
ISO認証取得状況（生産拠点一覧） 2022年4月現在

会社名 事業所名 主な製品
ISO9001

（QMS）

ISO14001

（EMS）

ISO/IEC17025

（試験所）

EA21

（環境）

ISO45001

（安全衛生）

札幌 シャッター製品、オーバースライダー、ドア製品 〇 〇

秋田 軽量シャッター 〇 〇

足利 シャッター製品、オーバースライダー 〇 〇

太田 ドア製品 〇 〇

静岡 窓シャッター、ドア製品、間仕切製品 〇 〇

岐阜 シャッター製品、オーバースライダー 〇 〇

広島 シャッター製品、ドア製品 〇 〇

九州 シャッター製品 〇 〇

昭和フロント（株） 埼玉 アルミフロント 、カーテンウォール

沖縄三和シヤッター（株） 沖縄 シャッター製品、ドア製品、 間仕切製品

埼玉 ステンレス製品 〇 〇

名古屋 ステンレス製品 〇

三和システムウォール（株） 尼崎 間仕切製品

（株）鈴木シャッター 埼玉 シャッター、防水製品 〇

三和エクステリア新潟工場（株） 新潟 エクステリア製品、窓シャッター、ドア製品 〇

ベニックス（株） 嵐山 間仕切製品 〇 〇

昭和建産（株） 群馬 自動ドア 〇

林工業（株） 新潟 ドア製品 〇

三和電装エンジニアリング（株） 大阪 開閉機

（株）吉田製作所 佐久 ステンレス製品 〇 〇

（株）メタルワーク関西 山南 ステンレス製品 〇

三和ミタカ（株） 札幌 ドア製品

中国 上海宝産三和門業有限公司 Shanghai オーバースライダー、シャッター製品、シートシャッター 〇 〇 〇

上海諾沃芬門業有限公司 Shanghai ドア製品 〇 〇 〇

三和諾沃芬門業（常熟）有限公司 Jiangsu ドア製品

香港 三和捲閘（香港）有限公司 Hong Kong シャッター製品、ドア製品

鈴木鐵閘（香港）有限公司 Hong Kong シャッター製品

台湾 安和金属工業股份有限公司 Hsinchu ドア製品 〇

ベトナム ビナサンワ Hanoi ドア製品、シャッター製品、シートシャッター 〇 〇

タイ サンメタル Korat シャッター製品、ドア製品

インドネシア サンワマス Bekasi シャッター製品

韓国 ドンバンNF Seoul ドア製品 〇

オーバーヘッドドア社

Lewistown シャッター製品

Williamsport 住宅用ガレージドア、商業用セクショナルドア

Grand Island 住宅用ガレージドア、商業用セクショナルドア

Mt. Hope 住宅用ガレージドア、商業用セクショナルドア、金属部品

Dalton シャッター製品

Trail シートシャッター

Conneaut 樹脂パネル・部品

Pensacola 住宅用ガレージドア、商業用セクショナルドア、金属部品

Centralia 住宅用ガレージドア

Portland 住宅用ガレージドア

Marion 車両用ドア製品

Baltic ドア用開閉機

Corpus Christi 自動ドア △

Tecate 車両用ドア製品 △ △

Matamoros ドア用開閉機、自動ドア △

米国 Won-Door Corporation Salt Lake City 防火ドア、セキュリティドア

ノボフェルムグループ

Werth 住宅用ガレージドア、ドア製品 〇

Dortmund 住宅用ガレージドア、産業用セクショナルドア 〇

Novoferm Riexinger Türenwerke GmbH Brackenheim 防火ドア製品、防火引き戸 〇 〇

Novoferm Siebau GmbH Buschhutten 車両用ドア製品 〇

Novoferm Tormatic GmbH Dortmund ドア用開閉機 〇

Novoferm Spare Parts GmbH Haldern スペアパーツ

DSS Docking Solution und Service GmbH Hannover ドックレベラー

Machecoul 住宅用ガレージドア 〇

Bavilliers 住宅用ガレージドア 〇

Melun 防火ドア製品、防火引き戸 〇

オランダ Alpha Deuren International B.V. Didam 産業用セクショナルドア

Novoferm UK Limited Luton 住宅用ガレージドア 〇

Horton Automatics Limited Telford 自動ドア

Robust UK Limited Stoke-on-Trent ドア製品 〇

イタリア Novoferm Schievano S.r.l. Padova ドア製品、防火引き戸 〇

スペイン Novoferm Alsal S.A. Cantabria ドア製品、住宅用ガレージドア、産業用セクショナルドア 〇

ポーランド Novoferm Door Sp. zo.o Wykroty ドア製品、ドックレベラー 〇 〇

スウェーデン Robust AB Nykroppa ドア製品 〇 〇

※三和シヤッター工業の性能試験センターは、ISO17025を取得済

※△マークは、全てではなく一部取得していることを示す

三和シヤッター工業（株）

三和タジマ（株）

米国 OVERHEAD DOOR CORPORATION

メキシコ

ドイツ Novoferm GmbH 

フランス Novoferm France S.A.S 

英国

日本

アジア

北米

欧州


