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登録日

登録更新日

改訂日

有効期限

1999年 1月 22日

2020年 11月 29日

2022年 12月  2日
2023年 11月 28日

旭化成株式会社
モビリティ&イ ンダストリアル事業本部 機能材料事業部
東京都千代田区有楽町一丁目1番 2号 日比谷三井タワー

当機構は、上記事業者の品質マネジメントシステムを審査した結果、付属書に記載
する範囲において、下記規格の要求事項に適合していることを証します。

MS IS0 9001 :2015 // JIS Q 9001 :2015

本登録証の有効性は、当機構までお問い合わせの上

確認することができます。

Member of

東京都千代

理事長 ′

本証 には付属書がありますので、合わせてご覧ください。
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国

岡

旭化成株式会社
モビリティ&イ ンダストリアル事業本部 機能材料事業部

登録活動範囲 :

。ポリアセタール樹脂、ポリアミド樹脂、変性ポリフェニレンエーテル樹脂、
ポリフェニレンエーテル樹脂 (パ ウダー)、 ポリアミド系繊維、ポリアミド系
繊維加工品、ポリオレフィン系フォーム、エンプラ系フォーム及び成形機用洗浄剤の
設計 。開発及び製造

・ 2, 6キ シレノールの製造
・アジピン酸、ヘキサメチレンジアミン、AH塩、プロピオニ トリル、

シクロヘキサノール、シクロヘキサン、シクロヘキセンの製造
・水添触媒、水和触媒 (シクロヘキサノール製造用)の製造

関連事業所

・東京地区
東京都千代田区有楽町―丁目1番 2号 日上ヒ谷三井タワー
[ポ リアセタール樹脂、ポリアミド系樹脂、変性ポリフェニレンエーテル樹脂、
ポリフェニレンエーテル樹脂 (パウダー)、 ポリアミド系繊維、ポリアミド系
繊維加工品、ポリオレフィン系フォーム、エンプラ系フォーム及び成形機用
洗浄剤の販売]

[ポ リアセタール樹月旨、変性ポリフェニレンエーテル樹脂及びアサクリンの物流]

[ポ リアセタール樹脂、ポリアミド系樹脂、変性ポリフェニレンエーテル樹脂、
ポリフェニレンエーテル樹脂 (パウダー)、 ポリアミド系繊維、ポリアミド系
繊維加工品、ポリオレフィン系フォーム、エンプラ系フォーム、成形機用
洗浄剤及び2, 6キ シレノールの品質システム管理]

[ポ リアミド系繊維及びポリアミド系繊維加工品の品質保証、委託加工管理、
設計・開発及びテクニカルサービス]

[ア ジピン酸、ヘキサメチレンジアミン、AH塩、プロピオニトリル、
シクロヘキサノール、シクロヘキサン、シクロヘキセンの販売]

登録日

登録更新日

改訂日

有効期限

1999年 1月
2020年 11月

2022年 12月

2023年 11月

22日

29日

2日

28日

本登録証の有効性は、当機構までお問い合わせの上
確認することができます。

Member of

理事長

本付属書は本証の一部のため、合わせてご覧ください。
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・川崎地区
神奈川県川崎市川崎区夜光 1-3-1
[ポ リアセタール樹脂、ポリアミド系樹脂及び変性ポリフェニレンエーテル樹脂の
用途開発及びテクニカルサービス]

[成形機用洗浄剤の設計 。開発、テクニカルサービス、品質保証、委託加工管理]

・千葉地区
千葉県袖ヶ浦市中袖 5-1
[ポ リアセタール樹脂、ポリアミド系樹日旨及び変性ポリフェニレンエーテル樹脂の
設計 。開発及びコンパウンド量産技術開発]

[変性ポリフェニレンエーテル樹脂の委託加工管理、品質管理及び品質保証]

・名古屋地区
愛知県名古屋市中区錦 1丁 目11番 11号 名古屋インターシティ
[ポ リアセタール樹B旨、ポリアミド樹脂及び変性ポリフェニレンエーテル樹脂の
販売]

・鈴鹿地区
二重県鈴鹿市平田中町 1-1
[ポ リオレフィン系フォーム及びエンプラ系フォームの製造、品質管理、
品質保証、設計・開発、テクニカルサービス]

。大阪地区
大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル
[ポ リアミド系繊維及びポリアミド系繊維加工品の販売、品質保証、
委託加工管理、設計 。開発、テクニカルサービス]

・水島地区
岡山県倉敷市児島塩生字新浜2767-11
[ポ リアセタール樹脂の製造、品質管理、品質保証、委託加工管理、設計 。開発]

岡山県倉敷市潮通 3-13
[シクロヘキサノール、シクロヘキサン、シクロヘキセン、水添触媒、水和触媒

(シクロヘキサノール製造用)の製造]

登録日   :1999年  1月 22日

登録更新日 :2020年 11月 29日

改訂日   :2022年 12月  2日
有効期限  :2023年 11月 28日

本登録証の有効性は、当機構までお問い合わせの上、

確認することができます。

理事長

Member of
本付属書は本証の一部のため、合わせてご覧ください。
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・延岡地区
宮崎県延岡市長浜町4-3624
[ポ リアミド樹脂の製造、品質管理、品質保証及び委託加工管理]

宮崎県延岡市長浜町4-3623
[ポ リアミド系繊維の製造、品質管理及び設計・開発]

宮崎県延岡市長浜町4-3401
[ア ジピン酸、ヘキサメチレンジアミン、AH塩、プロピオニ トリルの製造]

宮崎県延岡市旭町 2丁 目1番地 3
[ポ リアミド系樹脂、ポリアミド系繊維の物流]

・日向地区
宮崎県日向市竹島町 1番地
[ポ リアミド系繊維加工品の製造及び品質管理]

・シンガポール地区
20 SAKRA ROAD, JURONG ISLAND, SINGAPORE 627889
[変性ポリフェニレンエーテル樹脂の設計・開発及び製造]

[ポ リフェニレンエーテル樹脂 (パ ウダー)及び2, 6キシレノールの製造]

・壬生地区
栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-2-31
[ポ リアセタール樹脂、ポリアミド系樹日旨、変性ポリフェニレンエーテル樹脂の
コンパウンド量産技術の改良及び開発]

登録日   :1999年 1月 22日

登録更新日 :2020年 11月 29日

改訂日   :2022年 12月  2日
有効期限  :2023年 11月 28日

本登録証の有効性は、当機構 までお問い合わせの上、

確認することができます。

Member of

ド群寺
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理事長

本付属書は本証の一部のため、合わせてご覧ください。
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