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食品安全マネジメントシステム審査員に対する料金基準 

 

食品安全マネジメントシステム審査員及び、FSMS22002plus 審査員の評価、試験、登録に必

要な料金（消費税込み）は以下の通りです。 

 

１．ＦＳＭＳ審査員の登録に必要な費用 

 

申請区分 FSMS審査員補 FSMS審査員 FSMS主任審査員 

（１）新規 24,840 円 ― ― 

（２）資格拡大 22,680 円 ― ― 

（３）格上げ ― 10,800 円 10,800 円 

（４）カテゴリ拡大 （※1） 5,400 円 5,400 円 5,400 円 

（５）登録維持 11,880 円 23,760 円 30,240 円 

（６）登録更新 18,360 円 30,240 円 36,720 円 

（７）改訂規格への移行 （※2） 3,240 円 3,240 円 3,240 円 

（１）新規申請時に必要な料金 

FSMS審査員補の新規申請料金（12,960 円）と年間登録料金（11,880 円）

の合計額（24,840 円）です。 

（２）資格拡大申請時に必要な料金 

 FSMS審査員補の資格拡大申請料金（10,800 円）と年間登録料金（11,880

円）の合計額（22,680 円）です。 

（３）格上げ申請料金  

FSMS 審査員、FSMS 主任審査員への格上申請料金ともに、同額（10,800

円）です。 

（４）カテゴリ拡大申請料金 

カテゴリ・サブカテゴリ拡大するための申請料金は、どの資格区分から

の拡大も同額（5,400 円）です。 

 ※1：上記（３）の格上げと同時に申請を行う場合にはこの料金は不要です。 

（５）登録維持料金 

①FSMS審査員補の場合 

年間登録料金（11,880 円）です。 

②FSMS審査員の場合 

年間登録料金（23,760 円）です。 

③FSMS主任審査員の場合 

年間登録料金（30,240 円）です。 
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（６）登録更新時に必要な合計料金 

①FSMS審査員補の場合 

更新申請料金（6,480 円）と年間登録料金（11,880 円）の合計額（18,360

円）です。 

②FSMS審査員の場合 

更新申請料金（6,480 円）と年間登録料金（23,760 円）の合計額（30,240

円）です。 

③FSMS主任審査員の場合 

更新申請料金（6,480 円）と年間登録料金（30,240 円）の合計額（36,720

円）です。 

 

（７）移行に必要な料金 

移行申請登録料（3,240円：各審査員区分で共通）です。 

 ※2：「新規」「資格拡大」「格上げ」「維持」「カテゴリ拡大」および「更新」の

各申請と同時に移行する場合にはこの料金は不要です。 

ただし、単独移行申請の場合並びに「維持」と同時申請であって 2018 年

版の登録証明書及び審査員カードの作成をご希望される場合は、登録証明

書（1,080 円）及び審査員カード（1,080 円）が追加で必要です。 

 

 

２．FSMS22002plus 審査員の追加認証登録に必要な費用 

 

申請区分 FSMS22002plus審査員補 FSMS22002plus審査員 

（１）新規 5,400 円 

（２）格上げ （※1） ― 5,400 円 

（３）登録維持 FSMS審査員補 14,040 円 

FSMS審査員 25,920 円 

FSMS主任審査員 32,400 円 

（４）登録更新 FSMS審査員補 21,600 円 

FSMS審査員 33,480 円 

FSMS主任審査員 39,960 円 

 

（１）新規申請時に必要な料金  

FSMS22002plus審査員補、FSMS22002plus審査員のいずれも 5,400円です。 

（２）格上げ申請料金 

FSMS22002plus審査員への格上申請料金は 5,400 円です。 

※1： FSMS審査員格上申請と同時に FSMS22002plus審査員への格上申請をする

場合には、この料金は不要です。 
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（３）登録維持申請時に必要な料金 

①FSMS審査員補の場合 

FSMS審査員補維持料金（11,880 円）と年間登録料金（2,160 円）の合計

額（14,040 円）です。 

 

②FSMS審査員の場合 

FSMS審査員維持料金（23,760 円）と年間登録料金（2,160 円）の合計額

（25,920 円）です。 

③FSMS主任審査員の場合 

FSMS主任審査員維持料金（30,240 円）と年間登録料金（2,160 円）の合

計額（32,400 円）です。 

（４）登録更新申請時に必要な料金 

①FSMS審査員補の場合 

FSMS審査員補更新合計料金（18,360 円）と年間登録料金（2,160 円）と

更新申請料金（1,080 円）の合計額（21,600 円）です。 

②FSMS審査員の場合 

FSMS審査員更新合計料金（30,240 円）と年間登録料金（2,160 円）と更

新申請料金（1,080 円）の合計額（33,480 円）です。 

③FSMS主任審査員の場合 

FSMS 主任審査員更新合計料金（36,720 円）と年間登録料金（2,160 円）

と更新申請料金（1,080 円）の合計額（39,960 円）です。 

 

３．筆記試験の申し込みに必要な料金 

（承認研修コースにて筆記試験実施済の方は、不要な料金です。） 

 

申請区分 審査員補 審査員 

（１）FSMS審査員受験料金 6,480 円 ‐ 

（２）FSMS22002plus審査員受験料金 6,480 円 6,480 円 

（１）FSMS審査員受験料金    6,480 円 

（付記）研修コース最終日に筆記試験を実施していなかった期間の研修コース修

了者が、研修機関で試験を受けるために必要な料金です。 

（２）FSMS22002plus審査員受験料金   6,480 円 

（付記）JRCA承認研修コース以外の研修を修了した申請者が、筆記試験を受ける

ために必要な料金です。 
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４．登録証明書、審査員カードの発行料金 

（「新規」、「資格拡大」、「格上げ」、「カテゴリ拡大」及び「登録更新」の各申請時以外に、紛

失などの理由で再発行を希望する場合の料金です。） 

 

区分 発行料金 

登録証明書 1,080 円 

審査員カード 1,080 円 

 

５．振込先銀行口座等 

 

（１）各種料金の振込先銀行口座 

項 目 銀行口座 

銀行名 みずほ銀行 

支店名 青山支店 

預金種別 普通預金 

口座番号 ２６１９５５３ 

口座名義 
一般財団法人日本要員認証協会 

ザイ）ニホンヨウインニンショウキョウカイ 

注：振込み手数料は各自でご負担願います。 

（２）お問い合わせ先 

〒108-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田ＭＴビル 11F 

一般財団法人日本要員認証協会 マネジメントシステム審査員評価登録センター（JRCA） 

TEL：03-4231-8590  FAX：03-4231-8685  E-mail：jrca@jsa.or.jp 

 

附則 

この料金基準は、２０１９年４月１日から施行します。 

mailto:jrca@jsa.or.jp


JRCA F2000-改定 1 版 

食品安全マネジメントシステム審査員に対する料金基準 

  

5 

制定・改定履歴 

版番号 年月日 内容 

制定 2019年 2月 1日 ・日本規格協会 JRCA F2000 を承継し、日本要員認証協

会設立に伴い新規制定。 

（参考）日本規格協会 JRCA F2000 改定 5 版からの改定

内容 

・審査員登録証の名称を変更（1(7)、4項） 

改定 1版 2019年 4月 1日 ・予てより定めた通り、2019年 3月 31日を以って FSMS

審査員及び FSMS 主任審査員への資格拡大登録を廃止し

たため、料金表を修正。 

 


