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住友商事株式会社
本社

東京都中央区晴海 1丁 目8番 11号

当機構は、上記事業者の環境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。

IS0 14001 :2015 // JIS Q 14001 :2015

091

登録日
登録更新日

改言丁日

有効期限

1999年  6月
2016年 8月
2017年 7月
2019年 8月

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。

18日

30日

21日

29日

東京都千代

理事長 ノ

本証に1ま付属書がありますので、合わせてご覧ください。

25
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国

登録事業者 :

住友商事株式会社
本社

登録活動範囲 :

日金属、輸送機 日建機、環境・インフラ、メディアタ・生活関連、資源・化学品に関する
国内及び貿易取引

B上記に伴う各種事業投資
口上記営業活動に伴う管理協力業務
・オフィス活動

関連事業所 :

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

関西支社 (大阪)

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番 33号
関西支社 (四国支店)

香川県高松市サンポート2番 1号
関西支社 (新居浜支店)

愛媛県新居浜市新田町 3丁 目2番 27号
中部支社 (名古屋)

愛知県名古屋市中村区名駅 1丁 目1番 3号
中部支社 (浜松支店)

静岡県浜松市中区板屋町 111番 2号
中国支社 (広島)

広島県広島市中区紙屋町 1丁 目3番 2号
中国支社 (今治営業所)

愛媛県今治市共栄町2丁 目2番 1号
九州支社 (福岡)

福岡県福岡市博多区博多駅前 3丁 目30番 23号
九州支社 (長崎支店)

長崎県長崎市万才町 7番 1号

登録日   :1999年  6月 18日

登録更新日 :2016年 8月 30日

改訂日   :2017年  7月 21日

有効期限  :2019年  8月 29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

本付属書は本証の一部のため、合わせてご覧ください。

Pariner of

」臥 ―ド持Net― 1407 D7501023
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10.九州支社 (沖縄支店)

沖縄県那覇市久茂地 3丁 目21番 1号

11

2.住友商事北海道株式会社
北海道札幌市中央区大通西 8丁 目2番
本社及び
事業所 :室蘭駐在事務所
[住友商事株式会社 本社と同一]

3.住友商事東北株式会社
宮城県仙台市青葉区中央 4丁 目10番 3号
本社及び
事業所 :新潟営業所
[住友商事株式会社 本社と同一]

4.住商メタレックス株式会社
東京都中央区晴海1丁 目8番 10号
本社及び
事業所 :関西支社、中部支社、北海道営業所、新潟営業所、中四国支店、

九州支店
[以下の商品群の仕入・販売 (輸出入を含む)及び、これらに付帯する
加工・物流・情報の提供及びオフィス活動
①非鉄金属の地金 B屑、及び、それらの関連商品
②建設・輸送機・各種産業向け非鉄製品及び熱交換器
③温水暖房端末、温水暖房配管部材、及び、関連部材
④電気 日電子機器・部品、及び、関連部材]

登録日   :1999年  6月 18日

登録更新日 :2016年 8月 30日

改訂日   :2017年  7月 21日

有効期限  :2019年  8月 29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

本付属書は本証の一部のため、合わせてご覧ください

Partner of

住友商事九州株式会社   
′

福岡県福岡市博多区博多駅前 3丁 目30番 23号
本社及び
事業所 :長崎支店、沖縄支店、北九州支店、南九州支店
[住友商事株式会社 本社と同一]

」臥 ~:ミ
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15.住商鋼管株式会社
東京都千代田区―ツ橋 1丁 目2番 2号
本社及び
事業所 :大阪支社、中部支社、北海道支店、東北支店、郡山支店、

北関東支店、関東支店、新潟支店、浜松支店・浜松加エセンター、
北陸支店、岐阜支店 口岐阜加エセンター、名古屋支店、広島支店、
中国支店、四国支店、九州支店、大阪鋼管センター、
関東鋼管センター

[鋼管及び付属品の販売及び加工販売並びにオフイス活動]

16.住友商事グ回―バルメタルズ株式会社
東京都中央区晴海1丁 目8番 12号
東京本社及び
事業所 :関西支社、中部支社
[鉄鋼及び非鉄金属並びにそれらの製品の輸出入と販売、並びに
オフィス活動]

7.住商エアロシステム株式会社
東京都中央区晴海 1丁 目8番 8号
本社及び
事業所 :名古屋支店
[航空機器、エンジン機器、衛星機器、通信電子機器等の輸入、国内販売
及び保守整備業務、並びにオフィス活動]

