
エンハンストおよびスマー
トUL認証マークとバッジ



エンハンストおよびスマートUL認証マーク*とバッジシステムは、よ
り明確さを与え、市場のニーズの変化や認証の性質の進化に対応
して、市場での受け入れを促進するために役立ちます。エンハンス
トとスマートULマークとバッジシステムは、製品が小型化し、より多
くの認証を取得するのに応じて、ULの認証の範囲を1つのマークで
示すための手段を提供します。

どの種類のULリステッドとULクラシファイドマークを使用している
お客様でも、エンハンストとスマートULマークシステムに無料で移
行できます。 

* エンハンストとスマート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ない限り、 
4文字の制御番号を使用しなくなりました。マークには含まれなくなりましたが、製品やカテゴリー
によっては、製品のマークの付近に製品名などの特定の追加情報を記載することが必要になる場
合があります。

エンハンストマーク スマートマーク

メリット
•  市場での明確性と受容性を向上させる

•  コンプライアンスに関するさらなる透明性
を提供する

•  複数の認証を1つのマークにバンドルする

•  マーケットプレイスコンプライアンスを促進
させる

将来に向けて強化さ
れたULマーク
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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桁の国際標準
化機構（ISO）の国コードを使用して、認証に使用された規格の地
理的な場所を示します。複数の地域の認証では、マークに複数の国
コードが使用されます。認証プログラムによっては、国コードが使
用されない場合があります。詳細については、適切な製品カテゴリ
ーを参照してください。

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 UK = 英国 US = 米国

4.一意のID
ほとんどの場合、各ULマークには一意の識別子またはファイル番
号があります。これは追跡を容易にし、製本の認証に関する情報を
提供します。詳細については、productiq.UL.comにアクセスしてく
ださい。注意：場合によっては、一意の識別子またはファイル番号
を、マークとは切り離して、製品の別の場所に配置する必要がある
ことがあります。

5.QRコード
エンハンストマークまたはバッジのスマートバージョンを使用する
お客様に向けて、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、ユーザーは認
証に関する追加の情報にリンクされます。

横向き 縦向き

エンハンストとスマートUL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認証のお客様に固有のマークを作成しています。エンハン
ストとスマートULマークは、4つの主要な要素から構成されています。つまり、基本
的なマーク、認証属性、関連する国コードと一意の識別子です。

エンハンストおよびスマー 
トUL認証マークの構成
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1.基本のUL認証マーク
基本的なULマークは、よく知られているULのレタリングを丸で
囲んだものに、ULが行ったサービスを説明する「CERTIFIED」と
いう単語と登録商標の記号から成り立っています。

2.属性
UL認証の範囲を説明するために、以下の属性がエンハンストと
スマートULマークに表示される場合があります。これらの属性
の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」属性と組み合
わせて使用されます。

安全性
適切な安全性要件に沿って認証されて 
います。

機能安全（FS）
製品にマークされた機能的安全性要件に従
って認証されています。

船舶用
適切な船舶要件に従った船舶用に対して認
証されています。

健康上の影響
適切な健康上の影響/毒性要件に沿って認証
されています。

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。

性能
製品にマークされた性能要件に従って認証
されています。

セキュリティ
セキュリティ製品の適切な要件に沿って認証
されています。

衛生
適切な衛生/清潔要件に沿って認証されて
います。

信号
信号機能を持つ製品の適切な要件に沿って
認証されています。

エネルギー
適切なエネルギー効率要件に沿って認証さ
れています。
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販促用バッジ
エンハンストとスマートUL認証マークシステムにはまた、製品の
前面、製品の包装、マーケティング資料やUL認証を販促するその
他のチャンネルで使用できる販促用バッジも含まれます。必要な
認証またはコンプライアンス情報から販促バッジを分離すること
で、より柔軟かつ簡単にマーケティング目的で使用できます。お客
様は、ULが作成した認証ページをポイントするエンボス加工され
たQRコード付き、またはなしで販促用のバッジを作成できます。

SAFETY
ENVIRONMENT

CERTIFIED
SAFETY

+ ATTRIBUTECERTIFIED

FLAT

MOLDED

SILVER

SMARTATTRIBUTEBASIC
SAFETY

ENVIRONMENT

CERTIFIED
SAFETY

+ ATTRIBUTECERTIFIED

FLAT

MOLDED

SILVER

SMARTATTRIBUTEBASIC
SAFETY

ENVIRONMENT

CERTIFIED
SAFETY

+ ATTRIBUTECERTIFIED

FLAT

MOLDED

SILVER

SMARTATTRIBUTEBASIC
SAFETY

ENVIRONMENT

CERTIFIED
SAFETY

+ ATTRIBUTECERTIFIED

FLAT

MOLDED

SILVER

SMARTATTRIBUTEBASIC

バッジの色処理オプション

基本 属性 スマート

平坦

型抜き

シルバー

注意：バッジは、エンハンストまたはスマートULマークを使用し
たUL認証を表示するためにのみ使用できます。特定の状況を除
き、バッジは認証マークの代わりに使用したり、ULリステッドま
たはクラシファイドマークが付いた製品に使用したりすることは
できません。
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エンハンストおよびスマートULマークのバリエーション 
エンハンストとスマート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うちの1つで使用することが
できます。

