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ISOriEC 17025:2017

This accreditation demonsttates technical competence for a defined scope and the

operation ofa labOratOり quality managemeH system

(aS Outlined by hejoint ISO― ILAC― IAF Communiqu6 dated Apri1 2017):
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Accreditattion claims for such tcsting and/or calibration ser宙 ∝s shall only bc madeと om addresses referenced、 |二hin his
certincatc.his Accreditation is grantcd subieCt tO hc systtm rules gOveming he Accreditation refered to above,and the

Organization hcreby covenants witt he Accrcditation body's duげ to obSewc and comply ttih hc said rules.
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For PJLA:

Tracy Szerszen

President

PCtt JOhnson Laboratoリ

Accredttation,Inc。 (PJLA)
755ヽV.Big Beaver,Suite 1325

Troy,Michigan 48084
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rJIA Yamato Scientinc C。。,Ltd. Testing Laborato呼
lF HASEMAN Building 2■ 卜6 Tomioka Koto― ku,Tokyo 135‐ 0047

Contact Namei Kazuki Ohashi Phone:03‐ 5639-6040
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The presence of a superscript F means that the laboratoり performs testing ofthe indicated parameter at its

ixed location.Example:Outside MicrometerF would mean that he laboratoり perforlns this testing at its

flxed iocation.

EnviЮ nmental F

FIELD
OF TEST

Temperature test

chamber
Temperature/humidiけ

test chalnber

ITEMS,ヽ【ATERIALS OR
PRODUCTS TLSTED

Humidity in

chanber

Temperamre in

chamber

SPEcュⅢIC TESTS
OR PROPERTIES

Ⅲ質EASURED
Meastrement Test

Procedures of

Temperature Test

Chamber and
Temperature/Humidity

Test Chamber

(QW003)

On the basis on

JIS C 60068-3‐ 5/6

SPECE「ICAT10N,
STANDARD METHOD OR

TECⅡNIOUE USED

Range ofhumidiサ

setting in chamber:

5。/ORよIto 95 0/ORH

For each measurement

point:

U(2K)=± 5,00/ORH

Range oftemperature

setting in chamber:
-80° C to 260°C

For each measurement
point:

U(2K)=± 0.88° C

RANGEc蜀 皿LRE
APPROPRIATE)AND
DETECTION LIMIT
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アクレディテーションインク
ハ
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ベ リージョンソン ラボラ トリー アクレデ ィテーション インクは、

下乳の試験所 を窓査 しました。

ヤマト科学株式会社 テスティングラボラトリ

〒135-0047 永京着ド江 永区宮 岡 2-11-6 HASEMANビ ル lF

ここに本紐織が、以下の霊祭 された回路規格に基づき、塁定されたことを証 します。

rざοガβσrグθ2Jf2θ′グ

本誕定により、以下の範囲及.び試験所品質マネジメントシステムの垂苦における|え術的化力を
実証するものとします。(2017年 4月 秀イ子ISO‐ILAC‐LAF共同コミュニケに準ずる)

ЛS C 60068-3-5/6に 基づく恒温構えび恒温惇湿構の構内温度試験えび構内湿度試験

僻 舶は付癌書に乳述)

上記試験及び/入は枝エサービスに対する翼定合格は本塁定証内で盲及 された仁 P~府 のみを対象とする。本契定は、
上記規オ各、の認定を管理するシステム猛定に従い捜与 され、俎彼はその堤定を垂守 し、記定機関の任務 を率童する
ことをここに警釣する。

PЛA
初口誕定ロ

2019年 12月  11 日
発行E        契定証有効期 l`R

2021年 11月 22E1     2023年 12月  31 日

契定証券号

L21‐ 700

記 定手号

98388

トレーシー サーツ ェン

プレジアン ト

Pett Johnson Laboratov

Accreditation,hc。 (PJLA)
755W.Big Beaver Rd。 ,Suite 1325
TЮy,Michigan 48084

ニノ,望 定とこの有効佐 ケ
=、

狩充 これた足定′こをう (纂究感と を竜 して盗持 とれてい とす。
PLAウ ェアサ イト(Ⅲ、w pJlabs∞ nilて ご韓静 たヽだけ 主す

湯、本翼定鉦は日本語l髄 よ概であり、美えの契定証を三式のものとする.

1/2頁
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rJLA
ヤマ ト科学株式会社 テスティングラボラトリ
〒135-0047 燕京都江来区害同2-11-6 11ASEMANビ ルlF

大構 本,オ Te1 03-5639-6040

本記定を、上こと組織の実施する下記試験 について授与する。

1,上付き文字 “F"は、試験所が固定された位置で示されたパラメータの試験を実行することを意味している。
(例 : “Outside MicronleterF"は 、試験所が固定された位置でこの試験を行うことを明確にしている。)

環境的

試験「

試験分野

温度・温湿度試験槽

試験 された

品日、材料、製品

槽内湿度

槽内温度

試験の内容または

測定された属性

」IS C 60068-3-5/6イこ≧垂ンづく

温度・温湿度試験槽の測定試験

手順 (QW003)

適用 された仕様、

規格に規定された方法または手法

槽内湿度設定範囲
5%RH～ 95%RH

各測定点において

U(2κ )=± 5.0%RH

槽内温度設定範囲
-80℃ ～ 260℃

各測定点において

U(2κ )三 ± 0.88℃

範囲及び

検出限界

2021年 ■ 月発行 本付属書は、認定証番号 L21700の認定証を補足するものである。 2/2頁


