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2021札幌パック

後援 ／ 一般社団法人 北海道洋菓子協会 , 公益社団法人 日本包装技術協会 ,
 一般社団法人 日本包装機械工業会
主催・企画運営 ／ 日報ビジネス株式会社　http://www.nippo.co.jp/

2021年 6/23水▶6/25金
アクセスサッポロ（札幌流通総合会館）
10:00A.M.-5:00P.M.（最終日は4:00P.M.まで）

食品加工・原材料&包装展

包装・物流・菓子・食品・水産・販促・厨房・店舗機材の最新情報・リサイクル

出展
ガイド

北海道産業界のニーズに対応した新しい情報・技術・システムを一堂に集約、多くの関係者に展示
公開することにより、北海道の包装技術及び包装産業、食品産業の発展に寄与することを目的とする。

目　的

包装資材、包装機械、包装加工機材、物流機器、食品加工機材、製菓・製パン機材、原材料、厨房、
販促用品、店鋪機材、環境対応包材、リサイクル機器、生ごみ処理機、その他関連機

出展対象

入場料 500円 規　模 93社　228小間



50音順出展社名一覧

会社名	 小間番号 会社名	 小間番号

〔ア〕

株式会社アーネスティー…………………………………【D - 1 1】

株式会社愛工舎製作所……………………………………【 C - 6 】

旭川計量機株式会社………………………………………【 H - 1 】

 　▪大和製衡株式会社

 　▪株式会社エー・アンド・デイ

 　▪富士インパルス株式会社

 　▪三桜アサヅマ商事株式会社

株式会社ⓈASCe …………………………………………【 D - 3 】

アルマーク株式会社………………………………………【 G - 3 】

アンリツ株式会社 インフィビスカンパニー …………【 J - 6 】

イーデーエム株式会社  …………………………………【 J - 3 】

株式会社イチネンケミカルズ……………………………【 F - 9 】

株式会社ウチダテクノ……………………………………【 E - 1 0】

エーシンパック工業株式会社……………………………【 I - 1 】

エスケーミキサー株式会社………………………………【 D - 6 】

株式会社エピック…………………………………………【 D - 2 】

エムケー精工株式会社 / 株式会社ジャパンシステム …【 A - 7 】

株式会社エムテートリマツ………………………………【 D - 8 】

王子エフテックス株式会社………………………………【 H - 5 】

大阪シーリング印刷株式会社……………………………【 B - 6 】

株式会社大阪タイユー……………………………………【 G - 5 】

株式会社オーディオテクニカ……………………………【 D - 5 】

大宮高圧有限会社…………………………………………【 A - 6 】

大森機械工業株式会社……………………………………【 J - 4 】

〔カ〕

春日電機株式会社…………………………………………【D - 1 0】

株式会社環境経営総合研究所 / マルイ包装株式会社 …【 H - 6 】

紀州技研工業株式会社……………………………………【 B - 1 】

キムラシール株式会社……………………………………【 F - 1 0】

株式会社キョウドウ………………………………………【 B - 2 】

キョーワクリーン株式会社  ……………………………【 F - 6 】

国立株式会社………………………………………………【 C - 5 】

株式会社クラウン・パッケージ …………………………【 E - 1 1】

株式会社クレオ / 株式会社北海道クレオ ………………【 G - 6 】

ケルヒャージャパン株式会社……………………………【 E - 4 】

古賀産業株式会社 札幌営業所 …………………………【 C - 3 】

株式会社コバヤシ…………………………………………【 A - 5 】

株式会社コマック…………………………………………【 C - 2 】

〔サ〕

株式会社サーフテクノロジー……………………………【 A - 4 】

蔵王産業株式会社…………………………………………【D - 1 3】

株式会社サトウ包装資材…………………………………【 F - 1 0】

三幸機械株式会社…………………………………………【 E - 6 】

三光機械株式会社…………………………………………【 F - 4 】

三宝化成工業株式会社……………………………………【 A - 2 】

C.M.システムズ株式会社 ………………………………【 E - 1 】

株式会社ジーティービー…………………………………【 D - 7 】

シール栄登株式会社………………………………………【 G - 4 】

シール工業株式会社………………………………………【 E - 3 】

株式会社品川工業所………………………………………【 H - 4 】

ショーワグローブ株式会社………………………………【 B - 3 】

新栄クリエイト株式会社…………………………………【 H - 3 】

株式会社鈴木製作所………………………………………【 C - 7 】
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50音順出展社名一覧

会社名	 小間番号 会社名	 小間番号

精電舎電子工業株式会社…………………………………【 D - 4 】

株式会社セイハン…………………………………………【 E - 9 】

双豊電気株式会社…………………………………………【 G - 1 】

〔タ〕

株式会社高砂………………………………………………【 D - 9 】

株式会社寺岡北海道………………………………………【D - 1 4】

 　▪株式会社デジジャパン

 　▪エー・エム・プロダクツ株式会社

 　▪株式会社ホワイトマックス

 　▪株式会社ピオニーコーポレーション

 　▪オーニット株式会社

株式会社東京自働機械製作所……………………………【 E - 8 】

東京食品機械株式会社……………………………………【 B - 5 】

株式会社ドリマックス……………………………………【 I - 3 】

〔ナ〕

株式会社ナイネンキ………………………………………【 J - 5 】

株式会社ナオミ……………………………………………【 H - 7 】

株式会社中條製缶…………………………………………【 F - 3 】

NASCO株式会社 …………………………………………【 G - 8 】

ニッカ電測株式会社………………………………………【 E - 7 】

日本ポリスター株式会社…………………………………【 J - 1 】

〔ハ〕

長谷川化学工業株式会社…………………………………【 D - 1 】

株式会社ハナガタ…………………………………………【 F - 8 】

ハバジット日本株式会社…………………………………【 A - 1 】

ピーエス株式会社…………………………………………【 E - 5 】

株式会社平山製作所………………………………………【 H - 2 】

株式会社フーマシステム…………………………………【 J - 2 】

株式会社フジキン…………………………………………【 C - 4 】

不二精機株式会社…………………………………………【 I - 4 】

ブラザーインダストリアルプリンティング株式会社…【 F - 2 】

株式会社古川製作所………………………………………【 C - 1 】

株式会社ベリーパック……………………………………【 F - 1 】

株式会社北新商事…………………………………………【 G - 7 】

株式会社保坂製作所………………………………………【 B - 4 】

〔マ〕

株式会社マスターマインド………………………………【 F - 7 】

株式会社三橋製作所………………………………………【 E - 2 】

三ツ星ベルト株式会社……………………………………【D - 1 2】

〔ヤ〕

ユニテール株式会社………………………………………【 G - 2 】

〔ラ〕

ルーツ貿易株式会社………………………………………【 F - 5 】

レオン自動機株式会社……………………………………【 I - 2 】

レフォルモ株式会社………………………………………【 A - 3 】
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出展社一覧

