
設置先一覧

株式会社 三共冷熱



厚岸漁業協同組合港町支所:４台

厚岸漁業協同組合若竹支所:４台

㈱一ウ：2台

エアーウォーター物流㈱：4台

㈱エスアイシステム 函館センター：4台

帯広東冷機工業:2台

カネ共三友冷蔵㈱：2台

北冷蔵㈱：4台

釧路漁業協同組合：2台

釧路東水冷凍㈱:1台

㈱ケイシイシイ:3台

小鶴商店:1台

㈱札幌パリ：1台

ジンギスカン松尾：1台

団地冷蔵：10台

チャリティーイベント：1台

東洋水産㈱石狩第一冷蔵庫：1台

十勝製餡㈱:2台

トナミ食品工業㈱：4台

中標津卸売市場：1台

農業法人鎌田きのこ㈱：2台

㈱フジタ 札幌支店：2台

プライフーズ㈱北海道伊達工場:2台

㈱北海道日水：1台

マルスイフーズ㈱：2台

マルスイ冷蔵㈱：11台

丸弘水産㈱：2台

室蘭環境プラントサービス㈱：2台

㈱モリタン：2台

山形水産㈱：4台

横浜冷凍㈱石狩物流センター：１台

横浜冷凍㈱十勝物流センター：4台

余市郡漁業協同組合：4台

㈱リフリ：1台

㈱大熊郡山工場：4台

コープ食品㈱東北工場：1台

日本果実加工㈱白河工場：2台

丸市：2台

丸中製氷冷蔵㈱：2台

㈱夕月小名浜冷凍倉庫：3台

青葉ミート㈱：2台

青葉冷凍：7台

伊藤ハムデイリー㈱東北工場：2台

㈱イチマル水産：1台

㈱ＭＣＦ：1台

大興水産㈱：4台

㈱加工連：3台

㈲かね久海産：2台

㈱かわむら気仙沼工場：1台

協同水産㈱：3台

㈱盛功流通物流ｾﾝﾀｰ：5台

盛信冷凍庫㈱：20台

㈱仙水冷蔵：3台

仙都冷蔵㈱：1台

全水加工連 塩釜冷蔵庫：5台

高橋水産㈱：2台

日水物流㈱仙台港物流センター：18台

㈱フクベイフフーズ:4台

フジフーズ㈱仙台工場:1台

プライフーズ㈱軽米工場:2台

㈱まるいち加工：2台

みやぎ生活共同組合成田セットセンター:3台

宮城プラント：2台

山田水産㈱石巻事業所：6台

ヤマト水産冷凍㈱：1台

横浜冷凍㈱気仙沼冷凍工場：3台

横浜冷凍㈱仙台工場：5台

㈱冷水：1台

㈱アマタケ：1台

久慈市漁業協同組合：3台

さいとう製菓㈱：3台

プライフーズ㈱三沢工場:3台

プライフーズ㈱三沢みどりの郷工場:1台

プライフーズ㈱細谷工場：5台

プライフーズ㈱みちのく二戸工場：2台

㈱松栄堂：2台

丸才運輸：5台

丸大ﾊﾑ 岩手物流倉庫：4台

㈱味の加久の屋：1台

階上キューピー㈱：2台

島倉水産㈱：21台

デリカナンセイ青森㈱横浜工場：2台

デリカナンセイ青森㈱脇野沢工場：1台

㈱ハチカン：2台

㈱マルヌシ：6台

㈱三星：2台

三富産業㈱：2台

野牛漁業協同組合：2台

八戸協和水産㈱：6台

プライフーズ㈱五戸加工食品工場:4台

秋田プリマ食品㈱：1台

北斗製氷㈱：2台

北斗製氷㈱土崎工場：1台

酒田漁協本港：2台

佐野水産㈱：2台

モガミフーズ㈱：2台

㈱山形食肉公社：1台

冷凍技術工業：3台



㈱吾妻屋肉店：1台

味の素冷凍食品㈱：1台

イートアンド㈱関東工場：1台

エバラ食品工業㈱：3台

金田運輸㈲：1台

㈱群馬フレッシュフーズ：1台

埼玉シマダヤ㈱：8台

新進冷凍㈱：1台

プライムフーズ㈱：2台

