設置先一覧

SANKYO
株式会社 三共冷熱

㈱一ｳ：2台

島倉水産㈱：21台

ｶﾈ共三友冷蔵㈱：2台

ﾃﾞﾘｶﾅﾝｾｲ青森㈱横浜工場：2台

北冷蔵㈱：4台

ﾃﾞﾘｶﾅﾝｾｲ青森㈱脇野沢工場：1台

釧路漁業協同組合：2台

㈱ﾊﾁｶﾝ：2台

㈱ｹｲｼｲｼｲ：3台

㈱ﾏﾙﾇｼ：4台

室蘭環境ﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ㈱：2台

㈱三星：2台

団地冷蔵：10台

三富産業㈱：2台

ﾁｬﾘﾃｨｰｲﾍﾞﾝﾄ：1台

野牛漁業協同組合：2台

東洋水産㈱：1台

八戸協和水産㈱：3台

久慈漁協：2台
さいとう製菓㈱：3台
松栄堂：2台
丸大ﾊﾑ 岩手物流倉庫：4台

ﾄﾅﾐ食品工業㈱：2台
農業法人鎌田きのこ㈱：2台
㈱ﾌｼﾞﾀ 札幌支店：2台
ﾏﾙｽｲ冷蔵㈱：11台
丸弘水産㈱：2台
㈱ﾓﾘﾀﾝ：2台

北斗製氷分：2台

山形水産㈱：4台

北斗製氷㈱土崎工場：1台

㈱青葉冷凍：7台

横浜冷凍㈱石狩物流ｾﾝﾀｰ：１台

㈱ｲﾁﾏﾙ水産：1台

横浜冷凍㈱十勝物流ｾﾝﾀｰ：4台

大興水産㈱：4台

余市郡漁業協同組合：4台

佐野水産㈱：2台

㈱加工連：3台

㈱ﾘﾌﾘ：1台

ﾓｶﾞﾐﾌｰｽﾞ㈱：2台

㈲かね久海産：2台

㈱山形食肉公社：1台

㈱かわむら気仙沼工場：1台

冷凍技術工業：3台

協同水産㈱：3台
㈱大熊 郡山工場：4台

㈱盛功流通物流ｾﾝﾀｰ：5台

日本果実加工㈱白河工場：2台

盛信冷凍庫㈱：20台

丸市：2台

㈱仙水冷蔵：3台

㈱夕月小名浜冷凍倉庫：2台

全水加工連 塩釜冷蔵庫：5台
ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ 本社：3台
㈱まるいち加工：2台
宮城ﾌﾟﾗﾝﾄ：2台
山田水産㈱石巻事業所：2台
横浜冷凍㈱気仙沼冷凍工場：1台
横浜冷凍㈱仙台工場：5台

