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パナソニック ホールディングス（株）  プロダクト解析センター

EMCテストラボ　篠⼭EMCサイト

試　験　名 試　験　規　格 試　験　法 料　　⾦ 備　　考

 電界アンテナ（ALSE） ・0.1MHz 〜 6.0GHz

 磁界アンテナ ・0.1MHz 〜 30MHz

 6cmループアンテナ ・SMART帯

 低周波磁界 ・20Hz 〜 200kHz

 電圧法 ・0.1MHz 〜 110MHz （電圧）

 電流法 ・0.1MHz 〜 1GHz （電流）

過渡エミッション測定
 ISO7637-2
 ECE R10
 ⾃動⾞メーカ要求

 - 22,500円 / 時間 ・AES 5501（TESEQ社）保有

 - 22,500円 / 時間 ・ELT-400のみ使⽤の場合
（1Hz 〜 400kHz）

 - 55,000円 / 回 ・ELT-400+7904A-201使⽤の場合
（10 Hz〜400 kHz）

 ISO11452-2
 ECE R10.05
 ⾃動⾞メーカ要求

アンテナ照射（ALSE） 27,500円 / 時間 ・400MHz 〜 6GHz︓200V/m

 ISO11452-2
 ECE R10.05
 ⾃動⾞メーカ要求

レーダーパルス 27,500円 / 時間
＋50,000円 / 1帯域

・1.2GHz 〜 1.4GHz︓600V/m
・2.7GHz 〜 3.1GHz︓600V/m

 ISO11452-3
 ECE R10.05
 ⾃動⾞メーカ要求

 TEMセル 27,500円 / 時間 ・1MHz 〜 400MHz︓200V/m

 ISO11452-5
 ECE R10.05
 ⾃動⾞メーカ要求

ストリップライン 27,500円 / 時間 ・0.1MHz 〜 400MHz︓200V/m

 ISO11452-8
 ⾃動⾞メーカ要求  磁界イミュニティ 22,500円 / 時間 ・DC, 15Hz 〜 150kHz︓MAX 1000A/m

※試験レベルは要相談

 ISO11452-9
 ⾃動⾞メーカ要求

 近接アンテナ
 無線機・携帯電話アンテナ

27,500円 / 時間
+5,000 / 時間*

（*デジタル変調の場合）

・28MHz 〜 6GHz︓15W
・SBA9113+420NJ保有
・SBA9119+422NJ保有
・NKU07M60G保有
・NKU2460G保有

 ISO11452-11
 ⾃動⾞メーカ要求 リバブレーションチャンバー（RVC） 50,000円 / 時間 ・200MHz 〜 6GHz︓200V/m

※試験レベルは要相談

 SAE1113-25
 ⾃動⾞メーカ要求 トリプレート 27,500円 / 時間 ・0.1MHz 〜 520MHz︓250V/m

・520MHz 〜 1000MHz︓200V/m

伝導イミュニティ試験
 ISO11452-4
 ECE R10.05
 各⾃動⾞メーカ要求

 BCI 27,500円 / 時間 ・0.1MHz 〜 400MHz、600mA
・400MHz 〜 2GHz、200mA

 ISO7637-2
 ISO7637-3
 JASO D 001-94
 ECE R10
 各⾃動⾞メーカ要求

 直接注⼊
カップリングクランプ
BCIプローブ
コンデンサ結合

22,500円 / 時間

・Pulse 1、2a、2b、3a、3b、4、5a、5b等
・CCC、ICC、DCC
・A-1、A-2、B-1、B-2、D-1、D-2、E
・フィールドディケイ（矩形波のみ）

 JASO D902-95  耐久性試験 10,000円 / 時間 ・B-1、B-2

電圧変動試験
 ISO16750-2
 JASO D 001-94
 各⾃動⾞メーカ

 - 22,500円 / 時間 ・リップル、矩形波、瞬断
・恒温恒湿槽保有

インパルスノイズ試験  各⾃動⾞メーカ要求 コンデンサ結合
プローブ注⼊ 22,500円 / 時間

・パルス幅︓10,50,100,200,400,
500,800,1000ns

・印加電圧︓±10V 〜 2kV

静電気イミュニティ試験  ISO10605
 接触放電
 間接放電
 微⼩ギャップ放電

22,500円 / 時間 ・印加電圧︓±200V 〜 30kV

料　　⾦ 備　　考

依頼試験
（簡易報告書） 定型書式　作成費 ＋3,000円 / 試験 ・1台、1動作モードあたりの料⾦

・試験費⽤に加算

認証基本料 30,000円 / 1レポート ・試験費⽤に加算

定型書式　作成費 ＋5,000円 / 試験 ・1台、1動作モードあたりの料⾦
・認証基本料に加算

⾮定型書式　作成費 ＋7,500円 / 試験 ・1台、1動作モードあたりの料⾦
・認証基本料に加算

備考　①各試験の御⾒積りは、時間ベースでの作成となります。
②依頼試験には、提出物として測定データまたはデータシートと写真が含まれます。
③試験時間には、測定のセッティング、⽚付けの時間を含みます。
④依頼・認証試験は、19:00までの対応となります。
⑤試験名に記載されていない試験につきましては、お問い合わせ下さい。

EMC依頼・認証試験 料⾦表（⾞載機器）

放射妨害波エミッション測定
 CISPR 25
 ECE R10
 ⾃動⾞メーカ要求

27,500円 / 時間

伝導妨害波エミッション測定
 CISPR 25
 ECE R10
 ⾃動⾞メーカ要求

27,500円 / 時間

⼈体ばく露量測定 ⾃動⾞メーカ要求

【お問合せ】　プロダクト解析センター　安全・EMCソリューション部　EMC設計課　⾞載評価係 （emc-sasayama@ml.jp.panasonic.com）

放射イミュニティ試験

過渡イミュニティ試験

内　　容

オプション
認証試験

（公的報告書）

⑥上記料⾦に消費税が加算されます。


