ࡩࡌࡢࡃ᳃࡙ࡃࡾ㈉⊩ド᭩


௧ඖᖺᗘୖ༙ᮇศ

࢜ࢿ࢜ࣥᰴᘧ♫Ẋ

ࠉ㈗Ẋࡣࠊࡩࡌࡢࡃ᳃ࡢ⏫ෆࠕ㛫ఆᐤࡍࡿ
⣬ࠖࡢ⏝ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㟼ᒸ┴ࡢ㇏࡞᳃ᯘࢆᮍ᮶
ࡘ࡞ࡄࡓࡵ㈉⊩ࡋࡓࡇࢆド᫂ࡋࡲࡍࠋ

ࠕی㛫ఆᐤࡍࡿ⣬ࠖࡢ⏝ࡼࡿᮍ⏝ᮌᮦᦙฟಁ㐍ᐇ⦼

༊ศ

㈗♫࣭㈗ᅋయ

ࠕ㛫ఆᐤࡍࡿ⣬ࠖࡢ
⏝㔞㸦NJ㸧
㛫ఆᮦ㸦ᮍ⏝ᮌᮦ㸧
ࡢᦙฟಁ㐍ᐇ⦼㸦P㸧

ᅇ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⣼ィ

ᅇ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⣼ィ

NJ
NJ

ੑ
ੑ

㉎یධᐇ⦼

⣡ධᖺ᭶

ෆᐜ

ᖺ᭶
ᖺ᭶

ࠕ┳ᯈࢻࢡࢱ࣮ࠖࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
ࠕ'0ࠖࣃࣥࣇࣞࢵࢺ

᩺ޢჄჷʙ

⏝⣬㔜㔞㸦㹩㹥㸧



߷Ѩ ٽ

CERTIFICATE
OF REGISTRATION

APPENDIX TO
CERTIFICATE OF
REGISTRATION

認証登録証明書

認証登録番号
01111

この認証登録証明書で網羅する各事業所の名称及び所在地

アオイネオン株式会社

初回登録日
2001年7月3日

アオイネオン株式会社

東京本社･工場：東京都大田区池上3-6-16

認証決定日
2020年6月30日

This appendix is linked to the Main Certificate # 01111 and cannot be shown nor reproduced without it.

事業所名及びその所在地は添付付属書参照
貴組織のマネジメントシステムが以下の規格に適合していることを確認しました。

認証発行日
2020年6月30日

ISO 14001:2015

有効期限
2023年7月11日

本マネジメントシステムは下記の認証登録範囲に適用されます。

大阪支店
大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-3-5 本町サミットビル3階
サインボード並びにそれに付随する銘板の設計、建設、据付、メインテナンス及びサインボードの検査、
診断業務

静岡本社・工場

サインボード並びにそれに付随する銘板の設計、建設、据付、
メインテナンス及びサインボードの検査、診断業務

静岡県静岡市葵区新伝馬1-3-43
サインボード並びにそれに付随する銘板の設計、建設、据付、メインテナンス及びサインボードの検査、
診断業務

Calin Moldovean

President, Business Assurance
Intertek Certification Limited, 10A Victory
Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United
Kingdom
Intertek Certification Limited is a
UKAS accredited body under
schedule of accreditation no. 014.

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification
Agreement. This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification.
Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. The certificate remains the
property of Intertek, to whom it must be returned upon request.
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In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification
Agreement. This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification.
Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. The certificate remains the
property of Intertek, to whom it must be returned upon request.
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APPENDIX TO
CERTIFICATE OF
REGISTRATION

CERTIFICATE
OF REGISTRATION
認証登録証明書

認証登録番号
00283

この認証登録証明書で網羅する各事業所の名称及び所在地

アオイネオン株式会社

初回登録日
2001年10月24日

アオイネオン株式会社

東京本社･工場：東京都大田区池上3-6-16

認証決定日
2020年6月30日

事業所名及びその所在地は添付付属書参照
貴組織のマネジメントシステムが以下の規格に適合していることを確認しました。

認証発行日
2020年6月30日

ISO 9001:2015

有効期限
2023年7月11日

本マネジメントシステムは下記の認証登録範囲に適用されます。

This appendix is linked to the Main Certificate # 00283 and cannot be shown nor reproduced without it.

大阪支店
大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-3-5 本町サミットビル3階
サインボード並びにそれに付随する銘板の設計、建設、据付、メインテナンス及びサインボードの検査、
診断業務

静岡本社・工場

サインボード並びにそれに付随する銘板の設計、建設、据付、
メインテナンス及びサインボードの検査、診断業務

静岡県静岡市葵区新伝馬1-3-43
サインボード並びにそれに付随する銘板の設計、建設、据付、メインテナンス及びサインボードの検査、
診断業務

Calin Moldovean

President, Business Assurance
Intertek Certification Limited, 10A Victory
Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United
Kingdom
Intertek Certification Limited is a
UKAS accredited body under
schedule of accreditation no. 014.

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification
Agreement. This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification.
Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. The certificate remains the
property of Intertek, to whom it must be returned upon request.

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification
Agreement. This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification.
Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. The certificate remains the
property of Intertek, to whom it must be returned upon request.
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CERTIFICATE
OF REGISTRATION

APPENDIX TO
CERTIFICATE OF
REGISTRATION

認証登録証明書

認証登録番号
007087

この認証登録証明書で網羅する各事業所の名称及び所在地

アオイネオン株式会社

初回登録日
2011年7月12日

アオイネオン株式会社

東京本社･工場：東京都大田区池上3-6-16

認証決定日
2020年6月30日

This appendix is linked to the Main Certificate # 007087 and cannot be shown nor reproduced without it.

事業所名及びその所在地は添付付属書参照
貴組織のマネジメントシステムが以下の規格に適合していることを確認しました。

認証発行日
2020年6月30日

ISO/IEC 27001:2013

有効期限
2023年7月11日

本マネジメントシステムは下記の認証登録範囲に適用されます。

大阪支店
大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-3-5 本町サミットビル3階
サインボード並びにそれに付随する銘板の設計、建設、据付、メインテナンス及びサインボードの検査、
診断業務

福岡支店

サインボード並びにそれに付随する銘板の設計、建設、据付、
メインテナンス及びサインボードの検査、診断業務

福岡県福岡市中央区渡辺通2-3-3 SASA薬院ビル3階

適用宣言書第1.03版–2015年4月28日付–に準拠

サインボード並びにそれに付随する銘板の設計、建設、据付、メインテナンス及びサインボードの検査、
診断業務

静岡本社・工場
静岡県静岡市葵区新伝馬1-3-43

Calin Moldovean

サインボード並びにそれに付随する銘板の設計、建設、据付、メインテナンス及びサインボードの検査、
診断業務

President, Business Assurance
Intertek Certification Limited, 10A Victory
Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United
Kingdom
Intertek Certification Limited is a
UKAS accredited body under
schedule of accreditation no. 014.

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification
Agreement. This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification.
Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. The certificate remains the
property of Intertek, to whom it must be returned upon request.
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In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification
Agreement. This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification.
Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. The certificate remains the
property of Intertek, to whom it must be returned upon request.
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