認証登録証明書

認証登録番号
07056-A-02

HOSHINA GROUP

初回登録日
2011 年 2 月 7 日
認証決定日
2018 年 6 月 21 日

株式会社星名産業/株式会社ホシナパック柴工場：
富山県滑川市柴 320-24

認証発行日
2018 年 6 月 21 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。

ISO 9001:2015

有効期限
2019 年 11 月 10 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。
電子・電装部品・プラスチック部品の検査、組立、加工；
医薬品・化粧品・食品包材他紙製品の印刷、検査、組立、加工；
業務改善コンサルティング事業
【株式会社星名産業】
電子・電装部品・プラスチック部品の検査、組立、加工
【株式会社ホシナパック 柴工場】
医薬品・化粧品・食品包材他紙製品の印刷、検査、組立、加工

Kiyo Sakai
GM, Japan
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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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

HOSHINA GROUP
This appendix is linked to the Main Certificate # 07056-A-02 and cannot be shown nor reproduced without it.

株式会社星名産業 安田工場
富山県滑川市安田 200-12

株式会社ホシナハイテック
富山県富山市南央町 3-40
【認証登録範囲】電子・電装部品・プラスチック部品の検査、組立、加工

株式会社ホシナパック
富山県滑川市安田 200-13

株式会社ホシナパック 南央町工場
富山県富山市南央町 3-31

株式会社ホシナパック 南央町第 2 工場
富山県富山市南央町 3-40
【認証登録範囲】医薬品・化粧品・食品包材他紙製品の印刷、検査、組立、加工

株式会社クリエートスター
富山県滑川市下島 167
【認証登録範囲】業務改善コンサルティング事業、電子・電装部品・プラスチック部品の検査、組立、加工、
医薬品・化粧品・食品包材他紙製品の検査、組立、加工

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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