
アースエンジニアリング関西
アイ・アール・システム
アイエス 
愛工舎製作所
アイコクアルファ
アイトス
AIHO
アイル
アオスフィールド
青葉化成
青森中核工業団地企業立地推進協議会
アカマイ・テクノロジーズ
赤門ウイレックス
アクアシステム
アクアリーフ
ＡＸＩＳ
ACTUNI
旭化成ホームプロダクツ
アサヒ装設
アスザックフーズ
アドブレイブ
アビームコンサルティング
アムテック
アメフレック
アラム
安全環境研究所
アンリツインフィビス
ECのミカタ
イーダ
イカリ消毒
石井
イシダ
イシダ厨機
伊藤忠食品
イトヤ

イナモク
industria
インテック
インフォファーム
ウイングアーク1st
ウィングヤマグチ
運輸新聞
エイディーディー／トライ・カンパニー
エイムス
AFIテクノロジー
エー･エム･プロダクツ
エースシステム
エービーシー商会
エクシール
エクセラ
エコラボ
エスコグラフィックス
NECファシリティーズ
NECフィールディング
エヌエフ回路設計ブロック
NTS
エヌ・ティー・エス
NTTフィールドテクノ
FSP/福島工業
エフ・エム・アイ
エフコン
エムズ
MDI
エムテートリマツ
エムラ販売
エリオス
エレクター
オオイ金属
オーク製作所
大道産業

大宮高圧
おぎそ
小野商事
オムロン
カウゼル
加賀工業
KAZEN
カセン産業
片岡製作所
片山チエン
カノン
蒲田工業
カミナシ
Camlin Photonics
河淳
環境機器
関東混合機工業
キーエンス
キクロン
木田製作所
キッコーマンバイオケミファ
キッズウェイ
岐阜プラスチック工業
木村工機
キユーソー流通システム
KyoDo
キョーワクリーン
極東貿易
桐山工業
近畿分析センター
国立
クラレトレーディング
グリーンプラス
クレオ
グローエンジニアリング

クローバー
鶏卵肉情報センター
コアテック
興研
抗酸化食品
弘進ゴム
高知県産業振興センター
江東微生物研究所
国際化工
小島組
コメットカトウ
サーモス
坂本技研
笹原商事
サトー
サニクリーン
サミー
サムソン
サムテック・イノベーションズ
サラヤ
三協エアテック
三信化工
サンステーションシステムズ
サンニック
サン・プラニング・システムズ
サンユー印刷
三洋古江サイエンス
三立機器
サンロード
サンワールド川村
三和建設
三和厨理工業
シーアールイー
シーアンドエス
シーイーテック

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス
JFEテクノリサーチ
静岡冷工
静科
七洋製作所
柴田科学
シフト
清水港利用促進協会
シモン
ジャックス・ペイメント・ソリューションズ
消費科学研究所
ショーワグローブ
食品産業センター
女子栄養大学出版部
シルバーエッグ・テクノロジー
信栄工業
清栄コンピュータ
シンクピア・ジャパン
慎研工業
進和テック
スイシン
鈴縫工業
スタディスト
スプレーイングシステムスジャパン
Spelldata
スマートブルー
住友重機械搬送システム
住べテクノプラスチック
スリーライン
西部電機
積水化成品工業
全国学校給食協会
セントラル科学貿易
大一産業
第一包装機製作所

ダイキアクシス
ダイキンアプライドシステムズ
ダイキン工業
泰生工業
大成ラミック
大同工業
ダイドー
ダイフク
タイムマシーン
大洋アレスコ
太陽誘電ケミカルテクノロジー
台和
大和サービス
大和ハウス工業
大和リース東京本店
タカギ冷機
高砂
タカハラコーポレーション
タカヤ
タカラ食品工業
タグジャパン
タケウチ建設
タケウチ建設/TNF工法協会
竹中工務店
ダスキン　ケアサービス事業本部
ダック
田中機工
田中組
タニコー
タマチュウ
ダンロップホームプロダクツ
中央化学
中設エンジ
中部テクノ
槌屋