松村乳業㈱：2台

アサヒﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ松戸センター：2台

㈱荒野商店：4台

㈱いしばし：2台

㈱ＡＮＡケータリングサービス成田工場：2台

エスフーズ㈱：2台

㈱カネジョウ大崎：6台

川光物産㈱千葉工場：1台

㈱キユーソー流通システム：8台

キューピータマゴ㈱栗源工場:2台

グッドマンジャパン㈱グッドマン市川：16台

グリコ千葉アイスクリーム㈱：2台

厚生冷蔵㈱：2台

神戸屋フローズン：1台

興和冷蔵㈱船橋工場：1台

コープネット印西：29台

㈱コメック 東京工場：1台

桜調温工業㈱流山工場：2台

三洋食品㈱塩浜工場：1台

㈱JR東日本物流冷蔵倉庫：7台

㈲鈴木安太郎商店：２台

全農千葉県本部：2台

有ジェリービーンズＪＢミートセンター：1台

ジャル ロイヤルケータリング㈱：1台

㈱ショウレイ：2台

㈱大一奈村魚問屋：7台

千葉畜産：1台

銚子東洋㈱：1台

東京豊海冷蔵㈱船橋物流センター：12台

なのはな生協配達センター：4台

ニューポート産業㈱：4台

㈱パルミート 習志野事業所：2台

福岡運輸㈱船橋営業所：17台

㈱富士エコー千葉センター：27台

富士総合食品㈱富里工場：2台

船橋中央卸売市場：1台

増田運輸㈱新習志野物流センター：6台

㈱松岡船橋物流センター：1台

マルハニチロ物流㈱成田事業所：8台

山形水産㈱：2台

㈱ヤマゴ：2台

㈱ヤマヘイフーズ：9台

菱食市川塩浜物流センタ－：2台

ロイヤル㈱：2台

アサヒビール㈱神奈川工場：4台

アサヒロジスティクス㈱横浜共配センター：2台

アマゾン高津FC:2台

五十嵐冷蔵㈱東扇島第一DC：4台

おうちコープ 横浜北部センター：4台

㈱鳥浜倉庫：2台

河原食品㈱本社：1台

㈱銀座コージーコーナー神奈川清川工場：１台

㈱サイトウミート：1台

㈱シノテスト：6台

㈱旬彩デリ相模原事業所：1台

隅田冷凍工業㈱：1台

住吉漁業㈱城ヶ島冷蔵倉庫：4台

全国農業協同組合連合会神奈川県本部：1台

東京明販㈱都築：4台

東洋水産㈱東扇島第二冷蔵庫：12台

中外冷凍㈱：2台

㈱日本アクセス川崎物流センター：8台

日本クッカリー㈱厚木工場：3台

㈱オカフーズ：2台

㈱エー・スイーツ･ハウス：1台

㈱エスアイシステム新多摩センター：17台

オリジン東秀㈱：1台

兼松食品㈱城南島冷蔵庫：2台

㈱キユーソー流通システム 西府営業所：9台

㈱サンフードジャパン 立川工場：1台

㈱さわた：1台

シュクレイ・ロジスティック：2台

㈱ゼストクック:１台

全農フーズ：1台

㈱チルディー：2台

㈱辻野 豊海物流センター：5台

東京水産ターミナル㈱：17台

東京水産冷蔵㈱豊海工場：2台

東京豊海冷蔵㈱豊海物流センター：6台

東京部分肉センター㈱：8台

東京明販㈱東京支店：3台

東京冷凍㈱京浜島冷蔵物流センター：23台

東洋水産㈱冷蔵部：3台

ドンキホーテ 本社：3台

ドンキホーテ 吉祥寺：3台

ドンキホーテ 高田馬場駅前店：4台

日本水産㈱ハ王子工場内：4台

㈲ハイテクノ：3台

㈱富士エコー 西東京ＦＤＣ：12台

