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の物流キーマンが一堂に集結！

（一部抜粋）

食品卸売・流通業
IHI ジェットサービス 生産技術部
アイエイチロジスティクスサービス ネットワーク開発担当
アイバルス 杉戸共配センター
アイビーカンパニー 営業開発部
旭食品 首都圏支店 物流部 首都圏・新木場センター
朝日森運輸 東京支店
アサヒロジスティクス 共配物流本部
味の素物流 物流業務推進部
ASKUL LOGIST 経営本部
ASKUL LOGIST IY フレッシュ プロジェクト
愛宕倉庫 管理部 営業企画課
アップル流通 営業企画部 東京営業所
アテナ 物流部
東海運 経営戦略部 事業開発グループ
ADEKA 物流
アドバンスト・ロジスティックス・ソリューションズ
本社 物流企画部 物流企画室 企画１グループ

アドバンスド・ロジテックジャパン マーケティング部
天野回漕店 海外事業推進室
あらた ロジスティクス本部
山星屋 物流システム部
安全輸送 ロジスティクス事業部
イオングローバル SCM GMS 改革部
五十嵐冷蔵 物流本部
伊藤忠食品 広域第一本部 常湯八潮センター
伊藤忠ロジスティクス 食料・食品物流本部
インバロジスティクス 本社
ウエダ 本社
エア・ウォーター物流 3PL 事業部 業務管理部
エイ・ハートロッド・ジャパン 営業部
ANA エアロサプライシステム
ANA Cargo ソリューション企画部
江坂運輸 営業本部 営業部
エスアイシステム センター運営本部 運営部 運営課
SG ホールディングス オープンプラットホーム企画室
SBS ホールディングス 情報システム部
SBS ロジコム 営業本部 3PL 営業開発第一部
エスピック 第２事業部 営業部
ビジネス・ディベロップメント・コンダクターチーム

NK トランス 沼津物流センター 設備保全担当
エバラ物流 本社 営業部 営業課 開発営業グループ
F-LINE
江間忠ホールディングス 開発事業本部
エレコム 物流部
オイシックスドット大地 SCM 本部 配送企画セクション
大池運送 営業部
オークラ輸送機
営業本部 物流システム営業統括部 生産物流部 大阪営業課
オージー物流 低温事業部 早島事業所 倉庫管理課
大塚倉庫 IT 統括部
小倉運輸 品質管理室
オリックス 不動産事業本部 物流事業部第一課
オリヤス 物流センター 資材部

前回出展者一覧
IHI エスキューブ
IHI 物流産業システム
アイエス
アイオイ・システム
アイキュージャパン
アイコクアルファ
IDEC ファクトリーソリューションズ
AIHO
アイメックス
アイリスオーヤマ
青森県
青森県 商工労働部 産業立地推進課
青森市
青森中核工業団地企業立地推進協議会
青山通商
アクアシステム
ACTUNI
アクティブ・２１
旭川市企業誘致推進協議会
アステックペイントジャパン
アドバンテスト
アトム
アネスト岩田
アビー
アメフレック
アラハタフードマシン
アラム
アリモト工業
アルファクス・フード・システム
あんじん
アンドウケミカル
アンリツインフィビス

