
 

                                                                    

 

令和３年２月１７日 

契約担当者 

見 積 公 告 

                                        調達番号 OT030217A 
 

 

 調達件名 

 

 【役務】英語及び中国語翻訳並びにネイティブチェック作業 

 契約種類／契約種別  役務請負 ／  総価契約 

 納入期限  令和３年３月２６日 

 納入場所  東京都渋谷区西原２－４９－１０ 

 製品評価技術基盤機構 製品安全センター 計画課 

 見積書提出期限  令和３年３月３日 １５時００分 

 見積書提出場所   〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-22-16 

 当機構 企画管理部 財務・会計課（大阪） 平山 

 見積合せの日時等  令和３年３月３日１５時００分以降 

 見積参加者の立ち会いは必須ではない。 

 本件調達に係る照会  企画管理部 財務・会計課 契約担当 平山   06-6612-2065 

 参加資格 ① 機構の競争参加資格審査事務取扱要領もしくは国の各省各庁におけ

る競争参加資格審査において、平成31･32･33年度又は令和1・2・3年

度の資格を有する者。 

 見積書等の提出方法 
見積書は以下の方法により、参加資格①の資格決定通知書及び適合証明

書とともに提出すること。 

①電子メールにより提出する場合 

 n.osaka-keiyaku@nite.go.jpまで「【見積公告】（件名及び調達番号）」

をメール件名として、連絡先（電話番号）とともに送付。  

 

②郵送により提出する場合 

見積書封筒の表面に、「見積書在中」と記載し、件名及び調達番号を

明記した上で、連絡先を標記し（又は名刺）同封すること。 

その他 
 

 仕 様 書 

 

 別紙仕様書及び適合証明書作成要領のとおり 

 



仕様書 

 

1 業務の目的 

  製品評価技術基盤機構製品安全センター（以下「製品安全センター」という。）は、輸入製品に

かかる事故を減少させる目的で、海外の関係機関(政府機関等)との意見交換、情報共有などの

連携を適宜、実施している。これらの機関に製品安全センターの取り組みに対する理解を促すた

め、製品安全センターが発行する取り組み等を紹介したリーフレットの英語及び中国語翻訳並び

にネイティブチェック作業を委託するものである。 

 

2 実施概要 

2.1 実施期間 

 契約締結日から令和3年3月26日（金）まで。 

2.2 実施内容 

(1)   製品安全センターが提供するリーフレットからテキストを抽出した英語翻訳用和文原稿

（別添1）及び中国語翻訳用和文原稿（別添2）をそれぞれ英語及び中国語（簡体字）に

翻訳すること。英語翻訳用和文原稿の文字数（スペースを含めない）は、2,353（Microso

ft Office社Wordの文字カウント機能により計算）、中国語翻訳用和文原稿の文字数

（スペースを含めない）は、2,869（Microsoft Office社Wordの文字カウント機能により計

算）で、契約締結後、Microsoft Office社Word形式で提供する。 

(2)  （1）において英語及び中国語に翻訳した文書に対し、ネイティブチェック作業を実施する

こと。 

(3)  （2）においてネイティブチェック作業をした文書に対し、訳漏れ等の最終確認を実施して

納品すること。 

(4)  （1）（2）（3）において、以下を反映したものとすること。 

a. 英文及び中文としてわかりやすい文章にすること。 

b. 用語の選択は、時代や文脈に即したものを優先して使用することとする。 

c. 「リーフレット（日本語版）」(別添3)の英語版及び中国語（簡体字）版として、当該リ

ーフレットの構成に適切な文章とし、機構外（製品評価技術基盤機構のWebサイト

での掲載含む）に提供できる品質のものとすること。 

3 成果物 

3.1 納品物 

成果物は、電子データ（Microsoft Office社Word形式）で提供すること。納品前に当該電

子データのウィルスチェックを実施し、ウィルス、スパイウェア等がないことを確認した上で、

適切な方法で納品すること。 

3.2 納品期 

令和3年 3月26日（金） 



3.3 納品場所 

独立行政法人製品評価技術基盤機構製品安全センター計画課国際連携室 

〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 

 

