Notice of acquisition of ISO9001: 2015 quality management system and
ISO14001: 2015 environmental management system certification for the
first time as a wood pellet manufacturer-Improvement of customer
satisfaction in quality and efforts to control GHG emissionsDecember 16, 2020
Biomass Fuel Co., Ltd.
Our company, BIOMASS FUEL VIET NAM CO., LTD. (BMFV), acquired
ISO9001: 2015 and ISO14001: 2015 certifications, which are international
standards for quality and environmental management systems, on December
7.
ISO9001: 2015 has established a systematic quality control system and has
been making efforts toward acquisition with the aim of reflecting it in the
production of high-quality wood pellets. BMFV will continue to actively
maintain and improve quality management and deliver high-quality products
that customers can rest assured.
In addition, ISO14001: 2015 aims to appropriately manage the
environmental load of our corporate activities and continuously reduce it,
and to acquire it in order to achieve both sustainable growth and conservation
of the global environment. We have been working on it. In particular, we will
use this management system to properly evaluate GHG emissions and
control emissions in the process from raw material procurement to
manufacturing and shipping of wood pellets, and deliver products with low
environmental impact.
As our handling volume of biomass fuels such as wood pellets and PKS is
expanding, we will discuss the legality, sustainability, traceability, quality
management, and environmental management of each fuel procurement,
manufacturing, processing, and transportation process. Obtaining each
certification, such as examination by an appropriate third-party certification
body and implementation of management, is positioned as part of efforts to
promote a sustainable biomass fuel supply business. Going forward, we will
continue to strive to develop businesses that take the global environment and
local communities into consideration through such efforts to ensure
sustainability.

木質ペレット製造業者として初、ベトナムで品質マネジメントシステム ISO9001:2015、
環境マネジメントシステム ISO14001:2015 認証取得のお知らせ-品質における顧客満足度
の向上と GHG 排出の抑制への取組みについて2020 年 12 月 16 日
バイオマス・フューエル株式会社
当社、BIOMASS FUEL VIET NAM CO., LTD.(以下 BMFV)は 12 月 7 日付で、品質及び
環境マネジメントシステムの国際規格である ISO9001:2015 と ISO14001:2015 の認証を取
得しました。
ISO9001:2015 は系統化された品質管理体制を確立し、高品質木質ペレットの製造に反映
させることを目的として取得に向けた取り組みを行ってまいりました。BMFV は今後も品
質マネジメントの維持、向上に積極的に取り組み、お客様にご安心いただける高品質製品を
お届けしてまいります。
また、ISO14001:2015 は当社の企業活動が環境に及ぼす負荷を適切に管理し、且つ継続的
に削減することを目的とし、持続可能な成長と地球環境の保全を両立するために取得に向
けた取り組みを行って参りました。特に、木質ペレットを製造するまでの原料調達から製
造、出荷の過程における GHG 排出量の適切な評価や排出の抑制に本マネジメントシステ
ムを役立て、環境負荷の低い製品をお届けいたします。
今般、木質ペレットや PKS といったバイオマス燃料の当社取扱量が拡大していく中で、
各燃料の調達や製造、加工、輸送行程に関する合法性、持続可能性、トレーサビリティ、ま
た品質マネジメント、環境マネジメントについて、然るべき第三者認証機関による審査、管
理の履行といった各認証取得は、持続可能なバイオマス燃料供給事業を推進していく取組
みの一環と位置付けております。今後も、このような持続可能性確保に関する取組みを通じ
て、地球環境、地域社会に配慮した事業展開に努めてまいります。
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