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制度名 Korea Eco-labeling Program (韓国環境ラベリングプログラム) 

 
実施機関 Korea Environmental Industry & Technology Institute(KEITI) 韓国環境産業技術研究院 

Criteria EL141. Copiers [EL 141-1998/8/2009-72] 

Note 
相互認証の対象となるエコマーク認定基準 No.117「複写機Version2」 
本申込には、エコマークの認定商品であることが前提となります。 

Classification Criteria 基準(仮訳) 
翻訳により解釈に違いが生じた場合には、韓国語の基準書に従います。 

共通基準等 提出書類等 

1. Scope The criteria shall apply to elecotrophotographic types of 
copiers. Copier-based multifunctional devices are also 
included. However, copiers which copying speed is exceed 
70CPM or large format copiers are exempted from this 
criteria. 

この基準は静電方式の複写機を対象とする。また、複

写機の機能を標準として備え、プリンター機能、スキャ

ナー機能、ファクシミリ機能がひとつ以上複合された

複合機の製品(multi functional copiers) を含む。た

だし、複写速度70 CPMを超える製品及び大型製品は除

く。 

70cpmを超える機器、

大判機は相互認証の

申込対象とはなりま

せん。 

 

3. Certification

 Criteria 
3.1 
Environmental 
Criteria 

3.1.1 With respect to pollutant emission at use stage, the 
product shall comply with the following requirements. 

3.1.1.1 Ozone emission shall not exceed 0.02mg/m3 (0.01ppm) 
in the copying mode.  

Note) This criteria item is valid until 2009.08.31.  
[Verification Methods]  
Test report by an accredited testing laboratory in accordance with the test 
method specified in 4.1 and 4.2 

（ア）使用段階における汚染物質の排出と関連して、

次のうちのいずれかひとつに適合しなければな

らない。 

１）製品の動作中、外部に放出されるオゾン濃度は0.

02 mg/m3 {0.01ppm}以下でなければならない。 
注）この基準は2009年8月31日まで有効とする。 

[認証方法] 
（１）並びに（２）試験方法’に基づく公認機関の試験成績書 

- - 

 3.1.1.2 Emission of Ozone, VOCs, benzene, styrene of 
products shall comply with the following 
requirements. 

Item 
Emission rate(mg/h)note1),2) 
Mono-chrome Color 

Dust ≤4.0 ≤4.0 
Ozone ≤1.5 ≤3.0 

VOCs 
Printing phase ≤10 ≤18 
Ready 
phase 

Floor- mounted ≤2 - 
Tabletop ≤1 - 

Benzene < 0.05 < 0.05 

２）製品の動作中、外部に放出される塵埃、オゾン、

揮発性有機化合物（VOCs）、ベンゼン（benzene

）及びスチレン（styrene）の放出量は次の基準

に適合しなければならない。 

Item 
Emission rate(mg/h)note1),2) 
Mono-chrome Color 

Dust ≤4.0 ≤4.0 
Ozone ≤1.5 ≤3.0 

VOCs Printing phase ≤10 ≤18 
Ready Floor- mounted ≤2 - 

[共通基準項目] 
No.117 

4-1-6.(28), (27), (28)
参照 

*3カ国の部分的に共通基

準項目 
Harmonized item 

Refer No.117 
4-1-6.(28), (27), (28) 

*Partial harmonized item of 
three countries

新たな証明の提

出は不要です。 
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Styrene ≤1 ≤1.8 
Note 1) If devices of identical design differ in their copying speed or have 

automatically or manually changeable copying speed meet the 
criteria at its maximum speed, test results of speed below the 
maximum are regarded as equivalent.  

Note 2) In case the products which have color and monochrome mode, 
both emission rates shall meet the criteria. If the emission rate 
during the color operation phase of color equipment satisfies the 
criteria for the target substances during the monochrome 
operation phase, emissions tests during the monochrome 
operation phase are not require.  