プロミートナカムラ：2台

㈱ホウスイ：1台

㈱ベニレイ･ロジスティクス 東扇島事業所：9台

㈱マルハニチロ物流：10台

㈱マルハ物流ネット：2台

三菱倉庫㈱大井冷蔵倉庫：2台

山手興産㈲京浜ＬＣ：3台

横浜冷凍㈱大黒物流センター：1台

横浜冷凍㈱東京物流センター：1台

横浜冷凍㈱東京第二物流センター：1台

吉野家東京工場：１台

ライフストア赤塚店：2台

ライフストア江北駅前店：2台

ライフストア奥戸店：１台

㈱ロジスティクスネットワーク 品川物流センター：1台

㈱ロッテアイス日野工場：4台

三菱食品㈱八王子南大沢物流センター：29台

㈱あ印：4台

㈱アーチフーズ：2台

㈱あじかん守谷工場：2台

イセデリカ㈱竜ヶ崎工場：1台

茨城グリコ㈱：7台

鹿島物流潮来倉庫：1台

㈱カスミ加工センター：5台

キユーソーサービス㈱五霞営業所：4台

㈱ケイパック:1台

㈱孝和：2台

㈱旬菜デリ霞事業所：2台

スギヨ：1台

㈱タカキベーカリー つくば工場：1台

那珂湊漁業協同組合 ：6台

なめがたファーマースーヴィレッジ：1台

日本ハム食品㈱関東プラント：8台

日本ハムファクトリー㈱茨城工場：2台

㈱マルショウ：2台

㈱丸竹商店：2台

森田水産：2台

アーリーフーズ㈱首都圏工場：1台

㈲アイシークリエーション：2台

アサヒロジスティクス㈱花見台共配センター：2台

入間ミート㈱：2台

関東フローズン㈱群馬支店：2台

キサイフーズ工業㈱：1台

㈱キューソー流通システム 川越食品流通センター：11台

共進運輸㈱越谷配送センター：6台

㈱銀座コージーコーナー 埼玉工場：4台

㈱グルメデリカ草加工場：1台

コープネット桶川：2台

生活協同組合連合会小山冷凍センター:６台

トオカツフースﾞ㈱足利工場：1台

那須グリコ㈱：3台

㈱宮市宇都宮市中央卸売市場：1台

フレックデザート㈱北関東工場：2台

日本デリカ運輸㈱相模原物流センター：8台

日本超低温㈱：2台

パルシステム宮前センター：4台

福岡運輸㈱東京支店：8台

㈱富士エコー神奈川センター：16台

船橋中央卸売市場船橋市場：4台

㈱フリージポート 加須センター：3台

カブベニレイ・ロジスティクス 東扇島：7台

宝幸㈱大和工場：2台

北王流通㈱厚木センター：6台

明治乳業㈱神奈川工場：10台

山手冷蔵㈱新川崎ロジスティックセンター：13台

㈱ヤマミ：2台

養老乃瀧㈱ＹＲカミサリープラント川崎：1台

横浜冷凍㈱伊勢原物流センター：1台

横浜冷凍㈱横浜物流センター：1台

西海食品株安行センター：２台

三菱倉庫㈱三郷2号配送センター：1台

埼北東洋㈱：1台

㈱スーパーレックス春日部：2台

㈱すかいらーく：8台

㈱デリフレッシュフーズ:2台

西洋フード･コンパスグループ㈱：1台

中越通運㈱：2台

㈱デリカナカムラ：1台

東京明販㈱川越支店：12台

パルシステム埼玉新三芳センター：３台

㈱不二家埼玉工場：3台

フレックデザート㈱：3台

プライフーズ㈱吉川工場:1台

プリマ食品㈱:1台

㈱マジマチルドサービス：1台

米久かがやき㈱輝工場：2台

ロッテ浦和工場:1台



㈱一印上越魚市場：1台

㈱高助：10台

チャレンジャー赤道：3台