4 要件 

 受注者は、次の(1)～(6)の全ての要件を満たすこと。 

(1) 受注者は、英語及び中国語（簡体字）翻訳業務を直近5年以内に実施した実績を有すること。 

(2) 受注者は、製品安全センター担当者との本業務にかかる連絡窓口として、担当者を設定す

ること。 

(3) 英語翻訳の作業者は英語翻訳の実務経験が5年以上あること。また、中国語翻訳の作業者

は中国語翻訳の実務経験が5年以上あること。 

(4) ネイティブチェック作業の作業者は、英文については、米国、英国、カナダ又はオーストラリア

における英語を母国語とする者であり、英語翻訳文書の校正の実務経験が5年以上あること。

また、中文については、中国語を母国語とする者であり、中国語（簡体字）翻訳文書の校正

の実務経験が5年以上あること。 

(5) （1）-(4)を満たすことを示す適合証明書及びそれを示す資料を別添4のとおり提出すること。 

 

5 著作権 

(1) 本業務における納品物の著作権及び二次的著作物の著作権は、製品評価技術基盤機構

に帰属するものとして、受注者はこれらに関する著作者人格権を行使しないものとする。 

(2) 「3.1 納品物」に記載する納品物について、製品評価技術基盤機構は自由に複製、改変す

ることができるものとする。 また、それらの利用を第三者に許諾することができるとともに任

意に開示できるものとする。 

(3) 本業務によって著作権関係の紛争が生じた場合、一切を受注者の責任において処理するも

のとする。 

 

6 保証 

 納品後、1年以内に受注者の過失が発見された場合、受注者は無償で修正等を行うこととする。 

 

7 秘密保持 

(1) 本業務の遂行において知り得た事項について、外部に漏洩しないこと。 

(2) 本業務終了後、製品安全センター担当者の指示を受け、本業務で取り扱った情報を全て消

去すること。 

 

8 その他 

(1) 本仕様に係る一切の費用を含め、一式とした金額を記載した見積書を提出すること。 



(2) 本業務の内容について疑義が生じた場合には、適宜、製品安全センター担当者に確認し、

双方協議の上、製品安全センター担当者の指示に従うこと。 

以上 
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※黄色の塗りつぶし部分（リーフレット掲載箇所を明記）については、翻訳は不要です（文

字数カウントにも含まず）。 
※別添 2 リーフレットからテキストを抜粋し、適宜加筆・削除したものです。そのため、掲

載内容と完全に一致しておりません。 
 
 

 リーフレット 裏表紙 
 
・大型電気冷蔵庫の燃焼実験 
   
・事故品からの VOC 放散測定 
   
・LC／MS 分析装置（液体クロマトグラフ質量分析計）によるアレルギー原因物質の特定 
   
・Ｘ線撮影装置による事故品内部の非破壊観察 
 
・電子顕微鏡による短絡痕の拡大観察 
 
・大型 X 線 CT 撮影装置による事故品内部の非破壊三次元観察 
 
・自転車フレームの負荷耐久試験 
 
 事務所所在地 
 
 

 リーフレット 中面① 
製品安全センターの業務 
 
1 事故の原因究明 
(私たちは)製品の事故情報を収集して原因を究明し、結果を公表して製品事故の再発・未然
防止に貢献しています。 
 
2 情報発信・広報活動 
(私たちは)新たな事故が発生しないように過去の事故を活用する取り組みやより安全な製
品設計、製造に役立つ技術情報を提供しています。 
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3 規格・基準の整備 
(私たちは)製品事故の再発・未然防止のため、規格・基準などの開発や整備を行うことで、
経済産業省や民間団体等の技術支援を行っています。 
 
4 立入検査 
(私たちは)経済産業大臣の指示に基づき、製造・輸入事業者に対して製品安全４法の順守状
況を確認することで、安全な製品の流通に貢献しています。 
製品安全４法 
 
5 国内外連携 
私たちは国内外の関係機関と連携し、製品安全の確保に努めるとともに、製品の事故防止の
ための情報提供を行っています。 
 
国際交流 
私たちは海外機関との情報共有や意見交換などを行っています。 
 
関係機関との連携 
私たちは消防機関と連携して、原因究明のための合同調査を行っています。 
 
立入検査 
製品事故の未然防止を図るため、私たちは、事業者が技術基準に基づいて製造・輸入を行っ
ているかを確認しています。 
 
 