A-1  ハバジット日本株式会社
https://www2.habasit.com/ja/index.htm

〔北海道営業所〕
〒064-0919
札幌市中央区南19条西14-2-36 MUSE伏見301
TEL：0120-07-6339

《出展内容》
ハバジットは食品・包装産業で活躍するコンベヤベルトの
グローバルサプライヤーです。2020年6月施行の改正食品
衛生法に対応するソリューションをテーマとして日米欧の
安全規格を満たす食品用ベルト、衛生的な搬送をサポート
するアクセサリー群をご紹介致します。

A-2  三宝化成工業株式会社
http://sanponet.jp/

〔東北営業所〕
〒986-2103
宮城県石巻市流留字七勺9-35
TEL：0225-97-5620

《出展内容》
食品容器・軟包材全般、小ロット対応 デジタル曲面印刷カッ
プ、トップシール包装機（動画放映でのご紹介）

A-3  レフォルモ株式会社
http://www.reformo.co.jp/

〔レフォルモ株式会社〕
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町1-10-16
第8センタープラザビル4階
TEL：03-6265-1645

《出展内容》
物流資材のリサイクル製プラスチックパレット各種を展示
し、コスト削減の提案や作業性効率アップを推奨する。
また廃棄プラスチックのリサイクルも推奨し、産業廃棄物
処理費の削減や環境改善を提案する。その一環として不要
なパレットの買取り・回収も行っている。

A-4  株式会社サーフテクノロジー
https://www.microdimple.co.jp/

〔本社〕
〒252-0331
神奈川県相模原市南区大野台4-1-83
TEL：042-707-0618

《出展内容》
マイクロディンプル処理はコーティングではない為、異物

混入リスクがありません。脱脂粉乳やホエイ、砂糖などの
粉体や固形物の付着抑制で、篩網やホッパーに多くの処理
実績があります。その他、包装機などのフィルムの滑りや
摩耗でお困りでしたら是非ご相談下さい。

A-5  株式会社コバヤシ
https://www.kbjapan.co.jp/

〔本社〕
〒111-8620
東京都台東区浅草橋3-26-5
TEL：03-3865-5535

〔弘前営業所〕
〒036-8092
青森県弘前市城東北4-6-1
TEL：0172-28-2621

《出展内容》
青果物・惣菜など食品向けのパッケージを中心に出展致し
ます。フィルムの包装だけではなく、環境配慮を意識した
脱プラ（減プラ）製品として、紙とフィルムの複合製品も多
くラインナップしております。作業性や見栄えに拘った特
殊な形状が特徴です。

A-6  大宮高圧有限会社
https://okx.jp/

〔本社〕
〒338-0831
埼玉県さいたま市桜区南元宿2-25-35-01
TEL：048-854-7799

《出展内容》
今回は低濃度高密度オゾン発生機『オゾンdeバリア』と飲
めるほど安全な次亜を生成する炭酸次亜生成機『GMAX』
を展示します。
特に『オゾンdeバリア』は会場入口で安全性を確保の為皆
様を除菌します。安全装置内蔵で安心してオゾンを浴びて
入場ください。

A-7  エムケー精工株式会社 / 株式会社ジャパンシステム
https://www.mkseiko.co.jp/

〔ライフ&サポート事業本部 L&S販売管理部 特販グループ〕
〒387-8603
長野県千曲市雨宮1825
TEL：026-272-4112
〒485-0075
愛知県小牧市三ツ渕1440
TEL：0568-75-6411
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出展社一覧

《出展内容》
・食品温調庫（新商品）

冷えて固まったバターやマーガリンを常温へ戻す作業に
苦労していた問題を解決。

・卓上充填機
小さく、軽い。目標充填量が自動計量。

・コーティングマシーン
ナッペ作業を完全自動化。
簡単なクリーム塗布で美しい仕上がり。

B-1  紀州技研工業株式会社
https://www.kishugiken.co.jp/

〔札幌営業所〕
〒060-0004
札幌市中央区北4条西1-2 RICH植物園BLDG 5階
TEL：011-218-8115

《出展内容》
産業用インクジェットプリンターおよび印字検査装置。各
種機能性インク

B-2  株式会社キョウドウ
http://kyo-do.net/

〔横浜営業本部〕
〒245-0053
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2050
TEL：045-810-0721

〔埼玉営業所〕
〒334-0063
埼玉県川口市東本郷139
TEL：048-284-2367

〔大阪営業所〕
〒578-0956
大阪府東大阪市横枕西12-24
TEL：0729-62-2722

《出展内容》
コンベヤ式容器洗浄機
Uターンローラーコンベヤシステム
バッチ式洗浄機
排熱回収装置

B-3  ショーワグローブ株式会社
https://www.showaglove.co.jp/

〔東京オフィス〕
〒108-0014
東京都港区芝4-13-3 PMO田町（2）8階
TEL：0120-64-1245

〔札幌営業所〕
〒060-0002
札幌市中央区北2条西1-1 マルイト札幌ビル7階

《出展内容》
手袋専業メーカーとして食品加工の現場で使用できる各種
作業用手袋を展示致します。手袋によるソリューションと
して「食の安全を守る」「労働災害を防ぐ」「快適に作業をす
る」の3つをご提案致します。

B-4  株式会社保坂製作所
http://www.co-hosaka.co.jp/

〔本社〕
〒111-0042
東京都台東区寿2-10-16
TEL：03-3842-5941

《出展内容》
洋菓子用冷蔵ショーケース
惣菜用冷蔵ショーケース
精肉用冷蔵ショーケース

B-5  東京食品機械株式会社
https://www.tokyofoods.co.jp/

〔本社〕
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1-3-8
TEL：03-3663-4006

〔大阪支店〕
〒567-0037
大阪府茨木市上穂東町4-13
TEL：072-646-7828

〔北海道支店〕
〒003-0835
札幌市白石区北郷5条5-7-25
TEL：011-805-2010

《出展内容》
東京食品機械は「フードロス削減」をテーマに、商品の消費
期限の延長を助け、生産の効率化・省人化にも貢献する機
械を多数展示する。ガス置換包装（MAP）が可能なトレー
シーラーT300や深絞り包装機R085の他、食品加工機械
や包装資材も併せてご紹介する。
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出展社一覧

B-6  大阪シーリング印刷株式会社
https://www.osp.co.jp/

〔札幌営業所〕
〒060-0005
札幌市中央区北5条西6-2-2 札幌センタービル13階
TEL：011-272-5621

《出展内容》
シール・ラベル、フィルム製品、紙器パッケージ、そして
販促ツールを取り扱う総合パッケージメーカーです。また、
自社でラベラーも製造しており、お客様仕様にてご提案さ
せて頂きます。また、社内デザイナーは、お客様の商品に
最適なデザインをお応えいたします。

