
記載例 

輸入食品等試験検査依頼書（自主検査）  № 1/2 

一般財団法人ボーケン品質評価機構 殿 

試験品番号 受付年月日 年 月   日 

品名 水筒 依頼年月日 ２０１４年 １２月 ３日 

依頼者

会社名 株式会社○○○○商事

所属  外航部

担当者名  紡検 太郎

郵便番号 540-0005 
住所  大阪市中央区上町○－○○－○○

TEL  06-6767-5858  FAX06-6767-5859 
メールアドレス ○○○@shouji.or.jp

証明書の

送付先

※依頼者と異なる場合には記入下さい。

会社名 

所属 

担当者名 

郵便番号 

住所 

TEL FAX
メールアドレス

手数料の

請求先

※依頼者と異なる場合には記入下さい。

会社名 

所属 

担当者名 

郵便番号 

住所 

TEL FAX

船名又は 

航空機名 
ＥＭＰＩＲＥ 

貨物の記号 

及び番号 
Ｍ０１２３４５６７８ 

到着年月日 ２０１４年 １２月 ２日 輸入数重量 
■１５０C/T ２００kg

□(  )  １８０(N.W.)

試験品 

採取場所 

貨物保管場所 
□□□□株式会社 南港倉庫

所在地 大阪市住之江区南港北１－２－３ 

担当者名 繊維 次郎  （TEL06-0000-0000 FAX06-1111-1111）

添付書類 
□見本持出許可申請書 ■食品等輸入届出書 ■船荷証券(B/L) □航空貨物運送状(AWB)、

■インボイス ■パッキングリスト ■その他（カタログ  ） 

採取希望日時 ２０１４年１２月 ２日 □午前 ■午後 １５時 ００分

試験品の種類 ■器具･容器・包装 □おもちゃ 備考 

輸入業者名 株式会社△△△△ 生産国 中国 

TEL 06-6666-6666
製造所名 

（英数字記載）
SHANGHAI JUITING HOUSEWARE CO.,LTD.

住所 大阪市中央区瓦町２－３－２ 
住所

（英数字記載）

12345 jinkang road, pudong new area, 

Shanghai  

見本持出許可

申請番号
通関業者名 西洋運輸株式会社 

申請年月日  年    月  日 TEL 06-7777-7777

食品等輸入届出書は、コピーを頂けます

でしょうか。入力（控え）でも構いません。 

見本持出許可書は、ご依頼後、

採取までに取得いただきます。 

*ボーケン品質評価機構約款に同意し、業務を依頼します。



輸入食品等試験検査依頼書（自主検査）  № 2/2 

試験品番号  

 

試料 ① 

品名・品番 水筒 １２３４ 輸入数･重量 
    ■１００C/T  １００kg 
    □(  )   ９０(N.W.) 

貨物の梱包 

状態 

■段ボール、 □木箱、 

□その他（       ） 

最小包装単位

の重量 
      ０．１０ kg 

サイズ、ロッ

ト違い 
□有り、 ■無し 材質の情報 

ポリプロピレン 

ポリメタクリル酸メチル 

検査項目 
器具容器のポリプロピレンの全検査項目 

器具容器のポリメタクリル酸メチルの全検査項目 

備考  JAN コード：○○○○○○○○○○○○○○○ 

 
試料 ② 

品名・品番  水筒 ＡＢＣＤ 輸入数･重量 
    ■５０C/T   １００kg 
     □(  )   ９０(N.W.) 

貨物の梱包 

状態 

■段ボール、 □木箱、 

□その他（       ） 

最小包装単位

の重量 
       ０．１０ kg 

サイズ、ロッ

ト違い 
□有り、 ■無し 材質の情報 

ポリスチレン 

ポリカーボネート 

検査項目 
器具容器のポリスチレンの全検査項目 

器具容器のポリカーボネートの全検査項目 

備考  JAN コード：○○○○○○○○○○○○○○○ 

 
試料 ③ 

品名・品番  輸入数･重量 

      □C/T        kg
      □ (   )
(N.W.) 

