
エンハンスト/スマート
ULマークおよびバッジ



エンハンスト/スマートUL認証マーク*およびバッジシステムは、明確性を
向上して、変化する市場のニーズと製品認証の発展性に対応することによ
って、今日の市場での受け入れ促進を支援します。エンハンスト/スマート
ULマークおよびバッジシステムは、製品の小型化と認証の増加に伴い、UL
の認証を１つのマークで伝える手段を提供します。

ULリステッドマークやULクラシファイドマークをご使用されている場合、
エンハンストおよびスマートULマークシステムに無料で変換していただ
けます。

* エンハンスト/スマートUL認証マークでは、製品が複数のリスティングの対象となっ
ている場合を除き、4文字の制御番号を使用しません。製品名などの特定の追加情報
はマークの一部ではありませんが、製品やカテゴリーに応じて、マークのすぐ近くに
表示することが必要な場合があります。

エンハンストマーク スマートマーク

利点
• 明確性と受容性を向上します

• 製品のコンプライアンスに対する透明性
を向上します

• 複数の認証を１つのマークにまとめて表
示します

• 市場内のコンプライアンスを促進します

• 製品の上市までの時間を短縮します
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ULマーク
将来のためのエンハンストマーク



AU = オーストラリア  CA = カナダ  CO = コロンビア  CN = 中国  
 EU = ヨーロッパ  JP = 日本  US = 米国  UK = 英国

3.国コード
エンハンストおよびスマートULマークのデザインは2桁のISO国
コードを使用して、認証に使用された規格の地域を示します。複
数の地域で認証された製品は、マークに複数の国コードを使用し
ます。認証プログラムに応じて、国コードが使用できない場合が
あります。詳細については、該当する製品カテゴリーを参照してく
ださい。

水平 垂直

エンハンスト/スマートUL認証マークシステムは、カスタムビルドのモ
ジュラー式アートワークを使用して、UL認証カスタマーそれぞれに固
有のマークを作成します。エンハンスト/スマートULマークは、基本的
なマーク、認証属性、関連国コード、固有のIDという４つの主要要素か
ら構成されます。
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1.基本的なUL認証マーク
基本的なULマークは、円で囲まれたおなじみのULのレタリン
グ、ULが提供したサービスを示す「CERTIFIED」という文字、登録商
標マークから成り立っています。

2.属性
エンハンスト/スマートULマークでは、製品のUL認証を説明する
ために、以下の属性が表示される場合があります。製品とその認
証に応じて、これらの属性のうち１つ以上がマークのモジュール
に表示される場合があります。さらに、一部の属性はモジュール内
のSAFETY属性と連携して使用されます。

SAFETY (安全性)
該当する安全要件に従って認証さ
れます。

FS (機能安全性)
製品にマークされた機能安全要件
に従って認証されます。

MARINE (船舶)
該当する船舶要件に従って海上の使
用が認証されます。

HEALTH EFFECTS (健康への影響)
該当する健康への影響/毒性要件に
従って認証されます。

WELLNESS (ウェルネス)
ウェルネスに重点を置いたプログラ
ム基準の構築における貢献が認定
されています。

PERFORMANCE (性能)
製品にマークされた性能要件に従っ
て認証されます。

SECURITY (セキュリティ)
該当する安全要件に従って認証さ
れます。

SANITATION (衛生)
該当する衛生/清掃要件に従って認
証されます。

SIGNALING (信号)
該当する信号装置製品の要件に従
って認証されます。

ENERGY (エネルギー)
該当するエネルギー効率要件に従っ
て認証されます。
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4.固有ID
ほとんどの場合、エンハンストおよびスマートULマークの各々に
は固有のIDまたはファイル番号があります。これによって、トレー
サビリティを支援し、製品の認証に関する詳細情報を提供します。
この情報は、www.ul.com/databaseに公開されています。注意：
一部の稀な状況では、固有のIDまたはファイル番号が製品のマー
クとは別の場所にあるか、省略されている場合があります。

5.QRコード
スマートバージョンのエンハンストマークまたはバッジをご使用
される場合、QRコードがそれぞれに埋め込まれています。スマート
デバイスを使用してQRコードをスキャンすると、製品の認証に関
する追加情報が表示されます。

エンハンストおよび 
スマートUL認証マークの構成

http://www.ul.com/database


販促用バッジ
エンハンスト/スマートUL認証マークシステムには、製品の前面、
製品の包装、UL認証製品の販促用マーケティング資料やその他
のチャンネルでご使用いただける販促用バッジも含まれます。こ
の販促用バッジは、必要な認証またはコンプライアンス情報とは
別に、UL認証製品のマーケティングにもっとフレキシブルでシン
プルにご使用いただけます。お客様の販促用バッジには、ULがホ
ストする製品ページにリンクするQRコードを含めることも、含め
ないことも可能です。
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バッジの色処理のオプション

基本 属性 スマート

フラット

成形加工

シルバー

注意： バッジはエンハンストまたはスマートUL認証マーク
を使用して、製品を販促するためにのみ使用できます。認
証の代わりに使用することはできず、また個別の特殊な状
況を除いて、ULリステッドマークまたはULクラシファイドマ
ークが貼られた製品には使用できません。
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販促用バッジ



エンハンストおよびスマート 
UL認証マークのバリエーション
エンハンスド/スマートULマークは、印刷技術と基板に応じて、下
記の3つのバリエーションのいずれかでご使用いただけます。

