
品質の確認と事業競争力
向上のための認証



Sucofinco設立、確認サービス分野
として最初の国営企業となる

1956

商業、工業、天然資源管理セクターの
成長支援

1964

倉庫、ラボ分析、技術サービス、
産業・海洋調査、担保管理など
サービスの多様化

1983

非石油ガス輸出強化のために政府と事業主
を支援する戦略的役割を果たす

2000

非石油ガス輸出強化のために政府と事業主
を支援する戦略的役割を果たす

2010

非石油ガス輸出強化のために政府と事業主
を支援する戦略的役割を果たす

現在

マイルストーン
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コアビジネス

検査と監査
保有する製品、サービス、設備、施設が国内外
の要件、規格、規則を充足しているかどうかを
確認

認証
保有する製品、サービス、設備、施設が国内外
の要件、規格、規則を充足しているかどうかを
確認

試験と分析
仕様、品質条件、製品安全を充足する
ために顧客を支援

研修
企業の要員能力強化支援のための品質管理
システム、環境、労働安全衛生、保安分野
の研修

コンサルティング
品質、環境、労働安全衛生、生産性分野
の能力強化と課題に対応するために企業
を支援
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認証

製品認証

品質管理システム 環境管理システム 有機食品 ISO 45001認証

HACCP認証

統合認証

労働安全衛生
管理システム認証

木材合法性証明制度(SVLK)

及び持続的森林管理証明
制度 (PHPL)

食品安全管理
システム

観光業認証

サプライチェーン
管理システム

ISPO認証

OHSAS認証

情報安全管理
システム

エネルギー管理
システム

反収賄管理システム

小規模市場
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国内外の認定

✓ 国際検査機関連盟 (IFIA)
✓ インドネシア独立サーベイヤー協会 (AISI)
✓ 穀物飼料貿易協会 (GAFTA), 英国
✓ ロンドン砂糖協会, 英国
✓ アセアン植物油クラブ (AVOC), マレーシア
✓ 国際有機農業運動連盟（IFOAM）, ドイツ
✓ 国立油糧種子研究所 (NIOP), 米国
✓ インドネシア独立集計協会
✓ リバプール綿協会（LCA） , 英国
✓ インドネシア害虫管理企業団体 (ASPPHAMI)
✓ インドネシア技術検査企業団体 (APITINDO)
✓ 米国非破壊検査協会（ASNT）, 米国
✓ インドネシア鉱業協会 (IMA)
✓ インドネシア一般鉱業協会 (ASPINDO)
✓ インドネシア石油ガス協会 (IPA)
✓ インドネシア認証機関団体 (ALSI)
✓ インドネシアコンサルタント協会 (INKINDO)

加入団体

✓ インドネシアエコラベル協会
✓ 油脂種子連合会(FOSFA), 英国
✓ 国際研究所認定委員会（ILAC）
✓ 米国「消費者製品安全委員会」（US-CPSC）
✓ 国家認定委員会 (KAN)
✓ IECEE (電気機器に関する国際電気標準会議)
✓ ISO/IEC 17020
✓ ISO/IEC 17025
✓ SNI ISO/IEC 17021 : 2011
✓ SNI ISO/IEC 17065 : 2012

認定

✓ ISO 9001
✓ ISO 14001
✓ OHSAS 18001
✓ 労働安全衛生管理システム（SMK3）

認証
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サービスマップ
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製品安全は規格充足から

Sucofindoは国内外の規格に基づく試験・ラボ分析
サービスにより品質及び消費者向け製品安全を確認

電化製品、子供用玩具、食品・飲料、農業、畜産、肥料、
医薬品、化粧品、その他の化学剤
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SNI適用

任意 強制
• 規制する規則なし • 規制する技術規則あり

• 規制当局 -> 政府

• 貿易の技術的障害に関する協定 (TBT協定) - BSN

• 衛生植物検疫措置の適用に関する協定 (SPS協定)