椿本チエイン
津山市(岡山県)
鶴見製作所
ティ・アイ・エス
ティアンドデイ
TNF工法協会
帝人フロンティア
デイリーテクノ
テクノナガイ
テストー
テックコーポレーション
テラダ・トレーディング
電源地域振興センター
天然生活
東京技術研究所
東京産業
東芝情報システム
藤伸興業
TOSEI
東洋化学
東洋濾水工業
トップファクトリー
トビー・テクノロジー
トミー精工
ドリコ
ドリコアクアサーブ
中西製作所
中村組
中村産業
ナンバ
新潟県企業局
二樹エレクトロニクス
日伝
ニチワ電機
日産化学

ニッサンキコー
日清エンジニアリング
日進ゴム
日新システムズ
日東
日本ハム　中央研究所
ニトムズ
日本エレクトロヒートセンター
日本加工食品卸協会
日本環境科学研究所
日本規格協会
日本検査キューエイ
日本GLP
日本シーム
日本食品衛生協会
日本調理機
日本鳩対策センター
日本ハネウェル 
日本パレットレンタル
日本ベルト工業
日本マタイ
日本無機
バーテック
白洋舍
Hacobu
HACCPジャパン
橋本ブラシ製作所
長谷川化学工業
白興
原田産業
ハリマビステム
ピーエムティー
日立造船
日立プラントサービス
フェアウェイ ソリューションズ

深松組
福井クラフト
福島工業
フジ技研工業
フジキン
不二精機
Fujitaka
不二WPC
富士通
富士電機
フジトク
フマキラー／トルネックス
古郡建設
フレクト
ベーヴェ システック ジャパン
ヘラマンタイトン
PENTAIR SUPMO
ホシザキ
本間冬治工業
マイクロ・テクニカ
マイコール
マイコック産業
マイスター
前田シェルサービス
マクニカ／マクニカネットワークス
マザーツール
MASS
マックス
マブチ・エスアンドティー
マルゼン
丸八
ミールケア
三浦工業
三菱ケミカルエンジニアリング
美津和産業

ミドリ安全
ミューチュアル
ムラコシ
村田機械
メイジテクノ 
モノフル
モレーンコーポレーション
ヤナギヤ
ヤプリ
ヤマダコーポレーション
ヤマトクレジットファイナンス
ユーピーアール
ユタカメイク
ユニオンシンク
UNIFILLER JAPAN
横河ソリューションサービス
ヨコモリ電池屋コーポレーション
ライヴス
ライボルト
ラクス
リコーテックビジョン
流通システム開発センター
菱熱工業
リライズコンサルティング
レフォルモ
Render
YE DIGITAL
若泉漆器
若松梱包運輸倉庫
ワコウ
ワコン
渡辺工業所
ワタナベフーマック

来場者リスト (一部抜粋)

秋元水産 品質管理部
味の素ベーカリー 品質保証部
味の素冷凍食品 品質保証部
あみ印食品工業 品質保証部
アルプス食品工業 品質保証室
イオンフードサプライ 品質管理課
池田食品 品質管理部
池田糖化工業 品質保証部
一富士製麺所 品質管理部
伊藤忠製糖 品質検査室
伊藤ハム 生産本部 品質管理１課
伊藤ハム米久ホールディングス 品質保証部
井上スパイス工業 品質管理
エースコック 品質保証部
江崎グリコ グループ品質保証部
エスビー食品 品質保証室 品質保証ユニット
エスビースパイス工業 埼玉工場 品質管理室
エバラ食品工業 品質保証部 品質管理課
大川食品工業 品質管理部
小田急食品 HACCP・品質保証グループ
おばねや 品質保証部
オハヨー乳業 品質保証部
甲斐食産 品質管理課
カネハツ食品 品質保証部
カルビー 品質保証課
川辺食品 品質管理部
カンロ 品質保証部
キサイフーズ工業 品質保証部 技術開発部
キスコフーズ 品質管理室 品質管理チーム
キッコーマン食品 品質管理部
紀文食品 商品衛生管理室
九州油糧工業 品質管理室
キユーピー 品質保証本部 品質保証部 品質保証チーム
共栄フード 品質保証部品質保証課
極洋食品 品質管理部
玉露園食品工業 所沢工場 研究室・品質管理課
キンセイ食品 品質管理室
ギンビス 品質管理部
クラシエフーズ 品質保証グループ
ケンコーマヨネーズ 品質保証本部 品質管理部 品質検査課
興人ライフサイエンス 品質保証室
神戸屋 東京工場 品質管理室 品質管理課
コカ・コーラボトラーズジャパン 品質管理課
埼玉キッコーマン 品質管理グループ
栄屋乳業 品質管理課
サッポロビール 品質保証部
サッポロホールディングス 品質保証部
サラダクラブ 品質保証担当