花王グループカスタマーマーケティング

カスタマートレードセンター 流通システムコラボグループ

花王ロジスティクス 技術センター 教育グループ
籠島 物流情報システム部
加藤産業 業務課
金森藤平商事 新規事業推進チーム
金慶産業 食品営業部
大善 リオンドール物流センター
川崎陸送
関東空港サービス
紀文産業 管理本部 経営管理部
紀文フレッシュシステム 事業推進統括部
九倉 運輸事業本部 倉庫事業本部
キユーソー流通システム 内部監査室
キユーソー流通システム 共同物流事業 営業本部 広域営業部
QVC ジャパン Operations Strategy
共同 風雅センター
共同物流 輸送本部
キリングループロジスティクス 広域営業支社 営業部 営業担当
黒光商事 本社 製造部 出庫グループ
ケーアイ・フレッシュアクセス 物流本部 開発部
ケイ低温フーズ 物流部
ケイヒン配送
京葉流通倉庫
ケイルート
合通 物流ソリューションカンパニー OS センター
鴻池運輸 食品事業本部
コカ・コーライーストジャパン 白州倉庫
国分関信越 物流・システム部 物流課
国分グループ本社 物流統括部
国分グループ本社 フードサービス事業部 販売業務二課
国分北海道 物流・システム部
互興運輸 東京支店
コンタツ 物流統括部
コンフェックス 厚木センター
埼玉県魚市場 冷蔵本部
佐川グローバルロジスティクス 営業開発部 営業開発課
サッポログループ物流 物流業務部 物流グループ
サッポログループ物流 ロジスティクスソリューション部
三紀運輸
山九 総務・CSR 部 購買管理グループ
サントリーロジスティクス
サンライズ 本社 物流センター 営業部
さんれいフーズ 管理本部システムグループ
サンロジスティックス 本社 物流本部 安全管理部
サンワ NETS 運輸事業本部
シーエックスカーゴ 事業企画部
シグマロジスティクス 企画推進部
信濃運輸 本社 営業本部 サブリース事業部
篠崎運輸 岩槻主幹営業所 業務課・大宮営業所
岩槻チルドセンター 経営企画部

澁澤倉庫 横浜支店 大黒営業所
島根さんれい 営業推進部 物流支援グループ
清水運輸倉庫

清水配送 南紫竹営業所
シモハナ物流 岡山センター 岡山第三営業所
ジョーンズラングラサール

サプライチェーン & ロジスティクスコンサルティング事業部

食品流通システム
鈴江コーポレーション 物流事業本部 物流開発部
鈴与
鈴与カーゴネット 営業本部
スハラ食品 物流本部 物流部
住商グローバル・ロジスティクス
国際事業本部 国際物流部 第一チーム

スミフルジャパン 国内ロジスティック部
セイノー情報サービス
青翔運輸 本社営業所
西濃運輸 ロジスティクス部
青和トラフィック
センコーエーラインアマノ 川崎物流センター
全国通運
仙水センター
全日本食品 商品本部 物流部
双日食料 物流事業室
第一実業 海外プロジェクト室
第一倉庫 営業部
第一倉庫冷蔵

岩槻営業所 岩槻２号冷蔵倉庫 冷蔵倉庫事業部
ダイケン商会 管理部 物流課
ダイワコーポレーション 管理部 ICT チーム
タカキ物流サービス 松山センター
高山 物流管理部
タカラ物流システム 東日本支社
タドコロ物流 春日部低温センター
谷口運送 営業部 営業課
中央エース物流 厚木営業所
中央倉庫 滋賀支店 滋賀 PD センター 運輸係
辻野 豊海物流センター 業務課
ディーエムエス オペレーション部門副担当
DKSH ジャパン テクノロジー事業部門 科学機器部 営業課
デイリーフーズ 物流部
東京流通センター 営業部 営業二課
桃光 物流部 野田営業所

東神倉庫
東日運送 本社直轄 営業推進部
東邦運輸倉庫 営業統括部 東京営業所
東邦興産 冷凍輸送部 厚木金田センター
東北丸和ロジスティクス 本社 3PL 事業部
東洋運輸 本社
東陽倉庫
トナミ運輸 ソリューション営業部
トランコム ロジスティクスマネジメントグループ
ナカムラロジスティクス 輸配送グループ川崎デリバリーチーム
ナコム 物流部
成田運輸 本社 経営企画担当
新潟輸送
西日本エア・ウォーター物流 赤穂営業所 兼 ソルト物流担当

食品製造業
日栄物産 東京支店
ニチレイ・ロジスティクス
日軽物流 総務部
日幸産業運輸 本社
ニッコンホールディングス 経営企画部
日新 事業戦略部 グループ事業推進室
日清物流 本社
日水物流 設備管理部 設備管理課
日精プラステック 物流資材部
日通旅行
日本アクセス
日本アクセス北海道 石狩フローズン物流センター
日本通運 事業収支改善推進部
日本通運