国産品/輸入品

SNI製品認証
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製品認証のスコープ

電化製品、情報通信及び光学製品 ステイタス

一次電池 強制

電池 任意

蓄電池 任意

固定線用被覆ケーブル 強制

固定線用裸ケーブル 強制

フレキシブルケーブル（ワイヤーロープ） 強制

ゴム被膜フレキシブルケーブル及びワイヤーロープ 任意

ゴム被膜の高フレキシブル用ワイヤーロープ 任意

定格電圧1kV(Um=1.2kV)及び3kV (Um=3.6kV)用電力ケーブル 強制

定格電圧6kV(Um=7.2kV)から30kV (Um=36kV)用電力ケーブル 強制

プラグ及びコンセント 強制

電気スイッチ 強制

電磁遠隔制御式スイッチ（RCS) 強制

交流及び直流用遮断器（MCB) 強制

線間電圧に依存しない残留電流遮断器（RCBO) 任意

線間電圧に依存する残留電流遮断器（RCBO) 任意

電化製品、情報通信及び光学製品 ステイタス

線間電圧に依存しない残留電流遮断器（RCCB) 強制

線間電圧に依存する残留電流遮断器（RCCB) 強制

液体加熱器 任意

扇風機 強制

エアコン 強制

ポンプ 強制

モーター‐コンプレッサー 任意

冷蔵庫 強制

ロースター、トースター及びそれに類する携帯調理器 任意

キッチン機器 任意

オーブンレンジ 任意

電気調理器 強制

電気アイロン 任意

洗濯機 任意

バキューム 任意

ヘア・スキンケア 任意

シェーバー 任意

充電器 任意

瞬間湯沸かし器 任意

クッキングレンジ、ホブ、オーブン及びそれに類する器具 任意
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製品認証のスコープ

電化製品、情報通信及び光学製品 ステイタス

家庭用器具用及びそれに類するニーズ用の連結器 任意

マッサージ器 任意

空気清浄機 任意

室内用ヒーター 任意

加湿器 任意

ファブリックスチーマー 任意

アダプター 任意

延長ケーブルセット 任意

セルフバラスト電球 強制

白熱電球 強制

蛍光灯用交流淵源用電子安定器 任意

一般用固定式照明 強制

埋め込み型照明 強制

公道照明用発光体 強制

50V超の電圧の一般証明用セルフバラストLEDランプ 任意

LEDモジュール 任意

ライティングチェーン 任意

電化製品、情報通信及び光学製品 ステイタス

スポットライト 強制

LEDモジュール用の直流又は交流電源用電子制御器具 強制

交流ランプ用フィッティング 任意

電源装置（内蔵スイッチング電源、電源アダプタ、充電器
などを含む）、パソコン（PC）、サーバーとポータブルコ
ンピューター、コンピューターゲームプレーヤー、学習機、
表示装置、プロジェクター、プリンタ、スキャナ、コピー
機、プロッター、レジ

任意

ハンドランプ 任意
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製品認証のスコープ
食品・飲料 ステイタス

小麦粉 強制

ビスケット 強制

インスタント麺 任意

ポテトチップス 任意

乾燥唐辛子 任意

コンデンスミルク 任意

でんぶ 任意

コーンビーフ 任意

肉団子 任意

ソーセージ 任意

チキンナゲット 任意

ツナ缶 強制

サーディン缶 強制

紅茶 任意

緑茶 任意

食品・飲料 ステイタス

ティーバック式ブラックティー 任意

ブラックティー 任意

カカオ豆 任意

コーヒー豆 任意

カカオパウダー 強制

インスタントコーヒー 強制

パッケージ入り紅茶飲料 任意

パッケージ入り飲料水 強制

脱塩水 強制

レモネード 任意

スカッシュ飲料 任意

ゼリー 任意

トマト果汁・リンゴ果汁 任意

グラニュー糖 強制

粗糖 強制

精製糖 強制

パーム油 強制

塩 強制
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製品認証のスコープ
繊維及び既製服 ステイタス

