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品質 マ ネジメン トシステム ー IS0 9001:2015 / 」iS 0 9001:2015
Thb L to ceti″ thati

認証登録番号

:

YODOSHI CORPORAION

株 式会 社 吉 年

l Uwaharanishirnachi′

T586‑8528

16‐

大 阪府
河 内長野 市
上 原 西 町 16‑1

Kawachinagano…

shi′

Osaka
586‑8528
Japan

FM 631817

上 記組織 が 認証登録番号 FM 631817を 保有 し、 また下記認証登録範囲 について lS0 9001:2015/」 IS 0 9001:2015
の要求事項 に適合 した品質 マ ネ ジメン トシステム を実施 している こと を ここに証 します。
産業機材 の鋳造品 (自 動車部品、産業機械部品、 土木 建築部 品)及 び配 管機材部品 (水 用、 ガス
用 )の 設計 口開発及び製造
■le design′ development and manufacture ofindustnal casung prOducLs(autOmObile parts′
indust‖ al machinery parLs′ dvil engineeHng and∞ nstruction parts)and pipttttings(for wate昨
gaS).

For and on behalf of BSI:

代表取締役社長 根本 英雄
初回認証登録 日:2000‐ 12‑28

発効 日:2018‑06… 24

最新更新 日 :2018¨ 06‐ 24

有効期限 日:2021¨ 01‐ 09

‐
国

JAB
OMS
CM036

本認証登録証 ￨ま 電子文書 として発行 され、その所有権はBS,グ ルー ブジヤバ ン株式会社に
帰属 します。また、本証書は両者の契約条件によ り梅東 され ます。
この電子文書 による証書の有舞性はウェブサイ トで確認することができます。
omlC ientDirectoryで ご確認頂 くか、
重昴1さ れた認証登録証の有効性 1ま
「
"ww bstg oupっ
3Sジ ヤバ ン0368901171(代 表)ま でお難しヽ合わせ くだ さしヽ。
BSグ ルー ブジヤバ ン株式会社 〒 070061菫 京都港区北青山21228青 山 ビル5諸
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.「

認証登録番号

:

FM 631817

所在地

認証登録範囲

株式会社 吉年

産業機材 の鋳造品 (自 動車部品、産業機械部品、土木建築部
品)及 び配管機材部品 (水 用、ガス用)の 設計・ 開発及び製造

T586‑3528
大阪府
河 内長 野 市
上 原 西 町 16‑1

YODOSHI CORPORAT10N

The design′ deve:opment and manuFacture ofindustrial

casting producLs(autOmobile pa由 ′industnal machinery

pa由 ′civ‖ engineenng and∞ nstruction patts)and
piptttLingsKfOr wateり gas).

16‑l Uwaharanishimachi′

Kawachinagano¨ shi′

Osaka
586‑8528
Japan

初回認証登録 日 :2000‑12… 28
最新更新 日 :2018¨ 06… 24

発効 日:2018‑06… 24
有効期限 日:2021¨ 01‐ 09

Page:2 of2
本認証登録証は電子文書 と して発行 され、その所有権はBSIグ ルー ブジャバ ン株式会社に
帰属 します。また、本誡書は両者の契約条件によ り拘束 されます。
この電子文書 による証書の有勤性はウ ェブサイ トで確認することができます。
′
印rllさ れた認証登録証の有効性は wwwし sigrOup Gom′ ClientDirectoryで ご確認頂 くか、
3SIジ ャパ ン03‑63901171(代 表 )ま でお聞い合わせ ください。
3SIグ ルー プジヤバ ン株式会社 〒107‑0061東 京都港区北青山21228青 山 ビル5階
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品 質 マ ネ ジ メ ン トシ ス テ ム
株式会社 吉年
〒586‑8528大 阪府河内長野市上原西町16‑1
上記組織 が認証登録番号FM 631817を 保有 し、 また下記認証登録範 囲に ついて iS0 9001:2015/J:S09001:2015
の要求事項 に適合 した品質マネ ジメン トシステム を実施 して いる こと を ここに証 します。
認証登録範囲

:

産業機材 の鋳造 品 (自 動車部品、産業機械部 品、 土 木建築部 品)及 び配管機材部 品 (水 用、 ガス用 )の 設計 ・ 開発及び製
造

上 記 の所在地が含 まれ る認証書番号
BSiロ ケー シ ョン番号 :

:

FM 63■ 817

0047550816‐ 000

For and on behaif of BSI:

代表取締役社長 根本 英雄
初回認証登録 日:2000… 12‑28

発効 日 12018¨ 06‑24

最新更新 日 :2018‐ 06… 24

有効期限 日 :2021‑01‑09

...「

QMS
CM036

これは掲示層認証登録証 です。
本認識量録証の有効性はBSIグ ルーブジヤバ ン株式会社
(Te:0363901171)に て確認することが出来ます。
3Slグ ルー /fジ ヤバン株式会社 〒1070061東 京都港区北青山2‑1228青 曲 ビル5階
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