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DAY1 12月7日(月) 第1ターム 10:00～10:40

ハム・ソーセージ売上⾼業界１位︕卒業⽣も活躍中︕

伊藤ハム株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要
ハム・ソーセージを中⼼に調理加⼯⾷品や⾷⾁
などを扱う⾷品メーカーです。原材料の調達か
ら、加⼯・営業に⾄るまで⾃社で⾏います。々
移り変わるニーズにお答えするため、さらなる
成⻑を⽬指しています。

「本仕込」でおなじみのフジパングループです。

フジパングループ本社株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

「本仕込」「ネオバターロール」をはじめとす
る製パン事業を中⼼に、ベーカリーの運営やコ
ンビニエンスストア向け弁当の製造、販売、
外⾷産業向けの総合物流業を展開しています。

肌と⼼と社会にうるおいを提供するスキンケアメーカー

ユースキン製薬株式会社
(医薬品・メーカー)

事業概要
当社はハンドクリームなどスキンケア製品を開
発から製造、販売するメーカーです。製品を通
して⼈々の肌悩みを解消することで、⼼や暮ら
しにも「うるおい」を提供していきたいという
想いを持って事業活動しています。

「⼼に届く、美味しさを」まもる。つなぐ。つくる。

株式会社⽇本アクセス(伊藤忠グループ)
(⾷品・卸/商社)

事業概要
業界を牽引する物流⼒で⽇本全国の⾷を繋ぎ、
流通全体の最適化を実現しています。⾷品の販
売・買付だけにとどまらず、商品の企画・開発
や加⼯まで幅広く展開し、次世代ビジネスにも
意欲的に挑戦しています。

世界シェアNo.1のブロッコリーだけじゃない

株式会社サカタのタネ
(農ビジネス)

事業概要
野菜・花の新品種を育成。世界170カ国で展開
し海外売上⽐率は60％。気候変動、⼈⼝増加な
ど⼈類の課題に対して植物の⼒で解決策を提供
するソリューションビジネス。「花は⼼の栄養、
野菜は体の栄養」。

『全ては健康を願う⼈々のために』

東邦ホールディングス株式会社

/東邦薬品株式会社
(医薬品・商社)

事業概要
医薬品の安定供給を通じて⽇本の医療に貢献し
ています。⼤規模災害に対応可能な物流センタ
ーの新設のほか、時代の変化に対応した独⾃の
システム・サービスの開発・提供を通じて医療
機関の皆様をサポートしています。



DAY1 12月7日(月) 第2ターム 10:50～11:30

世界の⾷と健康に貢献していきます︕

キユーピー株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

マヨネーズ、ドレッシング等家庭⽤市場でトッ
プシェアのメーカー。調味料・加⼯⾷品ならび
に医薬原料、医薬品、医療機器、医薬部外品、
化粧品、その他化学製品の製造販売を⾏ってい
ます。

⽶菓国内No.1 海外事業や⾷品事業も展開

⻲⽥製菓株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要
「⻲⽥の柿の種」や「ハッピーターン」などの
⽶菓を製造販売しています。国内だけでなく、
6ヵ国8拠点に展開する海外事業や⻑年のお⽶の
研究を⽣かした新しい⾷品を⽣み出す国内⾷品
事業にも⼒を⼊れています。

医療⽤貼付剤でシェア世界No1を⽬指しています︕

久光製薬株式会社
(医薬品・メーカー)

事業概要

久光製薬は、1847年に薬業を始めて以来、鎮痛
消炎貼付剤を中⼼とした医薬品の提供により、
⼈々の健康づくりに積極的に取り組む、外⽤剤
のリーディングカンパニーです。

うしのキャラクターがトレードマークの⽣協です︕

パルシステムグループ（⽣活協同組合）
(⽣協)

事業概要

「⾷」と「農」をつなぐ架け橋として地域に必
要とされる存在を⽬指しています。今までの
様々な取り組みが評価され、第1回ジャパン
SDGsアワードでは推進副本部⻑（内閣官房⻑
官）賞を受賞しました︕