C-1  株式会社古川製作所
https://www.furukawa-mfg.co.jp/

〔本部 広島工場〕
〒729-0492
広島県三原市沼田西町小原200-65
TEL：0848-86-2100

〔東京本社〕
〒140-0014
東京都品川区大井6-19-12
TEL：03-3774-3311

〔札幌営業所〕
〒063-0834
札幌市西区発寒14条3-1-18
TEL：011-666-1160

《出展内容》
自動袋詰シール機、コンパクト連動真空包装機、ハイマン、
小型自動トレーシール機

C-2  株式会社コマック
http://www.komack.co.jp/

〔荒川事務所〕
〒116-0002
東京都荒川区荒川5-35-4
TEL：03-5692-4526

〔本社小台工場〕
〒120-0046
東京都足立区小台2-8-4
TEL：03-5959-3661

《出展内容》
・ 美しい製品仕上りのピッチ可変式粉末充填包装機「KP-

505」
・ コストパフォーマンスを追及した液体充填包装機「KCL-

1000」

・ 汎用性・操作性・メンテナンス性に優れた液体充填包装
機「ERL-1301」

機械の展示・実演をいたします。

C-3  古賀産業株式会社 札幌営業所
〔札幌営業所〕
〒061-3216
石狩市花川北6条3-175-1
TEL：0133-77-6144

〔東京営業所〕
〒135-0032
東京都江東区福住1-11-4
TEL：03-5639-9387

〔関西営業所〕
〒604-8832
京都府京都市中京区壬生下溝町3-55 1F
TEL：075-963-5414

《出展内容》
急速冷却・冷凍装置3Dフリーザー

C-4  株式会社フジキン
https://www.fujikin.co.jp/

〔総本社〕
〒530-0012
大阪府大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル
TEL：06-6372-7141

《出展内容》
ウエアレスダイヤフラムバルブ LPSバルブ

C-5  国立株式会社
https://www.kunitachi-kk.co.jp/

〔本社〕
〒350-0856
埼玉県川越市問屋町6-3
TEL：049-224-1001

《出展内容》
食品工場内では、製品の安全（衛生性）を確保する為に、特
に異物混入対策において、必要不可欠なアイテムであるズ
キン、インナーキャップ、ユニフォーム他、着用いただく
アイテムをご提案いたします。

C-6  株式会社愛工舎製作所
〔札幌営業所〕
〒004-0802
札幌市清田区里塚2条2-3-11
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出展社一覧

TEL：011-882-8840
《出展内容》
ミキサー等

C-7  株式会社鈴木製作所
https://suzuki-ss.co.jp/

〔札幌サテライト〕
〒062-0020
札幌市豊平区月寒中央通4-4-18-104
TEL：080-2814-1031

〔東京営業所〕
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3-21 JPRクレスト竹橋ビル1階
TEL：03-3294-2080

《出展内容》
コンパクトで使い易いをコンセプトとした横ピロー包装機
を、本社山形にて一貫して開発・製造。
・SX600N-a／N-v

使いやすさにこだわったコンパクトな横型正ピロー包装機
・IW06A

様々な野菜包装に対応した逆ピローモデル

D-1  長谷川化学工業株式会社
〔長谷川化学工業株式会社 本社〕
〒276-0022
千葉県八千代市上高野1384-5
TEL：047-482-1001

《出展内容》
食品衛生法適合、HACCP推奨等の調理用品を多数展示

D-2  株式会社エピック
http://www.epic-co.com/

〔株式会社エピック 輸入販売事業部〕
〒106-0047
東京都港区南麻布1-24-4 2階
TEL：03-5484-6711

《出展内容》
米国バイタミックス社業務用ブレンダー「バイタプレップ
3」、大容量「バイタプレップXL］、静音タイプの「サイレン
トブレンダー」。米国キャンブロ社錆びない棚「カムシェル
フ3モデル」、新素材のEPP採用の軽く丈夫な保温保冷ポー
ター「カム・ゴーボックス」

D-3  株式会社ⓈASCe
https://asce-g.com/

〔本社〕
〒003-0809
札幌市白石区菊水9条3-2-23
TEL：011-826-5960

《出展内容》
<夢を実現するものづくり企業>
今回は針を使用せずに食材に調味液を注入できる「ニード
ルレスインジェクター」を出展いたします。
針が無いので、金属異物混入の心配もなく、針の交換も不要、
洗浄等のメンテナンスも簡単です。骨付き食材への調味液
注入も可能です!

D-4  精電舎電子工業株式会社
https://www.sedeco.co.jp/

〔本社・東京営業所〕
〒116-0013
東京都荒川区西日暮里2-2-17
TEL：03-3802-5101

〔大阪営業所〕
〒543-0072
大阪府大阪市天王寺区生玉前町5-15
TEL：06-6772-7451

〔室蘭事務所〕
〒050-8585
室蘭市水元町27-1
室蘭工業大学内アライアンスラボT205号
TEL：03-3802-5101

《出展内容》
包装フィルムを溶着したい。
食品を崩さずカットしたい。
それ、超音波でデキます!

「液体の噛み込み・装置の小型化・食品の切り屑・カット時
の引きずり」
超音波の技術でマルっと解決致しましょう。

D-5  株式会社オーディオテクニカ
https://www.autec.jp/

〔株式会社オーディオテクニカ〕
〒194-8566
東京都町田市成瀬7-2-1
TEL：042-739-9131

《出展内容》
業務用すし成形機、業務用マルチにぎり機、業務用シャリ
板成形機、おむサンドロボット
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D-6  エスケーミキサー株式会社
〔本社・工場〕
〒356-0054
埼玉県ふじみ野市大井武蔵野1396-4
TEL：049-264-0585

〔大阪営業所〕
〒663-8113
兵庫県西宮市甲子園口3-4-27
TEL：0798-66-9144

《出展内容》
製菓・製パンにおける定番の縦型ミキサーになります。
SKシリーズ及びDTMシリーズの大きく2種類をラインナッ
プ。
シンプルな構造に加え、とても丈夫で長持ちするミキサー
です。

D-7  株式会社ジーティービー
https://www.jp.gtb.co.jp/

〔本社〕
〒650-0002
兵庫県神戸市中央区北野町3-5-3
TEL：078-265-5385

〔東京オフィス〕
〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル7階
TEL：03-6876-8768

