自社工場に課題を抱える食品 衛生管理のキーマンが一堂に集結！
フードセーフティジャパン2017来場者リスト

（一部抜粋）

食品メーカー
曙 社長室 品質向上推進課
浅田飴 村山工場 品質保証部
アサヒ飲料 品質保証部
旭松食品 品質保証部 品質管理課
味の素

バイオ・ファイン研究所 研究管理部 マネジメント支援グループ

あづまフーズ 品質管理部
アルプス食品工業 埼玉工場 研究課
イートアンド 関東工場 品質管理室
イオンフードサプライ
南関東センター 品質管理課 担当

イセデリカ 品質保証本部
伊藤園 品質管理二部 第一課
伊藤製パン 本社事務所 岩槻工場 品質管理課
イトウフレッシュサラダ 管理部 品質管理課
いなば食品 品質管理部
AGF 鈴鹿 管理部 品質管理グループ
エースコック 品質管理室
江崎グリコ SCM本部 ロジスティク部 輸出グループ
エスビーガーリック食品 高田工場 品質管理担当
エムケーチーズ 品質管理室
王子コーンスターチ
千葉工場 業務課 兼 環境保全室

大川食品工業 品質管理部
大阪デリカフーズ 品質管理室
大森屋
小川珈琲 本社 総合支援部（品質保証）
奥本製粉 総務人事部・品質保証部担当
小田急食品 HACCP・品質保証グループ
おやつカンパニー 本社 品質保証部
カナエフーズ 品質保証部 FSSC 推進課
金砂郷食品 本部 設備・新規事業担当
カバヤ食品 本社 品質管理部
関越物産 品質保証室
カンロ 豊洲研究所 製品開発部
菊池食品工業 監査部門
私市醸造 研究開発部 品質管理チーム
木田製粉 品質管理保証室

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

紀文食品 供給本部 NKP 推進部
ギャバン 品質保証部
キャメル珈琲 コーヒー事業部
キユーピー 新市場創造部
キユーピータマゴ 管理本部 品質保証部
共生食品 品質管理室
極洋食品 ひたちなか工場 品質管理部
キリン R ＆ D 本部 パッケージング技術研究所
キリンビバレッジ 生産本部 技術部
銀座木村家 酒種室
銀座コージーコーナー

正田フーズ 館林工場 品質管理課 生産管理課
昭和産業 品質保証部
昭和冷凍食品 品質保証室 品室保証グループ
白瀧酒造 ボトリング部
信栄食品 品質管理課
信州シキシマ 食品安全監督課
信州ハム 本社 品質保証部
杉本屋製菓 品質管理部 品質管理グループ
スター食品工業 第一工場 品質保証部
スターゼンミートプロセッサー 品質管理室
ソントンホールディングス

クノール食品 品質保証環境安全部
グローバルフーズ つくば工場 設備管理
湖池屋 関東工場 品質保証室
小岩井乳業 技術開発センター
小岩井農牧 品質保証部
合食 技術本部 第二商品開発部
神戸屋 品質管理本部 品質管理部
コカ・コーラウエスト 品質保証室
小島屋乳業製菓 製造部 品質管理課
寿製菓 品質管理室
埼玉養蜂 品質保証部
サッポロビール 品質保証部
サッポロホールディングス
サラダクラブ 品質保証部 真庭工場駐在
サンエイ糖化 本社工場 本社製品課 包装係
山食 商品開発 兼 品質管理部
サンデリカ 本社 食品安全衛生管理本部
サントリーホールディングス MONOZUKURI 本部
サンポー食品 事業本部 管理部 兼 業務推進部
三本コーヒー 本社 企画部 商品開発企画課
サンヨー食品 品質保証本部 商質保証部
ジーエスフード 品質管理部
J −オイルミルズ 横浜工場 品質管理室
ジェーエフフーズ 品質管理室
敷島製パン 品質保証部

太平食品工業 製造本部 製造部 品質管理課
高砂スパイス 秦野工場 品質保証部
タカナシ乳業 生産部 群馬工場品質管理課
タカノフーズ 開発部門 品質保証
高橋ソース 品質管理・保証課
宝酒造 松戸工場 生産技術部 品質管理課
宝醤油 品質保証部
ダノンジャパン
タマノイ酢
ダロワイヨジャポン
筑波乳業 品質保証部
ディーエイチシー サプリ食品部 品質管理室
寺沢製菓 取手工場 品質管理課
デリフレッシュフーズ 品質保証室
天乃屋 品質管理室
東京デーリー 生産本部 品質管理室
東京風月堂 生産本部 検査室
東洋食彩 品質管理部
東洋水産 品質保証部
トーアス 品質統括グループ
十勝大福本舗 東京工場 品質管理本部
トレビ 本社 品質管理課
中沢フーズ 湘南工場
中村屋 品質保証室
ニコニコのり 九州工場