㈲ｱｲｼｰｸﾘｴｰｼｮﾝ：2台

西洋ﾌｰﾄﾞ・ｺﾝﾊﾟｽｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱：1台

㈱宮市 宇都宮市中央卸売市場：1台

㈱あ印：4台

入間ﾐｰﾄ㈱：2台

東京明販㈱川越支店：12台

ﾌﾚｯｸﾃﾞｻﾞｰﾄ㈱北関東工場：2台

ｲｾﾃﾞﾘｶ㈱竜ヶ崎工場：1台

ｷｻｲﾌｰｽﾞ工業㈱：1台

㈱不二家 埼玉工場：2台

㈱銀座ｺｰｼﾞｰｺｰﾅｰ 埼玉工場：3台

ﾌﾚｯｸﾃﾞｻﾞｰﾄ：3台

鹿島物流 潮来倉庫：1台
㈱吾妻屋肉店：1台

ｶｽﾐ加工ｾﾝﾀｰ：5台

㈱ﾏｼﾞﾏﾁﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ：1台

ｴﾊﾞﾗ食品工業：3台

㈱旬菜ﾃﾞﾘｶ：1台

ｽｰﾊﾟｰﾚｯｸｽ春日部：2台

㈱群馬ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ：1台

ｽｷﾞﾖ：1台

㈱いしばし：2台

埼玉ｼﾏﾀﾞﾔ㈱：4台

㈱ﾏﾙｼｮｳ：2台

㈱ｶﾈｼﾞｮｳ大崎：6台

森田水産：2台

川光物産㈱千葉工場：1台

㈱ｵｶﾌｰｽﾞ：2台
ｵﾘｼﾞﾝ東秀㈱：1台

ｷｭｰﾋﾟｰﾀﾏｺﾞ㈱栗源工場:2台

兼松食品㈱城南島冷蔵庫：2台

ｸﾞﾘｺ千葉ｱｲｽｸﾘｰﾑ：2台

ｻﾝﾌｰﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ 立川工場：1台

神戸屋ﾌﾛｰｽﾞﾝ：1台

ｼｭｸﾚｲ・ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ：2台

興和冷蔵㈱船橋工場：1台

全農ﾌｰｽﾞ：1台

ｺｰﾌﾟﾈｯﾄ印西：29台

㈱ﾁﾙﾃﾞｨｰ：2台

㈱ｺﾒｯｸ 東京工場：1台

東京水産ﾀｰﾐﾅﾙ㈱：2台

桜調温工業㈱流山工場：2台

東京水産冷蔵㈱豊海工場：2台

三洋食品㈱塩浜工場：1台

東京豊海冷蔵㈱豊海物流ｾﾝﾀｰ：6台

㈱JR東日本物流冷蔵倉庫：7台

東京部分肉ｾﾝﾀｰ㈱：8台

JA千葉：2台

東京明販㈱東京支店：3台

㈲ｼﾞｪﾘｰﾋﾞｰﾝｽﾞJBﾐｰﾄｾﾝﾀｰ：1台

東京冷凍㈱京浜島物流ｾﾝﾀｰ：17台

㈱ｼｮｳﾚｲ：2台

東洋水産㈱冷蔵部：3台

銚子東洋㈱：1台

ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ 吉祥寺：3台

ｱｻﾋﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ横浜共配ｾﾝﾀｰ：2台

日本水産㈱ハ王子工場内：3台

五十嵐冷蔵㈱東扇島第一DC：4台

㈲ﾊｲﾃｸﾉ：3台

㈱鳥浜倉庫：2台

㈱富士ｴｺｰ 西東京FDC：8台

河原食品㈱本社：1台

㈱ﾎｳｽｲ：1台

㈱ｼﾉﾃｽﾄ：6台

ﾍﾞﾆﾚｲ東扇島：9台

住吉漁業㈱城ヶ島冷蔵倉庫：4台

㈱ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ物流：1台

東京明販㈱都築：4台

船橋中央卸売市場船橋市場：4台

富士総合食品㈱富里工場：2台

ﾏﾙﾊ物流ﾈｯﾄ：2台

東洋水産㈱東扇島第二冷蔵庫：12台

㈱ﾌﾘｰｼﾞﾎﾟｰﾄ 加須ｾﾝﾀｰ：3台

船橋中央卸売市場：1台

三菱倉庫㈱大井冷蔵倉庫：2台

中外冷凍㈱：2台

㈱ﾍﾞﾆﾚｲ・ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ 東扇島：7台

㈱松岡 船橋物流ｾﾝﾀｰ：1台

山手興産㈲京浜ＬＣ：3台

日本ｸｯｶﾘｰ 厚木工場：3台

明治乳業㈱神奈川工場：10台

山形水産㈱：2台

横浜冷凍㈱大黒物流ｾﾝﾀｰ：1台

日本超低温㈱：2台

山手冷蔵㈱新川崎ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｾﾝﾀｰ：12台

㈱ﾔﾏﾍｲﾌｰｽﾞ：8台

横浜冷凍㈱東京物流ｾﾝﾀｰ：1台

ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ宮前ｾﾝﾀｰ：4台

㈱ﾔﾏﾐ：2台

菱食市川塩浜物流ｾﾝﾀ-：2台

㈱ﾛｯﾃｱｲｽ日野工場：4台

福岡運輸㈱東京支店：8台

横浜冷凍㈱伊勢原物流ｾﾝﾀｰ：1台

㈱菱食（三菱食品）八王子南大沢物流ｾﾝﾀｰ：29台

富士ｴｺｰ 神奈川ｾﾝﾀｰ：16台

横浜冷凍㈱横浜物流ｾﾝﾀｰ：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
ﾆｭｰﾎﾟｰﾄ産業㈱：2台
㈱ﾊﾟﾙﾐｰﾄ 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：12台

