ATTACHMENT
TO
CERTIFICATION AGREEMENT TO MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

マネジメントシステム認証証明書に関する
マネジメントシステム認証証明書に関する
認証同意書に対する
認証同意書に対する付属書
に対する付属書

USE OF CERTIFICATION MARKS

認証マークの使用

1. INTRODUCTION

1. 序文

This procedure describes the conditions under which
certificate holders of DNV GL Business Assurance Japan
K.K. with a valid management system certification may use
the associated marks. (Customer wish to use the DNV GL
mark on its own, reference is made to paragraph 4 hereafter.)

この手順書は DNV GL ビジネス・アシュアランス・
ジャパン株式会社よりマネジメントシステム認証を保
持する顧客に対して、認証マークの使用条件を述べた
ものである。(DNV GL 単体マークを使用希望の場合は
後述の４項を参照のこと。)

2. CERTIFICATION MARK

2. 認証マーク

2.1 Certification holders of a certificate issued by DNV GL
Business Assurance Japan K.K. under its management
system certification scheme are entitled to use the certification
mark combinations to announce / demonstrate the fact of
certification publicly. (See sample, separately)

2.1 マネジメントシステム認証スキームに基づいて DNV
GL ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社の
認証を受けた企業は、その認証を受けた事実を社外に
公表するために認証マークを使用することが出来る。
（別途、サンプル参照）

2.2 Contents of the logo mark may be revised.
2.2
Latest version of this procedure and logo marks are put on the
website of DNV GL Business Assurance Japan K.K. as
needed.

認証マーク内の記載内容及び使用条件は変更される場
合がある。本手順書及び認証マーク最新版は、随時、
DNV GL ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式
会社のウェブサイト上に掲載される。

3. CONDITIONS OF USE (General)

3. 使用条件 （一般）

3.1 Certificate holders may use only the marks relevant to the
applied standard to which they have been certified.

3.1 認証証明書を取得した企業は、認証に該当する規格の
マークのみ使用することが出来る。

3.2 Certificate holders are entitled to use the certification marks as 3.2 認証証明書を取得した企業は、認証マーク（別途サン
sample illustrated separately within only their certification
プル参照）を、認証範囲内においてのみ、説明書、宣
scope on descriptions, promotional material, envelopes,
伝用資料、封筒、レターヘッド、請求書等に使用する
letterhead, invoices and so on.
ことが出来る。
Using the mark on name cards is limited to those personnel
who are engaged in activities within the certified scope.
It is not allowed to use the certification mark, for example, for
the business card which indicates the information about
outside of the scope (product, activity, business site and sales
site etc.) on either sides, and the Website display which
indicates the information about outside of the scope (product,
activity, business site and sales site etc.) on the same page as
well.
However, it may be applied provided there is supplemental
explanation that clearly describes for the scope of the
certification acquired.
It shall be an expression that doesn't receive
misunderstanding from any third party, for example,
“ISO9001 is certified to xx Factory only”, “ISO9001 is
certified to the Scope of "Design and Manufacture of
Product xx" only”, etc.
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尚、名刺に使用する場合は、認証を受けた対象範囲の
業務に従事する者のみが使用できるものとする。
従って、例えば、表面あるいは裏面に認証範囲外の情
報（製品、活動、事業所、営業所など）を記載した名
刺は使用できない。 同じく、認証範囲外の情報（製
品、活動、事業所、営業所など）を記載したウェブサ
イト画面頁等には、認証マークを使用できない。
但し、取得した認証範囲を明確に規定した補足説明が
ある場合はこの限りではない。
例えば、「ISO9001 は xx 工場のみ認証取得」、
「ISO9001 は認証範囲（製品 xx の設計・製造）に限り
認証取得」等々、第三者から見て、誤解を受けない表
現である事を前提とする。

The data formats to be used are Vector Data (EPS) for printing
and Raster Data (JPEG) for website respectively.
3.3 Colour and size of certification mark may be reproduced 3.3
according to the rules of accreditation scheme for applicable
certification mark indicated hereafter.
However, it must always be reproduced in its entirety, any
proportions or contents of provided sample shall not be
changed, and surely including the surrounding outline.
Certification mark must have clear contrast to the background
colour.

