
ご来場者全員に 
キユーピー関連商品を 

プレゼント♥ 

㈱トウ・ソリューションズ 
     システムソリューション部 
〒182-0002 
東京都調布市仙川町2-5-7 仙川キユーポート 

TEL：03-5384-7533 

主催 

日時 

場所 

異物混入、原価高騰、人手不足など、さまざまな課題を抱
える工場長様や品質管理ご担当者様向けの展示会です。 
食品工場の課題を解決するソリューション展示やセミナーを
開催いたします。ぜひ、安全・安心な工場づくりのための情報
収集の場としてご活用ください。 

秋葉原UDXギャラリーネクスト 
〒101-0021 
東京都千代田区外神田4-14-1 
◆ JR秋葉原駅・電気街口より徒歩約2分 

キユーピーグループのIT会社 講演 セミナー 展示 

出展企業 

ｷﾕｰﾋﾟｰ㈱ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ／品質保証本部 ㈱アシスト ㈱イシダ JFEシステムズ㈱ 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 英和㈱ ㈱チャオ ㈱テクノツリー 

㈱マーストーケンソリューション NEC 富士通㈱ ㈱ロックシステム 

以下 敬称略順不同 



お申込は、webまたはFAXで！ 

[ 個人情報の取り扱いについて ] 
・ご登録いただく個人情報は、展示会の情報をご紹介させていただくために利用する場合があります。 
・ご登録いただく個人情報は、事務局にて厳重に管理いたします。 

※ 2名様以上でお越しの場合は、恐れ入りますが下記をコピーしてお使い下さい。 【FAX送付先】 03-5384-7582  

貴社名 

ご住所                                           (TEL）         (FAX） 

http://www.to-solutions.co.jp/foodprocs/tenjikai/ 

お名前 
ふりがな 

E-mail 

ご所属 お役職 

お申込のきっかけ 

前回の展示会  FSJ2017  弊社社員からの紹介  他社からのご紹介 WEB検索  

メールマガジン(食糧新聞）  新聞記事(食糧新聞)  新聞・雑誌(食糧新聞以外)  

その他（                      ） 

ご来場予定時間    時頃 

ご参加希望講演 ① ② ③ ご参加希望セミナー ＡＢＣＤＥＦＧ 

第6版 

(○をつけてください。複数可） 

食品メーカーにおけるＡＩ活用！ 
～食品原料の異物混入除去等について～ 

13:00~ 

11:30~ 

キユーピー㈱生産本部 

ロイヤル㈱様 

10:30~ 食品表示法とお客様に分かりやすい表示について 

生産管理システム＆製造実行システム 
～「FOODPROCS-Lite」の導入事例について～ 

１ ㈱イシダ様 

2 

3 

食品業界に広がるNECの最新顔認証システムとは ＮＥＣ A 
13:00 

~ 

IT画像解析で守る「食の安全・安心」 B 

C 

D 

E 

F 

G 

卵白由来の新素材「ノロクリアプロテイン」による
ノロウイルス不活化効果について 

キユーピー㈱ ファインケミカル本部 

キユーピーで開発された衛生チェックのための入室管理システム ㈱トウ・ソリューションズ 

堅牢性パソコンタブレット紹介及び
温度センシングソリューション 

パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱ 

作業実績収集システム「WMステーション」
見える化で労働生産性向上！ 

㈱マーストーケンソリューション 

13:30 
~ 

14:00 
~ 

14:30 
~ 

15:00 
~ 

15:30 
~ 

16:00 
~ 

デジタル技術が変える! フードセーフティーを支える設備保全 富士通㈱ 

㈱チャオ 

(○をつけてください。複数可） 

(○をつけてください。） 

http://www.to-solutions.co.jp/foodprocs/tenjikai/
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キユーピー 
品質保証本部／ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ   

      ① 品質サポート 
      ② 「リゾパワーNV」 

①食品製造の品質管理や品
質保証の取り組みをキユーピー
の品質エキスパートがサポートし
ます。 ②従業員や環境の衛生
管理にお役立ていただける食
品添加物規格のアルコール製
剤です。これからの冬場に気に
なるウイルスや細菌の除去にお
役立て頂けます。 

ロックシステム 
「ＭＯＢＯＴＩＸカメラ」 

    ① 全方位カメラシステム  
    ② サーマルカメラシステム 

全方位カメラシステムにより広
範囲を1台のカメラでカバーする
ことで、カメラの設置台数を抑え
られます。また水しぶき、水蒸
気、結露など食品工場特有の
環境下でも長期に渡って使用
可能です。 

