ3冊の計19冊の海外規格解説テキストを用意し
ています。

新たに作成した海外規格テキスト
EU指令（CEマーキング）入門シリーズ…… 「医療機器指令入門」
EU指令（CEマーキング）応用シリーズ…… 「CEマーキングのリスクアセスメント」
 「EN60204-1適合の実務」
 「RoHS対応サプライチェーンマネジメントシステムの構築」

MTEP Seminar Review（無料）　　
 　「国際規格の概要と最新動向」をテーマにMTEPセミナーを平成27年２月
に開催しました。講演内容をまとめ、化学物質規制REACH、RoHSの規制動
向、ISOマネジメントシステムの概要や規制の改正動向を解説した海外規格解
説テキスト「MTEP Seminar Review」5冊を発行しました。

広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP）
Metropolitan Technical Support Network for Export Products

　CEマーキング、EMC指令や低電圧
指令などの各指令、国別の規格など、さ
まざまな技術分野に精通した専門相談
員が、製品を輸出する際に必要な規格へ
の対応や適合性評価試験などについて
相談に応じています。14名の専門相談
員が皆さまをお待ちしています。

国際規格・海外規格対応セミナー（MTEPセミナー：一部有料）

　海外規格に初めて取り組む担当者から実務担当者向けのテーマ、輸出先に応じた
専門的なテーマ、個別相談に対応するための勉強会形式のテーマなど、さまざまな分
野のセミナーを開催しています。
　また、本部で開催する一部のセミナーは、遠隔セミナーとして多摩テクノプラザで受
講することができます。平成26年度は約2千名の方にMTEPセミナーを受講してい
ただきました。

●専門相談員　規格対応分野一覧

●新規専門相談員のご紹介

●開催テーマ
・ＣＥマーキング超入門　
・ＣＥマーキング入門＋改正ＲｏＨＳ指令入門
・海外規格取得経営者向けセミナー
・北米規格(ＵＬ、ＦＣＣ)
・中国規格＋中国ＲｏＨS　など

●MTEPミニ講座
ご要望の多いセミナーは２カ月
ごとに開催しています。
・CEマーキング超入門
・改正RoHS指令超入門

広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP）
　1都10県1市の公設試験研究機関（東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、新潟県、横浜市）が連携して実施する中小企業のための
海外展開支援サービスです。

CEマーキング・
EU関連

海外規格（国別）

その他

全般的な相談 EMC指令 低電圧指令

機械指令 RoHS指令 REACH規則

電気安全

米　国 中　国 韓　国 台　湾

航空機、玩具指令、医療機器、知的財産、材料関係　ほか

本部開催のセミナー

多摩テクノプラザでの遠隔セミナー

V-learning および海外規格解説テキストは、
MTEPホームページからお申し込みください。
URL：http://www.iri-tokyo.jp/mtep/

　医療機器に関するFDA510k申
請、CEマーク申請、薬事法申請、品
質システムやリスクマネジメントに関
する支援を行います。

　電子機器のCE マーキング等の自
己立証書類作成および管理、EMC
試験・対策指導に関する支援を行
います。
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