18.住友三井オートサービス株式会社
東京本社 東京都新宿区西新宿 3丁 目20番 2号
大阪本社 大阪府大阪市中央区北浜 4丁 目5番 33号
事業所 :札幌、青森函館、盛岡、仙台、郡山、水戸、宇都宮、さいたま、

千葉、立川、横浜、新潟、富山、金沢、松本、静岡、浜松、名古屋、
京都、和歌山、神戸、姫路、岡山、福山、広島、高松、松山、
北九州、長崎、福岡、熊本、鹿児島、沖縄

[自 動車リース及びオフィス活動]

登録日   :1999年  6月 18日

登録更新日 :2016年  8月 30日

改訂日   :2017年  7月 21日

有効期限  :2019年  8月 29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

本付属書は本証の一部のため、合わせてご覧ください。

Partner of

」 臥 一
I:浄Net― 1407 D7501023
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19.SMAサ ポート株式会社
東京本社 東京都新宿区西新宿 3丁 目20番 2号
大阪本社 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番 33号
事業所 :札幌、青森函館、盛岡、仙台、郡山、水戸、宇都宮、さいたま、

千葉、立川、横浜、新潟、富山、金沢、松本、静岡、浜松、名古屋、
京都、和歌山、神戸、姫路、岡山、福山、広島、高松、松山、
北九州、長崎、福岡、熊本、鹿児島、沖縄

[自 動車関連のサービス業務及びオフィス活動]

20.スペイス・ムーブ株式会社
東京都新宿区西新宿 1丁 目24番 1号
本社
[中古自動車オークションの運営・管理及びオフィス活動]

21.住商機電貿易株式会社
東京都中央区晴海 1丁 目8番 12号
本社
[機械・電機全般の輸出入及び関連プラント・プロジェク トの遂行並びに
オフィス活動]

22.住友商事マシネックス株式会社
東京都中央区晴海 1丁 目8番 8号
東京本社及び
事業所 :大阪オフィス、名古屋オフィス、神戸オフィス、

広島支店、四国支店、鹿島支店、新居浜営業所
[電機・情報通信機器及び機械の販売並びにオフィス活動]

登録日   :1999年  6月 18日

登録更新日 :2016年  8月 30日

改訂日   :2017年  7月 21日

有効期限  :2019年  8月 29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 ′

本付属書は本証の一部のため、合わせてご覧ください。

Pariner of

」 臥 ―
I:蜂Net一 1407 D7601023
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23.住商グローバル・ロジスティクス株式会社
東京都中央区晴海 1丁 目8番 12号
本社及び
事業所 :大阪支社、名古屋支店、福岡支店、茜浜センター、習志野センター、

舞浜センター、浦安センター、東習志野センター
[1.輸出入取引に係わる物流業務
2,国際複合一貫輸送業務
3.マキシコンのレンタル業務
4.国内物流センター業務
5.プラスチックパレット洗浄業務  

′

6.国内運送業務
及びオフィス活動]

24.SCSK株 式会社
東京都江東区豊洲 3丁 目2番 20号
豊洲本社 (豊洲フォレシア、 netXDC東 京第 1セ ンター、
netXDC東 京第 2センター、 netXDC千 葉センターを含む)及び
事業所 :晴海オフィス、お台場オフィス、

西日本 千里オフィス (netxDC大 阪第 1セ ンター、
netXDC大 阪第 2セ ンター、 netXDC三 田セ ンタ ー

を含む)、 西日本 Jと浜オフィス、中部オフィス、広島オフィス、
九州オフィス、東北オフィス、有明物流センター

[シ ステ ム開発 、 ITイ ンフラ構築・ マネ ジメ ン ト、 BPO、  ITハ ー ド・

ソフト販売及びオフィス活動]

25.ヴィーエー・リナックス・システムズ
東京都江東区豊洲 3丁目2番 20号
本社
[障害解析とコンサルティング]

[ソ フトウェアの開発及び販売]

[オ フィス活動]

ジャパン株式会社

登録日   :1999年  6月 18日

登録更新日 :2016年 8月 30日

改訂日   :2017年  7月 21日

有効期限  :2019年  8月 29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

本付属書は本証の一部のため、合わせてご覧 ください

Partner of

」臥 ―正持Net~ 1407 D7501023
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26.住商インテリアインターナショナル株式会社
東京都中央区晴海 1丁 目8番 8号
本社
[イ ンテリア設計・施工・企画・調達、家具・カーペット等のインテリア
関連商品の輸出入及び販売並びにオフィス活動]