[Verification Methods]  
Test report by an accredited testing laboratory in accordance with the test 
method specified in 4.1 and 4.3 

phase Tabletop ≤1 - 
Benzene < 0.05 < 0.05 
Styrene ≤1 ≤1.8 

注1)同一製品で複写速度が異なる場合、または複写速度を自動もし

くは手動で変更可能な製品の場合、最も高い複写速度で該当項

目の基準を満たす場合、それ以下の複写速度では該当項目の基

準を満たしたものと見做す。 
注2)カラーモードと白黒モードをともに有する製品の場合、カラー

モードと白黒モードで試験した値がともに該当基準を満たさな

ければならない。ただし、カラーモード試験における測定値が

白黒モードの基準値以下である場合、白黒モードは該当基準を

満たしたものと見做す。 
[認証方法] 
（１）並びに（３）試験方法’に基づく公認機関の試験成績書 

 3.1.1.3 Noise emission of the product (sound pressure level or 
sound power level) shall comply with the following 
requirements.  

mode 
Class Mono-chrome Color 

Sound pressure 
level 

[dB(A)] 

Standby 
mode ≤40 ≤40 

Copying 
mode 

≤0.35xcopying 
speed[CPM] + 51

and 67 

≤0.3xcopying 
speed[CPM] + 53 

and 67 

Sound power 
level(LWAd) 

[dB(A)] 

Standby 
mode ≤48 ≤48 

Copying 
mode 

≤0.35xcopying 
speed[CPM]+59

and 75 

≤0.3xcopying 
speed[CPM]+61 

And 75 

 

Note 1) In case the products which have color and monochrome mode, the 
test results on both modes shall meet the criteria. 

Note 2) If the test results on both sound pressure level and sound power level 
are available; the result of sound power level shall be applied 
preferentially. 

[Verification Methods]  
• Sound pressure level: test report by an accredited testing laboratory in 
accordance with the test method specified in 4.1 and 4.4 
• Sound power level: test report by an accredited testing laboratory in 
accordance with KS A ISO 7779 and KS A ISO 9296 

（イ）使用段階における騒音の発生に関連して、製品

の騒音［音圧レベル（sound pressure level）

または音響パワーレベル（sound power level）］

は次の基準に適合しなければならない。 

mode
Class Mono-chrome Color 

Sound pressure 
level 

[dB(A)] 

Standby 
mode ≤40 ≤40 

Copying 
mode 

≤0.35xcopying 
speed[CPM] + 51

and 67 

≤0.3xcopying 
speed[CPM] + 53 

and 67 

Sound power 
level(LWAd) 

[dB(A)] 

Standby 
mode ≤48 ≤48 

Copying 
mode 

≤0.35xcopying 
speed[CPM]+59

and 75 

≤0.3xcopying 
speed[CPM]+61 

And 75 
 
注1)カラーモードと白黒モードをともに有する製品の場合、カラー

モードと白黒モードで試験した値がともに該当基準を満たさな

ければならない。 

注2)音圧レベルと音響パワーレベルの測定結果がともに存在する場

合は、音響パワーレベル測定結果を優先適用する。 

[認証方法] 
・音圧レベル：‘（１）並びに（４）試験方法’に基づく公認機関

の試験成績書 
・音響パワーレベル： KS A ISO 7779 （音響－情報技術装置から放

射される空気伝播騒音の測定）とKS A ISO 9296（音響－情報技術
装置の表示騒音） に基づく公認機関の試験成績書 

[共通基準項目] 
No.117 

4-1-12.(43)参照 
Harmonized item 

Refer No.117 
4-1-12.(43) 

新たな証明の提

出は不要です。 

 3.1.2  With respect to resource and energy consumption at 
use stage, the product shall comply with the following 

（ウ）使用段階における資源及びエネルギー消費に関 [共通基準項目] 新たな証明の提
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requirements. 
3.1.2.1 Power consumption in the power-saving mode and 

default time shall comply with the requirements of 
the Energy Standby Program in accordance with 
Energy Use Rationalization Act, which is applicable 
at the time the application for eco-label is made. 
However, in case the product meets the requirements 
of the International Energy Star Program applicable 
at the time the application for eco-label is made, it is 
regarded as equivalent. 

[Verification Methods]  
Test report by an accredited testing laboratory in accordance with the test 
method of 'Energy Standby Program' or 'International Energy Star Program' 
or certificate of equivalent 

連して、次の基準に適合しなければならない。 

１）節電モードでの消費電力及び移行時間は認証申請

の時点で適用される「エネルギー利用合理化法」

に基づく待機電力低減プログラムの基準に適合し

なければならない。ただし、認証申請の時点で適

用される国際エネルギースタープログラムの基準

に適合する場合は、この基準を満たすものと見做

す。 
[認証方法] 
‘待機電力低減プログラム’または‘国際エネルギースタープログ
ラム’の試験方法による公認機関試験成績書または同等以上の基準
についての認証書 

No.117 
4-1-11.(42)参照 
Harmonized item 

ReferNo.117 
 4-1-11.(42) 

出は不要です。 

 3.1.2.2 Mono copiers with copying (or printing) speed of 
25CPM (or PPM) or more and color copiers with 
copying (or printing) speed of 20CPM (or PPM) shall 
be equipped with a unit for double-sided 
copying(printing) function or offer a manual option 
for the function. 

