
テュフ ラインランドは
工場の労働災害防止をサポートします

豊富な経験と実績を有する第三者検査・認証機関が
労働安全の面でサポートします
労働安全の取り組みにおいて、快適な環境の形成が課題であり、事業者は労働者の安全・健康の確保に
努めなければなりません。また労働災害防止のために、機械や設備が安全に作動することを確認するこ
とも重要です。テュフ ラインランドは、第三者検査・認証機関としてあらゆる産業機械や設備の試験、
評価、認証を行っています。その知識と経験を、みなさまの安全のために提供いたします。

使用する機械の現状を把握し、リスク低減を！
2012年4月1日から「改正労働安全衛生規則第24条の13（改正安衛則）」とその指針が施行・適用され、
機械による労働災害の防止がより推進されています。しかし、機械労働災害はいまだに多数発生してお
り、機械の製造業者のみならず、使用者（工場など）側の機械に関する危険とその対策意識がまだ充分
とはいえません。機械に関する危険情報、いわゆる残留リスク情報を用いて安全化への取り組みを行う
こと、各作業における危険を作業員が認識することが重要な課題です。改正安衛則と機械の包括的な安
全基準に関する指針*により機械の設計・製造者から機械使用事業者への残留リスク情報等の提供が努力
義務化されましたが、その情報を受け取ったと認識をしている機械ユーザーが少ないのが現状です。現
在使用している機械の状態を的確に把握することで、どのような危険性・リスクが潜んでいるのか理解
し、安全な状態で使用するために何を改善すればいいか検討できます。そうしたことが、リスクアセス
メントの第一歩の取り組であり、労働安全の確保と事故の低減につながります。

*平成16年にISO 12100を参考に厚生労働省で策定され、平成19年7月に改訂されました。

事業者の安全意識向上のための証明書を発行
テュフ ラインランドは、機械安全の認証に携わる経験豊富な検査官が多数在籍して
います。テュフ ラインランドの「Attestation サービス」では、貴社の工場設備・機
械を検査し、その危険性または有害性等の調査（リスク分析）結果を報告します。
その情報をもって貴社が機械による労働災害をなくすために保護方策を検討・実施
する際の、助けとなることを目的としています。

検査は、ISO 12100:2010 の要求事項や厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関
する指針」（基準第0731001号）をもとにリスクアセスメントを行い、その重要度や
優先度を区分けします。対策に関する注意点を記載したレポートを発行し、最終的
に弊社が検査したことを示す証明書（Attestation）を発行します。

          
 
 
 

                     Attestation 

証明 
 Audit of safe design concept 
	 安全設計コンセプト監査証明書    

LINE PACKING BOX 
 
 

No.  
 

Company: 
ABC 

address1 
address2 
Adress3 

 
according to design requirements of: 
下記の規格に従って適合を証明します 

ISO12100:2010  
 

and in reference to: 
Labour Ordinance No. 32 of September 30,  

1972 on industrial health and safety  
and associated Guideline 0731001 

労働安全衛生規則 
及びそれに関連する基発第 0731001号 

昭和四十七年九月三十日労働省令第三十二号 
に参照する 

 
As conducted under the supervision of TUV Rheinland Japan Ltd 

テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社の監督のもとに行われました 
 
 
 

 
 
テュフ ラインランドジャパン株式会社  
〒222-0033                                                                                       ___________________________________ 
横浜市港北区新横浜3-19-5                  
新横浜第二センタービル                                       インストラクター 実吉 紹郎 
Tel. 045 470 1850                                                                                201３年08月09日 
 
 
 
www.tuv.com 
 
 

	 

	 

Disclaimer: The scope of assessment includes only the verification of the safe design concept of the machine/system.  
For further details see the service description and the detailed attestation report. 

免責条項：評価の範囲は、マシン/システムの安全設計コンセプトの検証だけが含まれています。	 

	 さらなる詳細のためには、サービスの説明と詳細な認証レポートを参照してください	 
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お問い合わせ

テュフ ラインランド ジャパン株式会社
カスタマーサービスセンター
info@jpn.tuv.com
東日本地域担当 Tel: 045-470-1850 
西日本地域担当 Tel: 06-6355-5400

テクノロジーセンター (GTAC)
〒224-0033 横浜市都筑区北山田4-25-2
Tel 045-914-3888(代表)
Fax 045-914-3377

さらなる安全と信頼の確保へ

安全で信頼性の高い企業として、さらに安全性に対する意
識の向上を目指したり、またクライアントやサプライヤな
どの評価を高めたい企業へは、以下のようなさまざまなソ
リューションも提供しています。

OHSAS 18001 労働安全衛生マネジメントシステム認証
OHSAS 18001認証は、従業員を含めたステークホルダーの
安全衛生のリスクを長期的に排除したい企業はもちろん、
あらゆる業種に適しています。認証は従業員の安全衛生が
社内で優先されていることの証明となります。

その他マネジメントシステム認証
環境マネジメントシステム ISO 14001や品質マネジメントシ
ステム ISO 9001
これらのマネジメントシステムなど、労働安全マネジメン
トシステムと統合させ、品質と安全性の向上に貢献します。

製品試験
製品を海外マーケットへ送り出すには、その国の該当する
規制や要求事項をクリアしている必要があります。テュフ 
ラインランドでは、あらゆる製品試験を実施し、世界的に
通用する証明書・テストレポートを発行したり、各国規制
に関する認証取得のサポートをいたします。

その他のサービスや詳しい情報については、お問い合わせ
ください。

サービスの流れ

ミーティング
実施目的・評価対象装置、希望などを伺います

検査官による機械のチェック
（貴工場）

検査官によるレポート作成

Attestation（工場検査済み証明書）発行

ミーティング（ご希望の場合）
現状に対する安全方策についての提案等

お見積もり

テュフ ラインランド

•• テュフ ラインランド グループは、世界65ヶ国に500拠点を持

ち、約17,000人が従事しています。

•• 第三者検査のエキスパートとして、品質、安全、環境、テク

ノロジーを支えています。

•• 産業用装置や製品、サービスの検査だけではなく、プロジェ

クト管理や企業のプロセス構築もサポートしています。

•• 企業の社会的責任ならびに企業倫理の達成に真摯に取り組ん

でいます。

•• テュフ ラインランド グループは、第三者認証機関とし、140 

年以上の経験があります。

•• テュフ ラインランドは2006年より、国連グローバル・コンパ

クトに参加しています。

One for all.　認証された品質および安全をアピール

メーカー、購買者、小売業者または消費者

は、サイトにアクセスしてラベルに記載

されているID番号を入力します。サイトに

は、テュフラインランドが試験および認証

した企業や製品、サービス、プロセス、シ

ステム、従業員などに関するあらゆる情報

が掲載されているため、貴社および貴社のお客様、取引先に対

し、情報の透明性を図ることが可能です。


