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「N-Torus」 導入 ・稼働状況

［導入拠点一覧］ 2020年12月1日現在
本稼働

2019年3月 千葉県船橋市
　　　 3月 神奈川県横須賀市
　　　 5月 埼玉県三郷市
　　　 5月 山梨県笛吹市
　　    6月 千葉県市川市
　　    6月 埼玉県三郷市
　　    6月 千葉県八千代市
　　    8月 神奈川県相模原市中央区
　　    8月 兵庫県神戸市西区
　　    8月 愛知県大府市
　　    9月 三重県四日市市
　　    9月 福岡県北九州市小倉北区
　　  10月 愛知県小牧市
　　  10月 東京都昭島市
　　  10月 愛知県名古屋市緑区
　　  11月 埼玉県羽生市
　　  11月 千葉県野田市
　　  11月 千葉県船橋市
　　  11月 埼玉県朝霞市
　　  11月 神奈川県相模原市緑区
　　  12月 神奈川県川崎市川崎区
2020年1月 京都府八幡市
　　　 2月 神奈川県川崎市川崎区
　　　 2月 神奈川県川崎市川崎区
　　　 2月 福岡県糟屋郡
　　　 2月 福岡県古賀市
　　　 2月 岩手県北上市
　　　 2月 広島県広島市
           3月 宮城県富谷市
           3月 神奈川県座間市
           3月 神奈川県厚木市
           3月 北海道北広島市
           3月 大阪府大阪市住之江区
           3月 大阪府大阪市住之江区
           3月 千葉県千葉市若葉区
           3月 福岡県古賀市
           4月 愛知県岡崎市
           5月 神奈川県海老名市
           5月 千葉県船橋市
           5月 神奈川県厚木市
           6月 千葉県八千代市
           6月 国分首都圏 神奈川県相模原市中央区
           6月 国分首都圏 千葉県八千代市

ﾛｰｿﾝｽﾄｱ100西関東ＤＤＣ
IKD八千代町ドライセンター

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 千葉流通センター

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 SOSiLA海老名1.2階

加藤産業 南港流通センター
加藤産業 大阪平林センター
日本アクセス 千葉中央常温センター

加藤産業 座間センター
加藤産業 厚木センター
加藤産業 輪厚流通ンター

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
加藤産業 仙台富谷センター

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
ハウス食品 福岡工場

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
味の素 川崎工場

国分ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社 船橋流通センター
三井食品 ＳＥＪ常温朝霞センター
三井食品 首都圏西物流センター

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 大府ドライセンター
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

「N-Torus」導入・稼働状況

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

所在地

西友 三郷センター
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［導入拠点一覧］ 2020年12月1日現在
本稼働

「N-Torus」導入・稼働状況

法人名 拠点名 所在地
           6月 トーカン 静岡県榛原郡
           6月 三井食品 大阪府高槻市
           7月 伊藤忠食品 京都府京田辺市
           7月 日本アクセス 埼玉県草加市
           7月 三井食品 大阪府吹田市
           7月 伊藤忠食品 福岡県福岡市東区
           8月 国分首都圏 神奈川県藤沢市
           8月 三井食品 千葉県柏市
           8月 三井食品 東京都江東区
           8月 三井食品 兵庫県西宮市
           8月 三井食品 埼玉県草加市
           8月 三井食品 埼玉県草加市
           9月 日本アクセス 埼玉県さいたま市北区
           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
           9月 三井食品 広島県広島市西区
           9月 三井食品 埼玉県さいたま市北区
　　  10月 三井食品 大阪府茨木市
　　  10月 三菱食品 横浜大黒ＳＤＣ 神奈川県横浜市鶴見区
　　  11月 加藤産業 北大阪センター 大阪府摂津市
　　  11月 日本酒類販売 久喜流通センター 埼玉県久喜市
　　  11月 三菱食品 川崎夜光ＳＤＣ 神奈川県川崎市川崎区
　　  11月 三菱食品 千葉県松戸市
　　  11月 神奈川県愛甲郡
　　  12月 国分中部 白山物流センター 石川県白山市

              月 伊藤忠食品 大正物流センター 大阪府大阪市住之江区
              月 伊藤忠食品 中京物流センター 愛知県小牧市

拠点数 所在地 拠点数
神奈川県
千葉県
埼玉県
大阪府
愛知県
福岡県
東京都
京都府
兵庫県
広島県
北海道
岩手県
宮城県
山梨県
静岡県
三重県
石川県
合計

ハウス食品
ヤマエ久野
合計

味の素
トーカン
日本酒類販売
昭和
西友
東洋水産

三井食品
加藤産業
伊藤忠食品
国分グループ
日本アクセス
三菱食品

松戸ＳＤＣ
日本酒類販売 厚木L.C(羽生流通C19年11月~20年10月)

［企業別　導入拠点数］ ［都道府県別　導入拠点数］
法人名

草加センター
草加ペットセンター
大宮広域ＴＰＬセンター

広島食品センター
大宮総合物流センター
北大阪センター

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
東京センター
鳴尾浜センター

静岡吉田常温センター
高槻センター
関西物流センター
草加ＡＴＰＬセンター