エンハンスト/スマートULマークの最小サイズ
エンハンストULマークの最小サイズは5ミリですが、マークとモジ
ュールのテキストが判読可能であることが条件です。お客様は各
自、ULマークに表示されるすべてのテキストが判読可能であるこ
とを保証することに責任を負います。スマートULマークの最小サ
イズは13ミリで、スマートデバイスによって正確にスキャンできる
ようになっています。

標準
印刷、シルクスクリーンまたはラベル貼り付けの場合。

反転
濃い色の材料または基板に印刷する場合。

ポジ
標準または反転オプションの代替オプション。スタ
ンピングまたはエンボスマークに最適。スタンピン
グまたはエンボス加工の場合、スマートマークバー
ジョンを使用しないでください。
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エンハンストおよびスマート 
UL認証マークのバリエーション



ダイナミックアートワークツール
お客様がエンハンスト/スマートULマークとバッジのデザ
インをビルドしてプレビューし、使用する前にULがレビュ
ーします。

エンハンスト/スマートULマークのガイドライン
ULのエンハンスト/スマートマークおよびバッジの許可さ
れている用途、要件、およびバリエーションを確認していた
だけます。

FAQとヘルプ
エンハンスト/スマートマークの作成とレビュープロセスに
関するさまざまな質問と回答が示されています。統合され
たヘルプデスクにより、独自のラベリングシナリオに関する
具体的な質問に対応いたします。

Marks Hubにアクセスするには登録が必要です。アクセス
はULのお客様とその代理で仕事をしている人々に限られ
ます。

お客様は、UL Marks Hubを使用して、エンハンストまたはスマー
トUL認証マークをカスタマイズすることができます。Marks Hub
の特長は以下のとおりです。

ビルド レビュー ダウンロード

MARKS HUBの概要
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スマートマークとバッジ製品ページ
Marks Hubには、スマートUL認証マークとバッジの製品ページを作成
したいただくこともできます。製品ページは、スマートULマークとバッ
ジを掲載します。QRコードをスキャンしたり、スマートマークまたはバ
ッジの固有IDを検索したりすると、ユーザーはULがホストしている製
品ページにアクセスします。このページには、UL製品認証の詳細やお
客様の連絡先情報が含まれています。

製品ページの作成
UL Marks Hubを使用すると、スマートULマークまたはスマートバッジ
をビルドしているお客様には、製品ページの設定プロセスが詳しく説
明されます。スマートULマークまたはバッジがULによって承認される
と、製品ページがライブになります。このページは、UL.com上に永久
にホストされます。製品ページ作成プロセスに関するFAQは、Marks 
Hubをご覧ください。

製品ページへのアクセス
ほとんどのユーザーは、スマートULマークまたはバッジのQRコードを
スマートデバイスでスキャンすることにより、製品ページのモバイルバ
ージョンにアクセスします。また、デスクトップコンピューターのユーザ
ーは、Marks Hub製品検索でスマートULマークまたはバッジの固有の
IDを入力すると、製品ページにアクセスすることができます。製品ペー
ジにアクセスするために、ユーザーの登録は必要ありません。

利点
• 製品のUL認証の詳細に迅速にアクセス

したり、確認したりできます

• 認証機関、小売業者、消費者に対する透
明性を高めます

• コンプライアンスを確認し、消費者に安
心を届けます

• コンプライアンス情報へのモバイルの
市場内アクセスを提供します
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エンハンストおよびスマートUL認証マークへの移行
下の画像は、現在のULマークがエンハンストおよびスマートUL認証マークシステムに移行する方法について説明しています。

注記:ULの既存のリスティングおよびクラシフィケーションマークのすべてのバリエーションは、引き続き有効です。

現在 エンハンストとスマート*

現在 エンハンストとスマート*

現在 エンハンストとスマート*

現在 エンハンストとスマート*

現在 エンハンストとスマート*

*代替の国コードがモジュールに表示される場合があります。

*代替の国コードがモジュールに表示される場合があります。

健康への影響規格が評
価された製品用

注記: ULマーク製品が
安全性も認証されてい
る場合はSAFETYが表示
されます

性能規格が評価された
製品用

注記: ULマーク製品が性
能も認証されている場合
はPERFORMANCEが表示
されます

衛生規格が評価された
製品用

注記: ULマーク製品が安全
性も認証されている場合は
SAFETYが表示されます

健康への影響規格が評価
された製品用

注記: ULマーク製品が
安全性も認証されてい
る場合はSAFETYが表示
されます 

健康への影響規格が評価された製品用

注記: ULマーク製品が安全性も認証されている
場合はSAFETYが表示されます。ULマーク製品が
性能も認証されている場合はPERFORMANCEが
表示されます

*代替の国コードがモジュールに表示される場合があります。

*代替の国コードがモジュールに表示される場合があります。

*代替の国コードがモジュールに表示される場合があります。



9

注記:ULの既存のリスティングおよびクラシフィケーションマークのすべてのバリエーションは、引き続き有効です。

エンハンストおよびスマートUL認証マークへの移行
下の画像は、現在のULマークがエンハンストおよびスマートUL認証マークシステムに移行する方法について説明しています。

現在 エンハンストとスマート*

現在 エンハンストとスマート*

現在 エンハンストとスマート*

現在 エンハンストとスマート*

現在 エンハンストとスマート*

*代替の国コードがモジュールに表示される場合があります。

*代替の国コードがモジュールに表示される場合があります。

*代替の国コードがモジュールに表示される場合があります。

*代替の国コードがモジュールに表示される場合があります。

*代替の国コードがモジュールに表示される場合があります。



詳しい情報は、以下にお問い合わせください
ウェブサイト： www.ul.com/markshub
電子メール: ulmarks@ul.com
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