Use of the mark of any accreditation body alone is strictly
prohibited.

3.3.1 JAB Certification Mark
ISO17021 type JAB certification mark has been introduced
from September 15th, 2008. Certificate holders shall use new
one (as per 3.3.1.1) if they use the certification mark. The
former JAB certification mark was expired on May 22nd,
2011, and No Customers can use the former certification
mark.

Regarding ISO17021 type of JAB certification mark which
was introduced from September 15th, 2008, following
procedure must be complied from the safeguarding the trade
mark point of view.

使用できるデータ形式は、印刷物用は印刷用データ
(EPS)、ウェブサイト掲載用は画面用データ(JPEG) とす
る。
認証マークの色及びサイズは、下記の該当する認定ス
キームによる認証マークの条件を守って複製されなけ
ればならない。
拡大、縮小する際は、DNV GL から提供されたサンプ
ルの縦横比、あるいはその内容を一切変えてはなら
ず、必ず外枠の線を含めてその全体を複製しなければ
ならない。
認証マークは地色との明瞭な対比をもたせて表示し
なければならない。
尚、各認定機関のマークを単体使用することは固く禁
じられている。

3.3.1 JAB 認証マーク
2008 年 9 月 15 日より、ISO17021 対応 JAB 認証マーク
が導入された。JAB 認証マークを使用する場合には、
本マーク（下記の 3.3.1.1 項）を使用すること。又、旧
マークは 2011 年 5 月 22 日以降無効となっており、如
何なる企業も旧マークを使用する事は出来ない。

尚、2008 年 9 月 15 日より導入された ISO17021 対応
JAB 認証マークに関しては、登録商標保護のための下
記管理手順を遵守しなければならない。
・

- The certificate holder can have the title to use the
certification mark after agreement to follow the rule to
safeguard the symbol and to prevent its leakage. (by means
of application and agreement form)
- The certificate holder is prohibited to reduce its resolution by
processing or changing the saving form etc.
- The certificate holder shall prepare the list for subcontractor
who is adopted to print or make the website with the
certification mark, after agreement by the subcontractor to
safeguard the symbol and to prevent its leakage.

3.3.1.1 JAB Certificate Mark (ISO17021 type)

・

・

認証取得した企業は、認定シンボル保護及び漏
洩防止のための管理を行なうことについての同
意を表明した上で、認証マークを使用すること
が出来る。（申請書兼同意書による）
認証取得した企業は、上記データに対して、解
像度を低めるような加工、保存形式の変更等は
一切してはならない。
認証取得した企業が外部に印刷あるいはウェブ
サイト作成依頼等を行なう場合には、その業者
による認定シンボル保護及び漏洩防止のための
同意を得るとともに、その業者の一覧表を備え
なければならない。

3.3.1.1 JAB 認証マーク（ISO17021
タイプ）
認証マーク（
タイプ）

JAB certification mark can be reproduced in any size. Even
the size being reduced, all letters within the mark shall be
clearly legible.

JAB 認証マークのサイズはどのようなサイズに複製し
ても良い。縮小する場合、マーク内の文字は明瞭に表
示できなければならない。

The basic colour of JAB accreditation mark is blue (Mansell
2.5PB 3.5/10, Dai-Nippon Ink DIC 579, Pantone 300C or
equivalent). Black, gray, gold or silver colour may also be
used. Internal patterns (such as ∧ and ≡ part) are in the plain
and clear contrast with its background.
The surrounding outline of the mark and all letters within the
mark shall be black.

JAB 認定マークの基本色は、青色（マンセル 2.5PB
3.5/10、大日本インキ KK DIC 579、PANTONE 300C 又
はその近似色）とする。サブカラーとして、黒、灰、
金、銀色の表示を認める。また、内部の柄（∧部及
び≡部）は背景との対比が明瞭な無地とし、マークの
外枠及びマーク内の全ての文字は黒とする。
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However, the whole mark (including outline and letters) may
be indicated in a single colour only in case of use on the
printed paper with the same single colour as a predominant
ink colour of the document.