27.住商モンブラン株式会社
大阪府大阪市中央区北浜 4丁目7番 28号
本社及び
事業所 :東京支店
[白衣 (医療・食品用)、 サービスユニフォームをはじめ、作業服等、
二次製品及び各種織・編物素材の企画、生産、販売並びにオフィス活動]

28.住商フーズ株式会社
東京都千代田区―ツ橋 1丁 目2番 2号
本社及び
事業所 :大阪事務所、大宮工場
[食品、食肉、飲料等の輸出入及び販売並びにオフィス活動]

29.千葉共同サイロ株式会社
千葉県千葉市美浜区新港 16番
本社
[穀類、油脂原料、飼料原料に係わる、
①本船等からの荷捌、荷役及び吸揚
②サイロヘの搬入、保管及び搬出
③くん蒸及び通関業務代行、倉庫業務及びオフィス活動]

登録日   :1999年  6月 18日

登録更新日 :2016年 8月 30日

改訂日   :2017年  7月 21日

有効期限  :2019年  8月 29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

本付属書は本証の一部のため、合わせてご覧 ください。

Pariner of

」臥 ―EttNet― 1407 D7501023
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30.SMB建 材株式会社
東京都港区虎ノ門 2丁 目2番 1号
本社及び
事業所 :首都圏営業部 静岡営業所、関越営業部 宇都宮営業所、

関越営業部 新潟営業所、大阪支社、東北営業部、
東北営業部 盛岡営業所、北海道営業部、中部営業部、北陸営業部、
中四国営業部、中四国営業部 四国営業所、
中四国営業部 岡山営業所、九州営業部

[住宅及び建築用資材等の国内販売、及び軍易取引並びにオフィス活動]

31.住商ビルマネージメント株式会社
事業所 :大阪ビル営業部 大阪府大阪市中央区北浜 4丁目

千里事務所   大阪府豊中市新千里西町 1丁 目
名古屋事務所  愛知県名古屋市中区錦 2丁 目 1

[オフィスビルの総合管理及びオフィス活動]

32.住商マテリアル株式会社
東京都中央区晴海 1丁 目8番 8号
本社
[金、銀、白金、パラジウム等の貴金属及び希少金属地金、製品の仕入、
販売及びオフィス活動]

33.住友商事ケミカル株式会社
東京都中央区晴海 1丁 目8番 12号
本社及び
事業所 :関西支社、名古屋支社
[化学品及び合成樹脂の国内 B貿易取引並びにオフィス活動]

口
耳

　

　

口
可

３

号

３

３

２

１

番
番
番

５

２

０

登録日

登録更新日

改言丁日

有効期限

1999年

2016年
2017年

2019年

6月 18日
8月 30日
7月 21日

8月 29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

本付属書は本証の一部のため、合わせてご覧ください。

Partner ot

」 臥 正持Net 1407 D7501023
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34.株式会社スミトロニクス
東京都中央区晴海 1丁 目8番 12号
東京本社
[電子部品を中心とした電子機器用部品・部材等の輸出入販売及び
SCMによる在庫/キッティング/実装/JITデ リバリーを含む
一貫アウトソーシング事業並びにオフィス活動]

35.住商ファーマインターナショナル株式会社
東京都千代田区―ツ橋 1丁 目2番 2号
本社及び               

′

事業所 :大阪支社、横浜サポートセンター、原薬分析センター
[1.医薬品、食品及び食品添加物、医薬部外品、毒物、劇物、化粧品、

医療用具、それらの原料及び、動物 a植物・微生物の組織 B細胞並びに
構成因子等の輸出入、販売並びにこれら物品に関する情報の売買及び
斡旋

2.理化学機械及び医療機器の開発、設計、製造、据付、販売、貸与並びに
保守

3.上記に関するコンサルタント業並びに仲介業及びオフィス活動]

36.住商アグロインターナショナル株式会社
東京都中央区晴海 1丁 目8番 12号
本社
[農薬、家庭用防疫薬、ペットケア用品の国内・貿易取引、開発、並びに
オフィス活動]

登録日
登録更新日

改訂日

有効期限

1999年

2016年
2017年

2019年

6月 18日
8月 30日
7月 21日

8月 29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

本付属書は本証の一部のため、合わせてご党ください。

Pariner of

」臥 ド浄Net 1407 D7501023


