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「N-Torus」 導入 ・ 稼働状況、 運営体制

「N-Torus（日食協ﾄﾗｯｸ入荷受付・予約ｼｽﾃﾑ）」導入・稼働状況、運営体制 
 
１．「N-Torus」運営に関する新たな体制について 

   
当協会では、「N-Torus」の拡大に伴い、運営面での課題解決と機能面での品質向上

を目指すことを目的として、「N-Torus 運営委員会」及び「N-Torus 技術専門部会」を

「政策委員会」の下部組織として設置することとしました。 
 
[組織体制] 
 

政策委員会 － N-Torus 運営委員会 － N-Torus 技術専門部会  
 
[N-Torus 運営委員会] 
 ⅰ）ミッション ・運営基本方針の策定、運営ルールの策定・見直し 
         ・年度計画の策定、実行、検証 
         ・計画推進に係る活動の指示、対外活動の実践 
         ・開発、改修計画の承認  
 ⅱ）メンバー  ・委員長 小谷光司（三菱食品） 
  （敬称略）  ・委員  渡辺三彦（伊藤忠食品） 西山清三（加藤産業） 
              岸 純平（国分Ｇ本社） 青柳充美（日本アクセス） 
              奥州大輔（三井食品）  早川公輝（富士通） 
              時岡肯平（日食協） 
[N-Torus 技術専門部会] 
 ⅰ）ミッション ・機能面での課題の吸い上げ 
         ・現場運用レベルの向上 

 ・開発、改修計画の立案、審査、上程 
 ⅱ）メンバー  ・部会長 村上弘太郎（伊藤忠食品） 
  （敬称略）  ・委員  西山清三 （加藤産業） 寺島 結（加藤産業） 
              新山泰子 （国分Ｇ本社）木下崇司（日本アクセス） 
              佐藤幸弥 （日本ｱｸｾｽ） 鈴木雄介（三井食品） 
              牧井祐二 （三菱食品） 平田英彦（三菱食品） 
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２．導入拠点一覧
2020年10月15日受付分まで

稼働年月 所在地
1 2019年3月 千葉県船橋市
2 　　　 3月 神奈川県横須賀市
3 　　　 5月 埼玉県三郷市
4 　　　 5月 山梨県笛吹市
5 　　    6月 千葉県市川市
6 　　    6月 埼玉県三郷市
7 　　    6月 千葉県八千代市
8 　　    8月 神奈川県相模原市中央区
9 　　    8月 兵庫県神戸市西区
10 　　    8月 愛知県大府市
11 　　   9月 三重県四日市市
12 　　   9月 福岡県北九州市小倉北区
13 　　  10月 愛知県小牧市
14 　　  10月 東京都昭島市
15 　　  10月 愛知県名古屋市緑区
16 　　  11月 埼玉県羽生市
17 　　  11月 千葉県野田市
18 　　  11月 千葉県船橋市
19 　　  11月 埼玉県羽生市
20 　　  11月 埼玉県朝霞市
21 　　  11月 神奈川県相模原市緑区
22 　　  12月 神奈川県川崎市川崎区
23 2020年1月 京都府八幡市
24 　　　 2月 神奈川県川崎市川崎区
25 　　　 2月 神奈川県川崎市川崎区
26 　　　 2月 福岡県糟屋郡
27 　　　 2月 福岡県古賀市
28 　　　 2月 岩手県北上市
29 　　　 2月 広島県広島市
30            3月 宮城県富谷市
31            3月 神奈川県座間市
32            3月 神奈川県厚木市
33            3月 北海道北広島市
34            3月 大阪府大阪市住之江区
35            3月 大阪府大阪市住之江区
36            3月 千葉県千葉市若葉区
37            3月 福岡県古賀市
38           4月 愛知県岡崎市
39           5月 神奈川県海老名市
40           5月 千葉県船橋市
41           5月 神奈川県厚木市
42           6月 千葉県八千代市
43           6月 神奈川県相模原市中央区