但し、単色刷りの印刷物に使用する場合は、マーク全
体（枠及び文字を含む）を、その印刷で使用されてい
る色と同じ単色で表示しても良い。

use this

ISO9001 用
ISO14001 用
JISQ9100 用
3.3.1.2 JAB 認証マーク（旧
認証マーク（旧タイプ）
タイプ）
2011 年 5 月 22 日以降、如何なる企業も本マークを使
用する事は出来ない。

3.3.1.3 JAB Certification Mark (former type)
After September 16th, 2008, No Customers can use this
Certification Mark.

3.3.1.3 JAB 認証マーク（旧タイプ
認証マーク（旧タイプ）
タイプ）
2008 年 9 月 16 日以降、如何なる企業も本マークを
使用する事は出来ない。

3.3.2

3.3.2

3.3.1.2 JAB Certification Mark (former type)
After May 22nd, 2011, No Customers can
Certification Mark.

RvA Certification Mark
ISO17021 type RvA certification mark has been introduced
from September 15th, 2008 which is same for ISO9001 and
ISO14001. Certificate holders shall use new one (as per
3.3.2.1) if they use the certification mark. The former RvA
certification mark was expired on September 16th, 2011,
and No Customers can use the former certification mark.

3.3.2.1

RvA Certification Mark (ISO17021 type)

3.3.2.1

RvA 認証マーク
2008 年 9 月 15 日より、ISO17021 対応 RvA 認証マー
クが導入され、ISO9001、ISO14001 共に同一のマー
クとなった。RvA 認証マークを使用する場合には、
本マーク（下記の 3.3.2.1 項）を使用すること。又、
旧マークは 2011 年 9 月 16 日以降無効となってお
り、如何なる企業も旧マークを使用する事は出来な
い。
RvA 認証マーク（ISO17021
タイプ）
認証マーク（
タイプ）

RvA certification mark can be reproduced in any size,
however the size of the RvA logo (including the two lines of
text) shall not exceed 34x28 mm (width x height). The
certification mark shall not be larger than the certificate
holders own logo on the same letter head etc. The
certification mark may be used in black, the one (company
style) colour with which a letterhead is printed, or in the
exact original colours as indicated hereafter.
The colour of the new RvA mark is:

RvA 認証マークのサイズはどのようなサイズに複
製しても良いが、RvA ロゴは、その文字部分（2
行）を含めて最大幅 34mm×高さ 28mm を超えては
ならない。認証マークは同じレターヘッド等に使わ
れているその企業のロゴより大きくしてはならな
い。認証マークの色は黒、レターヘッドの印刷と同
じ色、もしくは下記の指定色を使用しなければなら
ない。

Orange : PMS 131 (DIC 567) or
Blue : PMS 296 (DIC 434)

RvA マーク（新）の色は：黄土色：PMS 131 (DIC
567) 又はブルー：PMS 296 (DIC 434)

ISO9001, 14001 共通
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3.3.2.2 RvA Certification Mark (former type)
After September 16th, 2011, No Customers can use this
Certification Mark for ISO14001.

3.3.2.2

RvA 認証マーク（旧
認証マーク（旧タイプ）
タイプ）
2011 年 9 月 16 日以降、如何なる企業も ISO14001 用
の本マークを使用する事は出来ない。

ISO9001 用

ISO14001 用

3.3.2.3 RvA Certification Mark (former type)
After June 1st, 2007, No Customers can use this
Certification Mark

3.3.2.3 RvA 認証マーク（旧タイプ
認証マーク（旧タイプ）
タイプ）
2007 年 6 月 1 日以降、如何なる企業も本マークを使
用する事は出来ない。

3.3.3

3.3.3

UKAS Certification Mark
ISO17021 type UKAS certification mark has been
introduced from October 18th, 2010 which is same for
ISO9001, ISO14001 and Information Security. The
certificate holder who is certified after October 18th, 2010
shall use new one (as per 3.3.3.1) if they use the
certification mark.
Transition period to replace former type (as per 3.3.3.2) with
new type is sanctioned for the certificate holder who has
already been certified before October 18th, 2010, then the
certificate holder (if they use the certification mark) shall
have implemented the new type not later than September
1st, 2014.