ボックスチャーター マーケティング担当
前山倉庫 本部事務所
増田運輸 新習志野物流センター
マック DC
丸一産商 営業部
マルイチロジスティクスサービス
マルハニチロ物流 経営企画部
丸紅 物流企画営業部
丸紅ロジスティクス 国内第二事業本部 運送第一事業部
美多加堂 東京支店 物流グループ
三井食品 首都圏支社 広域営業部
三井食品 東北支社 企画業務部
三井倉庫ロジスティクス 経営企画部
三井物産グルーバルロジスティクス

赤城フーズ 営業本部・工場
赤福 生産部 工務工程課
アキタ 鶏卵営業部 物流担当
浅野食品 垣生工場 製造部 商品開発・営業
アサヒ飲料 生産・調達・物流本部 生産技術部 乳・発酵グループ
アサヒグループホールディングス

日本貨物航空 事業企画部 事業推進チーム
日本貨物鉄道 鉄道ロジスティクス本部

Mizkan Logitec 関東物流センター
三越伊勢丹ビジネス・サポート 無店舗業務部 EC政策
三菱商事ロジスティクス 新規事業開発室
三菱食品 ロジスティクス本部
三菱地所 物流施設事業部 リーシングユニット
三和流通産業 物流運営部
名商 本社 不動産部 兼 保険部
メープルツリーインベストメンツジャパン ロジスティクス部
焼津冷凍 物流事業部 物流課 企画係
ヤクルトロジスティクス 営業部
矢崎総業 物流部
ヤマエ久野 チルド米飯鹿児島共配センター
ヤマエ久野 広島支店 広島共配課
ヤマタネ 物流本部 関東支店 営業部
ヤマト運輸 営業推進部
ヤマトグローバルロジスティクスジャパン

江崎グリコ SCM本部 ロジスティク部 輸出グループ
エスビー食品 開発生産グループ 供給部 東松山工場 品質管理
小川香料 つくば事業所 生産部 生産三課
オハヨー乳業 生産技術部
オリエンタル酵母工業 関東物流センター
カバヤ食品 本社 品質管理部
カルビー 生産本部 生産管理部 環境対策課
キッコーマン食品

ヤマトパッキングサービス

アートコーヒー SCM 本部
アサヒブロイラー 品質保証部 品質保証グループ
アダストリア マネージャー
アマゾンジャパン オペレーション開発部
安楽亭 環境・購買部
イオン SCM・物流改革チーム
イオングローバル SCM 事業本部 SCM 統括部
イオントップバリュ 商品開発本部 テクノロジスト部
イオンリテール 営業推進部
いかりスーパーマーケット 一般食品部
イケア・ジャパン IKEA Tokyo − Bay IKEA FOOD
イズミ 物流課
壱番屋 栃木工場 生産２課
イトーヨーカ堂 プロセスセンタープロジェクト
いなげや ロジスティクス本部 製造部
遠鉄ストア プロセスセンタープロジェクト
王将フードサービス 衛生管理課
オオゼキ 本社 経営企画・改善支援部
オータニ 商品部

大戸屋ホールディングス 食品衛生研究所
小田急レストランシステム 調理・サービス指導部
オリジン東秀

Zenport
双立
ダイカ
ダイカテック
大協技研工業
太幸
大成ファインケミカル
ダイフク
大洋アレスコ
大洋精機
台和
大和サービス
大和ハウス工業
タカギ冷機
高砂
髙橋金属
高橋ベルト
タカヤ
タス
ダック
田中電気
タナカペインティング
タニコー
タマチュウ
ダン・タクマ
ダンロップホームプロダクツ
千葉総業
中央設備エンジニアリング
中部テクノ
椿本興業
鶴見製作所
DIC