㈱一印上越魚市場：1台
ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ赤道：3台
㈱ﾌﾚｯｼｭ・ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ新潟ｾﾝﾀｰ：6台
㈱ｽｷﾞﾖ 団地工場：1台
㈱ｽｷﾞﾖ 北陸工場：2台

ｼｬﾄﾚｰｾﾞ中道工場：2台
三井農林㈱：2台
山梨県富士吉田市：1台

日本食品販売㈱小諸配送ｾﾝﾀｰ：4台
㈱ﾐﾔｼﾀﾌｰｽﾞ：2台

味の素冷凍食品㈱中部工場：3台
中部ｼﾏﾀﾞﾔ㈱：4台
㈱十味惣端浪工場：3台

五十嵐水産㈱志下工場：2台

丸大食品㈱静岡工場：1台

五十嵐水産㈱本社蓼原工場：2台

㈲ﾏﾙﾋﾛ水産：1台

石井配送㈲：1台

南食品：6台

石原水産：15台

㈱南伸商：8台

㈱ｲﾘﾆ水産：1台

村兼水産㈱：8台

ｴﾑｹｲﾌｰｽﾞ㈱：4台

ﾔｲｽﾞ新東㈱：2台

大長増田商店：2台

焼津市魚仲水産加工業協同組合：7台

漁業協同組合：8台

㈱焼津冷凍：4台

ｶﾈｾｲ水産：9台

㈱山いち：2台

ｶﾈﾎﾞｼ食品：1台

山松水産㈱大井川工場：3台

ｶﾈﾄﾓ：4台

山松水産㈱本社：16台

㈱佐藤園：1台

横浜冷凍㈱沼津工場：4台

佐政水産：3台
ｽﾀｰｾﾞﾝ東日本販売：1台
ｽﾙｶﾞ東洋㈱：37台
清弘水産㈱：4台
㈱ﾀﾞｲｶｲ冷蔵：4台
㈱大熊 焼津工場：4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
ﾏﾘﾝﾌｰｽﾞ㈱三重工場：1台
㈱ﾏﾙｱｲ木曽岬工場：5台
丸大食品㈱松阪工場：2台
三重ｸﾞﾘｺ㈱：1台
森永乳業㈱中京工場：5台
ﾔﾏｷｼｽﾞﾑ生活豊里実顕地：2台
ﾔﾏ正水産㈱：2台

