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株式会社アルバック

規格品事業部

該非判定結果 計測機器部

■本該非判定結果は　2021年1月27日施行　の法改正に対応しています。

■本該非判定結果は、当社が行った判定結果を記載したものであり、政府機関や当社が輸出を認めるものではありません。
   当社製品の輸出に際しては、外為法及び関連法令の規定に従い、適切な手続きをお願いします。
■本該非判定結果は、当社製品の仕様に基づいたものです。
   お客様が加工、分解、改造等を施された当社製品や、当社製品を搭載したお客様の製品にはご利用いただくことはできません。

■本該非判定結果の見方
   ■輸出貿易管理令　別表第一の１項から１５項、別表第二
      判定結果 ： 「該当」　 ＝規制品目であり、規制値を満たす。
                       「非該当」＝規制品目であるものの、規制値を満たさない。
                       「対象外」＝規制品目に当てはまらない。
      判定結果が対象外のとき「いずれの項にも関係しない」となります。
      又は、項番が記載されている場合は、その他項番については「いずれの項にも関係しない」となります。
      輸出令別表第一の１項から１５項に非該当、もしくは対象外のものであっても、別表第一の１６項に該当します。
   ■米国輸出管理規則(EAR)
      判定結果 ： 「ECCN」  ＝規制品目リスト(Commerce Control List.  以下、CCL)で規定されている品目に附される分類番号。
                       「EAR99」 ＝EAR規制対象品目であり、CCLで規定されていない品目に附される分類番号。
                       「対象外」 ＝EAR規制対象品目に当てはまらないもの。

製品名 型番

判定結果 輸出令 省令 判定理由 判定結果 項番 判定理由 ECCN 判定理由
非該当 2項(12) 1条十七号 ・測定軸が規制値を

満たさないため。

非該当 8項 7条一号 ・使用温度範囲が規
制値を満たさないた
め。
・加乗最高性能が規
制値を満たさないた
め。
・データ転送速度が
規制値を満たさない
ため。

非該当 7項(16) 6条十七号 汎用品のため、7項
(16)の部分品に当た
らないため。

EAR輸出令別表第二輸出令別表第一の１項から１５項

水晶発振式
成膜コントローラ

CRTM6000
CRTM6000G
CRTM9000
CRTM9000G
CRTM9200

対象外 － 規制品目に当てはま
らないため。

対象外 米国産ではなく、ま
た米国規制ソフト
ウェア・技術に基づ
いて直接的に製造さ
れたものではないた
め。
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■本該非判定結果は　2021年1月27日施行　の法改正に対応しています。

■本該非判定結果は、当社が行った判定結果を記載したものであり、政府機関や当社が輸出を認めるものではありません。
   当社製品の輸出に際しては、外為法及び関連法令の規定に従い、適切な手続きをお願いします。
■本該非判定結果は、当社製品の仕様に基づいたものです。
   お客様が加工、分解、改造等を施された当社製品や、当社製品を搭載したお客様の製品にはご利用いただくことはできません。

■本該非判定結果の見方
   ■輸出貿易管理令　別表第一の１項から１５項、別表第二
      判定結果 ： 「該当」　 ＝規制品目であり、規制値を満たす。
                       「非該当」＝規制品目であるものの、規制値を満たさない。
                       「対象外」＝規制品目に当てはまらない。
      判定結果が対象外のとき「いずれの項にも関係しない」となります。
      又は、項番が記載されている場合は、その他項番については「いずれの項にも関係しない」となります。
      輸出令別表第一の１項から１５項に非該当、もしくは対象外のものであっても、別表第一の１６項に該当します。
   ■米国輸出管理規則(EAR)
      判定結果 ： 「ECCN」  ＝規制品目リスト(Commerce Control List.  以下、CCL)で規定されている品目に附される分類番号。
                       「EAR99」 ＝EAR規制対象品目であり、CCLで規定されていない品目に附される分類番号。
                       「対象外」 ＝EAR規制対象品目に当てはまらないもの。