⽇本の⾷卓を⽀える縁の下の⼒持ちの会社です。

フィード・ワン株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

私たちが毎⽇⾷べている卵・⾁・⿂・乳製品を
作る上で⽋かせない「配合飼料」。その配合飼
料を⽣産し、安⼼安全でおいしい⾷の⽣産に貢
献しています。

消費者と国内畜産農家の懸け橋として働きませんか︖

JA全農ミートフーズ株式会社
(⾷品メーカー)

事業概要
当社は、国内畜産農家の経営の維持・発展と、
消費者の価値ある豊かな⾷のために事業に取り
組む、⽇本の⾷⾁⽂化を根底から⽀える⾷⾁業
界のリーディングカンパニーです。ぜひお越し
ください︕⾁好き集まれ︕



DAY1 12月7日(月) 第3ターム 11:40～12:20

あらゆる世代のお客さまの⽣活充実に貢献します︕

明治グループ（株式会社明治・
Meiji Seika ファルマ株式会社）

(⾷品・メーカー)
事業概要

私たち明治グループは、⾚ちゃんからお年寄りまでの
あらゆる世代のお客さまの暮らしに⽋かすことのでき
ない「⽜乳・乳製品・菓⼦・⾷品・薬品」などを通じ
て、お客様の⽣活充実に貢献してまいります︕

創業99周年︕⾷品と化学の油脂素材メーカーです︕

ミヨシ油脂株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

パンやお菓⼦、シャンプーやハンドソープ、保湿ティ
ッシュの原料など幅広い業界で当社の素材が活躍して
います。社名は表に出ませんが、⾷のおいしさ、⽣活
の快適さを⽀えている縁の下の⼒持ちです︕

世界２４カ国に展開するシール剤・接着剤メーカー

株式会社スリーボンド
(化学・メーカー)

事業概要

当社は⼯業⽤シール剤・接着剤およびその塗布
装置の開発・製造・販売を⾏っています。現在、
当社製品の適⽤分野は多岐にわたり、輸送機器、
⼯材公共、電気・電⼦およびハイテクノロジー
分野へ展開しています。

⼀⼈ひとりが主役／勤続年数が⻑い／良いチームワーク

わかもと製薬株式会社
(医薬品・商社)

事業概要

笑顔の絶えない健康家族をモットーに、眼科領
域・強⼒わかもと・乳酸菌の三本柱で事業展開
を⾏っています。⽬に優しい点眼薬、海外にも
ファンを持つわかもとブランド、乳酸菌の製造
技術、のプロフェッショナルです。

2024年に創業100周年を迎える東証⼀部上場企業

株式会社ヤマタネ
(物流)

事業概要

倉庫を拠点とする物流、おコメの卸売り販売な
ど、私たちの⽣活に必要不可⽋なサービス・商
品を提供している会社です。また、事業内容も
幅広くあるため、多彩な分野へ挑戦できます︕

累世建築⼾数ナンバーワン︕

積⽔ハウス株式会社
(建設)

事業概要

積⽔ハウスは住宅業界の中に属し、⼾建住宅、
賃貸住宅、⾮住宅などの建築提案、その他開
発・国際・リフォーム・不動産など様々な事業
を⾏っています。⾐⾷住のうち「住」の分野か
ら⼈々の暮らしを⽀えています。



DAY1 12月7日(月) 第4ターム 13:30～14:10

ものづくりがしたい⽅⼤歓迎です︕

株式会社Mizkan
(⾷品・メーカー)

事業概要

様々なカテゴリーのトップシェアメーカーとし
て、お客様に常に「安全安⼼」な商品をお届け
し続けています。⾷酢醸造で培った微⽣物の発
酵醸造技術を⽣かし、差別化された新しい納⾖
の製造・販売も⾏っています。

『雪の宿』などの⽶菓を製造する菓⼦メーカー

三幸製菓株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

三幸製菓は、⽶菓業界トップクラス企業として
『雪の宿』、『チーズアーモンド』、『ぱりん
こ』などの主⼒ブランドを、全国の皆さまにお
届けできるよう⽇々取り組んでいます。

”精⼀杯”の先の【誠意⼀杯】を⽬指して

理科研株式会社
(医薬品・商社)

事業概要

「試薬・理化学機器」と⾔う商品の販売を通じ
て研究者の⽅々をバックアップさせて頂いてい
る専⾨商社です。「研究」そのものをサポート
すべく多くのメーカーさんと協⼒しながら最適
な商品を販売しております。