 リーフレット 中面② 
事故ナイトいいね 
 
独立行政法人製品評価技術基盤機構 （NITE） は、 社会のリスク低減に向けた活動に取り
組んでいます。 
私たちのまわりには、 多種多様な製品が流通し、 身近なところで製品が関係する事故が起
こっています。(NITE の)製品安全センターは、(自らが)収集した全ての製品の事故情報に
ついて調査・分析して原因究明を行っています。調査結果を定期的に公表することで、製品
安全センターは事故の未然・再発防止に貢献しています。 
 
くらしの安全を支援するための、製品事故防止に関する情報発信 
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化学物質の人の健康や環境に影響するリスクの低減に向けた情報発信 
 
バイオ産業の発展に向けた微生物パワーの活用 
 
市場のグローバル化に対応し国際ルールによる認定の実施 
 
新しい技術に関する評価方法の開発を通じた市場形成の支援 
 
経済社会の発展及び国民生活の安定を支える技術的な基盤の整備 
 
 

 リーフレット 中面③ 
製品事故の情報収集、原因調査、公表 
 
・(私たちは)暮らしの中で起こった事故情報を収集しています。 
・(私たちは)事故情報を調査し、 原因究明を行っています。 
・(私たちは)調査結果を公表し、 製品事故の再発・未然防止に貢献しています。 
製品安全センターが収集し、 調査している製品は家庭用電気製品、 台所･食卓用品、 燃焼
器具、 家具･住宅用品、乗物･乗物用品、身のまわり品、保健衛生用品、 レジャー用品、乳
幼児用品、繊維製品などです。 
 
【事故情報の流れ】 
製造・輸入事業者 
消防、 警察、 消費生活センター、 販売事業者等 
重大製品事故 
非重大製品事故 
報告 
収集 
 
消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の調査指示 
事故情報の提供・報告 
 
公平かつ中立な立場での原因調査 
・事故品分析         
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・リスク分析 
・経年劣化分析       
・原因究明手法の開発 
 
・技術基準･規格等の開発・提案     
・事故情報収集制度に基づく調査報告書       
・未然防止への取り組み 
・立入検査      
・定例記者説明会     
・製品安全にかかわる講座の開催   
・メールマガジンの配信 
・安全な設計のための情報提供       
・講師派遣 
 
「重大製品事故」 は、政令で死亡事故のほか、治療に要する期間が 30 日以上の負傷・疾
病、後遺障害事故、 一酸化炭素中毒事故及び火災事故と定められています 
 
業務報告会 
講演やポスターセッションからなる製品安全にかかる報告会が開催されています。 
NITE 講座 
事業者等による製品安全対策のための講座が開催されています。 
定例記者説明会 
季節ごとに発生しやすい事故などを中心に、 注意喚起のための定例記者説明会が行われて
います。 
 
 

 リーフレット 中面④ 
製品事故の未然防止のための取り組み 
 
幅広い情報提供 
事故情報の検索 
私たちが収集して調査が終了した事故情報を 「事故情報データベース」 として公表してい
ます。 (みなさまは)事故内容とその調査結果を検索できます。 
 
社告・ リコール製品の検索 
私たちは「リコール情報データベース」 を公表しています。 (みなさまは)お持ちの製品が
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リコール対象製品かどうかを確認できます。 
 
PS マガジンの配信 
私たちは製品安全についての情報を 「製品安全情報マガジン （PS マガジン）」として電
子メールで毎月第 2･4 火曜日に配信しています。みなさまは NITE ホームページから配信
登録できます。 
 
技術基準・規格等の提案 
事故が多く発生している、または重大な事故が起こりやすい製品について、 私たちは事故
の再発・未然防止に効果のある規格案の作成・提言を行っています。 
・ウォーターサーバー 
・靴 
 
靴の耐滑性試験方法の開発 
 
乳幼児の事故を防止するため、私たちは乳幼児用製品による事故原因の事象 （身体の挟み
込みなど） ごとに、製品横断的な安全規格を作成しています。 
・身体挟み込み 
・部品の外れ 
・製品破損 
 
指の挟み込み確認試験方法の例 
 
事故の未然防止（ビッグデータの活用） 
 
(私たちは)事故の 「未然防止」 のために、 事業者等に寄せられる修理・クレーム情報（ビ
ッグデータ）と(私たちが)収集した事故情報を照合し、 事故発生に至るシナリオを作成し
て、製品安全のための情報を提供しています。 
※現在 SAFE-Lite を公表し、みなさまが事故情報の検索ができるようになっています。 
 
製品事故予測システム 
・事故シナリオ 
・予兆、事象ワード 
・部品、故障、危害情報 
・社告、リコール情報 
 



(別添 2) 

