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APPENDIXT0

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
株 式会社 大 熊
この 付属書 は認証登α
敢証明書#02557本 体に付属するものであり、単独での使 用 はできません。
倉敷 支 店
岡山県倉敷市 中畝 牛 9‑1
理化学機器の卸 し販売
津 山営 業所
岡山県津山市 中島 233‑7A号
理化学機器の卸 し販売
姫路営 業所
兵庫 県姫路市 三左 衛門堀東 の町 80
理化学機器 の卸 し販売
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CERTIFiCATE

隠肛豊鰊番号

認証登録証明書

:

02557
初 回登 録 日

株式会社大熊

:

2004年 12月 13日
】肛 決 定 日
ユ

本社 &株 式会 社テクノメディック大 熊 :岡 山 県岡 山市南 区大福 378‑1

:

2021年 12月 23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。

B肛 発 行 日
と
2021年 12月 23日

IS0 14001:2015

有 効期 限
2022年 12月 12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。
理 化学機 器 の卸 し販売 、修 理

理化学機器の卸し販売
【
本社】
理化学機器の修理
【
株式会社テクノメディック大熊】
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