Note 1) This criteria is only applicable on laser products. 
Note 2) The definition of ‘PPM’ is followed by ‘2. Definitions of EL142. 

Printers’. 
[Verification Methods]  
Verification of submitted documents 

２）複写(または印刷)速度が25 CPM(またはPPM)以上で

ある白黒複写機及び複写(または印刷)速度が20 C

PM(またはPPM)以上であるカラー複写機の場合、両

面複写(または印刷)機能を備え、または消費者が

その機能を選択することができるようにしなけれ

ばならない。 
注1）この基準はレーザー機にのみ適用する。 
注2）“PPM”の定義は‘EL142. プリンター’の‘イ. 定義’にした

がう。 
[認証方法] 
提出書類の確認 

[共通基準項目] 
No.117 

4-1-13.(44参照 
Harmonized item 
Refer 4-1-13.(44) 

新たな証明の提

出は不要です。 

 3.1.3  With respect to use of chemical substances in 
manufacturing process and recyclablity of the parts of 
the product at disposal stage, the product shall 
comply with the following requirements. Exempted 
from this criteria are materials listed on Annex and 
lead in solder of printed circuit board (PCB). 

3.1.3.1 Lead, cadmium, mercury and their compounds, and 
hexavalent chromium compounds shall not be used in 
the product.  

[Verification Methods]  
Verification of submitted documents 

（エ）製造過程での化学物質の使用または廃棄段階で

の部品の再活用性に関連して、次の基準に適合

しなければならない。ただし、＜附表＞に該当

する場合と印刷回路基板のはんだには該当項目

の基準を適用しない。 

１）製品には鉛、カドミウム、水銀及びこれらの化合

物と6価クロム化合物を使用してはならない。 
[認証方法] 
提出書類の確認 

[共通基準項目]＊ 
No.117 

4-1-2.(5), 4-1-5.(20)参
照 

Harmonized item 
Refer No.117 

4-1-2.(5), 4-1-5.(20) 

新たな証明の提

出は不要です。 
＊No.117 

Version2.7以前に

エコマークの認定

を受けた場合に

は、Version2.8に従

う証明書の提出が

必要となります。 

 3.1.3.2 Content of lead, cadmium, mercury and hexavalent 
chromium in the parts of the product shall comply 
with one of the following requirements. 
a) The applicant shall have an appropriate system to 

２）製品を構成する部品に含まれる鉛（Pb）、カドミ

ウム（Cd）、水銀（Hg）、6価クロム（Cr6+）に関

連して、次のうちのいずれかひとつに適合しなけ

ればならない。 

[共通基準項目]＊ 
No.117 

4-1-16.(49)参照 
Harmonized item 

新たな証明の提

出は不要です。 
＊No.117 

Version2.7以前
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control the content of hazardous substances as 
following requirements. 

Substance Pb Cd Hg Cr6+ 
Content [mg/kg] ≤1000 ≤100 ≤1000 ≤1000 

b) Provided that the applicant does not have an 
appropriate system for the control of hazardous 
substances, the content of hazardous substances in 
the parts of the product shall comply with the 
following requirements.  

Substance Pb Cd Hg Cr6+ (note) 
Content [mg/kg] ≤1000 ≤100 ≤1000 ≤1000 

Note: In case the content of total chromium (Cr) is 1000 mg/kg or less, it is 
regarded as equivalent 

[Verification Methods]  
Test report by an accredited testing laboratory or verification of submitted 
documents in accordance with the test method specified in 4.1 and 4.5 