ティーエムエルデ
テクノエンジニアリング
テストー
寺岡精工
テレス
電源地域振興センター
トウ・ソリューションズ
東忠ソリューション
東洋アクアテック
トーヨーカネツ ソリューションズ
栃木県 ( 企業局・土地開発公社 )
栃木県土地開発公社
苫東
トミー精工
豊田自動織機 トヨタ L&F カンパニー
ドライアイスサービス
トワード
中島工業
中島製作所
長瀬産業
中西製作所
新潟県企業局
日伝
ニチユ三菱フォークリフト
日建リース工業
日産化学工業
日清エンジニアリング
日東
日本精工
日本ハム
日本エレクトロヒートセンター
日本ガイシ

ネットワーク商品事業本部 ネットワーク商品企画部

営業統括部 営業部 倉庫・商社グループ

日本梱包運輸倉庫 倉庫営業部 管理課
日本超低温
日本デイリーネット 本社 管理部
日本パレット流通センター 本社 江戸川事業所 総務
日本物流 営業統括本部 営業開発本部
サプライチェーン・ソリューション３部

日本物流センター IT・施設管理課
日本物流不動産
日本ロジテム 業務部 業務課
二葉物流システム 川崎物流センター 物流事業部
ネストロジスティクス 本社
ハセガワ 本社 管理本部 発注センター
HAVI サプライチェーン・ソリューションズ・ジャパン
埼玉 Hub／DC トランスポーテーション

ハリマ共和物産 委託チーム
阪神トランスポート
日立物流 営業開発部
日立物流ソフトウェア
日立物流バンテックフォワーディング

東日本営業本部 航空輸出部 CS 二課
日立物流ファインネクスト 営業企画本部 LE

日の出物流システム
ファームドゥ 物流部
ファインライフ 業務部 物流企画課
福岡運輸 営業部
フコク物産 東日本物流部 営業課
富士通 流通ビジネス本部 運輸統括営業部 第二営業部
富士物流 京浜支社
物産ロジスティクスソリューションズ

勝島支店メディア事業室

グループ R&D 総務部 技術情報室

アサヒフーズ 菓子事業部 製造部
あづま食品 物流部
イースター 本社 生産本部 購買・物流部 物流チーム
イーダブルニュートリション・ジャパン 本社
伊藤園 品質管理二部 第一課
伊藤ハム米久ホールディングス
品質保証部 社外生産監査室（東京駐在）

生産本部 野田工場 製造管理部 設備グループ

キッコーマンソイフーズ 飲料供給事業部
埼玉工場 業務生産管理グループ 出荷担当

キユーピー 新市場創造部
共同食品工業 製造部 購買課
霧島酒造 SCM 本部 SCM 部
キリングループロジスティクス 物流管理部
キリンビバレッジ 生産本部 技術部
銀座コージーコーナー 製造本部 製造管理担当 設計課
キンセイ食品 業務課
クックデリ 大阪本社 物流部
クノール食品 品質保証環境安全部
久原本家食品 製造部 製造管理課
クラシエフーズ SCM・物流統括グループ
湖池屋 関東工場 品質保証室
神戸屋 生産技術課
コカ・コーライーストジャパン
製品物流統括部 製品物流管理部 物流企画課

コカ・コーラビジネスソーシング

サプライチェーン調達本部 設備・物流調達部 設備・物流調達第２グループ

コメック 東京工場 製造部 製造管理グループ
サーティワンアイスクリーム
生産本部 神戸三木工場 製造担当

サーフビバレッジ 物流部
サイキ食品 本社 管理部 システム開発室
サッポログループマネジメント 改革推進部
サッポロビール 品質保証部
サンキョーヒカリ 本社・工場 管理部

プロダクツロジスティックカンパニー ソリューション営業部

ロジスティクス営業部 ロジスティクス営業課
ユニティ サプライ営業部
横浜倉庫 施設部 施設管理課
横浜丸中青果 営業物流１グループ
横浜冷凍 冷蔵事業本部 物流通関部
ラベイユ 商品部ロジスティックスセンター
リコーロジスティクス 生産物流事業本部 事業企画部
リテールシステムサービス 本社 業務本部 業務第二部

