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財団法人 日本自動車研究所

審査登録センター (」AR RB)

既に■tンターのす^て
の鷲録Xl繊様にわllら せいたしておりますように 昨年lltt l日 より使用を開

'|いたしました当センターの新しい登鯨マーク
''デ

ザインを商標登録の関係から 部

`工
いたしました

マークデザイン変更の経緯につきましては■にお知らせいたしまし,通 りでございます

現在 登録泄織の皆様|`f・ 送りする■換え用章年前:及 〔|'― クの電子データを収榊 したCD ROlの発送■

業を取り急ぎ●つてお りますが CD R01に つきましては9月 81`全数を発せいたしましたので 旺にお 千

元に届いていることと存します 真にお手数に存じよすが デザイン変更11の 新登録‐―クが1●納された

CD R鰤は廃栞していただき CD R酬 より複写したコンピュータ上の電子データ等もすべてlHま して きヽる

よう
`お

腋ι●|し上 Fます

■換え用登録証につきましても順次に発送を開■ しておりますか =換え対象の登録.Tが ,00,枚近くあ

りますので す でヽの11餃様^の■送完 了は9月 下旬から10月 1旬 |こ なる見込みです ■墨え用登録詞がお

手′tl● 届きましたら枚数をご確認いただき 枚数に過不足がございましたら,当者にお力らせ ください

なお 登数証につきましては認定基■に基づき回収させていただきますので お千抜に″しますが返送用

のtt綺にてご退却いただきたくお願い申し上 |ます

¨年9月 に登録マーク■を一新 してから1年に満たない期「]で r●デザイン変更により登録担織のせ磁には

,大なご迷惑をおかけしま,こ とを深くお■び申し上げよ十 特にお名11 会社案内等に新マ~ク をビ使

用のII薇様については重ねて深くお詫び中しあげます

「新登録マークJのデザイン変更と登録証等の差控えについて

初回登録 (環境〉

登録番号 登録日 登録者名 登録範囲

U☆[R0760 20088 1 苺星電機株式会社 天丼クレーン ホイスト等の保守 点検 讐備

更新登録 (環境 )

登録番号 更新 日 登録者名 登録範囲

よ [Юl14 2008 82' 大信綺機株式会社 自動車用部品並びに生産設備の設計及び製造

J組03● 20“ 8 9 日本物流株式会社
岡本物薇セン

'一

輸出′入貰物の保管′入出庫及び梱包作業

UA[R0385 2∞8 8 0 伸技工業株式会社 自動車用 プレス部品及び精密試作部品の加工

0☆[R“86 2∞8 8 26 株式会社関東シー ト製作所来

北上地区

自動車用内業部品の製造

江刺工場の拡大

」☆[R0389 2∞8801 株式会社ニッソーサービスメ
自動車メーカー 音響メーカー及び電子部品メーカー等の業

務調負及び人材派遣

株式会社=ッ ソーネットの拡大



第 136号 14ρ ′―お  審査ニュース 2008年 9月 15日

登録番号 更新 日 登録者名 登録範囲

J☆[RC:98 2①3 = 5 株式会llモ ダン装美
本 社

ビル清掃及び廃葉物の収集運搬 中間処理並びにイベン ト関
連業務

J,な0611 20“  8 5 ダイハッ九州株式会社 自動車の製遺

J☆[R0602 2008820 富山日野 自動車株式会社 自動車の販売 整備及び饉理

U,[R0863 20088 26 東京日野自動車株式会社 自動車の販売 整備及び修理

登録拡大 帽 境 )

登録番号 発効 日 登録者名 登録範囲

U☆[R∞OO 2∞8 : ] 株式会社豊田自動線機

登録統合 ‐U,[mo`o ∞66 02= 0150 o46
自動車並びに自動車用エ レジン コ動車部品 産業車両 恒
流 システム摯器 機維機械の開発 製造及び販売

下線部の変更嵐 1拡大

安城工場の拡大

JAP0026 200= 8 22
トヨタ紡織株式会社
豊田地区

堤工場 堤北パー ツセンターの拡大

J☆[P02`2 2003 8 : 富士機ェ株式会社 入出倉庫の拡大

U☆[1052, 2008 8 1 トヨタエルアンドエフ静同株式会社 藤枝営業所の拡大

U☆[R0503 2∞8 8 29 トヨタ部品広島共販株式会社 東広島営業所の拡大

U☆[R0596 20088 22 トヨタエルアンドエフ東京株式会社 星立営業所の拡大

更新登録 (品質 )