ア）製品を構成する部品に含まれる有害元素が次の基

準に適合するように、適正な管理システムを構築

・運営していなければならない。 

Substance Pb Cd Hg Cr6+ 
Content [mg/kg] ≤1000 ≤100 ≤1000 ≤1000 

イ）該当する有害元素についての適正な管理システム

を構築・運営していない場合、製品を構成する部

品に含まれる有害元素は次の基準に適合しなけれ

ばならない。 

Substance Pb Cd Hg Cr6+ (note) 
Content [mg/kg] ≤1000 ≤100 ≤1000 ≤1000 

注）総クロム（Cr）含量が1000 mg/kg以下の場合には基準に適合する

ものと見做す。 

[認証方法] 
（４）検証及び試験方法’に基づく提出書類もしくは公認機関の試
験成績書 

Refer No.117 
4-1-16.(49) 

にエコマークの

認定を受けた場

合には、

Version2.8に従

う証明書の提出

が必要となりま

す。 

 3.1.3.3 PBBs (polybrominated biphenyls), PBDEs 
(polybromodiphenyl ethers) and short-chain 
chlorinated paraffins (C= 10~13) whose chlorine 
concentration is 50% or more shall not be used in the 
product. 

[Verification Methods]  
Verification of submitted documents 

３）製品にはポリブロム化ビフェニル（PBBs：

polybrominated biphenyls）、ポリブロム化ジフェ

ニルエーテル（PBDEs：polybrominated 

diphenylethers）、塩素濃度が50％以上である短鎖

塩化パラフィン（short-chain chlorinated 

paraffins、C＝10～13）を使用してはならない。 
 [認証方法] 
提出書類の確認 

[共通基準項目] 
No.117 

4-1-2.(4), 4-1-5.(19)参
照 

*3カ国の共通基準項目 
Harmonized item 

Refer No.117 
4-1-2.(4), 4-1-5.(19) 

*Harmonized item of three 
countries

新たな証明の提

出は不要です。 
 

 3.1.3.4 Photo-sensitive layers of drum part shall not use lead, 
cadmium, mercury, selenium and their compounds. 

[Verification Methods]  
Verification of submitted documents 

４）ドラムの感光体には鉛、カドミウム、水銀、セレ

ン及びこれらの化合物を使用してはならない。 
[認証方法] 
提出書類の確認 

[共通基準項目] 
No.117 

4-1-9.(37)参照  
Harmonized item 

Refer No.117 
4-1-9.(37) 

新たな証明の提

出は不要です。 

 3.1.3.5 Provided that the product is equipped with a battery, 
the content of lead, cadmium, mercury in the batteries 
shall comply with EU Directive 2006/66/EC. 

[Verification Methods]  
Verification of submitted documents 

５）製品本体に電池を内蔵する場合、電池に含まれる

鉛（Pb）、カドミウム（Cd）、水銀（Hg）はEU 指

針2006/66/EC.に適合しなければならない。 
[認証方法] 
提出書類の確認 

[共通基準項目] 
No.117 

4-1-3.(11)参照 
Harmonized item 

Refer No.117 
4-1-3.(11) 

新たな証明の提

出は不要です。 
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 3.1.3.6 Halogenated plastics such as PVC shall not be used for 
the plastic case parts weighing 25g or more, and also 
halogenated compounds shall not be contained in the 
plastic parts. Exempted from this criteria are the 
fluorogranic additives with less than 0.5 wt% (e.g. 
anti-dripping). 

[Verification Methods]  
Verification of submitted documents 

６）製品のハウジングを構成する25g以上の合成樹脂

部品は塩化ビニル樹脂（PVC）などハロゲン系合

成樹脂を使用してはならず、合成樹脂内にハロゲ

ン化合物が含まれてはならない。ただし、0.5重

量％以下の有機フッ素添加剤（例：anti-drippin

g agent）は許容する。 
[認証方法] 
提出書類の確認 

[共通基準項目] 
No.117 

4-1-2.(7), (8)参照 
Harmonized item 

Refer No.117 
4-1-2.(7), (8) 

新たな証明の提

出は不要です。 

 3.1.4 With respect to recycling in manufacturing process and 
recyclability of the product at disposal stage, the 
product shall comply with the following requirements. 

3.1.4.1 Separable plastic parts (weighing 25g or more and 
covering a flat surface of 200mm2 or more) shall be 
visibly marked with material identification to 
facilitate separation and collection in disposal.  

