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認証証明書有効期限 :

2017年 12月 17日 -2020年 12月 17日

認証機関 :

DNV GL― ビジネスアシュアランス

〒 6Sl‐0087神 戸市中央区御幸通
4丁 目 2番 20 中央ヒ・力

°
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前田 直樹
マネジメン ト代表

三浦工業株式会社
〒フ99-2696愛媛県松山市堀江町 7番地

上記所在地の組織には、本認証証明書の付属書に記載されているサイ トが認証に含まれます

貴社 (事業所)のマネジメン トシス>ム は、

以下の品質マネジメン トシステム規格に適合していることを証明します

IS0 900■ :20■ 5〓 JIS Q 9001:2015

認証範囲 :

・ボイラ、ボイラ付帯装置及びボイラシステムの設計、開発、製造、据付、保守点検及びオンラ

インによるメンテナンスサービス

・産業用 。家庭用水処理装置及び水処理システムの設計、開発、製造、据付、保守点検及びオン

ラインによるメンテナンスサービス、
,水処理剤の設計、開発、製造
・食品機械及び付帯装置の設計、開発、製造、据付及び保守υI敵
。バラス ト水処理装置、造水装置、焼却炉、舶用ボイラ並びに同付帯装置の設計、開発、製造及

び保守点検
。産業用滅菌器及び付帯装置の設計、開発、製造、据付及び保守点検

加
郎ＣＭＯ‐９

認証契約 に指定された条件を満た さない場合は本認証証明書が無効 となる場合があ ります。

認定ユニ ッ ト:DNV GLビ ジネス・アシュアランス ジャパン

'k式

会判! 〒651‐ 008フ 樹I戸 tt,中 央区御辛週 4司 ‖ 2正120矛 Iゲ f中 央ビルディング 9 rl七

TEL81782911321 http://a sSura nce.dnvgl com
DNV GL Business Assurance S.比 ZWOLSEWEG l′ 2994u3′ BARENDRECHT′ NETHERLAND TEL:+31102922689 www dnvba,com
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認証証明書番号 :00084-1999‐ AQ‐ KOB‐ RvA/」 AB
発行日及び場所 :2017年 11月 30日 神戸

付属書

三浦工業株式会社

以下の所在地が認証に含まれます

サイ ト名 住所 主たる活動

三浦工業株式会社 T799-2696
愛媛県松山市堀江町 7番地

。ボイラ、ボイラ付帯装置及びボイラ
システムの設計、開発、保守点検及び

オンラインによるメンテナンスサービ

ス

・バラス ト水処理装置、造水装置、焼

却炉、舶用ボイラ並びに同付帯装置の

設計、開発及び保守点検

三浦工業株式会社 Tフ 99-2430
愛媛県松山市北条辻 864番地 1

・産業用 。家庭用水処理装置の設計、
開発
・水処理斉Jの設計、開発
・食品機械及び付帯装置の設計、開発

三浦工業株式会社 T108-0074
東京都港区高輪 2丁 目15-35

ボイラ、ボイラ付帯装置、ボイラシス

テム、産業用・家庭用水処理装置、水

処理システム、食品機械及び付帯装
置、産業用滅菌器及び付常装置の据付

三浦工業株式会社 〒144-0034
東京都大田区西糀浴 2丁 目27-9

・ボイラ、ボイラ付帯装置、ボイラン

ステム、産業用・家庭用水処理装置、

水処理システムの保守点検及びオンラ

インによるメンテナンスサービス
・食品機械及び付帯装置、産判昭滅菌

器及び付帯装置の保守点検

三浦工業株式会社 T452-0933
愛知県清須市西円中蓮池 95

。ボイラ、ボイラ付帯装置、ボイラシ
ステム、産業用 。家庭用水処理装置、

水処理システムの保守点検及びオンラ

インによるメンテナンスサービス

・食品機械及び付帯装置、産業用滅菌
器及び付帯装置の保守点検

三浦工業籾↓式会社 T579-8502
大阪府東大阪市西石切町 7丁 目5-1

ボイラ、ボイラ付帯装置、ボイラシス

テム、産業用・家庭用水処理装置、水

処理システム、食品機械及び付帯装置
の据付、保守点検及びオンラインによ

るメンテナンスサービス

三浦工業株式会社 T799-2651
愛媛県松山市堀江町 1165番地 1

社内研修センター

認証契約に指定された条件を満たさない場合は本認証証明書が無効となる場合があります。
認定ユニット:DNV GLビ ジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 〒651-0087制 !戸 市中央区御幸通4丁 R2器 20号 三常中央ビルディング9階
TEL:81782911321. http://aSSuran∝ .dnvgI.com
DNV Gと Business Assurance S.Ⅵ  ZWOLSEVVEG l′ 2994S, BARENDRECHT′ NETHERLAND. TEL:+31102922689.www、 dnvba,com
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認証証明書番号:00084-1999‐ AQ― KOB― RvA/」 AB
発行日及び場所 12017年 11月 30日 神戸

三浦工業
'株
式会社 T799-2425

愛媛県松山市中西外 620番地 1

ボイラシステム及び水処理システムの

設計、開発及び製造

株式会社 三浦マニファクチャリング T799-2430
愛媛県松山市北条辻 864番地 1

ボイラ、食品機械、産剰明滅菌機器、
バラスト水処理装置の製造

三浦工機株式会社 T797-1713
愛媛県西予市城川町嘉喜尾 4020番地

ボイラの製造

三浦マシレ/株式会社 T799-2696
愛媛県松山市堀江町 7番地

ボイラ、焼却炉、舶用ボイラ並びに同

付帯装置の製造

三浦マシレ/株式会社 T791-8042
愛媛県松山市南吉田町 2797番地

船舶ボイラ、造水装置並びに同付帯装

置の製造 、

三浦アクアテック株式会社 T799-2425
愛媛県松山市中西外 509番 地 1

。産業用・家庭用水処理装置の製造
・水処理剤の製造

認
‐
1契約に指定 された条件を満た きない場合は本認証証明書が無効 となる場合があ ります。
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