《出展内容》
～パッケージ校正・検版ソフトウェア「HallmarkerElements」～
デザインデータvs版下データ・青焼きなど、これまでの目
視チェックをデジタル化できる印刷業界で定番の検査ソフ
トをご紹介。テレワークにもピッタリなサブスク版校正検
版アプリです。

D-8  株式会社エムテートリマツ
http://www.mt-torimatsu.co.jp/

〔株式会社エムテートリマツ 本社〕
〒959-1271
新潟県燕市蔵関351
TEL：0256-63-2184

〔株式会社エムテートリマツ 東京営業所〕
〒111-0036
東京都台東区松が谷2-23-4 301号
TEL：03-6666-4114

《出展内容》
ものづくりの町新潟県燕市の厨房道具商社です。
大量調理現場、食品工場向けのHACCP対応ステンレス製

品・ステンレス容器を中心に展示。
異物混入対策用のカラー展開商品や金属・樹脂への特殊印
字レーザーマーキングも展示しています。
是非お越しください。

D-9  株式会社高砂
http://www.e-takasago.com/

〔株式会社高砂〕
〒132-0021
東京都江戸川区中央2-2-3
TEL：03-3652-5136

《出展内容》
日本製・優れた耐久性・毛抜けしにくい構造・特殊な三角
繊維を使用・カスタマイズ対応が可能等の特徴があるカラー
ブラシを出展いたします。

D-10  春日電機株式会社
https://www.ekasuga.co.jp/

〔春日電機株式会社 東京営業部〕
〒212-0032
神奈川県川崎市幸区新川崎2-4
TEL：044-580-3511

《出展内容》
除水機 WCZ-400B・WCX-400T スピンノズル（特許）
で除水効果が一段とアップ

D-11  株式会社アーネスティー
http://www.arnesty.com/
〒003-0027
札幌市白石区本通2-北3-9
TEL：011-807-8113

《出展内容》
環境に配慮（SDGs）した包装が可能な、スキンパック包装
機、紙ベースの包装資材、食材ロスを防ぐ鮮度保持冷蔵庫、
静音性に優れたミキサーをご紹介いたします。スキンパッ
ク機はセミオート機ですが連続的包装が可能で訴求性の高
い印刷紙でトレー包装が可能です。

D-12  三ツ星ベルト株式会社
〔三ツ星ベルト株式会社 東京本社〕
〒103-0027
東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル10階
TEL：03-5202-2507

《出展内容》
食品搬送用ベルト「ママラインシリーズ」を中心に食の安心・
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安全に対応した樹脂コンベヤベルトや加工技術を出展
・非粘着ベルト・鏡面ベルト・低収縮ベルト
・急傾斜搬送コンベヤやカーブコンベヤなどシステム製品

D-13  蔵王産業株式会社
https://www.zaohnet.co.jp/

〔札幌営業所〕
〒061-3241
石狩市新港西1-714-2
TEL：0133-73-8411

〔東京本社〕
〒135-0001
東京都江東区毛利1-19-5
TEL：03-5600-0325

《出展内容》
産業用清掃機器及び洗浄機器など

D-14  株式会社寺岡北海道
▪株式会社デジジャパン
▪エー・エム・プロダクツ株式会社
▪株式会社ホワイトマックス
▪株式会社ピオニーコーポレーション
▪オーニット株式会社
https://www.teraokaseiko.com/jp/teraoka-hokkaido/

〔本社〕
〒003-0871
札幌市白石区米里1条3-2-7
TEL：011-875-2528

《出展内容》
トレーシーラー、ノントレーパッケージソリューション、異
物検出機、計量包装値付機、自動計量値付機、配合管理シ
ステム、自動採寸計量器、生産性向上を支援する高精度な
機器、システムで総合的なソリューションを提供します。

E-1  C.M.システムズ株式会社
https://www.cmsyst.co.jp/products/bandall.html

〔C.M.システムズ株式会社〕
〒598-0048
大阪府泉佐野市りんくう往来北1
TEL：072-464-4531

《出展内容》
帯封機を出展します。
世界No.1のシェアの帯封機ならではの、帯封スピードと安
定性を兼ね揃えております。
また、業界初の帯幅を可変できるオプションを搭載した機
種を出展致します。

E-2  株式会社三橋製作所
https://www.mitsuhashi-corp.co.jp/

〔東京営業所〕
〒111-0043
東京都台東区駒形2-4-11 ヨシクニ駒形ビル9階
TEL：03-3847-9751

〔九州営業所〕
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南4-2-10 南近代ビル6階
TEL：092-476-3800

《出展内容》
カード/トレー供給装置
CD-820カードディスペンサー
なめらかな動作でカード/トレーを投入。
各種カードやトレー・台紙などをコンベアライン上の定位
置に投入する装置。
小型・軽量化を追求しコンパクトで使いやすいディスペン
サーを実現しました。

E-3  シール工業株式会社
http://www.seal-industrial.co.jp/

〔本社〕
〒581-0014
大阪府八尾市中田3-33-3
TEL：072-922-1415

〔栃木営業所〕
〒327-0003
栃木県佐野市大橋町3219-9
TEL：0283-21-1677

《出展内容》
・横型専用シール機（幅広コンベヤ）SLEタイプ
（ ノズ ル 式 脱 気 装 置、 イン ク ジ ェットプ リン タ ー
LINX8900搭載）

・縦、横、斜め兼用シール機（ステンレス製）SHLSタイプ
（ホットプリンター搭載）
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E-4  ケルヒャージャパン株式会社
https://www.kaercher.com/jp/

〔札幌支店〕
〒003-0871
札幌市白石区米里1条2-10-6
TEL：045-777-7410

《出展内容》
ケルヒャーの業務用清掃機器で、工場内をトータルクリー
ニングのご提案します。価値のある製品とサービスで、プ
ロの皆様が安心できる環境維持を応援します。

E-5  ピーエス株式会社
https://ps-group.co.jp/

〔ピーエス株式会社 北海道支店〕
〒061-1112
北広島市共栄41-3
TEL：011-372-7605

《出展内容》
産業用加湿器・除湿機、放射冷暖房システム

E-6  三幸機械株式会社
http://www.sanko-ov.co.jp/

〔三幸機械株式会社 本社〕
〒144-0055
東京都大田区仲六郷1-4-9
TEL：03-3733-4211

《出展内容》
製菓製パン用オーブンメーカー

E-7  ニッカ電測株式会社
https://www.nikka-densok.co.jp/

〔北海道営業所〕
〒003-0833
札幌市白石区北郷3条1-6-23
TEL：011-873-0771

〔本社工場〕
〒350-1155
埼玉県川越市下赤坂710
TEL：049-266-7311

〔大阪支店〕
〒535-0003
大阪府大阪市旭区中宮4-10-28
TEL：06-6955-6761

《出展内容》
従来の金属検出機やX線検査装置では検出できない微小な

金属異物を検出できる微小金属検出機とパッケージ不良検
査にて、多くの実績があるピンホール検査機を出展致しま
す。様々な検査対象や設置が困難な条件においても、ご要
望にあわせて適切な機器をご提案致します。