⾃社製品が強み︕全国展開の⾷品卸売業です。

加藤産業株式会社
(⾷品・卸/商社)

事業概要

全国展開している独⽴系⾷品商社です。加⼯⾷品を
スーパーなどへ卸販売をしています。また、『カン
ピー』等の⾃社製品も多く開発し、メーカー商品と
⾃社製品を合わせて提案できる強みがあります。

PCO業界のパイオニア企業〜命を守る予防衛⽣〜

イカリ消毒株式会社
(サービス)

事業概要

総合衛⽣管理サポート（有害⽣物防除を中⼼に、
微⽣物対策、コンサルティング・教育、検査分析、
商品・技術開発、⽂化財保護）を展開し、⾷の安
⼼・安全を担保する事業を⾏っております。

時を経ても、続く価値を。

セキスイハイムグループ
(建設)

事業概要
セキスイハイムのメイン事業は新築⼾建事業と
リフォーム事業です。住宅の⼤半を「⼯場で⽣
産」することで⾼品質の住宅を「全て」のお客
様へ提供。エリア限定勤務なので地域に密着し
た家作りが可能です。



DAY1 12月7日(月) 第5ターム 14:20～15:00

“ロッテノベーション”で、未来を創ろう

株式会社ロッテ
(⾷品・メーカー)

事業概要

これまで数々のロングセラー商品を世に送り出
してきた”お⼝の恋⼈”ロッテ。現状に満⾜する
ことなく、常にチャレンジし続ける企業です。
セミナーにご参加頂き、そんなロッテの社⾵を
ぜひ肌で感じてください︕

美味しさと健康を追求し、幸せな⾷⽣活に貢献します。

丸⼤⾷品株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

ハムやソーセージだけではなく、レトルト商品
やデザートなど幅広い商品群を製造・販売する
総合⾷品メーカーです。お客様視点を重視し、
安⼼、安全な⾷品提供だけでなく、新しい価値
の創造にも取り組んでいます。

外⾷応援企業として、⾷⽂化の未来を創造しています

髙瀬物産株式会社
(⾷品・卸/商社)

事業概要

レストラン・ホテル・居酒屋等の外⾷産業、お
弁当・惣菜等の中⾷産業向けに業務⽤⾷品、酒
類、関連資材を販売から流通まで⾏う⾷品専⾨
商社です。

⾷品包装に必要な素材。それが我々の製品です。

出光ユニテック株式会社
(化学・メーカー)

事業概要

様々な⾷品、また医療分野での輸液･⾎液バック
⽤トレーやシリンジ包装の素材となるプラスチ
ックフィルム、シート、袋の再開閉を容易にす
るために使⽤されるジッパーテープの開発、
製造、販売を⾏っています。

⾷と農を基軸とし地域に根ざした協同組合です︕

JAさがみ（さがみ農業協同組合）
(農協)

事業概要

JAさがみは地域の皆様との深い信頼と固い絆を
⼤切にし、安⼼・便利な地域⾦融機関として、
また新鮮で安全な農畜産物を提供し組合員そし
て地域の皆様の快適で豊かな⽣活の実現に貢献
してまいります。

環境に配慮した防災⼯法を開発・提供しています。

⽇特建設株式会社
(建設)

事業概要

台⾵の⼤⾬により世界遺産である清⽔寺境内の
斜⾯が崩壊し、崩壊斜⾯復旧⼯事を⾏いました。
⽂化財や史跡の安全を守りつつ景観を復元する
⼯事等を得意とします。「安⼼・安全な国⼟造
り」に貢献しています。



DAY1 12月7日(月) 第6ターム 15:10～15:50

「６Ｐチーズ」等、乳製品を製造・販売しています

雪印メグミルク株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

「未来は、ミルクの中にある。」というコーポ
レートスローガンを掲げ、ミルクを原料とした
⽜乳やヨーグルト、バター、チーズなどの商品
開発を中⼼に、ミルクの新たな価値を⾒出すた
めの取り組みを⾏っています。