日本ハム惣菜㈱新潟工場：2台

㈱フレッシュ・ロジスティック新潟センター：6台

旭松食品㈱：１台

日本食品販売㈱小諸配送センター：4台

㈱ホーライ：1台

㈱ミヤシタフーズ：2台

㈲ありあけ：1台

㈱エスアイシステム ﾁﾙﾄﾞ米飯山梨センター:9台

㈱シャトレーゼ 中道工場：6台

三井農林㈱：2台

山梨県富士吉田市：1台

ウロコ冷蔵㈱：２台

越野冷凍食品㈱七尾工場：2台

㈱スギヨ団地工場：1台

㈱スギヨ北陸工場：2台

㈱スリーエスアンドエル：1台

中部興産㈱福井チルドセンター:１台

鱈場：1台

•㈱日本アクセス北陸支店：4台

•㈲星野冷凍施設工業所：2台

•㈱北陸フレッシュフーズ：1台



五十嵐水産㈱志下工場：2台

五十嵐水産㈱本社蓼原工場：2台

石井配送㈲：1台

石原水産：15台

㈱イリニ水産：1台

エムケイフーズ㈱：4台

大長増田商店：2台

漁業協同組合：8台

㈱カネセイ水産：9台

㈱カネボシ食品：1台

カネトモ：4台

㈱紀文食品静岡工場：1台

共和食品㈱：3台

ケンコーマヨネーズ㈱静岡富士山工場：2台

こめやフードサービス：２台

サーティワンアイスクリーム㈱富士小山工場：4台

㈱佐藤園：1台

佐政水産㈱：4台

沢野倉庫㈱飛島冷蔵庫：４台

スターゼン東日本販売㈱：1台

スルガ東洋㈱：37台

清弘水産㈱：4台

㈱ダイカイ冷蔵：4台

㈱大熊焼津工場：4台

㈲大熊冷凍食品：8台

㈲大熊第2加工場：4台

㈱知久：６台

㈱ディ･エッチ･エーマリンフーズ：2台

東洋水産㈱焼津工場：8台

東洋冷蔵㈱清水：9台

東洋冷蔵㈱第一冷蔵庫：14台

土佐鰹水産：3台

巴水産㈱：4台

㈲中谷商店：4台

日本かつお・まぐろ漁業協同㈱：8台

日本ハムファクトリー㈱静岡工場：1台

㈱おわせ川栄：１台

カネキ水産㈱：6台

㈱カネキチ：1台

勘信丸：1台

キユーソーサービス㈱名古屋営業所：6台

㈱光陽：2台

興和冷蔵㈱中部物流センター：3台

㈱サイトウ:1台

栄屋乳業㈱：6台

㈱ジャパンフレッシュ 名古屋工場：1台

㈲トータルコーポレーション：1台

名古屋製酪㈱大府工場：3台

名正運輸㈱一宮物流センター：9台

㈱日本アクセス 春日井物流センター：17台

日本水産㈱安城工場：3台

日本ゼネラル物産㈱：6台

㈱フレッシュまるいち豊橋工場：1台

丸石漬物㈱:1台

丸伝冷蔵㈱：11台

六ツ美養鶏加工協同組合：1台

森永乳業㈱中京工場：5台

横浜冷凍㈱名古屋物流センター：1台

横浜冷凍㈱中川物流センター：2台

横浜冷凍㈱小牧物流センター:2台

ヨシヅヤ清洲店：1台

味の素冷凍食品㈱中部工場：3台

亀喜総本家㈲:2台

㈱センコー技研食品倉庫：1台

中部興産㈱中部薬品多治見チルドｾﾝﾀｰ:1台

中部興産㈱ﾊﾞﾛｰ可児チルド物流センター：9台

中部シマダヤ㈱：4台

㈱十味惣端浪工場：3台

㈱ナカヤマ：２台

ぎゅーとら：2台

中部明販㈱三重営業所：2台

豊川ハム㈱：1台

フタバ食品㈱関西工場：1台

マックスバリュ中部㈱港町店：1台

マリンフーズ㈱三重工場：1台

㈱マルアイ木曽岬工場：5台

プレミアムキッチン：１台

丸大食品㈱松阪工場：2台