E-8  株式会社東京自働機械製作所
https://www.tam-tokyo.co.jp/

〔本社〕
〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-10-7
TEL：03-3866-7631

〔札幌営業所〕
〒063-0813 
札幌市西区琴似3条1-1-20 コトニ3・1ビル5階
TEL：011-644-1506

〔大阪営業所〕
〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1-15-15 第一協業ビル6階
TEL：06-6543-2131

《出展内容》
TWFX／安定したフィルム繰出し等による高速化を実現。
フィルム通し・型替えのしやすさでワンランク上へ進化し
た最新の縦型ピロー包装機です。
TWQ／クワトロパック（四面体）、平袋、コの字三方の3
種の包装形態を兼用可能な小型の縦型ピロー包装機です。

E-9  株式会社セイハン
https://www.seihan.biz/
〒003-0832
札幌市白石区北郷2条2-2-14
TEL：011-873-2000

《出展内容》
HACCP対策商品、不快害虫忌避対策、ウイルス対策、
グリストラップ対策商品を展示

E-10  株式会社ウチダテクノ
https://www.utecs.co.jp/machine/

〔札幌営業課〕
〒060-0031
札幌市中央区北1条東4-1-1 サッポロファクトリー1条館1
階内田洋行内
TEL：011-241-2825

《出展内容》
コンベア付自動帯掛機 テーピットWX-AUTO
クランプ機能付帯掛機 テーピットWX-P
シュリンク包装機 smipack SL-55
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E-11  株式会社クラウン・パッケージ
http://www.crown-grp.co.jp/

〔札幌営業所〕
〒060-0803
札幌市西区二十四軒3条1-1-31 水戸ビル4階
TEL：011-616-4441

〔仙台事業所〕
〒989-0701
宮城県刈田郡蔵王町宮坂山67-1
TEL：0224-32-3116

《出展内容》
今、注目の通販・物流用パッケージ ／ テイクアウト・宅配
用の紙製食品容器・パルプモールド ／ 新しい、化粧箱・パッ
ケージ用の素材 のご提案をします。

F-1  株式会社ベリーパック
http://www.verypack.co.jp/

〔本社〕
〒573-0136
大阪府枚方市春日西町1-26-2
TEL：072-859-7701

《出展内容》
オリジナル規格袋。小ロットからご用意できる印刷が入っ
た規格袋が特徴的です。無地の袋ももちろん取り扱いがあ
ります。印刷が入った規格袋でより商品に高級感が出て商
品の付加価値につながります。

F-2  ブラザーインダストリアルプリンティング株式会社
https://bipj.brother.co.jp/

〔北海道営業所〕
〒003-0012 
札幌市白石区中央2条5-11-11 大五ビル
TEL：011-804-8650

〔本社〕
〒144-0051
東京都大田区西蒲田8-20-8 アゼル3号館
TEL：03-3736-2733

〔仙台営業所〕
〒980-0011
宮城県仙台市青葉区上杉3-3-9 SEビル
TEL：022-263-3202

《出展内容》
・印字のことなら全ておまかせください!
・ 賞味期限を印字する小文字用産業用インクジェットプリ

ンターをはじめ、大文字用インクジェットプリンター、レー
ザーマーカー、サーマルプリンターなど、豊富な製品を

揃えています。印字のお困りごとは何でもご相談くださ
い。

F-3  株式会社中條製缶
https://www.nakajyo-seikan.jp/

〔株式会社中條製缶〕
〒382-0005
長野県須坂市新田町3954-6
TEL：026-245-9304

《出展内容》
食品用缶詰の空缶と缶詰を作る機械（シーマー）を出展しま
す。

F-4  三光機械株式会社
http://www.sanko-kikai.co.jp/

〔本社工場〕
〒252-0254
神奈川県相模原市中央区下九沢1081
TEL：042-772-1521

《出展内容》
自動液体粘体充填包装機「MR10」

F-5  ルーツ貿易株式会社
https://www.e-roots.co.jp/

〔ルーツ貿易株式会社〕
〒272-0035
千葉県市川市新田4-13-8
TEL：047-379-1505

《出展内容》
・ Gram社高湿度冷蔵庫は「作りたての状態で製品を維持

でき作業効率アップに大きく役立ちます」
・ Dynamic社ハンドミキサーは「パワーと耐久性をもった

様々なモデルを揃えております」
・Affrontiのシチリア産ナッツは非常に風味豊かです。
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F-6  キョーワクリーン株式会社 
https://kyowa-cl.co.jp/

〔東京営業所〕
〒116-0013
東京都荒川区西日暮里1-19-15
TEL：03-3805-8210

〔大阪営業所〕
〒564-0053
大阪府吹田市江の木町5-8 マイダビル401
TEL：06-6170-8420

《出展内容》
ヴァイカン製品は食品飲料業界をはじめ衛生管理を必要と
する作業現場向けに製造されており、8色のカラー展開に加
え豊富なラインナップでお客様のニーズに合った清掃ツー
ルをご提案いたします。今回は新製品を中心に展示します
ので、是非ブースへお立ち寄りください。

F-7  株式会社マスターマインド
http://www.mastermind.co.jp/

〔中部営業所〕
〒399-0711
長野県塩尻市片丘今泉9828-16
TEL：0263-53-3700

〔東京営業所〕
〒101-0031
東京都千代田区東神田1-5-5 マルキビル2階
TEL：03-6699-5670

〔関西営業所〕
〒604-8277
京都府京都市中京区三坊西洞院町572
御池マスギアネックスビル2階
TEL：075-254-6055

《出展内容》
今回の札幌パックでは、卓上型フードプリンタ【MMP-
F13】を展示します。また高速インライン型フードプリンタ

【MMP-560Li】も映像にて展示致します。

F-8  株式会社ハナガタ
https://hanagata.co.jp/

〔富山本社〕
〒939-8033
富山県富山市横内417
TEL：076-425-1545

〔東京営業所〕
〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町12-7 日本橋MMビル7階/1階

TEL：03-6904-8831
〔大阪営業所〕
〒540-0034
大阪府大阪市中央区島町2-4-9 島町第二野村ビル7階/1階
TEL：06-6949-0888

《出展内容》
汎用性のあるL型包装機【HP-10】、スクラップレスの静電シー
ル包装機【HP-20】、簡易型の手動L型包装機【HP-40M】、
小型シュリンクトンネル【T-350（2）】を展示致します。
自社設計・製造・組立によるオーダーメイド機の対応も致
します。