サントリーMONOZUKURIエキスパート
品質保証本部 品質保証推進部

サントリープロダクツ 木曽川工場 品質管理グループ
サンフレッセ 品質保証部
サンポー食品 品質管理課
三洋食品 品質管理室品質衛生管理チーム
サンヨー食品 品質保証本部 品質保証部
三立製菓 品質管理室
三和缶詰 品質保証部
志田水産 品質管理
シュクレイ 品質保証室
昭和産業 品質保証部
昭和ミート 品質管理室
昭和冷凍食品 品質保証室
白石食品工業 食品安全統括室
スギ製菓 品質管理室
杉永蒲鉾 品質管理部
スドージャム 品質管理課
スリースター製菓 高崎工場 品質保証部
ゼンショーファクトリーホールディングス 食品安全保証室
ゼンミ食品 開発室
大東カカオ 品質管理室
タカナシ乳業 品質保証部
タカラ食品工業 業務本部 品質保証室
タヌマ 品質管理課
ダノンジャパン 品質＆食品安全部
千葉製粉 品質保証部
中部フーズ 品質保証部
つくば食品 品質管理部
テーブルマーク 
デリア食品 品質保証部
でん六 蔵王の森工場 品質保証部 品質管理課
　　　（FSSC22000推進事務局）

東海明治 品質保証課
東京風月堂 品質管理室
東ハト 品質管理室
東洋精糖 品質保証室
トーニチ 品質保証部
戸田フーズ 品質保証部
虎屋 品質管理部
永谷園 品質管理部
中村屋 武蔵工場 管理課
中村屋 品質保証室 武蔵工場担当
なだ万 経営企画本部 品質保証部
なとり 生産本部 埼玉第二工場 生産管理部
　　　  生産管理一課 品質管理係

ニコニコのり 品質保証部
ニチレイ 品質保証部

ニチレイウエルダイニング 品質保証部
ニチレイフーズ 船橋工場 品質保証グループ
ニチロ畜産 品質保証部
日清シスコ 品質管理部
日清食品ホールディングス 日清食品グループ
 グローバル食品安全研究所 品質調査部

日清製粉グループ本社 品質保証本部
日進畜産工業 品質管理室
日本製粉 品質保証部
日本甜菜製糖 品質保証部 品質保証課
日本ハム 食肉事業本部 管理統括部 環境品質保証室
日本ハム 加工事業本部 商品統括部 品質指導室
日本コカ・コーラ 技術本部 品質・労働安全・環境ガバナンス
 KOREガバナンス

日本食研ホールディングス グループ品質保証センター
日本製粉 品質保証部
日本農産工業 品質保証部
日本ピュアフード 品質保証室 監査課
日本レストランエンタプライズ CK本部 安全管理部
ニュートリー 品質保証部 第2製品課
にんべん 品質保証部
ネスレ日本 品質保証部
ノムラ・ジャパン 品質管理課
ハウス食品 品質保証部
ハギワラ 品質管理部
函館なとり 品質管理課
はごろもフーズ お客様相談部 品質管理室
ハチ食品 品質保証部
浜田食品工業 品質管理部
ピエトロ 品質保証室
ピックルスコーポレーション 所沢工場 品質衛生管理課
日の出屋製菓産業 品質管理グループ
日世 品質保証部
フィード・ワン 品質保証部
不二製油 品質保証部
フジッコ 品質管理グループ
フジパン 品質管理
フジパングループ本社 食品衛生部
藤本食品 品質保証部 品質管理課
不二家 食品安全衛生管理本部 埼玉工場分室
プリマハム 品質保証本部 品質管理部 品質管理一課
プリマハム 品質保証本部 品質管理部 品質管理二課
ブルボン 製造管理部 製造業務推進課
フレッシュキッチン 品質管理部
フレッシュセブン 品質保証部
フレッシュダイナー 秋田工場 品管商品課
BAKE 品質管理部
宝幸 生産本部 加工食品事業部 八戸工場 品質保証課