三重グリコ㈱：4台

森永乳業㈱中京工場：5台

ヤマキシズム生活豊里実顕地：2台

ヤマ正水産㈱：4台

㈱八廣：1台

ハラニシ：3台

福一：10台

富士物産㈱：2台

㈱富士冷：21台

平和みらい㈱：1台

マルコ水産㈱本社工場：2台

マルコ水産㈱ＭＫ工場：１台

マルコ水産㈱藤枝工場：３台

㈱マルショウ：2台

丸大食品㈱静岡工場：1台

㈱マルニ水産：1台

㈲マルヒロ水産：1台

㈱南食品：6台

㈱南伸商：9台

村兼水産㈱：8台

ヤイスﾞ新東㈱：3台

焼津市魚仲水産加工業協同組合：7台

㈱焼津フーズ：３台

㈱焼津冷凍：4台

八洲水産㈱江尻第一工場：4台

㈱山いち：3台

㈱やまひろ：1台

山松水産㈱大井川工場：3台

山松水産㈱本社：16台

横浜冷凍㈱沼津工場：4台

米久㈱富士工場：3台



朝日共販㈱神戸工場：6台

㈱上組姫路営業所：2台

㈱協同食品センター：7台

上月産業㈱：1台

グリコ兵庫アイスクリーム㈱：3台

寿冷蔵㈱：21台

㈱コープフースﾞ第2工場：２台

㈱昭和リーブス：1台

神洋冷凍㈱：4台

㈱すかいらーく：3台

東洋水産㈱神戸冷蔵庫：2台

日水物流㈱伊丹物流センター：14台

㈱日本アクセス神戸支店：2台

㈱日本アクセス鳴尾浜TPLセンター：7台

日本クッカリー㈱伊丹工場：1台

日本水産㈱姫路総合工場：5台

日本ハム食品㈱関西プラント：8台

日本デリカ運輸㈱北神戸物流センター：10台

日本デリカ運輸㈱六甲物流センター：4台

㈱富士エコー六甲アイランド：4台

フジフレッシュフーズ㈱：6台

プライムデリカ宝塚工場：１台

本田冷蔵㈱：1台

マルカツ水産㈱：2台

㈱マルト水産：1台

マルヨ食品㈱：1台

㈱メイショク加古川工場：1台

森屋：1台

㈱山増水産：1台

ユニチカエステート：7台

㈱ランテック関西支社：1台

池伝㈱：2台

㈱和泉製氷冷蔵工場：12台

和泉生協あゆみ野作業所：１台

イズミヤ南港食品プロセスセンター：2台

伊藤忠食品㈱：19台

㈱エフベーカリーコーポレーション：1台

大阪いずみ生活協同組合：2台

川田配送㈱茨木新ｾﾝﾀｰ：6台

㈱キユーソー流通システム枚方営業所：２台

近畿明販㈱ 北大阪支店：6台

港湾冷蔵㈱南港工場：1台

コストコホールセールジャパン㈱和泉倉庫店：2台

㈱コメック：2台

㈱コモリ：8台

ＣＣＳ桜島：62台

ＣＣＳ舞洲：6台

杉本商事㈱日之出営業所：3台

住之江冷蔵㈱：8台

大東冷機㈱:4台

㈱チルコ：1台

㈱トージツフーズ：1台

㈱中日本冷蔵舞洲物流センター：6台

日本氷業㈱:１台

日水物流㈱伊丹物流センター：12台

㈱日本アクセス住之江フローズンMDC：15台

福岡運輸㈱大阪支店：9台

不二製油㈱阪南事業所：4台

㈱ベニレイ･ロジスティクス南港事業所：5台

北部冷蔵㈱（北部市場内）：6台

㈱マルハニチロ物流南港センター：21台

三井食品㈱北大阪センター摂津市：2台

水野食品㈱：2台

㈱明治関西アイスクリーム工場：2台

㈲ヤマギシズム大阪供給所：1台

㈱ユー･エス･ジェイ：2台

横浜冷凍㈱西淀物流センター：4台

横浜冷凍㈱舞洲物流センター：1台

㈱レインボー物流：2台

㈲冷空サービス:1台