F-9  株式会社イチネンケミカルズ 
http://www.ichinen-chem.co.jp/

〔札幌営業所〕
〒060-0052
札幌市中央区南2条東1-1-14 住友生命札幌中央ビル6階
TEL：011-251-4580

《出展内容》
食品業界向けシールチエック剤 従来より浸透性を更に向
上。青色染料で業界初。食品用水溶性染料を使用しており、
油性染料に比べ除去、洗浄性に優れています。
その他、手指の消毒液100ml中ベンゼトニウム塩化物0.05g

（非危険物 アルコール除外措置に該当）

F-10  キムラシール株式会社
https://www.kimuraseal.co.jp/

〔キムラシール株式会社 営業本部+伊丹工場〕
〒664-0842
兵庫県伊丹市森本1-8-10
TEL：0797-77-7091

〔キムラシール株式会社 東京営業所〕
〒116-0014
東京都荒川区東日暮里2-15-11 コスモグランス東日暮里1階
TEL：03-5604-9884

《出展内容》
当社KSバンドシーラーは袋等の溶着すべき部分をシールベ
ルトで挟んで移動させながら熱によって溶かし加圧と冷却
による事で溶着させます。今回は脱気・印字装置付きに加
えガス置換装置付きシール機を展示させて頂きます。

F-10  株式会社サトウ包装資材
https://www.sato-hoso.jp/

〔株式会社サトウ包装資材〕
〒003-0823
札幌市白石区菊水元町3条4-3-17
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出展社一覧

TEL：011-876-9266
《出展内容》
当社ではテイクアウト用商材やその他包装資材に関係する
商品を展示を致しております。
包装資材の事でお困りの方はぜひ当社ブースにおいでいた
だきたいと思います。

G-1  双豊電気株式会社
http://www.sohodenki.co.jp/

〔本社〕
〒064-0822
札幌市中央区北2条西26-1-16
TEL：080-8293-6715

《出展内容》
除菌電解水給水器は手洗いや掃除に活用できる「酸性電解
水（次亜塩素酸水）」を生成します。 優れた除菌力と安全性、
コンパクトでお手軽な使用感から、ご自宅・職場・飲食店・
福祉施設・教育現場など、様々なシチュエーションに衛生・
清潔をご提供します。

G-2  ユニテール株式会社
http://www.unitaire.co.jp/

〔ユニテール株式会社 本社営業部〕
〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-16-16 レジェンド岩本町ビルB 5階
TEL：03-5821-7188

《出展内容》
食品産業用洗浄用品、異物混入防止及び金属検出機対応
ツール（スーパーハイジーンブラシ、サーモンレジンブラシ、
トータルMDXブラシ）

G-3  アルマーク株式会社
https://www.almarq.co.jp/

〔アルマーク株式会社 東京支店〕
〒144-0033
東京都大田区東糀谷3-13-11
TEL：03-5735-1300

《出展内容》
・産業用インクジェットプリンター：LINX、REA
・各種マーキング機器
・文字検査装置

G-4  シール栄登株式会社
〔仙台営業所〕
〒981-3133

宮城県仙台市泉区泉中央1-49-9
TEL：022-343-8257

〔東京営業所〕
〒115-0055
東京都北区赤羽西6-13-8
TEL：03-3905-2222

〔本社〕
〒555-0012
大阪府大阪市西淀川区御幣島1-9-23
TEL：06-6474-1111

《出展内容》
ロータリーヒートシール機サーマルプリンタ・インクジェッ
トプリンタ搭載機を展示実演。縦移動式連続自動真空包装
機の実演。今、人気の卓上型ロータリーヒートシール機の
実演。展示機全て実演サンプル品作成が可能です。

G-5  株式会社大阪タイユー
https://www.osaka-taiyu.co.jp/

〔大阪営業所〕
〒562-0015
大阪府箕面市稲6-10-1
TEL：072-729-2121

〔東京営業所〕
〒167-0051
東京都杉並区荻窪4-28-11 ツインビル中田102
TEL：03-3393-7111

《出展内容》
ドラム缶運搬車・反転機／ストレッチ包装機の実演展示を
行います。実際に触って頂き体感していただけます。
ドラム缶運搬車は独自の油圧機構にて楽々昇降できます。
ストレッチ包装機は現在手巻きで作業を行っている方は必
見です。

G-6  株式会社クレオ / 株式会社北海道クレオ
https://hokkaido.a-creo.co.jp/

〔株式会社北海道クレオ〕
〒007-0873
札幌市東区伏古13条3-15-6
TEL：011-786-2640

《出展内容》
『安心・安全』な「炭酸次亜水生成システム」、日々の買い物
の安心と従業員の負担軽減を両立する買い物カゴ洗浄脱水
機「スーパーじょきんちゃん」展示の他、お客様のニーズに
沿った洗浄機・洗浄剤の御相談もお待ちしております。
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出展社一覧

G-7  株式会社北新商事
http://www.hokushinsyoji.co.jp/

〔東京オフィス〕
〒108-0023
東京都港区芝浦3-2-16-906 田町イースト9階
TEL：03-6435-4672

〔室蘭センター〕
〒050-0081
室蘭市日の出町2-14-3
TEL：0143-46-6767

《出展内容》
MAP包装対応のドーム蓋シール容器（特許取得済）
スーパー等で採用されている勘合蓋容器に代わる
次世代の惣菜容器を開発しました。
熱シールを行い、液漏れ防止、鮮度感のアップ、不活性ガ
スを封入し賞味期限を延長する事でフードロスを軽減可能
とした容器です。

G-8  NASCO株式会社
http://www.nasco-jp.com/

〔松戸本社〕
〒271-0092
千葉県松戸市松戸2302-9
TEL：047-366-0123

〔仙台支店〕
〒894-0038
宮城県仙台市若林区伊在2-1-1
TEL：022-390-6780

〔盛岡営業所〕
〒020-0025
岩手県盛岡市大沢川原3-1-16 SKTビル3階
TEL：022-390-6780

《出展内容》
Sealpac社 ドイツ
A4・・・全自動タイプガス置換式トレーシーラー
PRO・・・コンパクトタイプ深絞り包装機
Marel社 アイスランド
I-Cut11・・・ポーショニングマシン
I-slice 135MA ・・・ マルチアングルスライサー

H-1  旭川計量機株式会社
▪大和製衡株式会社
▪株式会社エー・アンド・デイ
▪富士インパルス株式会社
▪三桜アサヅマ商事株式会社
http://www.asahikawa-scale.co.jp/