流通サービス

物流本部 東日本第一物流部 騎西物流センター A棟

幹線物流本部 低温製品運営部 首都圏 DC
船井総研ロジ 東京営業グループ
フレスタホールディングス 管理本部 物流部
プレバランス 東京支店 3PL 本部
ホウスイ 冷蔵営業部 豊海第一冷蔵庫 営業課
ホームロジスティクス 経営戦略室 共済戦略
北海道丸和ロジスティクス 営業部 営業課

ロジスティクス・ネットワーク
ロジ・ソリューション 流通 東日本コンサル部
ロジテムインターナショナル
ロジトランス 本社 営業本部
ロジネットジャパン 営業企画管理本部 営業開発部 営業推進課
⁝

KyoDo
協和医療器
キョーワクリーン
極東貿易
国立
クボタ
グリーンプラス
クレオ
クローバー
グローバル・ロジスティック・プロパティーズ
鶏卵肉情報センター
ケーアイ工業
ケーティーネット
ケルヒャージャパン
神戸市
コトヒラ工業
小林製作所
コマツリフト
コムアソート
コメットカトウ
コンテックフォーユー
サーモス
サイバーリンクス
蔵王産業
坂井印刷所
サニー・トレーディング
サムテック・イノベーションズ
サラヤ
三協エアテック
三共空調
三信化工
サンステーションシステムズ

三立機器
サンロード
三和建設
三和厨理工業
さんわファクトリー
シーアールイー
シーアンドエス
シーガル
GGM
シーネット
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス
ジェット
柴田科学
島根大学
シモン
ジャパンエニックス
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
清栄コンピュータ
シンクピア・ジャパン
新千歳空港ロジスティクスセンター
（北海道空港）
スガツネ工業
図研エルミック
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
西部技研
西部電機
ゼニス羽田
全国学校給食協会
セントラルコンベヤー

東京工場 品質管理本部 品質管理部 品質管理課

鳥梅 上信越加工物流センター
中沢フーズ 湘南工場
永谷園 生産本部 生産部

中村屋 品質保証室
ニチレイ 物流
ニチモウ 資材事業本部
ニッカウヰスキー 生産管理部
日清オイリオグループ 生産・物流統括部
日清製粉 品質保証部 鶴見工場駐在
ニッセーデリカ 設備開発部 設備開発課
日本製粉 竜ケ崎工場 ミックスチーム
日本海水

営業本部 塩事業部 西日本営業部 兼 東日本営業部

日本食研ホールディングス 経営企画部
日本デルモンテ 生産本部 群馬工場
日本ペットフード 業務部 物流課
日本リコス 本社 生産技術部
ネスレ日本 霞ケ浦工場 サプライチェーン課
ハウス食品 SCM 部
はごろもフーズ 熱田プラント工場
ハナマルキ ロジスティックス部 大利根物流管理室
ハリマ食品 加古川工場 製造部
ヒガシマル醤油 本社 営業連絡部
（受注配送課・製版計画課・配送班担当）

福谷 製造加工部
富士高フーヅ工業 羽生工場 開発部 品質管理部
不二製油 生産部門 ロジスティクス部
フジパン 生産本部 生産管理部

フタバ食品 コンフェクショナリー下栗工場
プレナスフーズ 新工場プロジェクト担当
ポッカサッポロフード & ビバレッジ
ロジスティクス部

マルコメ 生産本部 生産管理部 流通加工課
丸美屋フーズ 本社 生産本部
Mizkan 物流部
ミホミフーズ 製造部
明治屋 商品事業本部 業務部 第一チーム 物流担当
桃屋 春日部工場
モンデ酒造 製造部
モンデリーズ・ジャパン サプライチェーン統括本部 カスタマー