ﾜﾝﾜｰﾄﾞ：2台

若松冷蔵㈱：1台

奈良市場冷蔵㈱：3台

あわしま堂：2台

㈱日本アクセス京都フローズンセンター：4台

㈲ネクスト：2台

ノムラフーズ㈱：7台

丸三冷蔵㈱：9台

明治乳業㈱京都工場：1台

串本食品㈱：5台

㈱ﾌﾘｺﾞ和歌山物流ｾﾝﾀｰ：10台

㈱松源：1台

丸長水産㈱：3台

日水物流㈱大津物流センター：2台



㈱イサミ岡山フードプロダクツ：1台

㈱ウェルファムフーズ 岡山事業所：1台

オージー物流㈱早島低温物流センター：4台

オハヨー乳業㈱：5台

三共水産㈱：1台

中国明販㈱福山営業所：1台

㈱日本アクセス倉敷チルドTPLセンター：1台

丸紅畜産㈱岡山事業所：1台

三井製糖㈱岡山物流倉庫:44台

㈱エフベーカリー広島事業所：1台

エフ・パン：1台

協和冷蔵㈱広島物流センター：4台

己斐製氷㈱：3台

JA全農：1台

全農広島県本部三次食肉加工センター：1台

㈱タカキベーカリー：5台

中央冷蔵㈱：3台

㈱ニチレイ・ロジスティクス宇品物流センター：1台

日本生活協同組合連合会尾道冷凍流通センター：27台

マルハニチロ㈱広島工場:2台

JFしまね 恵曇支所：4台

タツミヤ物流センター：1台

㈱上組徳山支店：1台

林兼冷蔵㈱:10台

㈱マルハニチロ物流下関物流センター：4台

㈱丸平商店：1台

門司冷凍製氷㈱：1台

日本海冷凍魚：1台

北洋冷蔵㈱：3台

味の素冷凍食品㈱：2台

㈱エスアイシステム四国物流センター：11台

㈱カトキチ 善通寺工場：3台

協同食品㈱：2台

㈱キユーソー流通システム丸亀営業所：3台

シャインフーズ㈱：2台

高松日清食品㈱：5台

テーブルマーク㈱山本工場：2台

徳島県漁連：2台

日本ハム㈱徳島工場：3台

愛工房㈱:２台

あじかん松山営業所：1台

東ﾚ愛媛工場：2台

秀長水産㈱：3台

㈲松山特機：3台



味の素九州工場：1台

伊万里東洋㈱：1台

㈱カナエフーズ九州工場：１台

生協 鳥栖：2台

㈱デリカフレンズ 佐賀工場：2台

天生水産㈱：5台

鳥栖：2台

鳥栖キューピー㈱：1台

日本遠洋旋網漁業協同組合相知工場：16台

五島水急：2台

オハヨー乳業㈱：1台

㈲杉永蒲鉾：2台

長崎魚市㈱:2台

長崎蒲鉾水産加工業協同組合：3台

長崎県漁連 田平冷凍工場：1台

長崎漁港水産加工団地協同組合：2台

ナガサキロジスティクス㈱：1台

奈留町漁業協同組合：2台

西日本冷凍㈱佐世保工場：1台

㈱日本ｱｸｾｽ長崎支店：1台

日本遠洋旋網漁業協同組合相浦冷蔵庫：1台

日本遠洋旋網漁業協同組合松浦製氷冷凍工場：8台

日本遠洋旋網漁業協同組合松浦第二冷凍工場：8台

日本食品販売㈱小諸配送ｾﾝﾀｰ：2台

日本ハム㈱諫早プラント：1台

日本ハムファクトリｰ㈱長崎工場：1台

日本フードパッカー㈱諫早工場:２台

㈱フランソア佐世保工場：1台

㈱フランソワ長崎工場：2台

横浜冷凍㈱長崎工場：6台

横浜冷凍㈱佐世保工場：1台

㈱お菓子の香梅 阿蘇西原工場：4台

熊本プリマ㈱：3台

㈱コスモトランスポート物流センター：2台

㈱サンデリカ：1台

大海冷蔵㈱：2台

㈲髙木商店：6台

㈱ナカガワフーズ：2台

