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LIA-J300 JIS 認証手数料規程  新旧対照表 （平成 31 年 4 月 22 日） 

 

新 旧 

JIS S 2120（ガス栓）手数料表 

 

JIS S 2120（ガス栓）手数料表 

 

〈初回製品試験料〉 

ガス栓の種類 金額 備考 

ねじガス栓 

132,000 円／件 

略 

可とう管ガス栓 

機器接続ガス栓 

ホースガス栓 171,000 円／件 

ホースガス栓（異形２口） 179,000 円／件 

（備考）必要に応じて、本協会が追加試験を指定することができる。 

 

〈初回製品試験料〉 

ガス栓の種類 金額 備考 

ねじガス栓 132,000 円／件 

略 

可とう管ガス栓 132,000 円／件 

自在部付可とう管ガス栓 139,000 円／件 

機器接続ガス栓 139,000 円／件 

ホースガス栓 171,000 円／件 

ホースガス栓（異形２口） 179,000 円／件 

（備考）必要に応じて、本協会が追加試験を指定することができる。 

 

〈認証維持製品試験料〉（LIA-S2120 の表 10 に係る製品試験） 

ガス栓の種類 金額 備考 

ねじガス栓 

31,000 円／件 

略 

可とう管ガス栓 

機器接続ガス栓 

ホースガス栓 
54,000 円／件 

ホースガス栓（異形２口） 

 

 

〈認証維持製品試験料〉（LIA-S2120 の表 10 に係る製品試験） 

ガス栓の種類 金額 備考 

ねじガス栓 31,000 円／件 

略 

可とう管ガス栓 31,000 円／件 

自在部付可とう管ガス栓 31,000 円／件 

機器接続ガス栓 31,000 円／件 

ホースガス栓 54,000 円／件 

ホースガス栓（異形２口） 54,000 円／件 
 

〈認証維持料〉 略 

 

 

 

 

 

 

〈認証維持料〉 略 
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新 旧 

〈項目別試験料〉 

試験項目 金額（円） 

9.2 構造及び寸法試験 

6.1 一般構造 2,000

6.2 ガス栓本体及び栓 2,000

6.3 接続部 5,000

7.1 ねじ接続部 5,000

7.2 Ｉ型形状ねじガス栓の面間寸法 5,000

7.3 ホースガス栓のゴム管口及び迅速 

   継手口 
5,000

9.3 耐食性試験 
a) めっき又は耐食処理 30,000

b) 塗装 30,000
 

〈項目別試験料〉 

試験項目 金額（円） 

9.2 構造及び寸法試験 

6.1 一般構造 2,000 

6.2 ガス栓本体及び栓 2,000 

6.3 接続部 5,000 

7.1 ねじ接続部 5,000 

7.2 Ｉ型形状ねじガス栓の面間寸法 5,000 

7.3 ゴム管口及び迅速継手口 5,000 

9.3 耐食性試験 
a) めっき又は耐食処理 30,000 

b) 塗装 30,000 

 

 

〈項目別試験料（つづき）〉 

試験項目 金額（円） 

9.4 気密試験 

a) ガス栓部  5,000

b) 過流出安全機構部 3,000

c) オンオフ部 3,000

d) 検査孔部 5,000

9.5 流量試験 15,000

9.6 過流出安全機構の作動流量試験 20,000

9.7 オンオフの作動試験  15,000

9.8 操作力試験 5,000

9.9 反復使用試験 

a) ガス栓部 
1) 呼びが１以下のもの 40,000

2) 呼びが１を超えるもの 20,000

b) 自在機構部 18,000

c) 過流出安全機構部 22,000

d) オンオフ部 40,000

e) ロック機構部 18,000

 

 

 

〈項目別試験料（つづき）〉 

試験項目 金額（円） 

9.4 気密試験 

a) ガス栓部 5,000 

b) 過流出安全機構部 3,000 

c) オンオフ部 3,000 

9.5 流量試験 15,000 

9.6 過流出安全機構の作動流量試験 20,000 

9.7 オンオフの作動試験  15,000 

9.8 操作力試験 5,000 

9.9 反復使用試験 

a) ガス栓部 
1) 呼びが１以下のもの 40,000 

2) 呼びが１を超えるもの 20,000 

b) 自在機構部 18,000 

c) 過流出安全機構部 22,000 

d) オンオフ部 40,000 
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新 旧 

 

試験項目 金額（円） 

9.10 耐寒性試験 12,500

9.11 耐熱性試験 12,500

9.12 ストッパ強度試験 3,000

9.13 耐衝撃性試験 
a) ガス栓本体 10,000

b) 埋込形床用化粧プレート 4,000

9.14 耐静荷重試験 
a) ガス栓本体 15,000

b) 埋込形床用化粧プレート 15,000

9.15 耐ねじ込み性試験 15,000

9.16 引張試験 21,000

9.17 部品性能 

    試験 

9.17.1

弾性材、O リン

グ、パッキン及

び 弾 性 材 以 外

のプラスチック

の試験 

耐ガス性 40,000

9.17.2  

金 属 製 の 栓 以

外の栓及びヒュ

ー ズ ボ ー ル の

試験 

a) 耐ガス性 40,000

b) 耐熱性 5,000

9.17.3 グリースの試験 

a) 耐腐食性試験 9,000

b) 耐水性試験 9,000

c) 耐ガス性試験 15,000

d) 耐熱性試験 15,000

11 表示 1,000

12 取扱注意表示 1,000

 

 

 

 

試験項目 金額（円） 

9.10 耐寒性試験 12,500 

9.11 耐熱性試験 12,500 

9.12 ストッパ強度試験 3,000 

9.13 耐衝撃性試験 
a) ガス栓本体 10,000 

b) 埋込型床用ふた 4,000 

9.14 耐静荷重試験 
a) ガス栓本体 15,000 

b) 埋込型床用ふた 15,000 

9.15 耐ねじ込み性試験 15,000 

9.16 引張試験 21,000 

9.17 部品性能 

    試験 

9.17.1  

弾性材、弾性材

以外のプラスチ

ッ ク 及 び ゴ

ムの試験 

a) 耐ガス性（n-ペンタン） 40,000 

b) 耐ガス性（液化石油ガス） 40,000 

9.17.2  

金 属 製 の 栓 以

外の栓及びヒュ

ー ズ ボ ー ル の

試験 

a) 耐ガス性（液化石油ガス） 40,000 

b) 耐熱性 5,000 

9.17.3 グリースの試験

a) 耐腐食性試験 9,000 

b) 耐水性試験 9,000 

c) 耐ガス性試験 15,000 

d) 耐熱性試験 15,000 

11 表示 1,000 

12 取扱注意表示 1,000 

 

 

 


