
Lioyd七

Register

本登録言正発イ予日 : 2018年 10月 23日

有効期限 i2020年 10月 24日

登録証辞莞男J番号 : 10147532

登録証

三菱ケミカル株式会社

大竹事業所

コピー

〒739-0693広 島県大竹市御幸町20-1

貴組織のマネジメン トシステムは、ロイ ドレジスター クオ リ冴ィ アシュアランスにより、

以下の規格に適合 していることを証 します。

iS0 14001:2015

」IS Q 14001:2045

古澤 卓万 ―日本代表

発行者 :ロ イ ドレジスター クオリティ アシュアランス リミテンド

この登録証には、同じ登録番号を持つ附属書が添付されています。

登録証は附属書と併せて有効となります。

初回登録 日:

IS0 14001-2016年 3月 30日

登録番 号 : IS0 14001-0066874

この認証の登録範囲は以下の通 りです。

アクリル繊維、炭素繊維、メタクリル樹脂、ABS樹脂、 MMAモ ノマー類、塩ビ改質材、コーティングレジン、

光学材料、アクリロニ トリル及びその副生成物、誘導体の開発及び製造

本登録証は日本化学キューエイ株式会社により1999年 10月 25日 付で初回登録され

2014年 10月 25日 付で発行された登録番号」CQA― E-0084の継続である。
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登録証 附属書

対象となる事業所

登録証識月町番号 : 10147532

活動範囲

大竹事業所

〒739‐0693広 島県大竹市御幸町20-1

iS0 14001:2015

アクヅル繊維、炭素繊維、メタクリル樹脂、

MMAモ ノマー類、塩ビ改質材、
コーティングレジン、光学材料、アクリロニ トリ

ル及びその副生成物、誘導体の開発及び製造

水源地

〒739‐0615広 島県大竹市元町4-157-1

IS0 14001:2015

アクリル繊維、炭素繊維、メタクリル樹脂、

ABS樹脂、MMAモ ノマー類、 塩ビ改質材、
コーティングレジン、光学材料、

アクリロニ トリル及びその副生成物、

誘導体の開発及び製造

貯水池

〒739‐0600広 島県大竹市大竹宇下梅ヶ滝3125

IS0 14001:2015

アクリル繊維、炭素繊維、メタクリル樹脂、

ABS樹脂、MMAモ ノマー類、 塩ビ改質材、
コーティングレジン、光学材料、

アクリロニ トリル及びその副生成物、

誘導体の開発及び製造

テクノ UMG株式会社 大竹工場

〒739‐0693広 島県大竹市御幸町20-1

IS0 14001:2015

ABS樹脂の製造
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