㈱ﾃﾞｨ･ｴｯﾁ･ｴｰﾏﾘﾝﾌｰｽﾞ：2台
ｶﾈｷ水産㈱：6台

東洋水産㈱焼津工場：6台

㈱光陽：2台

東洋冷蔵㈱清水：9台

興和冷蔵㈱中部物流ｾﾝﾀｰ：3台

東洋冷蔵㈱第一冷蔵庫：14台

㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾚｯｼｭ 名古屋工場：1台

土佐鰹水産：3台

㈱日本ｱｸｾｽ物流ｾﾝﾀｰ 春日井物流ｾﾝﾀｰ：15台

巴水産㈱：4台

日本水産㈱安城工場：2台

㈲中谷商店：4台

㈱まるいち加工豊橋工場：1台

日本かつお・まぐろ漁業共同㈱：1台

丸伝冷蔵㈱：6台

福一：10台

森永乳業㈱中京工場：5台

富士物産㈱：2台

横浜冷凍㈱名古屋物流ｾﾝﾀｰ：1台

㈱富士冷：21台

横浜冷凍㈱中川物流ｾﾝﾀｰ：2台

ﾏﾙｺ水産㈱：2台
ﾏﾙｼｮｳ：2台

㈱和泉製氷冷蔵工場第二ｾﾝﾀｰ：6台
あわしま堂：2台

港湾冷蔵㈱南港工場：1台

㈱日本ｱｸｾｽ 京都ﾌﾛｰｽﾞﾝｾﾝﾀｰ：4台

近畿明販㈱ 北大阪支店：6台

㈲ﾈｸｽﾄ：2台

㈱ｺﾒｯｸ：2台

丸三冷蔵：6台

㈱ｺﾓﾘ：8台

明治乳業㈱京都工場：1台

日水物流㈱大津物流ｾﾝﾀｰ：2台

CCS桜島：30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
㈱ﾁﾙｺ：1台

㈱協同食品ｾﾝﾀｰ：7台

ﾄｰｼﾞﾂﾌｰｽﾞ：1台

上月産業(加古川)：1台

日水物流㈱伊丹物流ｾﾝﾀｰ：12台

ｸﾞﾘｺ兵庫ｱｲｽｸﾘｰﾑ㈱：1台

㈱日本ｱｸｾｽ住之江ﾌﾛｰｽﾞﾝMDC：15台

寿冷蔵㈱：21台

福岡運輸㈱ 大阪支店：9台

㈱昭和ﾘｰﾌﾞｽ：1台

不二製油㈱阪南事業所：4台

東洋水産㈱神戸冷蔵庫：2台

㈱ﾍﾞﾆﾚｲ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ南港事業所：5台

日水物流㈱伊丹物流ｾﾝﾀｰ：14台

北部冷蔵㈱（北部市場内）：4台

㈱日本ｱｸｾｽ 神戸支店：2台

㈱ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ物流 南港ｾﾝﾀｰ：11台

㈱日本ｱｸｾｽ 鳴尾浜TPLｾﾝﾀｰ：5台

三井食品㈱北大阪ｾﾝﾀｰ摂津市：2台

日本ｸｯｶﾘｰ㈱伊丹工場：1台

水野食品㈱：2台

富士ｴｺｰ 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ：4台

㈱明治 関西ｱｲｽｸﾘｰﾑ工場：2台

ﾌｼﾞﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ㈱：5台

㈲ﾔﾏｷﾞｼｽﾞﾑ 大阪供給所：1台

ﾏﾙｶﾂ水産㈱：2台

㈱ﾕｰ･ｴｽ･ｼﾞｪｲ：1台

ﾏﾙﾖ食品㈱：1台

横浜冷凍㈱西淀物流ｾﾝﾀｰ：4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

㈱ﾌﾘｺﾞ和歌山物流ｾﾝﾀｰ：10台
丸長水産：3台

横浜冷凍㈱舞洲物流ｾﾝﾀｰ：1台
奈良市場冷蔵㈱：3台

日本海冷凍魚：1台
北洋冷蔵㈱：3台
JFしまね恵曇：4台
ﾀﾂﾐﾔ物流ｾﾝﾀｰ：1台
㈱ﾏﾙﾊﾆﾁﾛ物流：2台
門司冷凍製氷㈱：1台
味の素冷凍食品：2台
㈱ｶﾄｷﾁ 善通寺工場：3台

ｵﾊﾖｰ乳業㈱：5台

ｼｬｲﾝﾌｰｽﾞ：2台

中国明販㈱福山営業所：1台

高松日清食品㈱：2台

丸紅畜産㈱岡山事業所：1台

ﾃｰﾌﾞﾙﾏｰｸ㈱山本工場：2台
協和冷蔵㈱広島物流ｾﾝﾀｰ：4台
東ﾚ愛媛工場：2台

JA全農：1台

秀長水産㈱：3台

全農広島県本部 三次食肉加工ｾﾝﾀｰ：1台

㈲松山特機：2台

中央冷蔵㈱：2台
㈱ﾆﾁﾚｲ・ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ宇品物流ｾﾝﾀｰ：1台
徳島県漁連：2台
日本ﾊﾑ㈱徳島工場：3台