冷凍うどん、冷凍お好み焼シェア NO.1︕

テーブルマーク株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

冷凍麺、冷凍お好み焼、パックごはんなどを主⼒商
品にもつ、⾷品メーカーです。⽇常の喜びに繋がる
⾷卓を通じて、お客様に豊かなときをお届けするた
めに、これからも⾼付加価値な商品の追求に努めて
まいります。

創⽴100年︕産婦⼈科領域のスペシャリティファーマ

あすか製薬株式会社
(医薬品・メーカー)

事業概要

ホルモン製剤のパイオニアとして産婦⼈科領域を中
⼼に3領域の医薬品を提供しています。MR職のフル
フレックスタイム制など、働きやすい環境づくりに
も取り組んでいます。
皆さんのOBは様々な部署で活躍中です︕

130年超えの歴史＋成⻑性を兼ね備えた会社です︕

株式会社 折兼
（⾷品・インフラ）

事業概要

当社は「⾷品包装資材を通じてお客様のお困り事を
解決する」ということをミッションとして掲げてい
ます。⾷のインフラを守ることで社会に貢献し、お
客様のために⽇々活動をしています︕

創業86年、外⾷産業を影から⽀える⿊⼦役︕

株式会社 久世
(⾷品・卸/商社)

事業概要

久世では皆さんが普段外⾷をされるレストラン
やホテルなどの飲⾷店へメーカー様の商品を販
売・配送をしています。⾷べることが好き、い
ろんなお店を知りたい⽅、久世で繁盛店をつく
るお⼿伝いを⼀緒にしてみましょう

業界1位︕花とみどりの感動創造企業です︕

株式会社⽇⽐⾕花壇
(サービス)

事業概要

全学部男⼥歓迎︕花の知識や技術は⼀切不要で
す。多岐に渡る事業に挑戦したい⽅、チームで
感動創造を仕事にしたい⽅、活躍できるフィー
ルドがたくさんあります。



DAY1 12月7日(月) 第7ターム 16:00～16:40

たれの出荷量⽇本⼀のBtoB企業です︕

⽇本⾷研ホールディングス
(⾷品・メーカー)

事業概要

ブレンド調味料(液体・粉体)、レトルト⾷品、
ハム・ソーセージ、その他加⼯調理⾷品の研究
開発、製造、販売

お客様になくてはならない存在を⽬指して120年

株式会社中村屋
(⾷品・メーカー)

事業概要

和洋菓⼦、パン、⾷品の製造から販売までを⼀
貫した体制で⾏っている⾷品メーカーです。
「⾷」を通して幅広い事業展開をしているため、
若⼿が活躍できる⾵⼟があります。

効きめを創り、効きめで奉仕する

全薬⼯業株式会社
(医薬品・メーカー)

事業概要

かぜ薬の「ジキニン」をはじめ、抗体医薬品
「リツキサン」や敏感肌向け化粧品「アルージ
ェ」、除菌スプレーといった予防衛⽣⽤品など、
幅広い製品の製造・販売を⾏い、⽣活者の皆さ
まの健康を⽀えています。

創業110年★⿊字無借⾦★総合パッケージメーカー

福助⼯業株式会社
(⾷品・インフラ)

事業概要

ラミネートや合樹製品等、世界でも稀有な6事
業を展開しています︕中⾝を取り出すと捨てて
しまいがちなパッケージですが、実は多くの
⼯夫が詰め込まれています。是⾮⼀度、話を聞
いてみて下さい︕

⽇本の農業を『施設建設』から⽀えるエンジニアリング

ヨシモトアグリ株式会社
(建設)

事業概要

畜産の経営効率向上・環境対策に貢献すべく、
農場（豚舎・鶏舎）の設計・施⼯を⼀貫して⾏
っています。欧⽶の進んだシステムを導⼊し、
農場の設計〜アフターメンテナンスまで⼿掛け
るエンジニアリング企業です。

⼈々の⽣命・健康そして環境を⽀えています

株式会社江東微⽣物研究所
(サービス)

事業概要

病気の診断や治療だけでなく、早期発⾒や予防
など、医療の現場では⽋かせない臨床検査。⽣
活に⽋かせない⽔や⾷品の安全を守る環境衛⽣
検査。当社はそれらの検査を通して⼈々の⽣命、
健康そして環境を守っています。