1 
 

※黄色の塗りつぶし部分（リーフレット掲載箇所を明記）については、翻訳は不要です（文
字数カウントにも含まず）。 

※別添 2 リーフレットからテキストを抜粋し、適宜加筆・削除したものです。そのため、掲
載内容と完全に一致しておりません。 

 
 リーフレット 表紙 

製品安全センター 
独立行政法人製品評価技術基盤機構 
 
 

 リーフレット 裏表紙 
北海道支所 
東北支所 
燃焼技術センター   
・大型電気冷蔵庫の燃焼実験 
北陸支所   
・事故品からの VOC 放散測定 
製品安全センター（東京）   
・LC／MS 分析装置（液体クロマトグラフ質量分析計）によるアレルギー原因物質の特定 
中部支所   
・Ｘ線撮影装置による事故品内部の非破壊観察 
製品安全センター（大阪） 
・電子顕微鏡による短絡痕の拡大観察 
・大型 X 線 CT 撮影装置による事故品内部の非破壊三次元観察 
四国支所 
中国支所 
九州支所 
・自転車フレームの負荷耐久試験 
 
 事務所所在地 
製品安全センター（大阪） 
・大阪市住之江区南港北 1-22-16 
・情報解析企画課 電話 
・未然防止推進室 
・製品安全広報課 
・事故調査統括課 
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・検査業務室 
燃焼技術センター 
・桐生市堤町 3-7-4 
製品安全センター（東京） 
・渋谷区西原 2-49-10 
・計画課 
・国際連携室 
・事故調査課 
・技術基準・規格課 
 
北海道支所 
・札幌市北区北八条西 2-1-1 札幌第 1 合同庁舎 
東北支所 
・仙台市宮城野区東仙台 4-5-18 
中部支所 
・名古屋市中区三の丸 2-5-1 名古屋合同庁舎第 2 号館 
北陸支所 
・金沢市西念 3-4-1 金沢駅西合同庁舎 
中国支所 
・広島市中区上八丁堀 6-30 広島合同庁舎第 3 号館 
四国支所 
・高松市寿町 1-3-2 高松第一生命ビルディング 5F 
九州支所 
・福岡市南区塩原 2-1-28 
 
 

 リーフレット 中面① 
製品安全センターの業務 
 
1 事故の原因究明 
(私たちは)製品の事故情報を収集して原因を究明し、結果を公表して製品事故の再発・未然
防止に貢献しています。 
 
2 情報発信・広報活動 
(私たちは)新たな事故が発生しないように過去の事故を活用する取り組みやより安全な製
品設計、製造に役立つ技術情報を提供しています。 
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3 規格・基準の整備 
(私たちは)製品事故の再発・未然防止のため、規格・基準などの開発や整備を行うことで、
経済産業省や民間団体等の技術支援を行っています。 
 
4 立入検査 
(私たちは)経済産業大臣の指示に基づき、製造・輸入事業者に対して製品安全４法の順守状
況を確認することで、安全な製品の流通に貢献しています。 
製品安全４法…消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適正化に関する法律 
 
5 国内外連携 
私たちは国内外の関係機関と連携し、製品安全の確保に努めるとともに、製品の事故防止の
ための情報提供を行っています。 
 
国際交流 
私たちは海外機関との情報共有や意見交換などを行っています。 
 
関係機関との連携 
私たちは消防機関と連携して、原因究明のための合同調査を行っています。 
 
立入検査 
製品事故の未然防止を図るため、私たちは、事業者が技術基準に基づいて製造・輸入を行っ
ているかを確認しています。 
 
 

 リーフレット 中面② 
事故ナイトいいね 
 
安全とあなたの未来を支えます 
 
独立行政法人製品評価技術基盤機構 （NITE） は、 社会のリスク低減に向けた活動に取り
組んでいます。 
私たちのまわりには、 多種多様な製品が流通し、 身近なところで製品が関係する事故が起
こっています。(NITE の)製品安全センターは、(自らが)収集した全ての製品の事故情報に
ついて調査・分析して原因究明を行っています。調査結果を定期的に公表することで、製品
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安全センターは事故の未然・再発防止に貢献しています。 
 