貨物の梱包 

状態 

□段ボール、 □木箱、 

□その他（       ） 

最小包装単位

の重量 
                 kg

サイズ、ロッ

ト違い 
□有り、 □無し 材質の情報  

検査項目  

備考  



合成樹脂の器具又は容器包装の材質別規格の検査品一覧 （内容整理に利用） 
 

品名 
品番 

数量及び 
色 原材料又は材質

使用温度 蒸発残留物検査の溶媒 

（試験品番号枝番） ロット 100℃以下 100℃超 ﾍﾌﾟﾀﾝ 20%ｴﾀﾉｰﾙ 水 4%酢酸

水筒１２３４ 

フタ 
９９９９ ９００個 赤 ポリプロピレン ○  ○ ○ ○ ○ 

水筒１２３４ 

コップ 
８８８８ ９００個 赤 ﾎﾟﾘﾒﾀｸﾘﾙ酸ﾒﾁﾙ ○  ○ ○ ○ ○ 

水筒ＡＢＣＤ 

フタ 
１２１２ ４５０個 白 ポリスチレン ○  ○  ○ ○ 

水筒ＡＢＣＤ 

本体 
３４３４ ４５０個 黒 ポリカーボネート ○  ○  ○ ○ 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 

ゴム製の器具（ほ乳器具を除く）又は容器包装の検査品一覧 （内容整理に利用） 
 

品名 
品番 

数量及び 
色 原材料又は材質 

使用温度 蒸発残留物検査の溶媒 

（試験品番号枝番） ロット 100℃以下 100℃超 20%ｴﾀﾉｰﾙ 水 4%酢酸

パッキン  ６ 白 シリコーンゴム ○   ○  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

※蒸発残留物検査の溶媒について 

油脂および脂肪性食品と接触して使用する器具または容器包装は、ヘプタンに○を付けてください。 

酒類と接触して使用する器具または容器包装は、20％エタノールに○を付けてください。 

油脂および脂肪性食品ならびに酒類以外の食品（pH5 を超える）と接触して使用する器具または容器包装は、水に○を付けてください。

油脂および脂肪性食品ならびに酒類以外の食品（pH5 以下）と接触して使用する器具または容器包装は、4％酢酸に○を付けてください。

※ゴム製の器具の場合、蒸発残留物検査の溶媒は水になります。 



ガラス製、陶磁器又はホウロウ引きの器具又は容器包装の検査品一覧 （内容整理に利用） 
 

区分 対象 

ガ
ラ
ス 

液体を満たすことのできない試料又は液体を満たしたときにその深さが 2.5cm 未満である試料   

液体を満たした時にその深さが 2.5cm 以上であ

る試料 

加熱調理用器

具以外のもの 

容量 600ml 未満のもの 

容量 600ml 以上 3L 未満のもの  

容量 3L 以上のもの   

加熱調理用器具    

陶
磁
器 

液体を満たすことのできない試料又は液体を満たしたときにその深さが 2.5cm 未満である試料  ○ 

液体を満たした時にその深さが 2.5cm 以上であ

る試料 

加熱調理用器

具以外のもの 

容量 1.1L 未満のもの   

容量 1.1L 以上 3L 未満のもの  

容量 3L 以上のもの   

加熱調理用器具   

ホ
ウ
ロ
ウ
引
き 

液体を満たすことのできない試料又は液体を満

たした時にその深さが 2.5cm 未満である試料 

加熱調理用器具以外のもの   

加熱調理用器具   

液体を満たしたときにその深さが 2.5cm 以上で

ある試料 

容量が 3L 以上のもの   

容量が 3L 未満

のもの 

加熱調理用器具以外のもの   

加熱調理用器具   

 
 
 

おもちゃの検査品一覧 （内容整理に利用） 
 

品名 
部品名称 材質 素材の色

塗膜の有無 塗膜 

（試験品番号枝番） なし あり PVC その他（材質名称） 

ぬいぐるみ くま 本体 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維 白 ○    

〃 目（刺繍） ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維 黒 ○    

〃 服 ｾﾙﾛｰｽ繊維 赤 ○    

〃 ネクタイ ﾅｲﾛﾝ繊維 青 ○    

〃 タグ ﾅｲﾛﾝ繊維 白地に黒 ○    

〃 鈴 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 黄 ○    

        

動くおもちゃ 本体 木製 薄茶 ○    

〃 耳 木製 こげ茶  ○  ニトロセルロース塗料 

〃 目 木製 黒  ○  ニトロセルロース塗料 

        

        

        

 