製造本部 製造管理担当 設計課

食品安全管理体制構築担当

小売・流通
ニチフリ食品 本社 品質保証部
ニチモウ 資材事業本部
日油 大師工場 品質保証部
日研フード 本社・工場 品質保証部 品質管理課
日清食品
日清製粉 品質保証部 鶴見工場駐在
日東ベスト 中央研究所
日本甜菜製糖 品質保証部 品質保証課
日本サンガリア ペバレッジカンパニー
日本ビーンズ 群馬工場 資材課
ハーゲンダッツジャパン 品質保証部
ハウスウェルネスフーズ
ハウス食品グループ本社 品質保証統括部
伯方塩業 品質管理課
はごろもフーズ 異物特別対策室
阪栄 品質管理部
ハンシンデリカ 品質保証課
ひざつき製菓 本社 米菓製造部 兼安全衛生管理室
ひまわり食品 衛生・品質管理室
ピュラトスジャパン 品質管理部
ファーマインド 品質管理保証部 品質保証グループ
ファミリーフーズ 製造部
ファンケル発芽玄米 品質グループ
フォーデイズ 品質管理センター
フクイ 製造部 品質管理課 兼 生産技術
不二家 食品安全衛生管理本部
フランソア FG 品質保証部 品質衛生保証課
プリマ食品 品質保証部
プリマハム 基礎研究所
ブルボン 品質保証部 製造監査課
古谷乳業 成田工場 商品企画・開発室
プレナスフーズ 新工場プロジェクト担当
宝幸 商品本部 本質保証室
牧家 品質管理室
北海道フーズ 管理部管理課
マリンアクセス

マリンフーズ 管理本部 環境品質保証部
マルコ水産 本社・工場 製造部
マルコフーズ 技術部 品質保証課
丸善食品工業 開発営業企画室
丸大食品 資材部 設備課
マルハニチロ 品質保証部 品質保証統括課 安全管理室
まるほ食品 足利工場 品質管理課
みたけ食品工業 鴻巣工場 品質管理室
Mizkan 品質管理課
ミツヤグループ本社 製造部
三宅製粉 品質管理部
明星食品 品質保証部 品質保証グループ
メイトー協同乳業
メロディアン 三重工場 製造二課 充填１係
メロディアンメンテ

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

管理本部 食品安全・コンプライアンス部 食品安全管理課

三重事業所 メンテナンス課 設備管理係

モランボン 生産本部 品質検査室
守山乳業 開発研究室
モロゾフ 経営統括本部
ヤクルト本社 福島工場 品質管理課
ヤマザキ 品質管理本部 ヤマザキグループ 品質管理部
山崎製パン 食品安全衛生管理本部 食品品質管理部
山忠食品工業 品質管理部
雪印メグミルク 海老名工場 製造４課 PY 充填
ユニオンチーズ 本社 品質保証部 品質保証グループ
養命酒製造 駒ケ根工場 品質管理グループ
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

ヨックモッククレア 日光工場 工場品質管理課
ル・フレンド 本社 穂ノ原工場製造部
レアールパスコベーカリーズ 品質管理部
ロイズホールディングス ロイズアド事業部
六花亭製菓 本社 工務部 総括
六甲バター 品質保証部 品質管理チーム 品質管理係
ロッテ 品質保証部
ロマンライフ マールブランシュ事業部 製造部
和田製糖 品質保証部
⁝

ASKUL LOGIST IY フレッシュ プロジェクト
アトレ CSR 推進室
ANA フーズ 品質保証部 品質保証チーム
アマゾン ジャパン 食品安全＆コンプライアンス
イオンドットコム
コンプライアンス・業務部 品質管理担当

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 グループ品質管理部
池伝 仕入部 食品安全課
伊藤業食品 品質保証部
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
ウオロク 本社 総務部 品質管理課
ウジエスーパー 本部衛生
エコス 店舗運営部 品室管理担当
オーケー 生鮮本部 品質管理室
Olympic 品質管理部

バローホールディングス

生活協同組合連合会コープきんき事業連合

フレッセイ 営業企画部 衛生管理室
関西スーパーマーケット 本社
キヌヤ 惣菜部
コープネットフーズ 品質保証室
ココスナカムラ 本部 店舗開発部
サニーマート 管理本部 管財部 施設管理
サミット 総務部 品質管理室
サンベルクスホールディングス 本社
三和 管理本部 店舗開発部
ジェイアール西日本デイリーサービスネット

成城石井 品質管理室 品質管理課
セコマ

リスクマネジメント部品質管理室

リスク・品質管理室

JP 三越マーチャンダイジング 品質管理部
ジャパンフードサプライ 品質管理部 品質管理課
ジャパンミート
スターゼン グループ品質保証部

品質保証部

運営統轄本部 兼 運営支援本部 兼 HOTChef 事業本部

セブン＆アイ・クリエイトリンク 新業態開発部
セブン＆アイ・ホールディングス
グループ MD 管理部

セブンイレブン・ジャパン QC 部
全日本食品 店舗本部 店づくり企画部
そごう・西武 総務部 品質管理
大丸松坂屋百貨店 本社 営業本部 MD戦略推進室
たまや 本部 管理部
東急ストア 店舗戦略室
東急ハンズ カフェ営業グループ
東急百貨店 食品統括部 食品衛生指導担当
東武ストア 販売本部 施設・資材部