製品安全分野 
くらしの安全を支援するための、製品事故防止に関する情報発信 
 
化学物質管理分野 
化学物質の人の健康や環境に影響するリスクの低減に向けた情報発信 
 
バイオテクノロジー分野 
バイオ産業の発展に向けた微生物パワーの活用 
 
適合性認定分野 
市場のグローバル化に対応し国際ルールによる認定の実施 
 
国際評価技術分野 
新しい技術に関する評価方法の開発を通じた市場形成の支援 
 
経済社会の発展及び国民生活の安定を支える技術的な基盤の整備 
 
 

 リーフレット 中面③ 
製品事故の情報収集、原因調査、公表 
 
・(私たちは)暮らしの中で起こった事故情報を収集しています。 
・(私たちは)事故情報を調査し、 原因究明を行っています。 
・(私たちは)調査結果を公表し、 製品事故の再発・未然防止に貢献しています。 
製品安全センターが収集し、 調査している製品は家庭用電気製品、 台所･食卓用品、 燃焼
器具、 家具･住宅用品、乗物･乗物用品、身のまわり品、保健衛生用品、 レジャー用品、乳
幼児用品、繊維製品などです。 
 
【事故情報の流れ】 
製造・輸入事業者 
消防、 警察、 消費生活センター、 販売事業者等 
重大製品事故 
非重大製品事故 
報告 
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収集 
経済産業省 
消費者庁 
消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の調査指示 
事故情報の提供・報告 
 
公平かつ中立な立場での原因調査 
・事故品分析         
・リスク分析 
・経年劣化分析       
・原因究明手法の開発 
 
・技術基準･規格等の開発・提案     
・事故情報収集制度に基づく調査報告書       
・未然防止への取り組み 
・立入検査      
・定例記者説明会     
・製品安全にかかわる講座の開催   
・メールマガジンの配信 
・安全な設計のための情報提供       
・講師派遣 
 
「重大製品事故」 は、政令で死亡事故のほか、治療に要する期間が 30 日以上の負傷・疾
病、後遺障害事故、 一酸化炭素中毒事故及び火災事故と定められています 
 
業務報告会 
講演やポスターセッションからなる製品安全にかかる報告会が開催されています。 
NITE 講座 
事業者等による製品安全対策のための講座が開催されています。 
定例記者説明会 
季節ごとに発生しやすい事故などを中心に、 注意喚起のための定例記者説明会が行われて
います。 
 
 

 リーフレット 中面④ 
製品事故の未然防止のための取り組み 
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幅広い情報提供 
事故情報の検索 
私たちが収集して調査が終了した事故情報を 「事故情報データベース」 として公表してい
ます。 (みなさまは)事故内容とその調査結果を検索できます。 
 
社告・ リコール製品の検索 
私たちは「リコール情報データベース」 を公表しています。 (みなさまは)お持ちの製品が
リコール対象製品かどうかを確認できます。 
 
PS マガジンの配信 
私たちは製品安全についての情報を 「製品安全情報マガジン （PS マガジン）」として電
子メールで毎月第 2･4 火曜日に配信しています。みなさまは NITE ホームページから配信
登録できます。 
 
技術基準・規格等の提案 
事故が多く発生している、または重大な事故が起こりやすい製品について、 私たちは事故
の再発・未然防止に効果のある規格案の作成・提言を行っています。 
・ウォーターサーバー 
・靴 
 
靴の耐滑性試験方法の開発 
 
乳幼児の事故を防止するため、私たちは乳幼児用製品による事故原因の事象 （身体の挟み
込みなど） ごとに、製品横断的な安全規格を作成しています。 
・身体挟み込み 
・部品の外れ 
・製品破損 
 
指の挟み込み確認試験方法の例 
 
事故の未然防止（ビッグデータの活用） 
 
(私たちは)事故の 「未然防止」 のために、 事業者等に寄せられる修理・クレーム情報（ビ
ッグデータ）と(私たちが)収集した事故情報を照合し、 事故発生に至るシナリオを作成し
て、製品安全のための情報を提供しています。 
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※現在 SAFE-Lite を公表し、みなさまが事故情報の検索ができるようになっています。 
 
製品事故予測システム 
・事故シナリオ 
・予兆、事象ワード 
・部品、故障、危害情報 
・社告、リコール情報 
 



Product SafetyProduct Safety
Technology CenterTechnology Center



NITE

PS

NITE

https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/recall/search/

NITE

https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/accident/search/

PS

https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/mailmagazin/index.html

NITE
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適合証明書作成要領 

 

