
 

 

2020年〇月〇日 

△△△株式会社 

 △△事業部 △△ △△様 

 

〇〇〇株式会社 

〇〇事業部 〇〇 〇〇 

住所 

 

 

 弊社から貴社に販売している下記１．の製品（又は商品）（包括して弊社製品

としても良い）は、食品衛生法において適合（注１）しておりますことをご報告

します。 

（We certify the following product(s) is(are) complied to Food Sanitation Act (FSA)）  

記 

（NOTE） 

 

１． 製品（又は商品）の名称等（包括あるいはリスト化して併記も可能） 

（Product Name（You can list each your product or can attach your product list）） 

 

２． 参考資料（あれば添付しても良い） 

（Ref.（You can attach a reference like a certificate which is issued by an industrial 

hygienic association） 

例）ポジティブリスト適合確認書（2020年〇月〇日 □□協会発効） 

（Ex.) Certificate of Conformance to JP PL（2020/〇/〇 □□））    

 

注１：法適合とは国 PLに適合、あるいは、経過措置の範囲内であることを示

し、経過措置とは施行前に流通していた器具・容器包装と同様のもの

であることが確認できる場合、施行後 5年間は流通できるとされるも

のです。 

   なお、経過措置対象の場合は業界全体でシステムが構築され、国 PL適合 

を確認できるようになり次第、お知らせしたいと思います。 
 
（In terms of "Compliant with JP FSA", it means that the product (or raw material) 
for the UCP purchased from your company complies with JP PL or that the product 
is subject under the transitional measure (during the next five years from the 
enforcement).） 
 

様式１ 器具・容器包装製造・販売事業者から器具・容器包装使用者

への報告文書例（原材料メーカーからの情報伝達にも利用ください） 

なお、英訳は参考でお付けしております。自社の責任でお使いください。 



 

（In terms of "under the transitional measure", it means that your company 
confirms that the UCP is same to or similar to* the product which has/had been 
in circulation before the enforcement [*ref the notification].） 

以 上 

留意点１）本様式は器具・容器包装製造・販売者から器具・容器包装使用者

に説明する際の例として作成したものです。 

     本様式は一例であり、各業界団体で作成した様式を活用するなど 

現状の商習慣を考慮していただければと思います。 

（This form is just developed as an example for your communication on 

"Comply with FSA" or "Conformance of JP PL" with your supply chain.） 

留意点２）経過措置から外れる場合などは事前（速やか）に連絡することな

ど追記するなど適宜改変して活用ください。 

（Please consider your specific industrial practice like another form that 

your industries' issues if necessary.）  



 

ポジティブリスト適合確認書 

（Certificate of Conformance to JP PL or Certificate of Compliant with FSA） 

2020年〇月〇日 

□□協会 

□□ □□ 

 

住所 

〇〇〇株式会社 

〇〇事業部 〇〇 〇〇様 

（会員番号（なくても良い）） 

 

 以下に記載の貴社製品について、2020年〇月〇日時点で弊協会で所有し

ている情報に基づいて、法適合していること*を確認しましたので、ここに

適合確認書を発効いたします。 

（[Your Association Name] confirmed following your product is complied to Food 

Sanitation Act (FSA)* as of mm.dd.yyyy and issued the certificate here,） 

 

製品名（商品名）                             

（Product Name (trade name)） 

 

*国 PLに適合している、あるいは経過措置の範囲内であること 

（In terms of "Compliant with JP FSA", it means that the product (or raw 

material) for the UCP purchased from your company complies with JP PL or that 

the product is subject under the transitional measure (during the next five years 

from the enforcement).） 

以上 

 

 

注）本様式は一例であり、各協会等の確認証明や業界団体で作成した様式を 

活用するなど現状の商習慣を考慮していただければと思います。 

（Please consider your specific industrial practice like another form that your 

industries' issues if necessary.）   

 

 



 

 

 

 

2020年〇月〇日 

○○○株式会社 

 〇〇事業部 ○○ ○〇様 

 

△△△株式会社 

△△事業部 △△ △△ 

住所 

 

 

 貴社から購入している食品用器具・容器包装（あるいは原材料）におきまして

は、以下に示すように食品衛生法および施行通知に従った対応をお願いします。 

（Regarding an UCP (Utensil, Container and Package) or raw material for the UCP 

we purchase, please comply with Japan Food Sanitation Act (JP FSA) and the related 

enforcement notice(***) as shown below. 

***MHLW notification nbr will be inserted） 

  

記 

 

１． 食品衛生法適合（注１）である製品を納入すること。 

（1. DO Supply Your Products Complied with Japan Food Sanitation Act (JP FSA) (see 

NOTE 1)） 

注１）法適合とは国 PL 適合あるいは経過措置の範囲内である製品を示しま

す。 

なお、経過措置の範囲内とは施行前に流通していた器具・容器包装（原

材料の場合はそれらに使用されている使用量の範囲内である）と同様

のものであることが確認できる場合、施行後５年間は流通できるとさ

れるものです。 

 （NOTE 1 : In terms of "Compliant with JP FSA", it means that the product (or raw 

material) for the UCP purchased from your company complies with JP PL 

or that the product is subject under the transitional measure (during the 

next five years from the enforcement). 

In terms of "under the transitional measure", it means that your 

company confirms that the UCP is same to or similar to* the product which 

様式２ 器具・容器包装使用者から器具・容器包装製造・販売事業者へ

の確認/通知文書例（原材料メーカーへの確認/通知にも利用ください） 

なお、英訳は参考でお付けしております。自社の責任でお使いください。 

 



 

has/had been in circulation before the enforcement [*ref thenotification].） 

 

なお、経過措置対象の場合は、国 PLの整備、業界全体のシステム構築等を

考慮しながら、施行後に適宜確認させていただくことがあることご了承く

ださい。 
また、経過措置の範囲から外れる場合は事前（速やか）に連絡をしてくだ
さい。 

（Additional information may be required during the transitional measure with 

considering new work process developing on FCM(Food Contact Material) 

management in the industries, etc. If the product does not meet the 

requirements above, please contact us in advance promptly.） 

以 上 

 

留意点１）本様式は器具・容器包装使用者（あるいは器具・容器包装製製造 

者）が器具・容器包装製造・販売事業者（あるいは原材料販売者） 

に法適合等の確認を求める場合の例として作成したものです。 

留意点２）本様式は一例であり、業界団体で作成した様式を活用するなど現 

状の商習慣を考慮していただければと思います。 

（Points to Note 

1) This form is just developed as an example for your communication on "Comply 

with FSA" or "Conformance of JP PL" with your supply chain. 

2) Please consider your specific industrial practice like another form that your 

industries' issues if necessary.）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

各業界団体の例は以下からご確認ください（リンク先）。 

 

・ポリオレフィン等衛生協議会 

 http://www.jhospa.gr.jp/ 

 

・塩ビ食品衛生協議会 

 http://www.jhpa.jp/ 

 

・塩化ビニリデン衛生協議会 

 https://vdkyo.jp/ 

 

・軟包装衛生協議会 

 http://www.naneikyo.com/ 

 

・日本製缶協会 

 http://seikan-kyoukai.jp/ 

 

・PETトレイ協議会 

 http://www.pettray.jp/ 

 

・（一社）日本プラスチック食品容器工業会 

 http://www.japfca.jp/ 

 

 

http://www.jhospa.gr.jp/
http://www.jhpa.jp/
https://vdkyo.jp/
http://www.naneikyo.com/
http://seikan-kyoukai.jp/
http://www.pettray.jp/
http://www.japfca.jp/