[Verification Methods]  
Verification of submitted documents 

（オ）製造過程での再活用または廃棄段階での製品の

再活用性に関連して、次の基準に適合しなければ

ならない。 

１）製品に使われる合成樹脂（重さ25g以上で平坦な部

分の面積が200mm2以上）は廃棄時に分離・回収し

やすいように、分離される各部分に材質の分類表

示をしなければならない。 
[認証方法] 
提出書類の確認 

[共通基準項目] 
No.117 

4-1-2.(10)参照 
*3カ国の共通基準項目 

Harmonized item 
Refer No.117 

4-1-2.(10) 
*Harmonized item of three 

countries 

新たな証明の提

出は不要です。 
 

 3.1.4.2 Plastic case parts weighing 25g or more shall be made 
of maximum four different materials in easily 
separable way. At the same time, each plastic case 
part weighing 25g or more shall be made of a single 
polymer (homo- / copolymer) or recyclable polymer 
blends (polymer alloys). In addition, labels, markings 
and stickers shall be made of the same material as the 
plastic parts to which they are affixed or shall not 
interfere recycling. 

[Verification Methods]  
Verification of submitted documents 

２）製品のハウジングを構成する25g以上の合成樹脂部

品の材質は分離が容易な4種類以下でなければなら

ず、分離可能なハウジング構成単位ごとの材質は1

種類の重合体（単一重合体あるいは共重合体）また

は再活用可能な混合材料（ポリマーアロイ、

polymer alloy）でなければならない。また、付着

させたラベル・マーク・ステッカーなどはこれら

が付着した部分と同一材質であるか、もしくは再

活用に支障のあるものであってはならない。 
 [認証方法] 
提出書類の確認 

[共通基準項目] 
No.117 

4-1-1.(2),(3), 4-1-5.(2
6)参照 

*3カ国の部分的に共通基

準項目 
Harmonized item 

Refer No.117 
4-1-1.(2),(3), 

4-1-5.(26) 
*Partial harmonized item of 

three countries 

新たな証明の提

出は不要です。 

 3.1.4.3 The following requirements to be fulfilled to ensure 
that the product is easy to disassemble.  
a) Module must be easily separable.  
b) There must be sufficient space to insert tools at 

fixing points/dismantling points.  
c) Joints between different materials must be easy to 

find.  
d) Non-separable joints such as glued or welded 

joints between different materials may not be 
used. 

３）製品の分解性に関連して、次の基準に適合しなけ

ればならない。 

ア）モジュールは容易に分離されなければならない。 

イ）分解・組立部位は分解・組立に必要な工具を差し

入れるに十分なスペースが確保されていなければ

ならない。 

ウ）異なる材質の材料を連結した部位は容易に見つけ

られるようにしなければならない。 

エ）接着剤の使用、融着など、分離できない方法を用

[共通基準項目] 
No.117 

4-1-1.(1)参照 
*3カ国の部分的に共通基

準項目 
Harmonized item 

Refer No.117 
4-1-1.(1) 

*Partial harmonized item of 
three countries 

新たな証明の提

出は不要です。 
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[Verification Methods]  
Verification of submitted documents 

いて異なる材質の材料を連結してはならない。 
 [認証方法] 
提出書類の確認 

 3.1.4.4 Halogenated plastics such as PVC shall not be used for 
packaging materials.  

[Verification Methods]  
Verification of submitted documents 

４）製品の包装材は塩化ビニル樹脂（PVC）などのハ

ロゲン系合成樹脂を使用してはならない。 
[認証方法] 
提出書類の確認 

[共通基準項目] 
No.117 

4-1-10.(40)参照 
Harmonized item 

Refer No.117 
4-1-10.(40) 

新たな証明の提

出は不要です。 

 3.1.4.5 Shock-absorbing materials in packaging shall be made 
of recycled pulp or paper such as pulp mold. 
However, following materials are regarded as 
equivalent. 
a) Shock-absorbing materials certified according to 

'EL 606. Packaging Materials' 
b) Shock-absorbing materials manufactured by using 

more than 50wt% of recycled plastics 
c) EPS (expanded polystyrene), EPE (expanded 

polyethylene) and EPP (expanded polypropylene) 
whose foaming agent has zero ODP 

[Verification Methods]  
Verification of submitted documents 

５）製品の包装緩衝材はパルプモールドなど再活用さ

れた紙・パルプ材質を使わなければならない。た

だし、次の場合にはこれと同等な材質と見做す。

ア）環境標識対象製品別の認証基準のうち‘包装材（

EL606）’で環境標識の認証を受けている包装緩衝

材 

イ）廃合成樹脂を50重量％以上使って製造した包装緩

衝材 

ウ）ODPが０である物質を発泡剤として使用して製造し

た発泡合成樹脂（EPS、EPE、EPP）の包装緩衝材 
 [認証方法] 
提出書類の確認 

[共通基準項目] 
No.117 

4-1-10.(41)参照 
Harmonized item 

Refer No.117 
4-1-10.(41) 

