
ハラール認証申請書　　Application for Halal Certification

　◻ 新申請（New application） ◻更新申請(Recertification) ◻変更/追加申請(Change/Addition)

1. a. 会社名 Company Name

b. ブランドオーナー Brand Owner “
certificate holder “
別会社名　if other “Company name”
住所 Address      :
2. 事業形態 Certification Category

◻牧場（A）農場　田畑（B） Farming(animals)A and Farming(plants) B
◻生の動物製品の加工業（C） Processing perishable animal products（C）
◻生の植物製品の加工業（D）Processing perishable plants products（D）
◻常温で長期保存可能な製品の加工業（E）Products with long shelf life（E）
◻飼料製造業（F）Feed production（F）
◻外食産業、宿泊施設等 （G）Food Service e.g. hotels/restaurant（G）
◻小売業（H）Distribution（H）
◻その他の各種サービス業、金融機関等（I）Services in general / financial services（I）
◻流通業、倉庫等（J）Transport and storage（J）
◻機材製造や自動販売機などの製造（K）Equipment and Manufacturing（K）
◻化学、生化学産業等（L）Chemical and Biochemical manufacturing（L）
◻各種包装、梱包資材等製造業（M）Packaging and wrapping material manufacturing（M）
◻ その他、食品、内用薬以外の製品の製造（N）Other materials manufacturing（N）

3. standard ◻ Halal product UAE s 2055 – part 1. General requirements for halal food
◻ Halal product UAE s 2055 – part 4 Requirements for cosmetics and personal care.
◻ OIC/ SMIIC 1 General guidelines on Halal Food
◻ UAE.s GSO 993 Animal Slaughtering Requirements according to Islamic rules
◻ Other (                             )

4. 本社所在地
Head office address

〒　　　－

5. 工場/飲食店舗所在地
Factory/Food store address

〒　　　－

6.  Tel. / Fax No.

7. メールアドレス / ホームページ
Official E-mail/Website

　　　　　　　　＠

http://
8. 合計従業員数・シフト数/ No of Employee・No of
shift

　　　　　　/

9. ハラル認証取得履歴番号/Previous certificate No

10. 社長 (Managing Director)

11. 担当者 Contact person
a) 氏名Name
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b) 役職 Designation
c) 日中ご連絡先 Mobile no.
d) 職場の直通電話番号Office Telephone no.
e) メールアドレスE-mail

12. 設立年月日Date of establishment
13. 法人種別 Company legal status
14. 認証されるべき商品の詳細情報 (複数ある場合は列表を添付のこと) Details of the
product(s) to be certified (attach list if need)

a ) 商品名 Brand name:

b) 原材料名 Ingredients:
c) 添加物Additives:

d) 製造工程図Manufacturing flowchart:
e) 衛生管理 (HACCP):

f) ハラル認証取得履歴Previous certification/s

15. 指揮命令系統Company operation detail/structure

16. ISO/JAS/JIS/QMS 書類 documents
17.原料の内、ハラル認証を取得済みのものAmong the raw materials, that halal certified

a) 認証をした団体Name of organization
b) 有効期限 Validity

18.認証を受けようとする製品の性質、概要
Nature (use) of the product:
申請者はこの申請書に記載された情報が正確で真実であることを、ここに確認します。また、申請者は、以下の契約条
文を確認し、これに従うことに同意します。

1. 日本イスラム文化センターにお支払いいただく、すべての費用は、返金不能であることを確認の上、支払いを
します。（なお、本申請の提出は無料です。）

2. 認証停止、取り下げ等、その理由のいかんを問わず、認定が失効した場合には、日本イスラム文化センターに
よるすべての認証、並びにこれに関する言及のある、全ての広告物の使用を中止します。

The applicant hereby confirms that the information provided in this application form is true and correct. The applicant
acknowledges that he/she has received and agrees to abide by the following contractual clauses:

1. To pay the fees and charges (no application fee) knowing that all fees are non-refundable.
2. To discontinue the use of Halal certificate for all advertising matters including product withdrawal from markets

upon actions (if any) taken by the certification body (Japan Islamic Trust) such as certificate suspension,
withdrawal or expiration.

申請者

Applicant
署名Signature:

　　　　　　　　　　　　印seal

日付Date：

氏名Name: 社内における役職Designation:

日本イスラム文化セン

ター（JIT）
署名Signature:

　　　　　　　　　　　　　　印seal

日付date:

氏名Name:

機密性に関する情報：ご送付いただいた情報は、厳重な機密により取り扱います。また、この製品の認証に係る審査以外の目的で

使用いたしません。The information submitted will be dealt in strict confidentiality and will not be used for other than
evaluating this product for certification
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