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測定申込書別紙の内容に同意し
下記内容にて申込みを致します。 

受付 No.
申込⽇      年    ⽉  ⽇ 

■⼀般事項
項 ⽬ 申  込  者 請 求 先 ※必ずご記⼊下さい。 
会社名 
所在地 〒   〒   

部署名 
ご担当者様 
E-mail
TEL 
FAX 
■予約希望⽇および利⽤設備 (ご要望等があれば備考欄にご記⼊下さい)
⽉ ⽇ ⽉  ⽇   から    ⽉  ⽇  (    ⽇間) 

利⽤設備 10m 法電波暗室    3m 法電波暗室 シールドルーム   その他  (   )
備  考 
■供試機器
製品名 製品サイズ (D)*       (W)*    (H)mm

卓上型     床置型 
型 式 総重量  kg 
電源定格 単相 

三相 
AC 
DC 

50Hz
60Hz

V
A

搬⼊⽅法 事前送付 (  ⽉     ⽇予定) 
当⽇持込      その他 ( ) 

クロック 製品内で動作する最⾼周波数をご記⼊下さい。  Hz 
■測定内容 (詳細につきましては、改めて当社エンジニアと打ち合わせをさせて頂きます)
測定⽬的 適合試験    予備試験    対策   その他 ( )
測定規格 【EMI/エミッション測定】 【EMS/イミュニティ試験】 

VCCI 
EN55014-1 
EN61000-3-2 

FCC Part15 B 
EN55032 
EN61000-3-3 

FCC Part18 
EN55011 
EN61000-6-4 

EN55014-2 
EN55024 
EN61000-6-2 
その他 
 (  )

その他 (  )
Class     A /    B Group     1 /    2 

EN60601-1-2    IEC62236-4     EN61326-1 EN301 489    その他 (     )
測定項⽬ 規格要求全項⽬ 下記項⽬のみ 規格要求全項⽬ 下記項⽬のみ 

雑⾳電⼒ (クランプ)
磁界強度 
電源⾼調波 
フリッカ

無線周波数妨害 
サージ
電源周波数磁界
電圧ディップ・瞬断

放射妨害波 
 (    3m/    10m) 

伝導妨害波 
 (     通信ポート)  

その他 ( ) 

静電気 
EFT/B 
伝導性イミュニティ 
パルス磁界 
その他 (        ) 

　合否の 
判定ルール 
対向機 無    有 試験レポート 無    有 (標準は 1 部) 
残業予定 無    有 貸出機器要望 無    有 (機器:     )
■来社予定⼈数
代表者 ⽒名:  合計:       名 

※当社ホームページ記載の”EMC研究所内設備利用約款”を適用いたします。　▶https://www.kk-ishikawa.co.jp/download/yakkan.pdf

※⽇程確定後のキャンセル･変更については、当社所定のキャンセル料が発生します。　▶https://www.kk-ishikawa.co.jp/
emc_howto.html

弊
社
記
⼊
欄

受  付 承  認 返  信 弊社よりの連絡事項： 

code : 

株式会社イシカワ EMC 研究所

e-Mail: 06sales@kk-ishikawa.co.jp§ 測 定 申 込 書  §

不確かさを考慮しない　 不確かさを考慮する        (要相談)
試験結果の合否判定を行う際のルール

https://www.kk-ishikawa.co.jp/download/yakkan.pdf
https://www.kk-ishikawa.co.jp/emc_howto.html
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測定申込書 別紙 

次の事項については当社ご利用にあたっての一般条項となりますので必ずご確認をお願いします。 
御申込みをいただいた時点で下記に同意いただいたものとみなします。 

① 施設の利用、各設備、試験機器等の取扱いについては、原則として当社職員が
行うものとします。当社の承諾の下においてお客様がこれを行う場合には、
当社職員の指示・指導に従ってください。

② 施設利用のために必要な場所以外に立ち入らないようお願いします。
③ 事前の承諾なしに行うことを固く禁じます。

1)施設内の写真撮影、および第三者の図面、機器、資料、データ等を持ち出し。
2)施設内への試験に必要な物品以外の搬入。
3)施設内に新たな設備、機器等を設置、または現存する設備、機器等の改造。

④ 施設内に搬入した被試験機器等については、指定した場所において保管、設置するものとし、
原則お客様の所有物として必要な管理を行うようお願いします。

⑤ 可燃物、危険物等を施設内に持ち込まないようお願いします。
⑥ お客様のご都合によるキャンセルにつきましては当社規定のキャンセル料金が発生いたします。
⑦ 喫煙、飲食等は指定した場所において行ってください。
各号に定める事項に違反し当社または第三者に損害を与えたときは、その損害賠償を求めます。

⑧ 秘密保持
EMC試験等業務を遂行する上で知り得たお客様情報を他に漏らさないことをお約束いたします。
ただし以下の場合には事前の通知なしに当社の判断で第三者に開示することがございます。
1)ISO/IEC17025等の審査を受ける際に認定機関に対し審査資料として開示する場合。
2)法令または官公署からの命令、要請があった場合。

⑨ 個人情報の取り扱い
お客様の個人情報は業務に係るご連絡、当社が実施している他の業務のご案内、
市場調査および各種情報の提供に限り利用させていただきます。

⑩ 免責事項
1)天災地変、その他不可抗力によりEMC試験業務の履行およびテストレポート等の発行が
できなくなった場合、当社はその責を負わないものとします。

2)被試験機器等の輸送中に生じた損害について当社はその責を負わないものとします。
必要に応じて保険をかけるなどご対応をお願いします。

⑪ その他
上記に記載のない事項または疑義が生じた事項についてはお客様と当社で協議の上、
解決にあたるものとします。

以上 
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