食品製造
ホーライ 品質保証部 品質保証課
北欧トーキョー 製造部 製造管理グループ
ボローニャ FC本社 品質管理部
マックス食品工業 品質管理室
マリンフーズ 三重工場 品質保証課
丸大食品 品質保証部
マルハニチロ 品質保証部
丸美屋食品工業 品質管理部 品質管理二課
味覚糖 品質保証室
みすずコーポレーション 品質管理部
Mizkan 生産物流本部 生産管理部
ミツハシ 品質保証室
ミリアグループ 品質保証室
武蔵野ホールディングス 品質管理部
明治 品質改革推進部
メリーチョコレートカムパニー 生産技術部
メロディアン 品質保証部 関東工場品質管理課
もめん弥 品質保証室
モランボン 品質検査室
森永製菓 生産本部 生産統括部 品質管理グループ
ヤクルト 本社 生産管理部 品質管理課
ヤスマ 品質管理課
山崎製パン 食品安全衛生管理本部 食品品質管理部
山崎製パン 食品衛生管理センター 松戸工場分室
やまひろ 生産本部 品質保証部
山和食品 品質管理
ヤヨイサンフーズ 品質保証部 食品安全監査課
ユウキ食品 品質保証部
ユーロインターナショナル 品質管理室
雪印メグミルク 品質保証部
ユニカ食品 豊岡工場
ユニテックフーズ  品質保証部
ヨシムラ・フード・ホールディングス 品質管理統括部 品質管理課
ライフフーズ 品質管理室
理研食品 品質管理グループ
ロッテ 品質保証部
和弘食品 品質管理課
わらべや日洋 品質保証部 品質保証課…

アコレ 
アスクル 品質マネジメント本部 品質マネジメント2部
アマゾンジャパン 
イオン 
イオントップバリュ
商品開発本部 生鮮・デリカ商品統括部 デリカ商品部

イオンリテール 商品企画本部 デリカ商品部 企画グループ
いかりスーパーマーケットグループ 有楽調理食品
 本社 品質管理

イトーヨーカ堂 ＱＣ部
いなげや 
ウオロク 総務部 品質管理課
エーコープ関東 運営部
エース 管理統括事業部 品質管理セクション
エムアイフードスタイル 管理本部 品質管理部
遠鉄ストア 経営企画部
オークワ 食品事業部 惣菜課
大阪いずみ市民生活協同組合 品質管理部
沖縄ファミリーマート 商品部 物流・品質管理課
オギノ 
小田急商事 品質管理グループ
Olympic 総務部 品質管理チーム
関西スーパーマーケット 経営企画室付

ぎゅーとら 品質管理課
コモディイイダ 
サミット 総務部 品質管理室
サミット 物流・グロサリー業務部
サンベルクスホールディングス
営業企画部 品質管理課

三和 
シジシージャパン 品質保証室
ＪＲ西日本デイリーサービスネット リスク・品質管理室
静鉄ストア 経営企画室
静鉄ストア 商品部 物流課
スーパーアルプス 
生活協同組合ユーコープ 商品本部 店舗支援課
成城石井 品質管理室
成城石井 製造本部
西友 商品本部 品質部
セブンアンドアイホールディングス 経営推進部
セブン・イレブン‐ジャパン QC・物流管理本部 QC部
ダイエー 品質管理部
タイヘイ 業務部 開発課
大丸松坂屋百貨店
法人外商事業部 法人営業推進部 商品調達・バイヤー

タイヨー コンプライアンス室 品質管理課

ダスキン 
たまや 管理部
東急ストア 営業本部 商品統括室
東急ストア コンプライアンス品質管理センター
東急百貨店 食品統括部
東武ストア PC企画部
東武百貨店 販売推進部
ドン・キホーテ
リテールサポート本部 品質管理部 食品管理課 食品表示

バロー SM商品部 畜産PC統括課
バローホールディングス リスクマネジメント部
ファミリーマート 商品基盤整備部
ファミリーマート
商品・物流・品質管理本部 商品基盤整備部 構造改革推進グループ
ファミリーマート
商品・物流・品質管理本部 商品基盤整備部 製造管理グループ
フォーキャスト 品質管理室
フジ お客様サービス・品質管理室
フジ・クリエイト 関東・東北エリア
富士シティオ 物流部 物流課
フレッセイ 品質管理室
ベイシア 商品企画部
平和堂 CS推進部 品質管理室