登録番号 更新 日 登録者名 登録範囲

J☆OR∞42 200882( 株 式会社 MARUWA
本社 土雄工場 瀬戸工場

電子部品用セラミックス セラミックス応用電子部品及びフェライト
磁石及び照明器具の設計 製造 販売

U,OR0100 20088 20 宝栄工業株式会社

●バンバー等の自動車及び建機用の プレス溶接 埜装 樹脂
成形部品の製造
②防音パッケージサィレジサー等の環模保全機器の製造
0マフラー 燃料タンク等の自動車 建機用機器の設計と製造
Cグローフボックス等の原子力関連付帯機器の設計と製造

JAはOlll 200= 323 有限会社芳賀自動車 自動車の販売 整備及び修理

※登録イ‖縦●工大■,11

,録情報の
=却

よJAR「円311● , 1,■,■|●●●■●● ●hi■|'|`ご参照Tさ い
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環境関連法規等の動き rθ″7/25～ρ

“

,´ 7 ,

‖●の温
=勁

■
'ス

|1長の長期日●とtて  [2050● までモユ状■ヽら60～ 80ヽ Jと 明記 計画でlt 20131'以
降

',ホ
ス ト京都議●書をめくる国連■●が本格11す る来年 ,は 中期日標となる国すて顕 標をi長  こうtt

大幅な肯●を■■するため 41新・ |な技li,]発 ,,必要|を強調 
「

内のF4洵を占め/_火方i電 と製量の二¨イヒ
¨素 (10JりHI■●,■ 泣を進めるため 〔0・を:L中 などに貯雷する■術

“

Xヽ ,の大規模■:T■験に来`|,か ら着

「  Z020年 ■■に

'用
化を1指す また 既に■,る 先進技術′,普及 1。 ¬1菫 する

白書等の掲載 刊行情報

1  1'成 20E版 量党 郷員型社会自言J(環境●2008年 F月 )

参■|‖  卜●t,`′ヽヽ・ o●●
=O jl`|●

1● ,■・ :●、,o′
:構成】立成lⅢ■ 循學

"ll■

公の形成力11況 +,文20,1,循葉
"1祉

公
',■

成に問■る施策
2 [東京の■竜200= `■ 行                          峠 京都2008年FF)

【■な内容】●Ifた な東京都環境計画●調,民 ,,健ヽと安全を確保十る環党に間する条例の■1改正●J■0工京
●環 三とユ‐ 1策 .地ホ温暖化対策を合む8`)I`関 し 重視しているボ題はクローズアンフの標識をつけて
よ

=め
られている 二酸化電ギと光1,学オキンタントの人気,1染 も

`ヽ
として

'さ
,1て いる

●■ 1販売価格130円 1冊    [Ⅲ  l● t,■ |,,,2 kJ● k,● m● t蒸●1● ぃヽ JI`kk■ k・ 11●●kγo200=′�J●、1■・ ]

(経済L賞省200=年 7月 2,日 ,

唯 収 リサイクル制度の施行状況の.r価 検討についてJの意見募集 (国 t,逓●2008年 8月 3日 )

帖 炭素社会づくり行動計画Jが閣議決定

「廃印月雌 及び廃携帯電話用装置を一般廃棄物で処理Jに 関する意見の募集     暖 ●省201=■ 月ヽ19口 )

意|.募集剤問 ,20,8年 8月
=」

(■)1,,月
=日

,だ )ミ (
1 検|■員会と予定 1社会資本整備審議会環●lF公是置 リサイクル推工施策検討小・ ●員会な :,びにⅢ火環責審
議会 ,■II リザイク,,!陰建置 ,サ イクル専':委 員会の合可会合として11L ll月 よ |1口門■ i行 後;午

を経過してお , 中間と,ま と●●1｀年成さ,■今秋 モItと

'ま
とい

=に
なる■定

2 評価 検.●の概要

●施行後;■ヽ過 ■庁せ請資材廃某物の再資源イヒ■の 1上 を建設眈案物の大幅な減少がみられている
0中間|,′ とめ ,み られる課懸

再資源化●促進 :費用負|●
=月

|る 意識が指くない 分卿解体等の取刊1■ヽ十分でなヤ、 前行方法が不明
確な,― スがある 再資源化 =支障をきた●●

=物
質の■●lF資源化等よ洸|ビ提が十

`)で

な
=、

建設■
生大

“

の柿

“

が多く再資源化■が低い 電i青ボー ドの再資源化
"rFIE′

遅れ等がある
廃真物面 1処置の微底 ll.l然 として不法F・栞午が多いことや壮工把Fが■●でない

関係イの意識向「 等ど循環■社会形成のに進 ,情‖交■ 共有に 理1= 意.・ll上  ・.■li制 再世用
0課題1「人に|け ての基本・ |'両性と具体¨なrFT■ ■tて