製品名 型番

判定結果 輸出令 省令 判定理由 判定結果 項番 判定理由 ECCN 判定理由

EAR輸出令別表第二輸出令別表第一の１項から１５項

水晶発振式成膜
コントローラ用
センサー

CRTS-0
CRTS-80
CRTS-4
CRTS-84
CRTS-6
CRTS-86
CRTS-4U
CRTS-6U
CRTS-84U
CRTS-86U

対象外 - - 規制品目に当てはま
らないため。
・

対象外 － 規制品目に当てはま
らないため。

対象外 米国産ではなく、ま
た米国規制ソフト
ウェア・技術に基づ
いて直接的に製造さ
れたものではないた
め。
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■本該非判定結果は　2021年1月27日施行　の法改正に対応しています。

■本該非判定結果は、当社が行った判定結果を記載したものであり、政府機関や当社が輸出を認めるものではありません。
   当社製品の輸出に際しては、外為法及び関連法令の規定に従い、適切な手続きをお願いします。
■本該非判定結果は、当社製品の仕様に基づいたものです。
   お客様が加工、分解、改造等を施された当社製品や、当社製品を搭載したお客様の製品にはご利用いただくことはできません。

■本該非判定結果の見方
   ■輸出貿易管理令　別表第一の１項から１５項、別表第二
      判定結果 ： 「該当」　 ＝規制品目であり、規制値を満たす。
                       「非該当」＝規制品目であるものの、規制値を満たさない。
                       「対象外」＝規制品目に当てはまらない。
      判定結果が対象外のとき「いずれの項にも関係しない」となります。
      又は、項番が記載されている場合は、その他項番については「いずれの項にも関係しない」となります。
      輸出令別表第一の１項から１５項に非該当、もしくは対象外のものであっても、別表第一の１６項に該当します。
   ■米国輸出管理規則(EAR)
      判定結果 ： 「ECCN」  ＝規制品目リスト(Commerce Control List.  以下、CCL)で規定されている品目に附される分類番号。
                       「EAR99」 ＝EAR規制対象品目であり、CCLで規定されていない品目に附される分類番号。
                       「対象外」 ＝EAR規制対象品目に当てはまらないもの。

製品名 型番

判定結果 輸出令 省令 判定理由 判定結果 項番 判定理由 ECCN 判定理由

EAR輸出令別表第二輸出令別表第一の１項から１５項

非該当 2項(12) 1条十七号 ・測定軸が規制値を
満たさないため。

非該当 6項(6) 5条八号 ・座標測定器ではな
い。
・直線上の変位を測
定するためのもので
はない。
・光の散乱を用いて
いない。表面粗さを
測定しない。

水晶板 UCR-4MAG-01
UCR-5MAU-01
UCR-5MAG-01
UCR-4MAG-12
UCR-5MAU-12
UCR-5MAG-12
CR5G1
CR5S1

対象外 - - 規制品目に当てはま
らないため。

対象外 － 規制品目に当てはま
らないため。

対象外 米国産ではなく、ま
た米国規制ソフト
ウェア・技術に基づ
いて直接的に製造さ
れたものではないた
め。

対象外 米国産ではなく、ま
た米国規制ソフト
ウェア・技術に基づ
いて直接的に製造さ
れたものではないた
め。

水晶発振式成膜
コントローラ用マルチ
センサー

CRTS-Ｍ6
CRTS-12NS

対象外 － 規制品目に当てはま
らないため。
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■本該非判定結果は　2021年1月27日施行　の法改正に対応しています。

■本該非判定結果は、当社が行った判定結果を記載したものであり、政府機関や当社が輸出を認めるものではありません。
   当社製品の輸出に際しては、外為法及び関連法令の規定に従い、適切な手続きをお願いします。
■本該非判定結果は、当社製品の仕様に基づいたものです。
   お客様が加工、分解、改造等を施された当社製品や、当社製品を搭載したお客様の製品にはご利用いただくことはできません。