小売・流通

ANAケータリングサービス
品質保証室 衛生推進部 衛生品質設計課

NECライベックス フードサービス事業部 管理部
アサヒフードクリエイト 品質管理部
一冨士フードサービス 安全衛生管理室
馬車道 マーチャンダイジング部
エー・ピーカンパニー リスク管理室／品質管理室
ANAインターコンチネンタルホテル東京
食品安全衛生

エームサービス 品質統括センター
NECライベックス 食品衛生管理室
エム・ティー・フード 衛生管理部
王将フードサービス 衛生管理課
大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ 運営本部 商品部
オリエンタルランド 経営戦略部
オリジン東秀
管理・人材統括本部 品質保証部 工場品質保証グループ

ガーデン 購買部 品質保証課
カネ美食品 品質管理室
川辺食品 品質管理・生産技術部
がんこフードサービス 
喜代村 衛生管理課

くら寿司 業務本部 先進技術開発部
グリーンハウス 商品本部 ISO・品質・安全衛生管理室
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
食の安全安心推進室

クレア 経営管理室 衛生管理課
サイゼリヤ 品質保証室
ジー・エイチ・エフ・マネジメント 安全衛生推進室
ジェイアール西日本フードサービスネット 品質管理室
ジェイアール東日本フードビジネス
営業戦略本部 品質管理部

シップヘルスケアフード 東日本ブロック 運営管理課
シニアライフクリエイト 品質管理部
芝パークホテル 安全衛生管理室
シャノアール 商品部 品質保証課
シルバーライフ 生産部 生産管理課
スターバックスコーヒージャパン
品質保証部店舗衛生チーム

西武造園 管理運営部
ゼンショーホールディングス グループ食品安全保証本部
セントラルカッティング 品質管理
ダイナック 品質保証本部 品質管理部
ダイナックホールディングス 品質保証本部 品質管理部

銚子丸 営業企画部 環境整備部
デリカシェフ 品質管理部
テンアライド 関東セントラルキッチン 品質管理室
東武興業 経営管理部
ドトールコーヒー 品質保証室
ドミノ・ピザジャパン 安全管理部
トリドールホールディングス 品質保証部
ニッコクトラスト リスク管理部 衛生課
日清医療食品 衛生管理室
日本ケンタッキー・フライド・チキン 品質保証部
日本国民食 管理部
日本亭 直営管理部
日本ピザハット SCM部 品質保証・店舗監査課
ファーストフーズ 八王子工場 管理課
富士産業 東京事業部 栄養管理課
フジ産業 安全衛生管理室
ブライトンコーポレーション 安全管理部
プライムデリカ 品質保証部
プリンスホテル 品質管理部
プレナス 商品本部 品質保証部 品質保証課
松富士食品 製造部 所沢工場
松屋フーズホールディングス 品質保証部

フードサービス 他

ベルク 食品管理室
ベルジョイス 営業推進室 品質管理
マックスバリュ西日本 
マルエツ 総務部
マルト 衛生指導部
マルヨシセンター 
三越伊勢丹ホールディングス 
ミニストップ デリカテッセン商品部
ヤオコー デリカ・生鮮センター
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 
業態開発部

ヨークマート QC室
与野フードセンター 品質管理室
ライフコーポレーション 品質保証部 首都圏品質保証課
ローソン 品質管理
ワイズマート 品質管理室 …

馬渕商事 総務部 安全衛生管理室
マホロー・フーヅ 食事管理部
丸千代山岡家 管理本 人材開発部 トレーニング課
三越伊勢丹トランジット 経営管理部
ミノヤランチサービス 名古屋工場 製造部
メトロライフサポート 事業部 管理課 給食事業課
メフォス 品質管理部 安全衛生推進室
モスフードサービス 品質保証グループ
モンテローザ 商品部 衛生管理課
養老乃瀧 管理グループ 総務セクション
横浜八景島 管理部
吉野家ホールディングス グループ品質保証室
レパスト 品質管理部 衛生管理室
ロイヤルホールディングス 品質保証推進部
ロイヤルホテル 総務部 安全衛生管理室
ロック・フィールド  品質管理室
ロッテリア 品質保証室
ロピア 物流管理グループ
ワタミ 経営企画本部 …