'Rに
lt進

`■
けた杖断的取紅 ■設 ,サイク,,′

"進
 建置眈棄物適正処flの徹底

意見,実期間 :200=11=■ 11H(人 ,よ り,F ll日 (水)ま で
l 改上の |`
1:域的処理に係るヽ例。,村ヽ となる "眈葉l● (20031環●省■示第 31オ

'', IF■
改正[ 「廃帥 掩

(口

“

∫餞又はその部品若 [く li付属‖.=｀ 般

“

棄物となつたものをい う , 1及び [礎

"帯
電話円装置 (携帯

電話用装置ス ,そ のI「 ,亨 ,■ しくは付偶品が一般湾棄物となったものをいう )Jを 追加
2 認定の種類と認定音ξ及び+,い 1111(2007■ 1月 1口 崎ら2008年 3月 81日 )の処理壮ユ



第 138号 Й R′ ′β 審査ニュース 20“年 9月 15日

夏在
'堪

類は8種 1慶スプリングマットレス 廃バーソナルコンピュータ 廃密閉型吉電池 鷹開|・

型鉛昔電池 廃二端自動車 廃FⅢ・|. 眈 1肖 人松 廃人業数
2008年8月 4」 峙■の認t者な ,2● (i栞勒となった当該製,「 ,の製造 力1工 販売等71事 業を行う

● (●
1造業昔,),力 認`定されている

平成1,年度√処 理拭況 ,約 1万 トンの特例の対象■■つた 骰i栞物を処理し 廃消火器と廃バーソ

ナル●ンピュータが●8書1を 占y,てぃる

法令情報 ,特 [な し

IS0900● 200鎚補の改●Iに ついて

発行時期

IS09001“ 質マイジメン トシステ !、 一要求■●)|｀  ISO(口 除標準化機構)のIC1761SC2で 迫ll

'Au●

●dno■t'と して改正F業 中であることは 既にお知らせ してお ,ます 2008年 2月 20日 に,1,

(D,,fi l● 1・●●
` o●

●|｀ ●●d● ,d)の投票が終了し 6月 23日
'FDIS(Fi、

●1,1,)と して登録され 10月

人に ま国際規l● (IS)が 発行さオ|る 予定となりましたのでお知らせユします

今t● の予定は以「 の通 ,■す

02008年 10月  1519u,1ム咄 四1祭規格 い )ヽ発行予定

020081● 2●  ∫IS 0 9001 2008発 11子せ

品質マネジメントシステム規格国内委員会発表「改訂のポイン ト」に関して

2008年8月  品質マネジメン トシステム規格国内委員会は 本T末 (10～ 11月 )発行予定の迫柿改.T版

の改言∫ポイン トを |卜0900',200=改訂についてJ ■まとめ 公表 しました

[l Ⅷ oor,2003改 詢1こついて の内本 (日 It)は以 下の通
'■

す

1)日 的 (JII― R3と記 .追

…

業の目的)

2)検 計の確緯 留意事項

3)主な変更

■)・ o●ls isto●t pair'の概念

■)・ 0,t,● IV●、1●,ギ ^の対応

(:壊求■■のFrl確ィャ (注記 114項 目)

(■)H月 4'01と の整合性の向 L

6)IS09001に おける整令■  貫性の ■上

(ll椰訳上の変更

(1)杉行期間

0発表された:文 書については以下のtR[よ り入
「

可能です

[RL l  hitp ′

`、

,w J、 a 。, 0,`、 13′ liヽ。′,IJ′2008(8_ ・ it● 1 ,d∫

JAR R3のホーム く́―ジでIS09001 2008つ ,Jネ|の情報を随峙て新 しています .I徊 はホーム^― ジをJ
らんください

受審者からひとこと

lll面 の都合によりお休み しま|

発行斬

ネ 1■  ' 71 1'  itt,|′′―  JIII `| り,′

発行共任者 ■級経営管理者 彙口 哲平

財団法人  日本 自動車研究所 審査書録センター

〒 0'O02 東京都港区芝大 l1 130日 本自動車会館 2陪

i[ι   00 5,03-,,01 (代 表 ,   F☆ X  00-5`01-2004

通 巻  第 1,8■   200`年 ,月 1'日

編集人 渉外  業務部 部長 茂未 政則

印刷所  株
=会

社  高山

茨城県う 〈ば市塁崎 1,8'

送付先変更連絆 ド
" `卜

●|●口■,|● ,J,


