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Certificate of Registration
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MANAGEMENT SYSTEM― IS0 9001:2015

・
可his is to∝ rtけ that Canon Medical Systems Corporauon

キ ヤ ノ ンメデ ィ カル シス テ ム ズ 株 式会 社

1385′ Shimoishiganli

T324‑3550

Otawara― shi
Tbchigi

栃木県
大 田原 市
下 石上 1385番 地

324‑8550
Japan

Holds Certittcate No:

FM 759586

and operates a Quality Management System which complies wtth the requiremenL of IS0 9001:2015 for the
scope:

fo‖ owing

Please see scope page.

For and on behalf of BSI
Michael Lam― Managing Diredつ r Assurance′

APAC

Original Registation Date: 1992‑12‑22

Erective Date: 2022‐ 05‐ 27

Latest Revision Date: 2022‑05‑27

Expiry Date: 2025‑09‑30
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This certincate was issued electЮ nica‖ y and renlains the propett of BSI and is bound by the condttions of contract
An electronic certincate can be auti]enti(Bted online

Printed copies can be validated at www bsigroup com/ClientDirectonr Or tetephone 045‑414‑3022
Informatlon and Contact:BSI′ Kttemark Court′ DaVy Avenue′ KnowihWL MWtOn Keynes MK5 8PR Tel:+443450809000
y44AL′
BSI Assurance UK Limited′ re9 stered in Engiand under nunlber 7805321 at 389 Chiswick High Road′ Londonヽ ハ

A Member ofthe BSI Group of Companies

UK

Certittcate No:

FM 759586

Registered Scope:
Design′ dcvelopment′ manufa(丈 urer instaIIation′ maintenance and distribution of diagnostic imaging

systems′ in vttЮ diagnosuc dinical test equipmentt picture archⅣ

ing&communicadon systems(PACS)ァ
8re

medical seⅣ ice supportingコ「 systems,workstation and workstation soR訥
lnstallation′

maintenance and distribution of therapeutic equipment

Design′ devetopment′ manufa(丈ure and distribution of molecular test devices and power supply component
Design′ devetopment manufacture and distttbuuOn Ofin vttro diagnosuc test kit ummunology′

gene

technology and dini∽ I chemist呼 )and mOlecular test reagenL

devetopment and manufacture of component for MRI
画像診断 システム、体外診断用検体検査装置、 医用画像 ファイ リングシステム (PACS)、 医療業務支援 IT
システム、 ワー クス テー シ ョン、及 び ワー ク ステー シ ョンソフ トウ エアの設計 H開 発、製造、据付 、保
守、及びデ ィス トリビュー シ ョン
治療装置の据付、保守、及 びデ ィス トリビュー シ ョン
分子検査装置及び電源 コンポ ー ネ ン トの 設計 H開 発、製造 、及びデ ィス トリビュー シ ョン
体外診断用医薬 品 (免 疫学 的検査 、遺伝学 的検査 、 生化学検査 )及 び分子検査試薬の設計 日開発 、製
造、及びデ ィス トリビュー シ ョン
MRI用 コンポーネ ン トの設計・ 開発及び製造
Design′

Original Registration Date: 1992‐ 12‑22

Erective Date: 2022‑05‑27

Latest Revision Date: 2022‑05‑27

Expiry Date: 2025‐ 09‑30
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′
、
as issued electronicaWy and remains the propenv of ssl and is bound by the conditions of contract

An etectronic certi輛 cate can be authenticated online

′or telephone 045‑414‑3022
Printed copies can be validated at、 、vw bsigroup com/ClientDirectoい′
〜

Information and Contact:BSI′ Kitemark Coult′ Davy Avenuer Kno、 th‖ I MWtOn Keynes MK5 8P2 Tこ I:+443450809000
BSI Assurance UK Limited′ registered in Engiand under numberア 805321 at 389 ChisψVick High Road′ London W4 4AL′ UK
Aザ

A Member ofthe BSI Group of ComPanies,

FM 759586

Certittcate Noi

Location

Registered Activities

Canon Medical Systems Corporauon
1385,Shimoishiganli

Design,developmentt manufacturer instaWauon′
maintenance,and distribution ofimaging systems′

Otawara― shi
Tbchigi

diagnostic clinical test equipmentt picture aに

in vitro

hiVing 8【

communicatbn systems(PACS)′ mediCal seⅣ にe suppotting
r「 systems,workstaMon and workstauon sottare

324‑8550
Japan

lnstallation,maintenanceァ and distribution of therapeutic

equipment

キ ヤ ノ ン メデ ィカル シス テ ム ズ 株 式 会 社
本社

Design′

T324‑8550

Design′ development,FnanufacLure and distribution of in vitro
diagnosuc test kit ommunO10gy′ gene technology and clinical