サービス & ロジスティクス ロジスティクスオペレーションズリード

ヤヱガキ酒造 営業部 業務課
ヤッホーブルーイング ハッピーお届け隊（物流）
ヤマサ醤油
東京支社 経理・総務本部 情報システム管理室

山崎製パン 食品安全衛生管理本部 食品品質管理部
ユニリーバ・ジャパン・サービス ロジスティクス
理研香料工業 羽田工場 製造第二課
理研食品 本社工場 業務部 物流グループ
菱塩 営業部
⁝

小売・フードサービス

国際戦略本部 経営戦略担当

ヤマムラ倉庫 事業開発部
裕源 セブン & アイ・ホールディングス事業部
郵船ロジスティクス

三幸 業務部 物流センター
サントリーウエルネス CRM 推進部
サントリースピリッツ 生産部
三立製菓 生産部
J-オイルミルズ サプライチェーンコントロールセンター
敷島製パン 品質保証部
ジボダンジャパン 品質保証部 品質マネジメント
シャトレーゼ 物流部
シュガーレディ本社 物流事業本部
寿がきや食品 本社工場 物流管理課
第一屋製パン 商品本部 品質保証部 品質保証グループ
タカナシ乳業 生産部 群馬工場品質管理課
タカナシ販売 座間流通センター 流通企画グループ
滝沢ハム 品質保証部
ダノンジャパン
TR ファクトリー ロジスティクス部
テーブルマーク 製造部
天狗中田産業 購買物流部
東京デーリー 生産本部 品質管理室
トーヨービバレッジ 管理部
十勝大福本舗

管理・人材統括本部 品質保証部 衛生管理グループ

カスミ カスミつくばセンター 商品本部
キーコーヒー

SCM 本部 購買グループ ロジスティクスチーム

九州屋
杏林堂薬局 ロジスティック開発室
コメダ 管理本部 品質管理部
サイゼリヤ プロジェクト推進部
サンシャインチェーン本部 本部
サンディ 物流
サンリオ 企画営業本部 二部
JR 東日本リテールネット 営業本部 商品部 流通課
資生堂パーラー 本店営業部 サポートグループ
ジュピターショップチャンネル ロジスティクスオペレーション部
ジョイフル ロジスティクス本部 製造部
スーパーバリュー 営業企画推進 物流担当

すかいらーく

マルエツ 商品本部 商品供給部
マルナカ 商品本部物流部物流改革 PT 担当兼

帝国ホテル 総務部安全管理課
天満屋ストア 店舗運営部 物流担当
東急ストア 店舗戦略室
トリドールホールディングス 品質保証部

ヒューマン・アーク・マシナリー マシンプラザときがわ
なべしま 物流販売部
日本ケンタッキー・フライド・チキン 商品本部 品質保証部
日本サブウェイ 品質管理
日本ピザハット マーケティング部物流購買課
日本マクドナルド オペレーションテクノロジー本部
はま寿司 食品安全保証室
ファミリーマート 物流・品質管理本部
フジ ロジスティックス部
ベイシア 物流本部ロジスティクス部 商品管理・供給 G
ベルク 第２ロジスティクス部
ベルクロジスティクス 第１センター
ベルジョイス 第２事業部 商品部
北辰商事 ロヂャース 商品部
ポプラ 製造卸本部 管理部
マックスバリュ西日本 商品本部 物流部
マツモトキヨシホールディングス 戦略事業推進本部
松屋フーズ
マミーマート 本部 物流部 集荷物流企画担当

日本環境科学研究所
日本規格協会
日本食品衛生協会
日本調理機
日本パレットレンタル
日本水処理工業
ニルフィスク
白洋舍
長谷川化学工業
パパラボ
浜田
原田産業
ハリマビステム
バリュアブル・ライフ
BML フード・サイエンス
Pigment
ビジョンバイオ
日立情報通信エンジニアリング
日立造船
日立プラントサービス
ピュアソン
ヒューマン・ネットワーク研究所
ファクトリー・クリーンシステム
フォーキスト
福井クラフト
福島工業
富士化工
フジ技研工業
不二 WPC
富士電機
富士フイルム
フジマック

