
ntertek 
Total Quality. Assured. 

CERTIFICATE 

認証登録証明書

株式会社グロップ

岡山県岡山市中区さい70-3

事業所名及びその所在地は添付付属書参照

貴輯織のマネジメントシステムが以下の規格に遍合していることを確匿しました。

ISO 14001 :2015 
本マネジメントシステムは下記の認証登録範囲に遍用されます。

アウドノーシング請負事業（生産ラインの業務請負•発送代行・

事務代行等）、 人材派遣事業及び人材紹介事業、

就労継続支援A型・放課後等デイサービス

認証登録●号：
08453 

初回登録日：
2012年4月16日

認証決定日：
2022年7月4日

認証発行日：
2022年7月4日

有効期隕：
2024年5月13日

.014
 

辱｝一

□n叫一
Calin Moldovean 
President, Business Assurance 

lntertek Certification Limited, 1 OA Victory Pa点

Victory Road, Derby DE24 BZF, United Kingdom 

lntertek Certification Limited is a UKAS 

accredited body under schedule of 

accreditation no. 014 

＠ 
In the issuance of this certificate. lntertek assumes no liability to any party other than to the Client and then only in accordance with the agreed upon Certification 
Agreement This certificate's validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with lntertek· s requirements for systems certification 
Validity may be confirmed via email at certificate.validation"intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. The certificate remains the 
property of lntertek. to whom it must be retu-ned upon request ® 
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ntertek 

APPENDIX TO 

この認証登録証明書で綱羅する各事業所の名称及び所在地

株式会社グロップ

Total Qualty. Assured. 

この付属書は認証登録証明書＃08453 本体に付属するものであり、単独での使用はできません。

旧本社：岡山県岡山市中区さい東町2-2-5

【認証登録範囲】倉庫、保管庫

さい第1 センター：岡山県岡山市中区さい東町2-2-7

【認証登録範囲】本社機能

上道センター：岡山県岡山市東区中尾440
岡山南オフィス：岡山県岡山市北区下中野1223-5 OS第一 ビル

倉敷オフィス：岡山県倉敷市中島1354-1

福山オフィス：広島県福山市 霞町1丁目1番24号福山ビル2階

広島オフィス：広島県広島市中区本通6-11明治安田生命広島本通りビル7階

東広島オフィス：広島県東広島市 西条岡町8-17 西条ハッピービル1階

尾道サテライトオフィス：広島県尾道市 栗原町1-5片山ビル3階

津山オフィス：岡山県津山市 川崎143-1 シャングリラ川崎1F

松江オフィス：島根 県松江市 西津田3丁目13番17号

米子サテライトオフィス：鳥取県米子市東福原6-2-29和幸電通テナント1F

高松オフィス：香川県高松市 伏石町2061-8 伏石ツインオフィスB棟

丸亀オフィス：香川県丸亀市 宗古町13-1 丸亀白川ビル2階

梅田オフィス：大阪府大阪市北区梅田1-12-12 東京建物梅田ビル10階

京都オフィス：京都府京都市下京区不明門通七条下ル東塩小路町735番地1 京阪京都ビル9階

綾部オフィス：京都府 綾部市大島町外山田1-1エスポール2階

グロップジョイ京都オフィス：京都府 京都市 伏見区西大手町307-30エイトビル6階

神戸オフィス：兵庫県神戸市中央区布引町4-2-12 ネオフィス三宮10階

姫路オフィス：兵庫県姫路市 白銀町50番地日本生命姫路ビル5階
銀座オフィス：東京都中央区銀座1-3_9 マルイト銀座ビル5F

【認証登録範囲】人材派遣、人材紹介、業務請負 ＠ 
In the issuance of this certificate. lntertek assumes no liability to any party other than to the Client and then only in accordance with the aueed upon Certification 

Agreement This certificate's validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with lntertek · s requirements for systems certification 

Validity may be confirmed via email at certificate.validation'lfintertek.com or by scanning the code to the riかt with a smartphone The certificate remains the 

property of lntertek. to whom it must be returned upon request 
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ntertek 
Total Qualty. Assured. 

APPENDIX TO 

この認証登録証明書で綱羅する各事業所の名称及び所在地

株式会社グロップ

この付属書は認証登録証明書＃08453 本体に付属するものであり、単独での使用はできません。

船橋オフィス：千葉県船橋市本町2_2-7 船橋本町プラザビル4F

柏オフィス：千葉県柏市末広町7-3 柏第一生命ビル4F

春日部サテライトオフィス：埼玉県春日部市粕壁1-5-15 根本ビル4階

相模原オフィス：神奈川県相模原市南区相模大野3-19-13アー ベイン相模3階

名古屋オフィス：愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目24番20号名古屋三井ビルディング新館9階904号室