新たな証明の提

出は不要です。 

 3.1.4.6 The applicant shall have take-back system for waste 
products (including waste toner, waste drum and 
shock-absorbing materials) and the system for 
recycling of the waste drum collected by take-back 
system.  In case the applicant assigns a company to 
take-back and recycle waste products and submits the 
relevant result, it is regarded as equivalent.  

[Verification Methods]  
Verification of submitted documents 

６）申請人は廃棄される製品（包装緩衝材を含む）の

引き取りシステムと廃カートリッジを回収・選別

した後に再活用できるシステムを構築し、これを

施行・運営していなければならない。ただし、専

門業者を指定して管理しており、具体的な実績を

提示する場合には、これに適合したものと見做す

。 
[認証方法] 
提出書類の確認 

[非共通基準項目] 
KEITIが審査する項目

[Verified by KEITI]

本項目を説明す

る証明書類等を

提出すること(韓
国語または英

語)。 

 3.1.4.7 According to the ‘Act on Material Recycling of 
Electrical, Electronic Products and Automobiles’, 
recycling rate of the product shall be over 75% of its 
weight.  

[Verification Methods]  
Verification of submitted documents 

７）「電気・電子製品及び自動車の資源循環に関する

法律」による本対象製品群の再活用率は75重量％

以上でなければならない。 
[認証方法] 
提出書類の確認 

[非共通基準項目] 
KEITIが審査する項目

 [Verified by KEITI]

本項目を説明す

る証明書類等を

提出すること(韓
国語または英

語)。 

 3.1.4.8 Regarding the implementing recycling system for 
waste cartridges, the cartridges supplied by the 

８）製品に提供されるカートリッジは再補充または再

製造などの加工後の再使用が可能な構造でなけれ
[非共通基準項目] 

KEITIが審査する項目

本項目を説明す

る証明書類等を
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applicant along with the product shall have a reusable 
design after being refilled or remanufactured. The 
cartridges with a chip or sensor for the recognition of 
toner information or other purpose are not regarded 
as equivalent. 

[Verification Methods]  
Verification of submitted documents 

ばならない。 
[認証方法] 
提出書類の確認 

 [Verified by KEITI] 提出すること(韓
国語または英

語)。 

 3.1.5 The product shall be designed and manufactured with a 
perspective on resource- and energy-saving, reduction 
of pollutant emission and hazardous substance use, 
recycled material use, recyclability, lifespan extension, 
etc. in order to reduce environmental impacts 
throughout the life cycle. 

[Verification Methods]  
Verification of submitted documents 

（カ）製品の全過程における環境負荷を減らすために

資源・エネルギーの節約、汚染物質の排出及び

有害物質使用の低減、再活用材料の使用、再活

用性の向上、使用寿命の延長などを考慮して設

計・製造しなければならない。 
 [認証方法] 
提出書類の確認 

[共通基準項目] 
No.117 

4-1-1.(1)等参照 
Harmonized item 

Refer No.117 
4-1-1.(1) etc. 

新たな証明の提

出は不要です。 

3.2 Quality 
Criteria 

3.2.1 The quality of the product shall satisfy the requirements 
of the safety standards in accordance with the Korean S
afety and Control Act for Electric Appliances. 

[Verification Methods]  
Test report by an accredited testing laboratory in accordance with the safety st
andards for electric appliances or certificate of equivalent 

（ア）製品の品質は「電気用品安全管理法」に基づく

電気用品安全基準の該当事項に適合しなければ

ならない。 
[認証方法] 
電気用品の安全基準に基づく公認機関の試験成績書もしくは同等以
上の基準についての認証書 

[非共通基準項目] 
KEITIが審査する項目

 [Verified by KEITI]

電気用品の安全基

準に基づく公認機

関の試験成績書も

しくは同等以上の

基準についての認

証書(韓国語また

は英語)。 

 3.2.2 The quality of the products with facsimile function shall 
satisfy the requirements in accordance with Type Accre
ditation 