〔旭川計量機株式会社 本社〕
〒079-8442
旭川市流通団地2-4-8
TEL：0166-48-3515

〔旭川計量機株式会社 札幌支店〕
〒003-0873
札幌市白石区米里3条2-9-4
TEL：011-879-6255

〔旭川計量機株式会社 帯広支店〕
〒080-0804
帯広市東4条南13-2-2
TEL：0155-28-5215

《出展内容》
「超高精度全自動計量機ADW-O 目標重量値に対し誤差0
への挑戦」「自動排出機構付き組合計量機TSD-N3 従来機
から計量スピードが50%アップ」「横型自動計量機ADW-E 
小容量のMIX計量を実現」「にんにくカメラ選別機 置くだ
けで簡単自動選別」

H-2  株式会社平山製作所
http://www.hirayama-hmc.co.jp/

〔本社 営業部〕
〒344-0014
埼玉県春日部市豊野町2-6-5
TEL：048-735-1241

《出展内容》
真空調理食品やレトルト食品の小ロット製造に最適な小型
レトルト釜。アルミパックや耐熱袋などの包装に対し、レ
トルト殺菌で重要なF値の演算・制御も可能。地元特産食
品や食品加工メーカーのサンプル開発など小ロットの販売、
開発に最適な小型レトルト釜を出展します。

H-3  新栄クリエイト株式会社
http://www.shin-ei-k.co.jp/

〔新栄クリエイト株式会社〕
〒060-0012
札幌市中央区北12条西15-4-1
TEL：011-738-3331

《出展内容》
協働ロボットメーカーの「Universal Robots」、協働ロボッ
ト用ハンドツールメーカーの「OnRobot」を展示デモンス
トレーションを実施致します。

H-4  株式会社品川工業所
http://www.qqqshinagawa.co.jp/
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出展社一覧

〔東京営業所〕
〒110-0013
東京都台東区入谷2-34-3
TEL：03-5603-2651

〔札幌出張所〕
〒003-0802
札幌市白石区菊水2条2-2-12 藤井ビル菊水（4）7階710号
TEL：011-557-8883

《出展内容》
自動餅つき機、モダンミキサー、サンキュウボイラー、小
餅切機

H-5  王子エフテックス株式会社
http://ojif-tex.co.jp/

〔本社〕
〒104-0061
東京都中央区銀座5-12-8
TEL：03-5550-3100

〔江別工場〕
〒067-0001
江別市王子1
TEL：011-384-7311

《出展内容》
紙とフィルムづくりで培ったオリジナルなシート化技術を
駆使したシートに新しい機能を付加し、バラエティに富ん
だサスティナブルな商材をご紹介いたします。バリア性を
有する紙素材「シルビオバリア」や撥水紙「レインガード」
など、ぜひお手に取ってご覧ください。

H-6  株式会社環境経営総合研究所 / マルイ包装株式会社
http://www.ecobioplastics.jp/

〔株式会社環境経営総合研究所 本社〕
〒150-0036
東京都渋谷区南平台町16-29 グリーン南平台ビル2階
TEL：03-5428-3123

〔株式会社環境経営総合研究所 札幌工場〕
〒065-0043
札幌市東区苗穂町14-2-21
TEL：011-748-3850

《出展内容》
・ 世界共通のテーマであるSDG'sを形にする環境素材（減・

脱プラ）
紙と樹脂の水蒸気発泡体：「アースリパブリック」
紙が主原料の混成製品：「マプカ シート」
・ マルイ包装（株）協賛出展「マプカ シート」の真空成型容

器 ほか。

H-7  株式会社ナオミ
https://www.naomi.co.jp/

〔札幌営業部〕
〒007-0842
札幌市東区北42条東9-2-1
TEL：011-299-3960

〔仙台営業所〕
〒987-3117
宮城県仙台市泉区市名坂字御釜田147-2
TEL：022-352-7038

〔関東支社〕
〒331-0814
埼玉県さいたま市北区東大成町2-218
TEL：048-767-6899

《出展内容》
食品工場向けの小型充填機を展示。1台で液体・粘体・粉
体の充填が可能なパズル充填機、水産関係で活躍するオー
ルエアーピストン充填機、粒状の物を充填する振動フィー
ダー充填機、他生産工程を効率、省人化できる充填機を展示。

I-1  エーシンパック工業株式会社
https://www.eshinpack.co.jp/

〔本社〕
〒101-0024
東京都千代田区神田和泉町1-6-2
TEL：03-3864-7809

〔上野工場〕
〒339-0073
埼玉県さいたま市岩槻区上野4-3-15 
TEL：048-794-5222

《出展内容》
ターレット型シール機の新モデルを出展します。
ブースでは、トレーディスペンサと連動したラインで実演
します。
またノンバケットシール機・充填機・凸版印刷開発の電子
レンジ対応の冷凍食品向け紙製一次容器「レンジで楽チン
トレー」対応のシール機も展示します。
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出展社一覧

I-2  レオン自動機株式会社
https://www.rheon.com/jp/

〔本社営業部〕
〒320-0071
栃木県宇都宮市野沢町
TEL：0286651110

〔札幌出張所〕
〒003-0023
北海道札幌市白石区南郷通20丁目北1番37号
TEL：011-864-7741

《出展内容》
新型包あん機「火星人®CN700」を中心に展示・実演を行
う。同機は、包あん機の最新モデルで、和菓子・洋菓子・
調理食品と幅広い食品の成形が可能。生地送り機構にサイ
クロイド方式を採用し、チョコチップなどの粒状素材をさ
らに安定供給できるようになった。

I-3  株式会社ドリマックス
http://www.dremax.com/

〔本社〕
〒332-0035
埼玉県川口市西青木3-3-9 ドリマックスビル
TEL：048-254-1231

〔札幌営業所〕
〒004-0053
札幌市厚別区厚別中央3条5-5-19
TEL：011-801-3333

〔大阪営業所〕
〒533-0031
大阪府大阪市東淀川区西淡路1-15-25
TEL：06-6324-1231

《出展内容》
『全国の厨房で大活躍中の卓上型食品加工機器』から『多く
のCKや食材加工工場で導入されている大型機』まで幅広い
ラインナップでお客様のニーズにお応えします。

