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認証登録証明書 

明治ホールディングス株式会社 

東京都中央区京橋ニ丁目 4 番 16 号 

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 14001:2015 

Certified by Intertek since 3/3/2023. 

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。 

牛乳・乳製品、菓子、加工食品及び医薬品の設計開発、 製造 

 

 

 
 

 

 認証登録番号: 
15352 

初回登録日: 
1998 年 12 月 21 日 

認証決定日: 
2023 年 3 月 3 日 

認証発行日: 
2023 年 3 月 3 日 

有効期限: 
2025 年 12 月 20 日 
 

  

 

 

 

 

Calin Moldovean 
President, Business Assurance 

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. 
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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 

明治ホールディングス株式会社 

この付属書は認証登録証明書# 15352 本体に付属するものであり、単独での使用はできません。  

明治ホールディングス株式会社 
東京都中央区京橋二丁目 4 番 16 号 

牛乳・乳製品、菓子、加工食品及び医薬品の設計開発、 製造の管理 

 

株式会社明治 稚内工場 
北海道稚内市声問 5 丁目 41-1 

牛乳・乳製品の製造 

 

株式会社明治 旭川工場 
北海道旭川市永山北 1 条 7 丁目 29 番地 

牛乳・乳製品の製造 

 

株式会社明治 西春別工場 
北海道野付郡別海町西春別 43-7 

牛乳・乳製品の製造 

 

株式会社明治 本別工場 
北海道中川郡本別町新町 1 番地 

牛乳・乳製品の製造 

 

株式会社明治 十勝工場 
北海道河西郡芽室町東芽室北 1 線 15-2 

牛乳・乳製品の製造 

 

株式会社明治 東北工場 
宮城県黒川郡大和町松坂平 3-1 

牛乳・乳製品の製造 
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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 

明治ホールディングス株式会社 
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株式会社明治 群馬工場 

群馬県伊勢崎市長沼町 1741-1 

牛乳・乳製品、加工食品および経口造影剤の製造 

 

株式会社明治 茨城工場 
茨城県小美玉市堅倉 1465 

加工食品の製造 

 

株式会社明治 守谷工場 
茨城県守谷市野木崎 3456 番地 

牛乳・乳製品の製造 

 

株式会社明治 埼玉工場 
埼玉県春日部市南栄町 1-5 

牛乳・乳製品の製造 

 

株式会社明治 戸田工場 
埼玉県戸田市川岸 1-2-26 

牛乳・乳製品の製造 

 

株式会社明治 坂戸工場 
埼玉県坂戸市千代田 5-3-1 

菓子の製造 

 

株式会社明治 神奈川工場 
神奈川県茅ケ崎市下町屋 1-8-1  

牛乳・乳製品の製造 
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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 

明治ホールディングス株式会社 
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株式会社明治 長野チーズ工場 
長野県佐久市平賀 2082  

牛乳・乳製品の製造 

 

株式会社明治 東海工場 
静岡県藤枝市小石川町 4-22-1 

菓子の製造 

 

株式会社明治 愛知工場 
愛知県稲沢市平和町下三宅菱池 933-1 

牛乳・乳製品の製造 

 

株式会社明治 京都工場 
京都府京田辺市大住立原 1-1  

牛乳・乳製品の製造 

 

株式会社明治 大阪工場 
大阪府高槻市朝日町 1-10 

菓子の製造 

 

株式会社明治 関西工場 
大阪府貝塚市二色南町 16 番地 

牛乳・乳製品および加工食品の製造 

 

株式会社明治 倉敷工場 
岡山県倉敷市玉島乙島字新湊 8263 番地 26  

加工食品の製造 
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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 

明治ホールディングス株式会社 
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株式会社明治 九州工場 
福岡県八女市鵜池広川林 557-5 

牛乳・乳製品の製造 

 

日本罐詰株式会社 
北海道河西郡芽室町西 9 条 9-1 

加工食品の製造 

 

道南食品株式会社 
北海道函館市千代台町 14-32 

菓子の製造 

 

栃木明治牛乳株式会社 
栃木県宇都宮市平出工業団地 5 番地 3 

牛乳・乳製品の製造 

 

群馬明治株式会社 
群馬県前橋市飯土井町 426-2  

牛乳・乳製品の製造 

 

明治産業株式会社 
長野県須坂市高梨 288  

菓子の製造 

 

東海ナッツ株式会社 
静岡県枝市高柳 1-17-18 

加工食品の製造 
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明治ホールディングス株式会社 
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東海明治株式会社 
静岡県袋井市久能 3001-1 

牛乳・乳製品の製造 

 

明治チューインガム株式会社 
愛知県清須市西枇杷島町旭 3-8 

菓子の製造 

 

明治油脂株式会社 
大阪府枚方市出屋敷西町 1-30-1 

加工食品の製造 

 

四国明治株式会社 香川工場  
香川県三豊市財田町財田上 1328-1 

牛乳・乳製品の製造 

 

四国明治株式会社 松山工場  
愛媛県松山市中須賀 3-5-11 

菓子の製造 

 

沖縄明治乳業株式会社 
沖縄県浦添市牧港 1-65-1 

牛乳・乳製品の製造 

 

Meiji Seika ファルマ株式会社 小田原工場 
神奈川県小田原市鴨宮 1056 番地  

医療用・動物用医薬品の製造 
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Meiji Seika ファルマ株式会社 岐阜工場 
岐阜県本巣郡北方町北方 2890 番地  

医療用・動物用医薬品の製造 

 

Meiji Seika ファルマ株式会社 足柄研究所 
神奈川県小田原市栢山 788 番地 

医療用・動物用医薬品の開発、製造 

 

大蔵製薬株式会社 宇治事業所 
京都府宇治市槇島町十六 47 番地 

医療用・動物用医薬品の開発、製造 

 

KM バイオロジクス株式会社 熊本工場 
熊本県熊本市北区大窪 1-6-1  

医療用・動物用医薬品の開発、製造 

 

KM バイオロジクス株式会社 菊池工場  
熊本県菊池市旭志川辺 1314 番地 1  

医療用・動物用医薬品の開発、製造 

 

KM バイオロジクス株式会社 合志工場 
熊本県合志市栄 3766 番 1 号  

医療用医薬品の開発、製造 

 

KM バイオロジクス株式会社 阿蘇工場  
熊本県阿蘇市永草 2091 番地  

医療用・動物用医薬品の製造 
  

 