3.3.3.1

UKAS Certification Mark (ISO17021 type)

UKAS 認証マーク
2010 年 10 月 18 日より、ISO17021 対応 UKAS 認証
マークが導入され、ISO9001、ISO14001、情報セキ
ュリティー、全てが同一のマークとなった。2010 年
10 月 18 日以降に認証取得した企業が UKAS 認証マ
ークを使用する場合には、新マーク（下記の 3.3.3.1
項）を使用すること。
2010 年 10 月 18 日以前に既に認証を取得している企
業が UKAS 認証マークを使用する場合は、旧マーク
（下記の 3.3.3.2 項）から新マークへの移行期間が設
けられているが、遅くとも 2014 年 9 月 1 日以降に
は、新しい認証マークを使用していなければならな
い。

3.3.3.1

UKAS 認証マーク（ISO17021
タイプ）
認証マーク（
タイプ）

UKAS certification mark can be reproduced in any size,
however the size of UKAS logo shall have a minimum
height of 20 mm, and shall not be greater than 30 mm in
height when used on A4 paper. And it shall be fully legible in
reproducing.
The certification mark may be used in black, the one
(company style) colour with which a letterhead is printed, or
in the exact original colours as indicated hereafter.
The colour of the UKAS mark is:

UKAS 認証マークのサイズはどのようなサイズに複
製しても良いが、A4 紙に使用する場合、UKAS ロ
ゴの高さは 20mm 以上 30mm 以下でなければならな
い。縮小する際には、全ての文字が明瞭に読めなけ
ればならない。
UKAS 認証マークの色は黒、レターヘッドの印刷と
同じ色、もしくは下記の指定色を使用しなければな
らない。

Gold : PMS 872
Blue : PMS Reflex Blue
Red : PMS Warm Red
Green : PMS 347

UKAS マークの色は：金：PMS 872、ブルー：PMS
Reflex Blue、赤：PMS Warm Red 又は緑：PMS 347

ISO9001, 14001, 情報セキュリティー共通
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In addition to above 3.2, following restriction are to be
referred for UKAS certification marks, as this may
indicate/mislead the product item is certified.

UKAS 認証マークは、上述 3.2 項に加えて下記
（製品が認証されていると誤解されるもの）への
使用制限がある。

- closing of any nature, mugs, plates, utensils, pens, pencils,
clocks, automobiles, vehicle stickers, flags, signboards,
window stickers, etc.

衣服類、コップ、皿、その他の食器・台所用具
類、 ペン、鉛筆、 時計、 自動車、自動車用ステ
ッカー、旗、看板、窓用ステッカー等

Moreover, No Customers can use the TickIT Certification
Mark after December 1st, 2014.

尚、TickIT マークは 2014 年 12 月 1 日以降、如何な
る企業も使用する事は出来ない。

3.3.3.2

3.3.3.2 UKAS Certification Mark (former type)
After September 1st, 2014, No Customers can use this
Certification Mark.

JIPDEC Certification Mark (Basic Condition)
New type JIPDEC certification mark has been introduced
from October 1st, 2011.
The certificate holder who is certified after October 1st,
2011 shall use new one (as per 3.3.4.1) if they use the
certification mark.
Transition period to replace former type (as per 3.3.4.2) with
new type is sanctioned for the certificate holder who has
already been certified before October 1st, 2011, then the
certificate holder (if they use the certification mark) shall
have implemented the new type not later than April 1st,
2016.