岐阜オフィス：岐阜県羽島郡岐南町上印食9-103 伊田屋ビル4階

仙台オフィス：宮城県仙台市 青葉区中央3-2-1 青葉通プラザ10階

熊 本サテライトオフィス：熊 本県熊 本市中央区中央街3-8 熊 本大同生命ビル7階

郡山オフィス：福島県郡山市大町2-12-13宝栄郡山ビル5F

烏栖オフィス：佐賀県鳥栖市元町1378-1 元町パークビル1階

滋賀オフィス：滋賀県守山市 梅田町10-1 梅田スカイビル3階

三重オフィス：三重県伊賀市上野丸之内28余野部ビル ラ ・ フォーレ 2階
岡山駅前ビル：岡山県岡山市北区野田屋町1-6-22 グロップ岡山駅前ビル3階 •5階

徳島オフィス：徳島県徳島市 住吉2丁目1-5 セゾンテラス1階

福岡オフィス：福岡県福岡市中央区 天神3丁目3番5号天神大産ビル3階

泉佐野オフィス：大阪府泉佐野市高松東1丁目10-37泉佐野センタービルサウスコア21 5F 

長浜サテライトオフィス：滋賀県長浜市田村町861竹中テナントビル205号室

所沢オフィス：埼玉県所沢市東住吉5-11黒川ビル1階

【認証登録範囲】人材派遣、人材紹介、業務請負

多摩BRセンター：東京都多摩市落合1丁目15-2多摩センタートーセイビル4F

【認証登録範囲】ベネッセ営業・業務請負

多摩オフィス：東京都多摩市落合1丁目3番地1かじやビル2F

【認証登録範囲】ベネッセ営業 ＠ 
In the issuance of this certificate. lntertek assumes no liability to any party other than to the Client and then only in accordance with the agreed upon Certification 
Agreement This certificate's validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with lntertek · s requirements for systems certification 
Validity may be confirmed via email at certificate.validation""intertek.com or by scanning the code to the riかt with a smartphone The certificate remains the 
property of lntertek. to whom it must be returned upon request 
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ntertek 
Total QuaUty. Assured. 

APPENDIX TO 

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

株式会社グロップ

この付属書は認証登録証明書＃08453 本体に付属するものであり、単独での使用はできません。

市ヶ谷オフィス：東京都千代田区九段 南4丁目8番30号アルス市ヶ谷2F

【認証登録範囲】営業活動

九段 下オフィス：東京都千代田区九段 北一丁目3番5号九段 北一丁目ビル7階
【認証登録範囲】事務代行（ウェビナー業務）

長岡センター：岡山県岡山市中区長岡4-92

大阪センター：大阪府門真市三ツ島5丁目36番1号滋賀近交運輸倉庫8階•6階

【認証登録範囲】ダイレ クトメール等の封入•発送

赤田BPOセンター：岡山県岡山市中区赤田85

愛媛コ ンタクトセンター：愛媛県大洲市 東大洲180-1
弘前／コンタクトセンター•BPOセンター：青森県弘前市土手町212-1かさいビル2階·3階

【認証登録範囲】事務代行・テレマーケティング

神田BPOセンター：東京都千代田区神田淡路町1-11-8 淡路町UKビル6階

北柏第二BPOセンター：千葉県柏市根戸206番地3 北柏ビル2階

【認証登録範囲】事務代行、封入・梱包•発送

ビジネスサポート事業部 第2センター ：岡山県岡山市北区駅前町2-5-24 JR岡山駅第2NKビル5階

【認証登録範囲】事務代行（開封受付処理）

高柳物流センター：岡山県岡山市 北区高柳東町3-28 1 F 

高柳第2 物流センター：岡山県岡山市北区下伊福西町6-10

【認証登録範囲】事務代行（模試の封入•発送）

＠ 
In the issuance of this certificate. lntertek assumes no liability to any party other than to the Client and then only in accordance with the agreed upon Certification 

Agreement This certificate's validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with lntertek's requirements for systems certification 

Validity may be confirmed via email at certificate.validation·aintertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone The certificate remains the 

property of lntertek, to whom it must be returned upon request 
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ntertek 

APPENDIX TO 

この認証登録証明書で綱羅する各事業所の名称及び所在地

株式会社グロップ

Total Quality. Assured. 

この付属書は認証登録証明書＃08453 本体に付属するものであり、単独での使用はできません。

高柳情報センター：岡山県岡山市北区高柳東町2-64（株ベネッセコ ーポレ ーション高柳情報センター1F ・2F·3F

【認証登録範囲】マークシートの読み取り処理、事務代行・ テレマーケティング、事務代行（模試の封入•発送）

桑野物流センター：岡山県岡山市中区桑野116-1

【認証登録範囲】封入・ 梱包•発送

北柏センター：千葉県柏市松ヶ崎新田13-1ロジポート北柏3階

南柏センター：千葉県柏市中新宿1-2-1

【認証登録範囲】封入・ 梱包•発送、ダイレクトメール等の封入•発送、事務代行

サンクルール今事業所：岡山県岡山市北区今8-6-14

【認証登録範囲】就労継続支援A型 ・ 放課後等デイサービス

＠ 
In the issuance of this certificate. lntertek assumes no liability to any party other than to the Client and then only in accordance with the agreed upon Certification 

Agreement. This certificate's validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with lntertek's requirements for systems certification 

Validity may be confirmed via email at certificatevalidation•a.intertek.com or by scanning the code to the riかt with a smartphone The certificate remains the 

property of lntertek. to whom it must be returned upon request 
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