DAY1 12月7日(月) 第8ターム 16:50～17:30

「感動のおいしさ」で⽇本全国の⾷卓を彩る︕

事業概要
ニッポンハムグループの1社として、加⼯⾷品
の商品開発・製造を担当。「おいしい笑顔のお
⼿伝い」をコンセプトに他社の追随を許さない
商品開発⼒で新しい⾷をつくり出します。⼀緒
に夢ある商品づくりをしませんか︕

チョコレートを通じて、たくさんの笑顔を。

⽇新化⼯株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要
製菓・製パン業界に業務⽤チョコレートを提供
する⾷素材メーカーです。私たちの使命はチョ
コレートを通じてたくさんの笑顔を⽣み出すこ
と。これからも、次世代のものづくりに向けた
挑戦を続けます。

求め続けるのは「不」を解消をするビジネス。

株式会社ファンケル
(化粧品・メーカー)

事業概要
ファンケルは、無添加化粧品、サプリメント、
⻘汁、発芽⽶などの研究・開発・製造・販売
（通信販売、直営店舗販売、卸販売）をすべて
⾃社で⼀貫して⾏っている会社です。想いを込
めた商品をお客様に提供しています。

東京・千葉・埼⽟で事業を⾏う【⽇本最⼤】の⽣協です

⽣活協同組合コープみらい
(⽣協)

事業概要
コープみらいは、コープデリ宅配事業や店舗事
業など⾷に関する事業を中⼼に、保障、福祉・
介護、サービス、でんき・ガスなど幅広い事業
を通じて組合員のくらしに、そしてSDGsの⽬
標達成に貢献しています。

環境課題を解決する環境総合コンサルティング会社

株式会社環境管理センター
(環境)

事業概要
環境のプロフェッショナルとして、調査・分
析・コンサルタント業務を通じて、お客様の環
境課題を解決する環境総合コンサルティング会
社です。また、栽培試験、センチュウ診断等、
農業関連の事業も展開しております。

横浜のさらなる⾶躍のため、「チーム横浜」で⼒を結集

横浜市役所
(公務員)

事業概要

横浜市は、経済・⽂化・都市整備・福祉など幅
広い⾏政サービスを担い、職員はプロフェッシ
ョナルとして、「チーム横浜」で、持続可能な
まちづくりを進めています。本市で働く魅⼒を
卒業⽣と採⽤担当がお伝えします。

⽇本ハム⾷品株式会社
（ニッポンハムグループ）

(⾷品・メーカー)



DAY2 12月8日(火) 第1ターム 10:00～10:40

豊富な商品と販売シェアトップクラスの商品があります

モランボン株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要
焼⾁のたれだけではなく、世界の⾷⽂化を幅広
く提案する企業として700種類以上の商品をリ
リース。主⼒商品である韓の⾷菜チャプチェや
全15種類ある餃⼦・春巻などの中華⽪は販売シ
ェアトップクラスを誇ります。

【伊藤忠グループ】さらなる躍進⽬指し挑戦し続けます

エイツーヘルスケア株式会社
（伊藤忠グループ）

(COR)
事業概要

医薬品や医療機器だけでなく、再⽣医療等製品
の開発にも積極的に挑戦し続けています。さら
に、新 たな治療を待ち望んでいる患者さんの為、
最速で開発が出来る様、開発プロセスの最新⼿
法にも取り 組んでいます。

東証⼀部上場︕全国9位（九州トップ）の総合卸売企業

ヤマエ久野株式会社
(⾷品・卸/商社)

事業概要
当社は、加⼯⾷品をはじめ、⽇配品・酒・原材
料など「⾷」に関するものと⽊材や住宅設備機
器など「住」に関するものを取り扱う総合卸売
企業です。販売だけでなく「物流」でもメーカ
ー・⼩売店をサポートしています。

⽣産者と消費者を安⼼で結ぶ懸け橋になります

JA全農⻘果センター株式会社
(⾷品・卸/商社)

事業概要

私たちのもとには、全国のJA（農協）から毎⽇
1,600トンもの⻘果物が集まります。⽣産者が
丹精こめて作った⻘果物を消費者にお届けし、
⽣産者・消費者の⽅が共に笑顔になれるよう、
⽇々仕事に励んでいます。