3.3.4.1 JIPDEC Certification Mark (new type)
JIPDEC certification mark can be reproduced in any size.
Even the size being reduced, all letters within the mark
shall be clearly legible.
The colour of JIPDEC accreditation mark is as follows. In
the case of process colour: (C100%+M70%), in the case of
special print colour: (DIC220) single colour. For homepage
or electronic information, as a principle, it will be as follows.
In the case of using WEB colour slider: (003399), RGB
colour: (R=000, G=051, B=153).
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3.3.4

UKAS 認証マーク（
認証マーク（旧タイプ）
タイプ）
2014 年 9 月 1 日以降、如何なる企業も本マークを
使用する事は出来ない。

JIPDEC 認証マーク
2011 年 10 月 1 日より、新タイプが導入された。
2011 年 10 月 1 日以降に認証取得した企業が
JIPDEC 認証マークを使用する場合には、新マーク
（下記の 3.3.4.1 項）を使用すること。
2011 年 10 月 1 日以前に既に認証を取得している
企業が JIPDEC 認証マークを使用する場合は、旧マ
ーク（下記の 3.3.4.2 項）から新マークへの移行期間
が設けられているが、遅くとも 2016 年 4 月 1 日以降
には、新しい認証マークを使用していなければなら
ない。

3.3.4.1 JIPDEC 認証マーク （新タイプ）
新タイプ）
JIPDEC 認証マークのサイズはどのようなサイズに
複製しても良い。縮小する場合、マーク内の文字は
明瞭に表示できなければならない。
JIPDEC 認定マークの色は、プロセスカラーの場合:
（C100%+M70%）、特殊印刷色の場合:（DIC220）
１色とする。ホームページや電子情報に表示する場
合の色指定は、原則として、WEB カラースライダー
で指定の場合（003399）、RGB カラーで指定の場合
（R=000, G=051, B=153）とする。

3.3.4.2 JIPDEC Certification Mark (former type)
After April 1st, 2016, No Customers can use this
Certification Mark.

3.3.4.2 JIPDEC 認証マーク （旧タイプ）
旧タイプ）
2016 年 4 月 1 日以降、如何なる企業も本マークを
使用する事は出来ない。

3.3.5

3.3.5

JAS-ANZ Certification Mark
JAS-ANZ certification mark may be uniformly enlarged or
reduced but all letters within the mark shall be clearly
legible. The URL for the JAS-ANZ Register (www.jasanz.org/register) must be displayed.

JAS-ANZ 認証マーク
JAS-ANZ 認証マークは均一に拡大または縮小して良
いが、マーク内の文字は明瞭に表示できなければな
らない。認証マークには JAS-ANZ Register の URL
(www.jas-anz.org/register)を表示させなければならな
い。
JAS-ANZ 認証マークの色は単色、もしくは下記の指
定色を使用しなければならない。

The certification mark may be used in a single colour, or in
the exact original colours as indicated hereafter.
The colour of the JAS-ANZ mark is:

ブルー：PMS Reflex Blue
赤：PMS 485 (Red)

Blue : PMS Reflex Blue
Red : PMS 485 (Red)

ISO9001, 14001 共通

3.3.6 Combined Marks
Several combined marks with RvA, UKAS, JAB, JIPDEC
etc. can be reproduced to satisfy any restrictions as per
above 3.3.1 - 3.3.5 concerned. The certification mark shall
not be larger than the certificate holders own logo on the
same letterhead etc. Even the size being reduced, all letters
within the mark shall be clearly legible. The certification
mark may be used in black or in the exact colours to satisfy
3.3.1 - 3.3.5.

3.3.6

3.4 All certification mark must not be used, under any
circumstances, on or closely associated with products in such
a way as to imply that the product itself is certified, on such as
any packaging of products (including labels and boxes) or
trade samples (including promotional items), certificate of
product conformity etc.

3.4 全ての認証マークはいかなる場合においても製品に付
けてはならない。また、製品の包装（ラベルや各種パ
ッケージ類を含む）又は商品見本（販促品含む）、製
品の検査成績書等を含めて、製品自身に対して認証が
与えられたと思われるようないかなる方法でも製品に
関連づけて使用してはならない。
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組合せ認証マーク
RvA、UKAS、JAB、JIPDEC 等の各種組合せ認証マ
ークを複製する際のサイズ制限等については、上記
の関連する 3.3.1～3.3.5 を全て満足する範囲とす
る。認証マークは同じレターヘッド等に使われてい
るその企業のロゴより大きくしてはならない。縮小
する場合、マーク内の文字は明瞭に表示できなけれ
ばならない。認証マークの色は黒、もしくは 3.3.1
～3.3.5 に表示されている指定色を満足する範囲で
使用しなければならない。

