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パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 
 
 

マーケティング本部 中国機材設備株式会社  

〒733-0012 広島県広島市西区中広町3-13-16 

 

  

貴組織のマネジメントシステムは、LRQAにより、以下の規格に適合していることを証します。 

ISO 14001:2015 

 

JIS Q 14001:2015 

 

登録番号： ISO 14001 – 0066648-013 

 
この登録証は登録番号で特定される登録の一部となります。 0066648    

 

この登録証には、同じ登録番号を持つ附属書が添付されています。 

登録証は附属書と併せて有効となります。 

 

この認証の登録範囲は以下の通りです。 

 

電材商品の販売と施工 
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対象となる事業所 活動範囲 

 

マーケティング本部  

中国機材設備株式会社 本社・本社営業所  

〒733-0012 広島県広島市西区中広町3-13-16 

ISO 14001:2015  

電材商品の販売と施工 

 

 

 

マーケティング本部  

中国機材設備株式会社 法人営業所  

〒733-0012 広島県広島市西区中広町3-13-16 

ISO 14001:2015  

電材商品の販売と施工 

 

 
 

マーケティング本部  

中国機材設備株式会社 中央営業所  

〒734-0023 広島県広島市南区東雲本町2-4-11 

ISO 14001:2015  

電材商品の販売と施工 

 

 

 

マーケティング本部  

中国機材設備株式会社 システム営業所  

〒734-0023 広島県広島市南区東雲本町2-4-11 

ISO 14001:2015  

電材商品の販売と施工 

 

 

 

マーケティング本部  

中国機材設備株式会社 北営業所  

〒731-0111 広島県広島市安佐南区東野1-1-18-6 

ISO 14001:2015  

電材商品の販売と施工 

 

 
 

マーケティング本部  

中国機材設備株式会社 東広島営業所  

〒739-0024 広島県東広島市西条町御園宇6422 

ISO 14001:2015  

電材商品の販売と施工 
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対象となる事業所 活動範囲 

マーケティング本部  

中国機材設備株式会社 呉営業所  

〒737-0112 広島県呉市広古新開3-6-18 

ISO 14001:2015  

電材商品の販売と施工 

 

 
 

マーケティング本部  

中国機材設備株式会社 三次営業所  

〒728-0013 広島県三次市十日市東3-5-14 

ISO 14001:2015  

電材商品の販売と施工 

 

 

 

 