エンハンストおよびスマートULマークの最小サイズ
マークとモジュールのテキストが読み取り可能であることを条件
に、エンハンストULマークの最小サイズは5 mmです。お客様それ
ぞれが、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
ることを確認する責任があります。スマートマークでは、スマート
デバイスで正確にスキャンできるようにするため、最小サイズは13 
mmです。 

標準
すべての印刷、シルクスクリーンまたはラベル印刷向け。

反転
色の濃い材料または素材での印刷向け。

凹凸
標準または反転の代替オプション。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。

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
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動的アートワークツール
エンハンストとスマートULマーク、およびバッジデザイン
をビルドしてプレビューし、それらを使用する前に、ULに
審査してもらってください。

エンハンストおよびスマートULマークのガイドライン
ULのエンハンストとスマートマークおよびバッジの許容
される用途、要件、およびバリエーションを確認します。

FAQとヘルプ
質問と回答の包括的なリストは、エンハンストとスマート
マークの作成と審査プロセスを通じて、お客様を支援し
ます。統合されたヘルプデスクにより、お客様は固有のラ
ベリングシナリオに応じた具体的な質問をすることがで
きます。

Mark
s Hubの [ヘルプ] タブのFAQでは、特定の用途とラベル
方式に関する詳細な情報が得られます。Marks Hubにア
クセスするには登録が必要で、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。

ULのお客様は、UL Marks Hubを使用して、カスタマイズされたエン
ハンストまたはスマートULマークを作成します。Marks Hubの機能
は以下のとおりです。 
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スマートマークとバッジの認証ページ
Marks Hubは、ULのお客様がスマートULマークとバッジの認証ペ
ージを作成する場所でもあります。製品ページは、スマートULマー
クとバッジの機能の1つです。QRコードをスキャンするか、スマート
ULマークまたはバッジに記載される一意のIDを検索することによ
り、ユーザーはULがホストする認証ページにアクセスできます。 
このページには、UL製品認証の詳細とお客様の連絡先情報が掲
載されます。

認証ページの作成
UL Marks Hubを使用すれば、スマートULマークまたはバッジを構
築しているお客様には、製品ページの設定プロセスを通じてガイ
ドが提供されます。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、認証ページがライブになります。ページは、UL.com
で永久にホストされます。認証ページ作成プロセスに関するFAQ
は、Marks Hubにあります。

認証ページへのアクセス
ほとんどのユーザーは、スマートデバイスでスマートULマークまた
はバッジのQRコードをスキャンして、モバイルバージョンの認証ペ
ージにアクセスします。デスクトップコンピューターのユーザーは
また、Marks Hub検索でスマートULマークまたはバッジに記載さ
れる一意のIDを入力することにより、認証ページにアクセスするこ
ともできます。ユーザーが製品ページにアクセスするための登録
は必要ありません。 

メリット
•  UL認証の詳細に迅速にアクセスするか、

確認できます

•  認証機関、小売店、および消費者に対し
て透明性を高めます

•  コンプライアンスを確認でき、安心感を
提供します

•  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
以下の画像は、従来のULマークがエンハンストおよびスマートULマークシステムにどのように移行するかを示しています。
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エンハンストおよびスマート*

*モジュールに別の国コードが表示される場合があります。

*モジュールに別の国コードが表示される場合があります。

*モジュールに別の国コードが表示される場合があります。
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*モジュールに別の国コードが表示される場合があります。

健康上の影響に関する規格
で評価された製品

注意：安全性の認証も受けて
いる製品のULマークには、
SAFETYと記載されます。

性能に関する規格で評価され
た製品

注意：性能の認証も受けてい
る製品のULマークには、
PERFORMANCEと記載され
ます。

衛生に関する規格で評価さ
れた製品

注意：安全性の認証も受けて
いる製品のULマークには、
SAFETYと記載されます。

健康上の影響に関する規格で
評価された製品

注意：安全性の認証も受けてい
る製品のULマークには、
SAFETYと記載されます。

健康上の影響に関する規格で評価された製品

注意：安全性の認証も受けている製品のULマークには、
SAFETYと記載されます。性能の認証も受けている製品のUL
マークには、PERFORMANCEと記載されます。
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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
以下の画像は、従来のULマークがエンハンストおよびスマートULマークシステムにどのように移行するかを示しています。



UL.com/markshub

ULの名称、ULのロゴ、およびUL認証マークはUL LLCの商標です © 2020。
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