『人手不足の解消』『生産性の向上』『新商品の開発』のお役
に立てる製品を取り揃えております。

I-4  不二精機株式会社
http://www.fuji-seiki.co.jp/

〔不二精機株式会社 札幌営業所〕
〒003-0807
札幌市白石区菊水7条2-7-1 SEビル8階
TEL：011-832-7884

《出展内容》
米飯加工機（シャリ玉成形機・巻き寿司機・おにぎり成形機・

ご飯盛付け機）、麺機（小型パスタ機）の展示・実演を行い
ます。食品工場、スーパー、外食産業で活躍する不二精機
の食品加工機器を是非ご覧ください。

J-1  日本ポリスター株式会社
http://www.nippon-polystar.co.jp/

〔仙台営業所〕
〒984-0038
宮城県仙台市若林区伊在2-22-17
TEL：022-287-0750

〔関東営業所〕
〒358-0011
埼玉県入間市下藤沢966-4
TEL：04-2962-4762

〔本社工場〕
〒520-3114
滋賀県湖南市石部口3-4-13
TEL：0748-77-6262

《出展内容》
小型機のパイオニア!!
・正ピロー包装機 C700B
　業界初オートメジャーシステム搭載正ピロー包装機
・小型逆ピロー包装機 eg1
　2サーボ搭載さらに性能アップ小型逆ピロー包装機
・小型角折包装機 KU9
　作業スペースを取らない角折包装機

J-2  株式会社フーマシステム
〔本社〕
〒003-0811
札幌市白石区菊水上町1条1-46-12
TEL：011-825-9011

《出展内容》
（株）TOSEI トスパック真空包装機（卓上・据置型）
（株）大道産業 スモークハウス・ミキサー
東亜工業（株） 小型餃子機

J-3  イーデーエム株式会社 
https://www.edm-net.co.jp/

〔札幌営業所〕
〒065-0012
札幌市東区北12条東14-3-7
TEL：011-733-2130

《出展内容》
食品製造業全般での包装工程における効率的、かつ確実な
製品表示を行う各種表示機器を出品いたします。
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サーマルプリンタやラベリングマシンなど製造現場の自動
化・効率化に貢献する最新機器・システムを実機デモンス
トレーションを交えてご紹介します。

J-4  大森機械工業株式会社
https://www.omori.co.jp/

〔本社・越谷工場〕
〒343-0822
埼玉県越谷市西方2761
TEL：048-988-2121

〔札幌営業所〕
〒063-0825
札幌市西区発寒5条2-4-12
TEL：011-667-7655

〔仙台営業所〕
〒981-3133
宮城県仙台市泉区泉中央3-26-5
TEL：022-374-7655

《出展内容》
・小型ノートレー逆ピロー自動包装機

 Pa-2600AN-BX-DF
・スキンパック仕様深絞り型全自動真空包装機

 VP-90

J-5  株式会社ナイネンキ
http://www.nainenki.info/

〔北海道支店〕
〒003-0869

札幌市白石区川下2168-32
TEL：011-555-2266

〔札幌営業所〕
〒060-0042
札幌市中央区大通西5-8 昭和ビル7階 アンリツ（株）営業
部内
TEL：011-231-6201

〔帯広営業所〕
〒080-0012
帯広市西2条南5-20-3
TEL：0155-29-3456

《出展内容》
X線異物検査機、金検付きウェイトチェッカー、インクジェッ
トプリンター、トップシール機、トレーサビリティーシステ
ム、リバーサー、サクションカップ

J-6  アンリツ株式会社 インフィビスカンパニー
https://www.anritsu.com/ja-jp/infivis/

〔北海道営業部〕
〒060-0042
札幌市中央区大通西5-8
TEL：011-231-6201

《出展内容》
生産や歩留まりを改善する組み合わせ計量機から包装品の
噛み込みを検知するX線や「骨や貝殻」の検出に特化したX
線。また、段ボールを検査する大型金属検出機など、食品
の安心・安全を供給するための最新の検査装置をご用意い
たしました。

FOLLOW US!
@nippo_hoso

日報ビジネス 包装編集部が

Twitter
はじめました。
業界に役立つ情報をつぶやきます!
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公益社団法人日本包装技術協会・北海道支部のご紹介

〔目的〕
日本包装技術協会（JPI）は、1963（昭和38）年3月、包装技術等の向上改善を通じて生産、流通および消費の合理
化を図りもってわが国経済の発展に寄与することを目的に設立された団体です。
東京に本部をおき、北海道、東北、中部、関西、西日本に支部を有し、会員は包装産業、ユーザおよび関連企業など

法人会員と個人会員となっております。
北海道支部は、本道に密着した活動を展開するため1967（昭和42）年4月に設立され、現在、以下の事業を実施し

ております。

〔事業活動〕
1. 研究会

道内企業の見学会、新春研究会等、開催しております。
2. 包装管理士講座

すでに包装関連業務に携わっている方を対象に、一般講義、グループ討義、ケーススタディ、合宿研修等を通じて
包装関係者に必要不可欠な実用的知識習得を目指します。合格者には「包装管理士」の称号が与えられます。北海道
では隔年実施しており来年実施の予定です。なお、修了された包装管理士の方々は、道内の包装・流通部門の第一線
で活躍されております。

3. 研修会
包装懇話会、包装基礎セミナー、包装講演会などを開催しております。

4. 経験交流
会員の相互交流を図る新年賀詞交歓会と全国主要都市で開催される全日本包装技術研究大会（本年は12月に福岡

で開催）、日本パッケージコンテスト（東京）、暮らしの包装商品展（東京）などがあります。
5. 札幌パックの開催後援

総合包装展である札幌パックを隔年に札幌で開催し、包装の合理化、適正化など包装産業の発展に寄与しており
ます。また札幌パックのない年には、当協会主催の東京国際包装展（東京パック）を開催しております。

6. 各種情報サービス
月刊機関紙「包装技術」をはじめ、関係資料を会員に無料で配付しております。

7. 技術相談コンサルティング
東京本部に包装技術研究所および包装コンサルティング室を設置して相談に応じているほか北海道支部において

も技術相談、包装改善の相談に応じております。
8. その他

東京本部を中心に海外包装専門視察団の派遣、各種包装関係図書の出版、調査研究などを行なっております。

〒060-0001　札幌市中央区北1条西2丁目 北海道経済センター
公益社団法人日本包装技術協会 北海道支部
TEL 011-241-8591　FAX 011-241-3898

日本包装管理士会のご紹介

日本包装管理士会（IPP）は、公益社団法人日本包装技術協会（JPI）が認定した包装管理士により構成され、自主的に
運営される包装物流のスペシャリスト集団として、1966（昭和41）年に設立され、約606名（2021年4月末現在）の
会員を擁しています。
広く各業界での会員の活躍には多大な評価と注目をいただいております。東京に本部を置き、北海道、東北、関東、中部、

関西、西日本（九州）に支部があり、それぞれの活動を進めております。研究会、研修会、見学会、セミナーの開催、JPIの
諸活動事業への参画を行っております。包装管理士になるためには、包装管理士講座の受講が必須であり、札幌では隔年
に開催しています。道内関連業界の方々のご参加をお待ちしております。

問い合せ先：日本包装管理士会（日本包装技術協会内）電話：03-3543-9250　E-mail：ipp@pk9.so-net.ne.jp
