1. 提出要領 

入札希望者は、仕様書記載の作業内容に基づき、提出期限までに適合証明書を作成し、独

立行政法人製品評価技術基盤機構（以下「機構」という。）へ提出すること。 

 

2. 適合証明書の内容 

(1) 適合証明書の様式 

用紙の大きさは A4 サイズとし、日本語で作成すること。 

(2) 適合条件を証明する事項 

仕様書の要求事項のうち、以下の条件について説明すること。 

① 受注者は、英語及び中国語翻訳業務を直近5年以内に実施した実績を有

すること。 

② 受注者は、製品安全センター担当者との本業務にかかる連絡窓口として、

担当者を設定すること。 

③ 英語翻訳の作業者は英語翻訳の実務経験が5年以上あること。また、中

国語翻訳の作業者は中国語翻訳の実務経験が5年以上あること。 

④ ネイティブチェック作業の作業者は、英文については、米国、英国、カナダ

又はオーストラリアにおける英語を母国語とする者であり、英語翻訳文書

の校正の実務経験が5年以上あること。また、中文については、中国語を

母国語とする者であり、中国語（簡体字）翻訳文書の校正の実務経験が5

年以上あること。 

(3) 留意事項 

① 適合を示す資料として、実績及び実務経験を示す経歴書等の資料を添付すること。 

② 守秘義務により具体的に記載することが困難な場合は、可能な範囲で記載するこ

と。個人名は原則、記載せず、イニシャル等で対応すること。 

 

3. 適合証明書の内容に関する照会先 

適合証明書に対して補足資料提出又は説明を求める場合があるため、担当者の連絡先（担

当者氏名、部署名、メールアドレス、電話番号等）を記載すること。 

 

4. 適合証明書の提出方法 

機能証明書は、機能証明書、別添資料等の順序で綴り、次のとおり提出すること。 

(1) 電子媒体１部 
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(2) 提出場所：独立行政法人製品評価技術基盤機構財務・会計課調達担当 

(3) 提出期限：令和 3 年 3 月 3 日 (水曜日) 15 時必着 

(4) 提出先アドレス：n.osaka-keiyaku@nite.go.jp 

 

5. その他 

① 一旦提出された適合証明書は返却しない。 

② 適合証明書の合否条件については入札希望者へは提示しないので予め了承すること。 

 

以上 

  



   

様式 

 

令和 00 年 00 月 00 日 

 

 

独立行政法人製品評価技術基盤機構 

企画管理部長 宛て 

 

 

 

会社名 

所在地 

代表者名 

 

 

「英語及び中国語翻訳並びにネイティブチェック作業」に関する適合証明書 

 

「英語及び中国語翻訳並びにネイティブチェック作業」の入札に際し、応札者の条件に適合する

ことを証明するため、適合証明書を提出いたします。また、適合証明書に示した以外の事項につ

いても、要求仕様の全ての事項を満たすことを証明いたします。 

なお、研修期間中、万が一不測の事態が発生した場合には、機構担当者の指示の上、直ちに

対応いたします。 

 

以上 

 

  



   

 

適合証明書 

 

会社名 

所在地 

代表者名 

 

以下のように、「英語及び中国語翻訳並びにネイティブチェック作業」仕様書に記された入札参

加要件に適合することを証明します。 

 

入札参加要件 適否 コメント 資料 No. 

受注者は、英語及び中国語翻訳業務を直

近5年以内に実施した実績を有すること。 

   

受注者は、製品安全センター担当者との本業務に

かかる連絡窓口として、担当者を設定すること。 

   

英語翻訳の作業者は英語翻訳の実務経験が5年

以上あること。また、中国語翻訳の作業者は中国

語翻訳の実務経験が5年以上あること。 

   

ネイティブチェック作業の作業者は、英文について

は、米国、英国、カナダ又はオーストラリアにおけ

る英語を母国語とする者であり、英語翻訳文書の

校正の実務経験が 5 年以上あること。また、中文

については、中国語を母国語とする者であり、中国

語（簡体字）翻訳文書の校正の実務経験が 5 年以

上あること。 

   

※上記の条件を満たしているときは適否の欄に「○」、満たしていないときは「×」を記載すること。 

 

本適合証明書に関する照会先 

（１）住 所： 

（２）会社名及び所属： 

（３）担当者名（E-mail）： 

（４）電話番号： 

（５）ＦＡＸ番号： 