[Verification Methods]  
Test report by an accredited testing laboratory in accordance with the 
Type Accreditation or certificate of equivalent 

（イ）ファクシミリ機能を有する製品の品質は電気通

信機資材の型式承認基準以上でなければなら

ない。 
[認証方法] 
電気通信機資材の型式承認基準による型式承認書または同等以上の
基準についての認証書 

[非共通基準項目] 
KEITIが審査する項目

 [Verified by KEITI]

電気通信機資材

の型式承認基準

による型式承認

書または同等以

上の基準につい

ての認証書を提

出すること(韓国

語または英語)。 
3.3 Information 
for Costumers 

3.3.1 Instruction on the replacement procedure and the recom
mended frequency of ozone filter exchange. 

[Verification Methods]  
Verification of submitted documents 

（ア）オゾンフィルター交換の仕方及び適切なフィル

ター交換の周期 
[認証方法] 
提出書類の確認 

[非共通基準項目] 
KEITIが審査する項目

 [Verified by KEITI]

本項目の表示部分(韓
国語)を提出すること(
製品(写真)、製品パッ

ケージ、製品マニュ

アル、ユーザーガイ

ドなど) 

 3.3.2 Information on the collection, disposal and recycling of 
waste materials, packing materials and waste toner cartr
idges. 

[Verification Methods]  

（イ）廃棄する製品、包装材、トナーカートリッジの

回収、廃棄やリサイクルなどに必要な事項 
[認証方法] 
提出書類の確認 

[非共通基準項目] 
KEITIが審査する項目

 [Verified by KEITI]

本項目の表示部分

(韓国語)を提出する

こと(製品(写真)、製

品パッケージ、製品
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※ 提出書類につきましては基本的な提出資料を記載しています。韓国環境産業技術研究院(KEITI)からの要請により追加の資料提出を要請する場合があります

ので、事前にご了承下さい。 
※ 共通基準項目とはお互いの基準が同等で審査が省略される項目を指します。 
 

Verification of submitted documents マニュアル、ユーザ

ーガイドなど) 

 3.3.3 Instruction on the warranty, supply of components and 
A/S address, etc. 

[Verification Methods]  
Verification of submitted documents 

（ウ）製品の保証期間、部品供給及びアフターサービ

スの案内、連絡先 
[認証方法] 
提出書類の確認 

[非共通基準項目] 
KEITIが審査する項目

 [Verified by KEITI]

本項目の表示部分

(韓国語)を提出する

こと(製品(写真)、製

品パッケージ、製品

マニュアル、ユーザ

ーガイドなど) 

Common 1. Eco-label products must follow the following provision
s with regard to the proper treatment of environme
ntal pollution substances, such as air and water was
tes and noxious chemical substances emitted in the 
process of manufacturing.  

1.1 When first applying for certification, the product man
ufacturer should observe the environment related la
ws and agreements pertaining to the region where t
he production factory is located for a period of one
 year prior to the date of application. Any case of
 violation of the penalty clause will be verified by
 confirming documents involved during a period of
 one year to the date of application. Regarding any
 violation not related to the penalty clause, confirm
ation will be made on the completion of appropriat
e measures.  

1.2 A person who has received a certification of eco-labe
ling shall observe the environment related laws and
 agreements pertaining to the region where the pro
duction factory is located during the period of certi
fication.  

1. 環境ラベル対象製品は、製造過程で発生する大気

、水質、廃棄物、有害化学物質などの環境汚染物

質の適正処理と関連して、次の規定を遵守しなけ

ればならない。  

(あ) 最初の申請の場合、申請前の1年間に工場がある

地域に適用される環境関連法規および協定を遵守

しなければならない。また、この基準に適合する

かどうかは罰則規定の違反の場合申請日前の1年の

間の適切な証明書類を確認、証明するものとし、

罰則以外の違反の場合の措置の完了を確認、証明

するものとする。  

(い)環境ラベル認証を受けた者は、認証期間中の工場

がある地域に適用される環境関連法規および協定

を順守しなければならない。 

[共通基準項目] 
No.117 

4-1-15.(48)参照 
*3カ国の共通基準項目 

Harmonized item 
Refer No.117 

4-1-15.(48) 
*Harmonized item of three 

countries 

新たな証明の提

出は不要です。 


