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PROFILE
冷凍空調は、私たちのくらしの中のあらゆるところで活躍しています。
Refrigeration and Air Conditioning Products are in anywhere in our lives.

一般社団法人

沿

日本冷凍空調工業会の概要

革

当会は、冷凍・空調産業の発展を目的に「日本冷凍機製造協会」として1949 年（昭和 24 年）に創設されました。

1969 年（昭和 44 年）2 月に法化されて「社団法人 日本冷凍空調工業会」となり、その後一般社団法人移行の認可を
得て、2012 年（平成 24 年）4 月、現在の「一般社団法人日本冷凍空調工業会」となりました。

事業目的
当会は、冷凍・空調機、冷凍・空調機応用製品および冷凍機応用装置ならびにこれらに使用する補器、部品、自
動機器および付属品（以下「冷凍空調機器」という）の生産、流通、貿易および消費の増進に関する施策、その他諸
施策の充実を図ることにより、冷凍空調機器産業およびその関連産業の健全な発展を図るとともにわが国産業の
発展に資し、もって国民生活の向上に貢献することを目的としています。

会

員

当会は、正会員、特別会員および賛助会員で構成されています。
（1）正 会 員：冷凍空調機器の製造販売の事業を営む法人および個人ならびにこれらの者を主たる構成員とする
団体
（2）特別会員：正会員の親会社、子会社および関連会社または冷凍空調機器の研究開発等により製品の開発・製造・
販売に直接関与している会社であって、工業会活動に参加しようとする法人
（3）賛助会員：正会員、特別会員以外の者で、当会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者
（4）会員会社：別添のとおり。

主な事業活動
当会は、各分野の多様なニーズに応えるため、会員会社の専門委員からなる委員会を設け、定期的または必要に
応じて会議を開催し、冷凍空調産業の発展に向け、活発な活動を続けています。
● 生産、流通、貿易および消費の増進に関する施策の推進
● 規格、基準の策定ならびに技術の改善・向上に関する施策の推進
● 国際交流の推進ならびに国際会議への参画および開催
● 展示会・シンポジウムなどへの参画および開催
● 資料の収集・提供および海外情報の収集・提供
● 調査、広報および普及啓発に係る施策の推進
● 環境問題に係る調査研究ならびに行政施策への協力
● 冷凍空調機器およびその試験装置の検査、検定
● その他、当会の目的を達成するために必要な事業
HVAC＆R

Profile of JRAIA
History
The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association (JRAIA) was originally established in February
1949 as the Japan Refrigerating Machine Manufacturers Association which was thereafter reorganized in February
1969 to become an incorporated association and renamed as it is at present.

Mission
JRAIA aims to promote and improve production, distribution and consumption of refrigeration and air conditioning
equipment and their applied products, as well as auxiliary devices and components, automatic controls and
accessories and thereby contribute to the steady development of Japanese industry and the improvement in
people's standard of living.

Membership
JRAIA members consist of regular, special and associate members.
(1) Regular member: Any corporation or individual engaged in manufacture of refrigeration and air conditioning
equipment, or any group consisting of any such corporations or individuals.
(2) Parent, subsidiary or affiliate company of a regular member, having an intention to join JRAIA's activities.
(3) Associate member: Any person (other than regular and special members) who agrees with the mission of
JRAIA and is ready to cooperate in its activities.
(4) Member company: As per the attached list.

Main activities
● Promotion of measures to increase output, distribution, trade and consumption.
● Establish standards and guideline, and promotion of measures to improve technologies
● Promotion of international exchanges, holding and participating in international conferences
● Participating in and holding expositions and symposiums
● Gathering and providing information on domestic and foreign affairs
● Research and public relations
● Research study of environmental issues and

cooperative work for government measures
● Testing and certification of refrigeration and air

conditioning equipment and testing facilities
● Other activities to achieve the goal of JRAIA

事業対象品目
当会が事業活動の対象としている主な品目は、次のとおりです。

1 冷凍･空調･暖房機器
● 空調機器：ルームエアコン／ハウジングエアコン／パッケージエアコン／ファンコイルユニット
エアハンドリングユニット／スポットクーラー／全熱交換器など
● 熱源機器：チリングユニット／吸収式冷凍機／遠心式冷凍機／各種蓄熱式空調装置
● 業務用冷凍冷蔵機器：ショーケース／業務用冷凍･冷蔵庫／ユニットクーラー／製氷機など
● 輸送用冷凍機器・装置
● カーエアコン
● 空気清浄機・装置
● 除湿機
● ヒートポンプ給湯機
● 床暖房機器

2 冷凍・冷蔵・製氷・凍結設備
● 漁業用凍結・保管冷蔵倉庫設備
● 水産加工用急速凍結設備
● 農業用高湿度低温保管設備
● アイススケートリンク・カーリング場用製氷設備
● 船舶用各種冷凍装置
● 食品加工工場用各種冷凍装置
● 真空凍結乾燥用低温創出装置
● 食品店舗／食品輸送／業務用各種冷凍・冷蔵庫
● 乳業・飲料・ビール工場用冷却・加熱装置
● 医・理化学用各種冷蔵設備

3 関連機器など
● フロン回収機
● 圧縮機およびコンデンシングユニット
● 補器：蒸発器／凝縮器／受液器／油分離器など
● 各種自動制御機器および弁・バルブ類・計測機器
● 冷却塔
● ファン・ブロワ