国分首都圏 千葉流通センター
ﾛｰｿﾝｽﾄｱ100西関東DDC

加藤産業 SOSiLA海老名1.2階
国分首都圏 西浦流通センター
国分首都圏 神奈川流通センター

国分首都圏

日本アクセス 千葉中央常温センター
三井食品 北部九州センター
昭和 昭和冷蔵㈱岡崎センター

加藤産業 輪厚流通ンター
加藤産業 南港流通センター
加藤産業 大阪平林センター

加藤産業 仙台富谷センター
加藤産業 座間センター
加藤産業 厚木センター

ハウス食品 福岡工場
三井食品 ＳＥＪ常温北上センター
三井食品 ＳＥＪ常温広島センター

味の素 川崎工場
伊藤忠食品 東扇島物流センター
日本アクセス 福岡常温センター

三井食品 首都圏西物流センター
三井食品 川崎浮島物流センター
日本アクセス 京都八幡統合センター

国分ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社 船橋流通センター
日本酒類販売 羽生流通センター →厚木L.C(2020年11月)

三井食品 SEJ常温朝霞センター

三井食品 名古屋南物流センター
加藤産業 埼玉羽生センター
加藤産業 野田センター

ヤマエ久野 佐賀支店北九州共配課
日本アクセス 名古屋常温ｾﾝﾀｰ
三井食品 SEJ常温昭島センター

東洋水産 関西工場
トーカン 大府ﾄﾞﾗｲｾﾝﾀｰ
味の素 三重工場第二製造部

三井食品 八千代ＩＤＣ
伊藤忠食品 相模原ＩＤＣ

伊藤忠食品 三郷物流センター
三菱食品 甲府SDC
加藤産業 高谷センター

法人名 拠点名
伊藤忠食品 船橋物流センター
三菱食品 横須賀FLDC

西友 三郷センター

２．導入拠点一覧



—  18  —

稼働年月 所在地法人名 拠点名
44           6月 千葉県八千代市
45           6月 静岡県榛原郡
46           6月 大阪府高槻市
47           7月 京都府京田辺市
48           7月 埼玉県草加市
49           7月 三井食品 大阪府吹田市
50           7月 伊藤忠食品 福岡県福岡市東区
51           8月 国分首都圏 神奈川県藤沢市
52           8月 三井食品 千葉県柏市
53           8月 三井食品 東京都江東区
54           8月 三井食品 兵庫県西宮市
55           8月 三井食品 埼玉県草加市
56           8月 三井食品 埼玉県草加市
57 ９月 日本アクセス 埼玉県さいたま市北区
58 ９月 伊藤忠食品 大阪南港物流センター 大阪府大阪市住之江区
59 ９月 三井食品 広島県広島市西区
60 ９月 三井食品 埼玉県さいたま市北区
61 10月 三井食品 大阪府茨木市
62 10月 三菱食品 横浜大黒ＳＤＣ 神奈川県横浜市鶴見区
63 11月 加藤産業 北大阪センター 大阪府摂津市
64 11月 日本酒類販売 久喜流通センター 埼玉県久喜市
65 11月 三菱食品 川崎夜光ＳＤＣ 神奈川県川崎市川崎区
66 11月 三菱食品 千葉県松戸市
67 月 伊藤忠食品 大正物流センター 大阪府大阪市住之江区
68 月 伊藤忠食品 中京物流センター 愛知県小牧市

拠点数 拠点数 所在地
19 14 神奈川県
11 11 埼玉県
9 11 千葉県
7 8 大阪府
6 5 愛知県
5 5 福岡県
2 2 東京都
2 2 京都府
2 2 兵庫県
1 2 広島県
1 1 北海道
1 1 岩手県
1 1 宮城県
1 1 山梨県
68 1 静岡県

1 三重県
68 合計

伊藤忠食品
日本アクセス

ハウス食品
ヤマエ久野
合計

国分グループ

法人名
三井食品
加藤産業
伊藤忠食品

日本アクセス
三菱食品
味の素
トーカン

大宮総合物流センター
北大阪センター

松戸ＳＤＣ

［企業別　導入拠点数］ ［都道府県別　導入拠点数］

日本酒類販売
昭和
西友
東洋水産

東京センター
鳴尾浜センター
草加センター
草加ペットセンター
大宮広域ＡＴＰＬセンター

広島食品センター

関西物流センター
草加ＡＴＰＬセンター
吹田センター
福岡物流センター
藤沢流通センター
常葉センター

IKD八千代町ドライセンター
静岡吉田常温センター
高槻センター

国分首都圏
トーカン
三井食品