イシダ 
① 「ラベル発行forそうけんくん」 
② 品質管理システム「ⅰ-fort」  

①食品表示法に対応したラベ
ル作りをサポート。ラベル発行シ
ステム一元管理で属人化から
の脱却させます。  
②品質管理工程を繋ぐ事によ
るシステムの一元管理及び商
品個別トレサビへの対応可能
なシステムです。  
 

  マーストーケンソリューション  
  ① 作業実績収集システム「WM 

  ステーション」② ハンディ日付チェッカー  

  ③ データコレクタ「MID-100」 

NEC 
 

顔認証システム導入セット 

NFCを使用した簡単操作で作
業工数の見える化を実現！働
き方改革をお手伝いします。ハ
ンディターミナル、データコレクタを
使用したポカ除けをご提案しま
す。 

様々な場所、用途で利用が広
まりつつある顔認証システム。
本製品は顔認証ソフトウェアか
ら各種ハードウェア、設定サービ
ス、保守サポートまでを一括提
供するため、安心して導入頂け
ます。 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ 

 ① 温度センシングソリューション 

  ② 堅牢性パソコン・タブレット  

      ラインアップの展示 

タフパッド（7インチ）に赤外線
サーモグラフィを搭載。離れた場
所から対象物の温度を測定し
ます。建物や設備の見えない熱
源を一瞬で確認します。 

（参考出展） 

工場内の装置にある積層表示
灯を画像で検知し、異常警報
を表示するシステムです。 

ヘッドマウントディスプレイを通
して、AR技術や映像・音声に
よる作業支援をハンズフリー化。 
熟練者によるリモートサポート
も可能で、現地作業の省人
化を実現します。  
 

富士通 
「ヘッドマウントディスプレイ」  
（リモートサポートサービス） 

テクノツリー 
「XC-Gate.Enterprise/ 

 XC-Gate.ENT」 
（エクシーゲートエンタープライズ） 

Excelで作成した帳票をタブレッ
トなどのブラウザ表示用に変換
するシステムです。 各種業務の
効率化、業務のペーパレス化、
情報共有のリアルタイム化、資
産の有効活用など、XC-Gate
が解決します。 

食品工場の加工場入室時に行っている
日々の「体調チェック」をシステム化。大勢
の従業員の体調を短時間でチェックする
事ができて、管理者はリアルタイムに従業
員の健康状態を把握できるので、すばや
い対策ができます。 

トウ・ソリューションズ 
健康入室管理システム 
「クイックチェッカー®」 

鶏卵業界特有の流通相場や慣習を背
景に開発した、受注・仕入、製造・出荷
の各業務における作業の手間やミスを軽
減し、業務の省力化を実現するGPセン
ター向けの専用システムです。 

トウ・ソリューションズ 
鶏卵ＧＰセンター向け業務支援システム 

 「RunPack」（ランパック） 

トウ・ソリューションズ 
生産管理システム 

「FOODPROCS-Lite」 「QITEC」 

トウ・ソリューションズ 
           ① FOODPROCS-Lite for Qlik  
           ② RunPack for Qlik 

配合事故未然防止システム「QITEC」と
一体化した生産管理システム。原材料
の計量作業時や配合作業時の人為ミス
（うっかりミス）を未然に防止し、製品の
品質向上に効果的です。 
当日「QITEC」を直接体験できます。 

①FOODPROCS-Liteのデータ（在庫、原価、マスター
等）を活用し、生産分析や在庫分析など、情報活用の糸
口を発見するデータ探索オプションです。  
②RunPackのデータ（受注・仕入れ・出荷）を活用し、
生産分析やトレーサビリティ情報の見える化を行い、業務
効率の向上、生産性の向上に寄与します。 

英和（デジタル） 
 

積層表示灯の画像検知システム  

アシスト 
 

「Qlik」 

Qlik製品は、ビジネスユーザが
セルフサービスでデータを探索
できるデータ分析プラットフォー
ムです。連想技術によって、膨
大なデータも瞬時に可視化し、
ビジネスの業務課題や解を発
見頂けます。 

JFEシステムズ 
品質情報管理システム  

「MerQurius」（メルクリウス） 

MerQuriusは食品メーカー様
向けの第二の基幹システム。
商品企画・試作・配合設計・
表示作成・規格／仕様／パッ
ケージ作成・顧客向け商品カ
ルテ作成などの業務を支援し、
各課題を解決します。 