東武百貨店 MD 推進部
豊田通商 食料・生活産業企画部 安全・改善推進室
豊通食料 業務部品質保証・改善グループ
日本アクセス 法務・コンプライアンス・食品安全管理部
パールライス
東日本事業本部 製造部 千葉炊飯工場 品質検査課

ファミリーマート 物流・品質管理本部
フジ お客様サービス・品質管理推進室
フレッシュ・フード・サービス 品質保証部
平和堂 HATOC（本部）CS 推進部 品質管理室
ベジテック 社長室 経営戦略室（兼）新工場PJ事務局
ベルク 本社 海産部
ポプラ 商品本部
マツモトキヨシ
店舗運営本部 ドラッグストア事業部 EDLP 業態推進室

丸紅 物流企画営業部
丸紅エッグ 品質保証部 品質保証課

丸紅食料 品質保証室
丸紅テクノシステム
ミニストップ

商品本部 品質管理・MD サポート部

明治フードマテリア 品質保証部
ヤオコー デリカ事業部 デリカ・生鮮センター
ユーコープ 品質保証部
ユーシーシーフーヅ 品質監査室
ヨークベニマル QC 室
ライフコーポレーション 品質保証部
良品計画 食品部
レッドホースコーポレーション
コーポレート本部商品管理 G

ローソン 事業サポート本部
ローソンストア100 商品本部（品質管理担当）
ロピア 湘南プロセスセンター 生産技術
⁝

フードサービス・その他
アサヒフードクリエイト 品質管理部
イケア・ジャパン IKEA Tokyo − Bay IKEA FOOD
王将フードサービス 衛生管理課
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
オリエンタルランド

資生堂パーラー 本店営業部 サポートグループ
品川プリンスホテル 管理 食品衛生管理
芝パークホテル 管理部 安全衛生管理室
叙々苑 フードファクトリー 商品製造部 漬物製造課
新宿プリンスホテル
すかいらーく

霞ヶ浦カントリー倶楽部 レストランホール
木曽路 東京本部 内部監査部 第一衛生管理室
串カツ田中 店舗企画部 店舗改善課 品質管理
グランドプリンスホテル高輪
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン

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
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
大学生協中四国事業連合

フード本部 フード仕入開発部 セントラルキッチングループ

商品部 品質管理

元気寿司 衛生管理室
コメダ 管理本部 品質管理部
ザ・プリンスタワー東京
サイゼリヤ 製造課
ジェイアール東海フードサービス 管理部

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

フードサービス事業グループ

ダイナック 品質保証本部
大和リゾート

管理本部 業務管理部 購買・CSR・安全衛生）担当

玉子屋 本社 商品開発
タリーズコーヒージャパン

プロダクト本部 品質管理グループ

力の源カンパニー

営業戦略本部 店舗開発グループ

中部フーズ 管理部 情報企画
ちよだ鮨 品質保証部
チルディー 営業開発部
ティーケーピー 料飲部 開発チーム 衛生
帝国ホテル 総務部安全管理課
デリカスイト 水了軒 商品開発・製造管理
デリシャス・クック 戸田工場 品質保証部 戸田品質保証室
東急ホテルズ 管理部
トーカン 営業本部 惣菜営業部 生産部
ドトールコーヒー 店舗運営統括本部 運営事業戦略部 運営業務サポート課
ドミノ・ピザジャパン 安全管理室
トリドールホールディングス 品質保証部
とんでん 店舗審査部
なか卯 営業企画部 店舗保全課
ナリコマフード
製造本部 広島工場 品質管理課 設備管理課

ニチレイフーズ 品質保証部 国内品質管理グループ
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
ねぎしフードサービス セントラルキッチン 検査室
はなまる SV
はま寿司 食品安全保証室
ファーストキッチン
フジデリカ デリカ本部
プライムデリカ 生産本部 生産技術部
フライングガーデン 本社（アシストセンター）
プラザサンルート 調達施設部
フレッシュセブン 品質保証部
ブロンコビリー 関東ファクトリー
ホイッスル三好 セントラルキッチン
北燦食品 関東工場 品室管理室

ホテルニュー王子 機内食事業部 業務課
ポプラ 製造卸本部 管理部
松屋フーズ 本社 品質保証部 品質保証・検査グループ
三越伊勢丹フードサービス
管理部 品質管理部 品質管理担当

モスフードサービス 品質保証
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 開発本部
梨湖フーズ
ロイヤルホテル

コンプライアンス統括チーム 衛生管理室

ローズコーポレーション 生産２部生産３課
ロッテリア 品質保証担当
ワタミ 品質保証室
わらべや日洋 首都圏事業本部 首都圏生産部
⁝

（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

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

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
COPAN SPA