3.5 Where there is evidence of misuse of either certification mark
or the certificate by the certificate holder, action taken could
be one or more of the following:
•
•

3.5 認証を取得した企業が認証マーク又は認証証明書の使
用条件に違反したことが明らかになった場合は、以下
のいずれかの処置が取られる：
•
•

Prohibition of using DNV GL certification mark
Informing the certificate holder of the required corrective
action to be taken on its part.
•
Suspension or withdrawal of the certificate.
•
Publication of the transgression.
•
Legal action.
The type of action taken will be influenced by the nature of
the misuse, its subsequent consequences and whether or not
the misuse was inadvertent or deliberate.

•
認証証明書の停止又は取り下げ
•
違反事実の公表
•
法的処置
どのような処置がとられるかは、違反事実の内容、そ
れによって及ぼされる影響、及びその違反が不注意に
よるものかによって決められる。

3.6 Notwithstanding 3.5 above the certificate holder shall
immediately discontinue any use of the certification mark
which is considered unacceptable by DNV GL Region Japan.
In any such event the decision of the Managing Director of
DNV GL Business Assurance Japan K.K. shall be final.

3.6 上記 3.5 の規定にかかわらず、認証取得企業は DNV
GL が不適当と判断した認証マークの使用を直ちに中
止しなければならない。この場合の最終決定は、DNV
GL ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 マ
ネージングダイレクターが下すものとする。

3.7 In the event that a certificate ceases to be valid for whatever
reason, the certificate holder shall immediately discontinue all
use and distribution of any letter heads, promotional literature
etc., and bearing the DNV GL certification mark.

3.7 どのような理由であっても、認証証明書の効力が失効
した場合は、認証取得企業は認証マークの入った全て
のものの使用及び配布を直ちに中止しなければならな
い。

4.

4. DNV GL 認証マーク使用条件

USE OF THE DNV GL CERTIFICATION MARK

DNV GL 認証マークの使用禁止
違反事実に対する必要な是正勧告

4.1 Organisations certificated by DNV GL under its management
system certification scheme are entitled to use the DNV GL
single certification mark on its own instead of above
certification mark combinations with the mark of accreditation
body.

4.1 DNV GL マネジメントシステム認証スキームに基づき
認証を受けた企業は、上述の認定機関のマークを含む
認証マークの代わりに、DNV GL 単体認証マークを使
用することも出来る。

4.1.1 Holders of a management system certificate are entitled to
use DNV GL single certification mark on its own on
promotional materials including flags and vehicles in
addition to the cases described in above 3.2.

4.1.1 マネジメントシステム認証証明書を取得した企業
は、DNV GL 単体認証マークの場合には、前述 3.2 項
に加えて、社旗や社有車等のその他の宣伝媒体に使
用することが出来る。

4.1.2.1 New type DNV GL certification mark has been
introduced from July 1st, 2014. The certificate holder
who is certified after July 1st, 2014 shall use new one (as
per 4.1.2.2) if they use the certification mark.

4.1.2.1 2014 年 7 月 1 日より、新タイプが導入された。
2014 年 7 月 1 日以降に認証取得した企業が DNV GL
認証マークを使用する場合には、新マーク（下記の
4.1.2.2 項）を使用すること

Transition period to replace former type (as per 4.1.2.3 and
4.1.2.4) with new type is sanctioned for the certificate
holder who has already been certified before July 1st,
2014, then the certificate holder (if they use the
certification mark) shall have implemented the new type
not later than June 30th, 2017.

