
2003年の設立以来、KLEEN-PAKは東南アジアを
代表するウェットシート完成製品の委託製造業者
に成長しました。長年積み重ねてきた専門知識に
より、顧客の要求に応じて仕様や処方に関するア
ドバイスを行うことができます。

製造に関する経験、市場知識および運用能力を
兼ね備えた当社は、自社ブランドおよび委託包装
顧客の優先パートナーとして、各社のニーズに合
致した衛生用ウェットシート製品を供給することを
目指しています。

KLEEN-PAK INDUSTRIES (VIETNAM) CO. LTD. 
は、2014年11月に営業を開始しました。ホーチミン

本社とシンガポール工場
Kleen-Pak Products Pte Ltd

ベトナム工場
Kleen-Pak Industries (Vietnam) Co., Ltd.

会社概要

市から約45kmに位置するビンズオン省に建設された新工場は敷地面積7,000平米で、
最先端の全自動ウェットシート製造ラインを備えています。シンガポールに拠点を置く
KLEEN-PAK PRODUCTS PTE LTDの100%子会社です。

当社の運用およびマネジメントシステムはすべてISO9001 / ISO22716/ ASEAN 化粧品
GMP認証を取得しています。ナショナルブランド、プライベートブランド、委託包装に至る
まで、多数のウェットシート製品を取り揃えており、拡大し続ける顧客ベースのニーズに
応えるためにあらゆる用途向けの折りたたみ方、不織布基材オプション、製品処方、包
装スタイルを提供しております。

また複数の独立機関と提携することで、製品およびプロセスの検証、処方開発、微生物
および分析試験、液体製造、製品デザイン、適合性および安定性試験、グラフィックデ
ザインサービス、供給と物流など幅広い機能を社内に備えています。

KLEEN-PAK PRODUCTS PTE LTD
NO. 2 Loyang Lane #04-03
Loyang Industrial Estate
Singapore 508913
Tel:  +65 6542 2100
Fax: +65 6542 2149

KLEEN-PAK INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD.
No. 7, Lot CN6, H1 Street, Kim Huy IP, 
Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, VN
Tel:  +84 274 388 1288
Fax: +84 274 388 1488

www.kleen-pak.com

enquiries@kleen-pak.com

ベトナム工場

品質への取り組みと社会遵守

本社とシンガポール工場

ウェットティッシュ グローブワイプ

サシェ ワイパーシート



国際認証
•アメリカ製の二重膜（精密ろ過／逆浸透）および紫外線技術からなる当社の高度な6
段階浄水システムにより、製品に使用するすべての水を所定の処方に混ぜる前に
最高純度にします。精製水および混合液は最高品質を維持するため定期的に社内
および外部でサンプル微生物試験を実施。

•すべての施設においてISO9001認証を維持。

•出発原料、液体製造、中間生産物から完成製品まで製造プロセスの全行程におい
て、熟練した製造・品質専門家による厳格な品質管理を徹底。

•主要製造拠点において環境モニタリングプログラムを実施し、当社のウェットシート
製品が常に安全で衛生的な状況下で製造されていることを確認。

•金属汚染防止のために高速全自動ウェットシート製造ラインに金属探知機を設置。

•当社のウェットシート製品は、出荷前に厳しい品質管理試験と検査を実施。

•プロセスの内部監査および外部監査人による施設監査を実施。

品質と会社運営 
Kleen-Pakの品質マネジメントシステムは、SGS International社による品質審査を受け
、ISO9001:2015認証を取得しています。当社の製品はすべてシンガポール保健省傘下
の健康科学庁認定の化粧品GMPガイドラインを遵守して製造されています。すべての
関係者と品質および安全に関する会議を定期的に開催し、あらゆるレベルにおける品
質およびオペレーショナルエクセレンスの継続的な改善を図っています。サプライヤー
に対する定期的な監査や顧客による監査なども実施しています。

独自の基材、処方、検査が含まれる特別なウェットシートの開発においては、以下に挙
げるさまざまな要件を満たすために複数の組織と協業しています。

高品質ウェットシートの開発、製造を行うために当社が実施している手順をいくつか紹
介します。

 

Certificate SGSHK-COC-460033 
  

 

The Organization 
 

Kleen-Pak Products Pte Ltd 
   

 

2 Loyang Lane #04-03 Loyang Industrial Estate, Singapore 508913 
 

 

has been assessed and certified as meeting the requirements of  
 

FSCTM Chain-of-Custody 
 

 

 

The company was assessed against the following standards 
 

FSC-STD-40-004 V3-1 - Chain of Custody Certification  
 

FSC-STD-40-003 V2-1  Chain of Custody Certification of Multiple Sites – November 2014 
 

FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders  
 

 

for the products detailed in the scope below:  
 

 

Purchasing of FSC Certified Nonwoven Fabric in Rolls, Storage, Manufacturing, and Sales of 
FSC 100% and FSC MIX Dry Wipes and Wet Wipes using Transfer System.  

 

 

 

 

This certificate is valid from 16 May 2022 until 15 May 2027 and remains valid subject to satisfactory 
surveillance audits. 

 

Issue 1. Certified since 16 May 2022. 
 

 

 

This is a multi-site certification. Additional site details are listed on the subsequent page.  
 

 

 

Authorised by 
 

 

 

 

 

SGS Hong Kong Limited 
 

 
 

Units 303 & 305, 3/F., Building 22E, Phase 3, Hong Kong Science Park, New Territories, Hong Kong 
 

t +(852)2334 4481 - www.sgs.com 
 

 

The validity of this certificate shall be verified on http//info.fsc.org/ For the full list of product groups covered by the certificate see http//info.fsc.org/ This certificate itself 
does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified [or FSC Controlled Wood]. Products offered shipped or sold by 
the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents. 
The certificate remains the property of SGS . The certificates and all copies or reproductions shall be returned or destroyed if requested by SGS 

 

 

 

    

 

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services 
accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.html. Attention is drawn to the limitations of liability, 
indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be 
verified at http://www.sgs.com/en/certified -clients-and-products/certified-client-directory. Any 
unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful 
and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. 
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