■本該非判定結果の見方
   ■輸出貿易管理令　別表第一の１項から１５項、別表第二
      判定結果 ： 「該当」　 ＝規制品目であり、規制値を満たす。
                       「非該当」＝規制品目であるものの、規制値を満たさない。
                       「対象外」＝規制品目に当てはまらない。
      判定結果が対象外のとき「いずれの項にも関係しない」となります。
      又は、項番が記載されている場合は、その他項番については「いずれの項にも関係しない」となります。
      輸出令別表第一の１項から１５項に非該当、もしくは対象外のものであっても、別表第一の１６項に該当します。
   ■米国輸出管理規則(EAR)
      判定結果 ： 「ECCN」  ＝規制品目リスト(Commerce Control List.  以下、CCL)で規定されている品目に附される分類番号。
                       「EAR99」 ＝EAR規制対象品目であり、CCLで規定されていない品目に附される分類番号。
                       「対象外」 ＝EAR規制対象品目に当てはまらないもの。

製品名 型番

判定結果 輸出令 省令 判定理由 判定結果 項番 判定理由 ECCN 判定理由

EAR輸出令別表第二輸出令別表第一の１項から１５項

CRTM用
オシレーター

OSC-12B
OSC-12BG
OSC-12D
OSC-12DG

対象外 - - 規制品目に当てはま
らないため。

対象外 － 規制品目に当てはま
らないため。

対象外 米国産ではなく、ま
た米国規制ソフト
ウェア・技術に基づ
いて直接的に製造さ
れたものではないた
め。

CRTM用補助
ケーブル

0.15M 対象外 - - 規制品目に当てはま
らないため。

対象外 － 規制品目に当てはま
らないため。

対象外 米国産ではなく、ま
た米国規制ソフト
ウェア・技術に基づ
いて直接的に製造さ
れたものではないた
め。

CRTM－6000G、９
000G、9100Ｇ､9200
共用真空内部
ケーブル

0.2Ｍ
0.5M
0.9M
1.2M
1.5M

対象外 - - 規制品目に当てはま
らないため。

対象外 － 規制品目に当てはま
らないため。

対象外 米国産ではなく、ま
た米国規制ソフト
ウェア・技術に基づ
いて直接的に製造さ
れたものではないた
め。



2021年6月9日　発行

株式会社アルバック

規格品事業部

該非判定結果 計測機器部

■本該非判定結果は　2021年1月27日施行　の法改正に対応しています。

■本該非判定結果は、当社が行った判定結果を記載したものであり、政府機関や当社が輸出を認めるものではありません。
   当社製品の輸出に際しては、外為法及び関連法令の規定に従い、適切な手続きをお願いします。
■本該非判定結果は、当社製品の仕様に基づいたものです。
   お客様が加工、分解、改造等を施された当社製品や、当社製品を搭載したお客様の製品にはご利用いただくことはできません。

■本該非判定結果の見方
   ■輸出貿易管理令　別表第一の１項から１５項、別表第二
      判定結果 ： 「該当」　 ＝規制品目であり、規制値を満たす。
                       「非該当」＝規制品目であるものの、規制値を満たさない。
                       「対象外」＝規制品目に当てはまらない。
      判定結果が対象外のとき「いずれの項にも関係しない」となります。
      又は、項番が記載されている場合は、その他項番については「いずれの項にも関係しない」となります。
      輸出令別表第一の１項から１５項に非該当、もしくは対象外のものであっても、別表第一の１６項に該当します。
   ■米国輸出管理規則(EAR)
      判定結果 ： 「ECCN」  ＝規制品目リスト(Commerce Control List.  以下、CCL)で規定されている品目に附される分類番号。
                       「EAR99」 ＝EAR規制対象品目であり、CCLで規定されていない品目に附される分類番号。
                       「対象外」 ＝EAR規制対象品目に当てはまらないもの。

製品名 型番

判定結果 輸出令 省令 判定理由 判定結果 項番 判定理由 ECCN 判定理由

EAR輸出令別表第二輸出令別表第一の１項から１５項

CRTM－6000G、９
000G、9100Ｇ､9200
共用外部ケーブル

2Ｍ
4M
8M
12M
16M
20M

対象外 - - 規制品目に当てはま
らないため。

対象外 － 規制品目に当てはま
らないため。

対象外 米国産ではなく、ま
た米国規制ソフト
ウェア・技術に基づ
いて直接的に製造さ
れたものではないた
め。