2014 年 7 月 1 日以前に既に認証を取得している
企業が DNV GL 認証マークを使用する場合は、旧マ
ーク（下記の 4.1.2.3 項及び 4.1.2.4 項）から新マーク
への移行期間が設けられているが、遅くとも 2017 年
6 月 30 日以降には、新しい認証マークを使用してい
なければならない。

Transition period to replace ISC certification mark (as per
4.1.2.5) with DNV GL certification mark (as per 4.1.2.2) is
sanctioned for the certificate holder who has been
transferred from ISC Japan Co., Ltd. after November 1st,
2015, then the certificate holder (if they use the
certification mark) shall have implemented DNV GL
certification mark not later than October 31st, 2018.
4.1.2.2 DNV GL certification mark on its own may be reproduced
in any size, however it must always be reproduced in its
entirety, including the surrounding outline (for the combined
mark with accreditation mark). DNV GL certification mark
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2015 年 11 月 1 日以降に ISC より認証移管した企業
が認証マークを使用する場合には、ISC 認証マーク
（下記の 4.1.2.5 項）から DNV GL 認証マーク（下記
の 4.1.2.2 項）への移行期間が設けられているが、遅
くとも 2018 年 10 月 31 日以降には、DNV GL 認証マ
ークを使用していなければならない。
4.1.2.2 DNV GL 認証マークはどのようなサイズに複製して
も良いが、（認定機関マークとの統合の場合）必ず
外枠の線を含めてその全体を複製しなければならな

on its own may be reproduced in either black, one colour
with company’s predominant ink or the exact colours
indicated hereafter.

い。DNV GL 認証マークの色は、黒、企業の主色
（単色）もしくは下記の指定色を使用しなければな
らない。

ISO9001 用
ISO14001 用
（他規格も同様）
Sky Blue (Top of the Center Line)
Pantone 291C/U
C40 M0 Y0 K0
R153 G214 B240
HEX 99 D9 F0

空ブルー (センターライン上段)
Pantone 291C/U
C40 M0 Y0 K0
R153 G214 B240
HEX 99 D9 F0

Land Green (Middle of the Center Line)
Pantone 362C/U
C65 M0 Y95 K0
R63 G156 B53
HEX 3F 9C 35

陸グリーン (センターライン中段)
Pantone 362C/U
C65 M0 Y95 K0
R63 G156 B53
HEX 3F 9C 35

Sea Blue (Bottom of the Center Line)
Pantone 661C/U
C100 M70 Y0 K0
R0 G53 B145
HEX 00 35 91

海ブルー (センターライン下段)
Pantone 661C/U
C100 M70 Y0 K0
R0 G53 B145
HEX 00 35 91

Dark Blue (DNV GL)
Pantone 2768C/U
C100 M90 Y0 K60
R15 G32 B75
HEX 0F 20 4B

ダークブルー (DNV GL)
Pantone 2768C/U
C100 M90 Y0 K60
R15 G32 B75
HEX 0F 20 4B

Cyan 80% (Double Line)
Pantone Process Cyan C/U 80%
C80 M0 Y0 K0
R51 G178 B225
HEX 33 B2 E1

シアン 80% (二重ライン)
Pantone Process Cyan C/U 80%
C80 M0 Y0 K0
R51 G178 B225
HEX 33 B2 E1

Black (Standard)
Pantone C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
HEX 00 00 00

黒

4.1.2.3 After June 30th, 2017, No Customers can use this
Certification Mark.

(規格名)
Pantone C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
HEX 00 00 00

4.1.2.3 2017 年 6 月 30 日以降、如何なる企業も本マークを
使用する事は出来ない。

ISO9001 用
ISO14001 用
（他規格も同様）
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4.1.2.4 After June 30th, 2017, No Customers can use this
Certification Mark.

4.1.2.4 2017 年 6 月 30 日以降、如何なる企業も本マークを
使用する事は出来ない。

ISO9001 用
ISO14001 用
（他規格も同様）
4.1.2.5 After October 31st, 2018, No Customers can use this
Certification Mark.

4.1.2.5 2018 年 10 月 31 日以降、如何なる企業も本マークを
使用する事は出来ない。

4.1.3 For other conditions of use of DNV GL certification mark
on its own, refer to above paragraph 2, 3.1-3.3, 3.4-3.7 as
general restrictions.

4.1.3 その他、DNV GL 認証マーク使用に関しては、前述
2、3.1～3.3 項、3.4～3.7 項の各種一般的な制限条件
も参照のこと。
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