乳児用衣服 強制

ガラス及び陶器製品 ステイタス

自動車用強化安全ガラス 強制

自動車用ラミネート安全ガラス 強制

ビル・パネル用強化安全ガラス 任意

シートガラス 強制

シルバーコートシートミラー 強制

一般用シートミラー 任意

陶器製品及び陶器製衛生用品 ステイタス

洋式トイレ 強制

陶器―テーブルウェア 強制

陶器製タイル 強制

電化製品以外の家庭用品、スポーツ、娯楽用品 ステイタス

玩具 強制

点火式一口LPGガスコンロ 強制

二口ガスコンロ 任意

点火式二口・三口低圧ガスコンロ 強制

零細事業向け機械点火式一口LPGガスコンロ 任意

ガスライター 強制

自転車・子供用自転車 強制
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インドネシア
国家規格
（SNI）

製品認証機関 SNI SNIマーク使用承認書
（SPPT-SNI)

• 認定を受けた製品認証機関
• SNIマーク使用承認書
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• 有効な試験、管理、監督システムを通じて
製品が生産されている旨の独立機関からの
保証

• 消費者が、製品が所定の規格に基づいている
ことを確認できる

• 強制適用されている製品については、認証
マークにより製品が安全条件を満たしている
ことを示している

• 認証を受けた製品は、規格を満たさない製品
との競争からまもられる

• 製品の認証マークは絶大なマーケティング
ツールになる

• 効果的な品質システムの適用を通じた効率化
の強化

製品認証の
メリット
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製品認証は、ある製品ユニットが繰り返し生産する製品の製品規格
又は特定の技術規則に対する適正を表明

製品特性の適正 製品特性の一貫性
市場における
製品の状態

製品テスト 工場品質システム 工場調査 市場調査

製品認証
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インドネシアのSNI認証スキーム

政府
(規制当局)

基準

運用

情報

指定 製品認証機関

認証

工場

製品

ディストリビュータ

製品

顧客

認証機関

認証

較正ラボ検査機関

検査 較正
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製品認証スキームの構成

製品認証スキームにおける適正評価機能及び活動 製品認証スキームの種類

1a 1b 2 3 4 5 6

I 選定：立案・準備、要件試用、例えば基本的書類、
ニーズに応じたサンプル採取

X X X X X X X

II 決定：ニーズに応じ、下記を通じて実施
a. 試験
b.検査
c. 設計値又は品質の推定
d.サービス又はプロセスのアセスメント
e. 確認などその他の決定活動

X X X X X X X

III レビュー：所定の要件を満たしているかを定めるための
決定段階中に得られた適正の証拠の検査

X X X X X X X

IV 認証決定
認証の供与、維持、拡大、削減、猶予、取り消し

X X X X X X X
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製品認証スキームの構成

V 決定、ライセンス 1a 1b 2 3 4 5 6

a.適正証明書又は適正に関するその他の表明(決定)
の発行

X X X X X X X

b.証明書又は適正に関するその他の表明の利用権の
供与

X X X X X X X

c.製品バッチの適正証明書の発行 X

d.サーベイランス又は認証に基づく適正マーク利用
権供与(ライセンス)

X X X X X X

VI サーベイランス、ニーズに応じ、下記を通じて

a.基礎サンプルの試験または検査 X X X

b.工場からのサンプルの試験又は検査 X X X

c.生産アセスメント、サービス又はプロセスの通知 X X X X

d.ランダム試験又は検査と合わせた管理システム
監査

X X
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サプライヤーによる認証機関への申請

製品認証機関の
認証スキーム

サプライヤーは認証ルールを遵守し（責任と義務）、
特定の要件（製品基準と品質クライテリア）に同意

工場評価
品質クライテリアに従って実施

サンプリングとテスト
指定の基準に準拠しているか評価

サプライヤーは不適合
に対する是正措置

適合 ? サプライヤーは製品の
仕様を改善

適合 ?

マーク使用と認証の公表を行うための
ライセンスを認証機関が発行

調査
工場監査、工場/市場からの製品テスト

ライセンス
更新

凍結又は停止

適合 ?