チャオ 
防犯カメラのクラウドサービス 

「CiaoCamera」 

クラウド上にデータ保存するレコ
ーダー不要の防犯カメラサービス
です。しかも、インターネット経由
で、いつでも、どこでも、何人で
も、閲覧・再生ができます。写
真で保存するので、高度な画
像解析も可能です。 

以下 敬称略 



食品表示法について様々な情報が錯綜する中、今後どのような対応が必要となるのか、またお客
様にわかりやすくするためにはどのようにすれば良いのか、具体的な事例に基づきご説明します。 

（加工食品業者様向け）食品表示法とわかりやすい表示について  

株式会社イシダ 講師：伊藤 渉氏 
10:30 

~ 

1 

生産管理システム活用による品質の維持向上／(事例紹介) ユーザーが語る導入効果と安全・安心 

キユーピーの製造現場の声から生まれた生産管理システム「FOODPROCS-Lite」を実際に導入
されたロイヤル株式会社様から「どんな背景があり」「どんな効果があったか？」など、生の声を聞くこと
ができる貴重な機会です。 

ロイヤル株式会社様 

食品メーカーにおけるＡＩ活用！～食品原料の異物混入除去等について～ 

キユーピー株式会社 生産本部 講師：荻野 武氏 
現在、キユーピーにおきましては原料検査装置等へＡＩの活用を進めています。 
学術界ではＡＩについての議論が活発に行われていますが、我々使う側にとってのＡＩとは、 
ＡＩを活用する勘所はどこなのかユーザー視点でお話しさせて頂きたく思います。 

IT画像解析で守る「食の安全・安心」 

株式会社チャオ 

富士通株式会社 

デジタル技術が変える! フードセーフティーを支える設備保全 

卵白由来の新素材「ノロクリアプロテイン」によるノロウイルス不活化効果について 

キユーピー株式会社 ファインケミカル本部 

株式会社トウ・ソリューションズ 

株式会社マーストーケンソリューション 

堅牢性パソコンタブレット紹介及び温度センシングソリューション 

パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 

キユーピーで開発された衛生チェックのための入室管理システム 

2 

３ 

A 

F 

E 

D 

C 

B 

G 

13:00 
~ 

11:30 
~ 

13:30 
~ 

13:00 
~ 

14:00 
~ 

15:00 
~ 

14:30 
~ 

15:30 
~ 

16:00 
~ 

作業実績収集システム「WMステーション」見える化で労働生産性向上！ 

食品の安全・安心に消費者の関心が高まる中、チャオは防犯カメラで画像解析を行い、動体検知、顔認証
など、最新のIT技術を食品業界にご提供。このセミナーでは、チャオの最新クラウド型AIソフトをご紹介します。 

従業員の衛生チェックを徹底するためにキユーピーで開発された「健康入室管理システム」。従業員の身体状況を正確に
把握し、働きやすい職場を目指すとともに、食品製造現場に感染症を蔓延させるリスクを未然に防ぎます。 

タマゴに含まれるリゾチームを加熱変性させることで、ノロウイルスの不活化効果を発見いたしました。    
冬場に気になるウイルスや細菌への有効性について、掘り下げてご紹介します。 

NFCとタッチパネルで簡単操作を実現したWMステーションの集計作業短縮、日報作成工数削減、従業員
意識改革等の効果を導入事例を織り交ぜてご説明します。 

フードセーフティーを実現する上で、食品製造設備の点検保全は、機器からの異物混入などを防止するために
も重要です。本セッションでは、最新のデジタル技術を活用した点検保全についてご紹介します。 

製造現場など過酷な環境下でも使える堅牢性パソコン・タブレットのご紹介。 建物や設備など目視では確認できない熱
源を赤外線サーモグラフィカメラを搭載したタフパッドで離れた場所からでも温度を測定し点検業務効率に役立ちます。 

以下 敬称略 

食品工場、店舗の他、学校や高齢者施設でのご活用が進むNECの顔認証システム。 
ハンズフリー（非接触）の入退管理やおもてなし、サーモ検知連携など、映像活用のニーズが一段と高まって
います。本セミナーでは、「顔認証システム」を中心に、最新事例をご紹介します。 

食品業界に広がるNECの最新顔認証システムとは 
ＮＥＣ 