4 環境対策機器・システム（フロン対策など）
5 地域冷暖房システム
6 コージェネレーション
7 ガス空調システム

（ガスエンジンヒートポンプエアコン／吸収式冷凍機）

8 氷蓄熱システム
9 関連資材・部品

Items covered by JRAIA
Main items covered by JRAIA's activities
1 HVAC
● Room air conditioners / Packaged air conditioners
● Fan-coil units / Air-handling units
● Spot coolers / Heat and Energy Recovery Ventilations
● Chilling units / Absorption chillers / Centrifugal chillers
● Automotive air conditioners
● Air cleaners
● Dehumidifiers
● Heat pump water heaters

2 Refrigeration
● Commercial refrigerated cabinets / Commercial closed reach-in refrigerators
● Automatic ice makers
● Transport refrigeration units
● Other refrigerating systems : for Dairy products, Food-processing
● Ice makers for ice skate rinks / Phama-medical use

3 Major components
● Refrigerant recovery / Recycling equipment
● Compressors / Condensing units
● Auxiliary equipment : Evaporators / Condensers / Liquid receivers /

Oil separators Automatic controllers / Valves / Measuring equipment
● Cooling towers
● Fans and blowers

4 Environment-related equipment (Fluorocarbons Control)
5 District heating and cooling systems
6 Cogeneration systems
7 Gas engine driven heat-pump air conditioners
8 Ice thermal storage systems
9 Parts & Accessories

組織／ Organization
総会 General Assembly
理事会 Board of Directors
製品安全緊急対策委員会 Product Safety & Emergency Committee

● 一般委員会 General Committees

政策審議会 Policy Board

● 製品委員会 Product Committees

総務委員会
General Affairs Committee

車両用エアコン委員会
Automotive Air-Conditioning Committee

広報委員会
Public Relations Committee

家庭用エアコン委員会
Residential Air-Conditioning Committee

統計調査委員会
Statistics Committee

業務用エアコン委員会
Commercial Air-Conditioning Committee

展示会委員会
Exposition Committee

空調チリングユニット委員会
Water Chilling Units Committee

グローバル委員会
Global Strategy Committee

ヒートポンプ給湯機委員会
Heat Pump Water Heaters Committee

欧州空調委員会
Air-Conditioning Europe Committee

GHP 委員会

規格委員会
General Standards Committee

大形冷凍機委員会
Large Tonnage Liquid Chillers Committee

機械安全委員会
Machinery Safety Committee

空調器委員会
Air-Conditioning Heat Transfer Products Committee

電気安全技術委員会
Electric Safety Technical Committee

全熱交換器委員会
Heat and Energy Recovery Ventilation Equipment Committee

EMC 委員会

Electromagnetic Compatibility Committee

輸送用冷凍ユニット委員会
Transport Refrigeration Units Committee

公共仕様委員会
Utility Regulation Specification Committee

業務用冷機応用製品委員会
Self-Contained Refrigeration Equipment Committee

インターフェース委員会
lnterface Committee

ショーケース委員会
Commercial Refrigerated Cabinets Committee

安全対応委員会
Safety Policy Committee

小形冷凍機委員会
Compressors & Condensing Units Committee

検定制度運営委員会
Certification Program Steering Committee

大形低温施設委員会
Refrigeration Plants Committee

環境企画委員会
Environmental Planning Cmmittee

冷媒回収機委員会
Refrigerant Recovery Equipment Committee

温暖化対応委員会
Global Warming Issues Committee

要素機器委員会
Valves & Accessories Committee

Gas Engine-Driven Heat Pumps Committee

● 事務局組織図／ JRAIA Secretariat
会

長 Chairman

専務理事 President
常務理事 Senior vice President

総 務 部

General Affairs

企画１部

Product Section 1

企画 2 部

Product Section 2

国 際 部

International Affairs

技 術 部

Engineering

検定制度／ Testing & certification services
製品の検査・検定
冷凍空調機器を安心してお使いいただくためには、製品品質が重要です。
こうした認識のもと当会では、品質について確固とした検定体制を整備するために、ルームエアコン、パッケー
ジエアコン、家庭用ヒートポンプ給湯機を対象に、一定の基準に基づいて検定を実施する「冷凍空調機器性能検定
制度」を設けています。
「冷凍空調機器性能検定制度」における合格基準は、以下の 3 つの項目に適合することが必要です。

1 対象製品を製造している工場の性能品質管理体制の検査、
ならびに試験設備の検査

2 製品の機種登録
3 製品検査
なお、当会では、これらの検査などを「一般財団法人 日本空調冷凍研究所」に委託しています。

検定シール
合格したルームエアコン、パッケージエアコン、家庭用ヒートポンプ給湯
機は、検定合格品として 1 台ごとに検定証を貼付して出荷しています。

Certification Seal
Room air conditioners, packaged air conditioners and residential heat
pump water heaters of members affiliated to the certification program are
shipped with certification seals affixed thereon.

JRAIA Certification Program
Quality of refrigeration and air conditioning equipment can be used safely is very important for safe use.
Under this principle, JRAIA established ‘Certification Program for Performance of Refrigeration and Air Conditioning
Equipment.’
The Program aims to provide the firm certification system for room and packaged air conditioners.
To comply with the Certification Program, the followings are required.

1 Factory audit for quality control system and testing facilities
2 Registration of certified products
3 Product inspection
These audit and inspection are conducted by JATL (Japan Air Conditioning and Refrigeration Testing Laboratory ).

一般社団法人

日本冷凍空調工業会 The Japan Refrigeration and Air Conditioning Industory Assosiatoion

▶http://www.jraia.or.jp
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