No No

Yes Yes

Yes

No
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申請書式に記入し、製品認証スコープ
を確認

企業/組織が適用する品質管理システムと製品
規格の適用レベルを検査するための事前監査
の目的での書類監査

認証監査プロセスは下記から構成される:
工場の評価: 品質計画、品質管理、品質記録
などの製品品質の評価のために、適用済みの
SNIと製品認証申請スコープに基づき、包括的
に実施

サンプル採取、試験、分析 : 規格に基づく製品
の一貫性を保証するために実施

企業が適用する製品規格の適用スコープに基づき証明書を
SUCOFINDO-ICSが発行、承認日から、工業省が強制適用する
SNIは3年間、エネルギー鉱物資源省によるものは4年間有効。
証明書は組織が監査の発見事項及び試験合格製品に対する
corrective action (CA) 実施後に発行。

監督監査は、組織の管理システムの維持レベルをモニタリング
をするためにSUCOFINDO-ICSが実施

認証監査は証明書の有効期間終了後に再度実施、再監査は
認証を受けた組織に総合的に実施

申請書の申請

書類監査

監査

証明書の発行

監督監査

更新監査

製品認証プロセス

1

2

3

4

5

6
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登録者は必要な製品認証申請書式
(FRM.502) を入手し、Sucofincoに提出。
また下記も準備する：

法的書類
(設立証書、会社概要、商標登録証明書
など)

認証申請

技術書類
(技術図面、配線、リストコンポーネント
など)

1 2
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製品が規格要件に応じていること

Sucofindoは製品認証のための工場評価において下記の規準を用いる：

認証規準

工場は製品適正の一貫性を確認するため
に受け入れ可能な品質システムを有して
いること

工場は認証合意に記載の通り製品認証要件充足能力
を有していること

1 2

3
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輸入業者/申請者/駐在員事務所の書類要件

NO 書類名 備考

1
申請書
Application form

2
会社設立証書
Company legal registration

3
一般輸入業者番号(API-U)
Importer Identification Number – General

輸入業者用

4
会社登録証(TDP)
Certificate of Company Registration

5
商業許可書 (SIUP)
Business License

6
納税者番号(NPWP)
Tax Registration

7
インドネシアにおける商標登録又は商標証明書
Brand registration in Indonesia or Brand Certificate

8
商標保有者と利用者との委任書(商標が自己保有でない場合のみ）
Letter of Cooperation between brand owner and brand user (only if the brand is not owned by applicant)

9
輸入業者/申請者と工場との協力契約書 (MoU)
Agreement between Applicant / Importer and Factory(MoU)

輸入業者用

SNI認証書類要件リスト
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工場の書類要件 工場の書類要件

NO 書類名 備考 NO 書類名 備考

1
工業許可(IUI)*
Industrial Business Permit*

9
会社概要
Company profile

2
ISO 9001:2015証明書の写し

Copy of ISO 9001: 2015 certificate
10
工場レイアウト
Factory layout

3
組織図
Company organization chart

11
技術図
Technical Drawing

4
生産工程フロー図**
Production process flow charts**

12
回路図
Circuit diagram

電気製品用

5
品質管理/品質計画検査スケジュール
Quality Control Checking Schedule/Quality Plan

13

コンポーネントリスト(技術仕様含む)又は
原材料リスト
Component List (incl. Technical specification) or 
Raw Material List

6
試験/測定器具リスト及び較正スケジュール
Test/Measurement Equipment List and 
Calibration Schedule

14
試験結果報告書（あれば）
Product test reports (if any)

7
品質マニュアル＆手続き指針**
Quality Manual & Procedure**

15
ラベル/マーキング情報**
Label/marking design detail**

8
マスターリスト書類**
Masterlist of document**

16
パッケージ詳細デザイン・サイズ
Packaging Design Detail & sizes

17
オペレーション/サービスマニュアル**
operation,  service, manual book**

SNI認証書類要件リスト
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SNIマークは下記に印刷可能:

• 製品
• パッケージ

Register No.
SNI No.

LSPr-022-IDN

SNIマーク
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商業大臣規程NO 24/M-DAG/4/PER/2016

SNIマーク/ロゴは物品及びサービスに記載
物品登録番号 (NPB) は物品及び/又はパッケージに記載

SNIマーク
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0812 9310 3576
0813 1697 7955

+62-217983666

（お問い合わせ先）
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