フマキラー／トルネックス
BLYGOLD JAPAN
フレームワークス
プロロジス
ホーコス
ホシザキ
北海道千歳市
前田シェルサービス
マキテック
マザーツール
マスターマインド
松尾電器産業
マックス
マツダエース
松本日光舎
真鍋工業
マブチ・エスアンドティー
マルゼン
マルチ
丸八
丸和運輸機関
ミウラ化学装置
三浦工業
三浦電子
三鈴工機
三谷コンピュータ
三井金属計測機工
ミツイワ
三菱電機インフォメーションシステムズ
ミドリ安全
宮崎県
ミラクール

ミラック光学
ムラコシ
村田機械
名三工業
メインマーク
モキ製作所
モレーンコーポレーション
ヤナギヤ
ヤマダコーポレーション
ヤマトシステム開発
ユニテール
ユニパルス
ユメール MJP
横河ソリューションサービス
横河電機
ライスアイランド
ラスカム
リコー
菱熱工業
Luci
レフォルモ
若泉漆器
ワコウ
ワコン
渡辺工業所

コーポレートサポート本部 品質管理グループ 品質管理チーム

スギ薬局 システム・流通本部 流通部
スシローグローバルホールディングス 本社 品質管理室
スターバックス コーヒー ジャパン 品質保証部
スリーエフ 物流品質管理部 物流課
（生協）
コープこうべ
情報・物流推進部 業務システム

静鉄ストア 商品部 物流課
西友 商品本部 生鮮食品部 生鮮アップストリーミング 水産
セブン & アイ・クリエイトリンク 調査・マーケティング
セブン‐イレブン・ジャパン QC・物流管理本部
ゼンショーホールディングス グループ食品安全追求本部
ダイナック 品質管理部
タイヨー 商品本部物流部

プロセスセンター開設プロジェクトチーム

三越伊勢丹 業務本部 物流部
ヤマザワ 情報・物流部
山田食品産業

入間工場 山田うどんチェーン本部 生産部

ユー・エス・ジェイ 本社 オペレーション本部 フードサービス部
吉野家ホールディングス グループ商品本部 素材開発部
よつ葉生活協同組合
ライフコーポレーション 近畿圏物流部
ライフコーポレーション 大阪本社 近畿圏営業企画部
リオン・ドールコーポレーション 物流部
らでぃっしゅぼーや 品質本部 物流部 物流戦略課
リンガーハット
佐賀工場 生産部 物流チーム 佐賀生産管理チーム

ロッテリア 品質保証担当
⁝

（社名50音順／同時開催展、共同出展者含む）
イーズ
E プラン
イグアス
石井
イシダ
イシダ厨機
伊藤忠マシンテクノス
イトヤ
イノベックス
インテージテクノスフィア
インテック
ウィングヤマグチ
ウェルシィ
ウシオ電機
運輸新聞
エー・エム・プロダクツ
エージーピー
エースシステム
エーディエフ
エービーシー商会
エクシール
エスケー化研
エス・シー・テクノ
エステートレーディング
NEC ファシリティーズ
NEC フィールディング
NPC
エフ・エム・アイ
エムケー・サイエンティフィック
エムテートリマツ
エムラ販売
エリジオン

エレクター
エレクトロラックス・ジャパン
遠藤照明
エンバイロ・ビジョン
オオイ金属
OLI Lab
大宮高圧
岡村製作所
おぎそ
沖縄県庁
オムニヨシダ
オムロン
オムロンフィールドエンジニアリング
折兼
カシオテクノ
カセン産業
片岡製作所
神奈川県
神奈川県衛生研究所
カメイ
カランテ
川田工業
環境管理センター
キーエンス
キクロン
北沢産業
キッコーマンバイオケミファ
絹川工業
紀文産業
キャトルプラン
キユーソー流通システム
キユーピー

COPAN SPA