栃木 県
大 田原 市
下 石 上 1385番 地

developmenL manufacturer and distttbuuon of
molecular test devices and power supply component

chemistry)and mOlecular test reagenL

画像診断システム、体外診断用検体検査装置、医用画像 ファ
イ リングシステム (PACS)、 医療業務支援 ITシ ステム、 ワ
ー クステー シ ョン及びワークステー シ ョンソフ トウ エアの設
計・ 開発、製造、据付、保守、及びデ ィス トリピュー シ ヨン
治療装置の据付、保守、及びデ ィス トリビュー シ ョン
分子検査装置及び電源 コンポーネ ン トの設計・ 開発、製
造、及びデ ィス トリビュー シ ヨン
体外診断用医薬品 (免 疫学的検査、遺伝学的検査、生化学検
査 )及 び分子検査試薬の設計・ 開発、製造、及びデ ィス トリ
ビュー シ ョン

Canon MedicaI Systems Corporadon

Kawasaki Omce
70‐ 1,Yanagiい cho,Saiwa卜 ku′

Kawasaki― Shi′

Kanagawa
212‑0015
Japan
キ ヤ ノ ン メデ ィカル シス テ ム ズ 株 式 会 社
川崎事 業所

T212‑0015
神奈川県
川崎市
幸 区柳 町 70‑1

Distribution of diagnostic imaging sỳ丈 ems′ therapeutic
equipmentt in vttЮ diagnostic chnical test equipmenL
workstauon and wOrに ね Jon sofⅢ vare
Design′ developmentt installation,maintenance and
distHbutton of picture arch"ing S(communicauOn syStems
(PACS)and medical seⅣ ice suppotting r「 syStems
画像 診 断 シス テム、治療装置 、体外 診 断用検体検査 装置 、 ワ
ー クス テー シ ョン及 び ワー ク ス テー シ ョン ソフ トウ エアのデ
ィス トリビュー シ ョン
医用画像 ファイ リング シス テ ム (PACS)及 び医療 業務支 援
ITシ ステムの 設計 ・ 開発 、据付 、保守 、及 びデ ィス トリビ
ユ ン ヨン

Original Registration Date: 1992‑12‑22

E「ective Date: 2022‑05‑2フ

Latest Revision Date: 2022‑05‑27

Expiry Date: 2025‑09‑30
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An etectronic cettiflcate can be authenticated online
Pttnted copies can be validated at www.bsi9roup com/CtientDirectory Orと
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′
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BSI Assurance UK Linlited′ registered in Engiand under number 7805321 at 389 Chis、 、
A Member ofthe BSI Group of Cottnpanies,

UK

te
Certittα 〕

No:

FM 759586
Registered Activities

Location
Okinawa Canon Medical Systems Co.′
1‐

Ltd.

Ins協

Ilation′

子
■aintenance′ and distribution of diagnostic

imaging systems,therapeuuc eqUipmentt in vttЮ diagnostic
clinical test equipment′ picture archiving&communication

19‐ 9 Nishi′

Nahaい shi′

Okinawa
900‑0036
Japan
沖 縄 キ ヤ ノ ン メデ ィカル シス テ ム ズ 株 式会 社

T900‑0036

systems(PAα 3),workStadon and workstauon sOmare
画像診断 システム、治療装置、体外診断用検体検査装置、医
用画像 ファイ リングシステム (PACS)、 ワークステー シ ョン
及びワー クステー シ ョンソフ ドウ エアの据付、保守、及びデ
ィス トリビュー シ ョン

沖縄 県
那覇市
西 1丁 目 19番 地 9号

Canon MedicaI Systems 6orporadon

Kansa1 0mce
l‑1‑30 0yodo― naka′

Designァ developmentt installauon′ maintenance′ and
‐
distttbudon of medical seⅣ ice supporLing口 systems

医療業務支援 ITシ ステムの設計・ 開発、据付、保守、及び
デ ィス トリビューシ ョン

Kita― ku′

Osaka― shi′

Osaka
53と い
6106
Japan
キ ヤ ノ ン メデ ィカル シス テ ム ズ 株 式 会 社
関西支社

T531‑6106
大阪府
大阪市
北 区大 淀 中 1丁 目 1番 30号

Canon Medical Systems Corporadon

Ako Omce

Design′

deveiopment and manufacture of component for MRI

MRI用 コンポーネ ン トの設計・ 開発及び製造

651,Tenwa′
Ako― shL

HyOgO
678‑0256
Japan
キヤ ノンメデ ィカル システムズ株 式会社
赤穂事 業所

T678‑0256
兵庫 県
赤穂市
天 和 651番 地
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Informat on and cOntact:BSI′ Kttemark Court′ Davy Avenue′ KnowihWL M‖ tOn Keynes MK5 8PR Tet:+443450809000
BSI Assurance UK Limited′ regittered in Engiand under number 7805321 at 389 Chisヽ vick High Road′ LondonヽV44AL′ UK
A Mernber ofthe BSI Group of Co llpanies