日本生活協同組合連合会 尾道冷凍流通ｾﾝﾀｰ：27台

五島水急：2台

味の素 九州工場：1台

㈱金子食品豊前工場：2台

ﾏﾂｴ商店：2台

ｵﾊﾖｰ乳業㈱：1台

伊万里東洋㈱：1台

九州明乳販売㈱：9台

名糖運輸㈱福岡物流ｾﾝﾀｰ：2台

㈲杉永蒲鉾：2台

生協 鳥栖：2台

協和冷蔵㈱福岡物流ｾﾝﾀｰ：2台

ﾔﾏｴ久野㈱：2台

長崎蒲鉾水産加工業協同組合：3台

天生水産㈱：3台

ｸﾗﾚｲ㈱福岡物流ｾﾝﾀｰ：1台

山福水産㈱：1台

長崎県漁連 田平冷凍工場：1台

鳥栖：2台

東洋水産㈱福岡冷蔵庫：5台

横浜冷凍㈱福岡物流ｾﾝﾀｰ：22台

長崎漁港水産加工団地協同組合：1台

鳥栖ｷｭｰﾋﾟｰ㈱：1台

日水物流㈱箱崎物流ｾﾝﾀｰ：2台

奈留町漁業協同組合：2台

日本遠洋旋網漁業協同組合 相知工場：12台

日本遠洋旋網漁業協同組合 福岡工場：4台

西日本冷凍㈱佐世保工場：1台

福岡運輸㈱：4台

八洋：2台

日本遠洋旋網漁業協同組合 相浦冷蔵庫：1台

横浜冷凍㈱ 唐津工場：2台

福岡運輸㈱福岡支店：5台

日本遠洋旋網漁業協同組合 松浦製氷冷凍工場：8台

横浜冷凍㈱ 鳥栖第一工場：1台

日本遠洋旋網漁業協同組合 松浦第二冷凍工場：8台

横浜冷凍㈱ 鳥栖物流ｾﾝﾀｰ：1台

日本食品販売㈱小諸配送ｾﾝﾀｰ：2台

㈱九州ｺｸﾎﾞ：3台

横浜冷凍㈱長崎工場：3台

日本ｸｯｶﾘｰ㈱大分工場：2台

横浜冷凍㈱佐世保工場：1台

㈱ﾔﾏｼﾞﾝ：12台
山田水産㈱浦代第一工場：2台

熊本ﾌﾟﾘﾏ㈱：1台
㈱ｺｽﾓﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ物流ｾﾝﾀｰ：2台
大海冷蔵株式会社：2台
㈲髙木商店：6台
日豊食品工業㈱：3台

ｲﾁﾏﾙ水産：1台

㈱ﾏﾙｾﾞﾝﾌｰｽﾞ：1台

㈱児湯食鳥：6台

㈱海連：4台

日本ﾎﾜｲﾄﾌｧｰﾑ㈱：1台

鹿児島協同食品㈱：2台

山田水産㈱島浦事業所：1台

鹿児島くみあいﾁｷﾝﾌｰｽﾞ㈱知覧工場：6台

西日本ﾌｰﾄﾞ沖縄営：1台

山田水産㈱石巻事務所：6台

鹿児島ﾁｷﾝﾌｰｽﾞ：1台

㈱大門商事：1台

鹿児島ミート：2台

琉球ﾃﾞﾘｶｻｰﾋﾞｽ：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：10台

海外

㈱全栄ﾌｰｽﾞ：2台

㈲宮崎商会 鹿児島工場：1台

二幸冷蔵運輸㈱：1台

やまた：1台

日本ﾋﾟｭｱﾌｰﾄﾞ㈱：1台

山田水産㈱垂水事業所：8台

ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾛ本社工場：2台

山田水産㈱有明事業所：2台

㈱富士冷 枕崎工場：12台

横浜冷凍㈱志布志工場：2台

ﾓｰﾘｼｬｽ AMBﾌｨｯｼｭﾎﾟｰﾄ冷蔵庫：3台
台湾 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ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