日豊食品工業㈱：3台

㈱マルゼンフーズ：1台

㈱海連：10台

鹿児島協同食品㈱：2台

鹿児島くみあいチキンフーズ㈱知覧工場：6台

鹿児島チキンフーズ：1台

鹿児島ミート：2台

㈱鹿児島パッカー産業:1台

サン食品㈱本社第二工場：2台

㈱鹿鳥食品：2台

㈱シーエックスカーコﾞ姶良冷蔵流通センター：14台

㈱ジョーシンMEAT:1台

㈱全栄フーズ：2台

全農キューピー・エッグステーション：1台

たくよう：8台

くにみ農産加工㈲:2台

㈱九州コクボ：3台

日本クッカリー㈱大分工場：2台

㈱ヤマジン：12台

山田水産㈱浦代第一工場：2台

アバンﾃック㈱：1台

㈱金子食品豊前工場：3台

九州製氷㈱古賀工場：4台

九州フジパン㈱福岡工場：1台

九州明乳販売㈱：9台

協和冷蔵㈱福岡物流センター：2台

九低システム㈱：1台

クラレイ㈱福岡物流センター：1台

コストコホールセールジャパン㈱久山倉庫店：2台

佐藤食品㈱本社センター:１台

シモハナ物流：2台

ＪＡ全農フーズ大宰府パックセンター：３台

テジマ㈱：1台

東洋水産㈱福岡冷蔵庫：5台

㈲ネクストフーズ：2台

日本アクセス㈱福岡支店：3台

日水物流㈱甘木物流センター：８台

石原ﾌｰｽﾞ㈱：3台

㈱イチマル水産：1台

㈱児湯食鳥本社工場：8台

㈱児湯食鳥高崎工場：8台

㈲育みの里しろはと：6台

日本ハム惣菜㈱宮崎工場：1台

日本ホワイトファーム㈱：1台

南九州畜産興業㈱：1台

南日本ﾊﾑ㈱：4台

宮崎くみあいチキンフーズ㈱南部工場:１台

宮崎サンフーズ㈱：9台

みやさん食品㈱:1台

山田水産㈱島浦事業所：5台

クラウドライク㈱物流センター：1台

西日本フートﾞ㈱沖縄営営業所：1台

㈱大門商事：1台

㈱琉球デリカサービス：2台

モーリシャス AM冷蔵庫：3台

台湾 セブンイレブンCDC：2台

中国 統昶行銷股份有限公司：2台

中国 天津上組：30台

中国 舟山栄舟海洋食品有限公司：14台

中国 平太栄：1台

タイ：6台

タイ デルマール㈱タイ工場：1台

海外

㈱ナカシン冷食：1台

二幸冷蔵運輸㈱：4台

日本ピュアフード㈱：1台

フェスティバロ本社工場：2台

広松久水産㈱：２台

㈱富士冷 枕崎工場：12台

㈱松野下蒲鉾：1台

マルイ食品㈱大口工場：1台

㈲宮崎商会鹿児島工場：1台

㈲やまた水産食品：2台

山田水産㈱垂水事業所：8台

山田水産㈱有明事業所：2台

横浜冷凍㈱志布志工場：2台

福岡運輸㈱：8台

㈱フランソア 佐賀工場：2台

㈱マルハニチロ物流佐賀物流センター：4台

ヤマキ製菓㈱相知工場：3台

横浜冷凍㈱唐津工場：2台

横浜冷凍㈱鳥栖第一工場：1台

横浜冷凍㈱鳥栖物流センター：1台

㈱リョーユーパン唐津FD工場：1台

日水物流㈱箱崎物流センター：2台

日本遠洋旋網漁業協同組合福岡工場：4台

八洋：2台

福岡運輸㈱福岡支店：5台

㈱フランソア 福岡工場：5台

マツエ商店：2台

㈱松岡福岡物流センター：1台

宗像漁業協同組合鐘崎本所：2台

名糖運輸㈱福岡物流センター：2台

ヤマエ久野㈱：2台

㈱ヤマキフーズ福岡工場：1台

山福水産㈱：1台

横浜冷凍㈱福岡物流センター：23台