おいしい乳製品の製造・販売をしています

⼩岩井乳業株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要
⽣乳100%ヨーグルト、iMUSEヨーグルト、⼩
岩井チーズ、純良バターなど、乳製品を主に扱
っています。お客様に「おいしい」「うれし
い」と感じていただけることが、私たちの存在
意義であると考えています。

学部学科不問︕住まいを通してお客様の夢をカタチに

株式会社⼀条⼯務店（住宅メーカー）
(建設)

事業概要

【⽊造⼾建住宅事業・リフォーム事業・マ
ンション事業・海外住宅事業・住宅ローン
事業など】



DAY2 12月8日(火) 第2ターム 10:50～11:30

ソースはやっぱりブルドック︕創業119年︕

ブルドックソース株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要
ウスター、中濃、とんかつソースを中⼼に、お
好みソース、焼そばソースなど、嗜好やニーズ
に合わせた商品づくりに取り組んでいます。最
近では「＆Bull-dog」にて、たれ、ドレッシン
グを発売しました。

安全・安⼼で豊かな⾷を⽀える⾷品流通のエキスパート

横浜冷凍株式会社
(⾷品・卸/商社)

事業概要

創業以来70年以上に渡り、2つの事業で皆さんの
⾷を⽀えています。【⾷品販売事業】⽔産品・畜
産品・農産品の販売、加⼯並びに輸出⼊【冷蔵倉
庫事業】⾷品を中⼼とした貨物の保管管理

命を想い、未来へつなぐ。

富⼠フイルムメディカル株式会社
(機器・商社)

事業概要

富⼠フイルムグループの医療事業を担い、医療
機器やITシステムの提案から維持・管理までを
⼿がけます。独⾃のソリューションを通じ「命
の現場」のさまざまな課題を解決し、充実した
医療環境の構築を⽀えています。

私達と⼀緒に“⾷⽂化の創造”に携わってみませんか︖

UCCコーヒープロフェッショナル
株式会社

(⾷品・卸/商社)
事業概要
私たちUCCコーヒープロフェッショナルは、
UCCグループの業務⽤サービス事業の中核を担
い、永年培ってきたコーヒーに関する専⾨知識
や技術、ノウハウなどをDNAとして持つ業務⽤
⾷品卸企業です。

包む事なら何でも出来るアジアNo.1容器メーカー

東洋製罐グループホールディングス株式会社
(⾷品・インフラ)

事業概要

⽸やペットボトル、ガラスびんや紙容器、キャ
ップ類、そしてそれらをつくる素材や機械まで
容器包装の研究・開発・製造と販売を⾏ってお
ります。みなさんが毎⽇使⽤する⾝近な容器包
装を開発、発展させています。

国内最⼤級の受託分析機関です。

事業概要
当センターは⾷品・医薬品・化学⼯業品などの
分析における国内最⼤級の受託分析機関です。
業界のリーディングカンパニーとして分析試験
を通じて「健康と安全」をサポートし，広く社
会の進歩・発展に貢献しています。

⼀般財団法⼈⽇本⾷品分析センター
(サービス)



DAY2 12月8日(火) 第3ターム 11:40～12:20

パン・和・洋菓⼦業界のリーディングカンパニー

⼭崎製パン株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

⾼品質で安全・安⼼なパン・和菓⼦洋菓⼦、等
を製造し、⽇々フレッシュな状態で販売するこ
とを社業としています。また、ベーカリーやコ
ンビニエンスストア事業も⾏っています。

♪おうち麺はシマダヤ♪流⽔麺でおなじみ︕

シマダヤ株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要
当社は2021年に創業90周年を迎える麺専業メ
ーカーです。⻑い歴史の中で培ってきた技術
⼒・開発⼒を武器に、時代のニーズに合わせた
商品の開発を⾏い、おいしい笑顔をお届けでき
る企業を⽬指しています。

「⽣きる喜びを、もっと」を多くの⼈々へ届けるために

グラクソ・スミスクライン株式会社
(医薬品・メーカー)

事業概要
GSKは科学に根ざしたグローバルヘルスケア企
業として「⽣きる喜びを、もっと」を存在意義
とし、世界中の⼈々がより充実して⼼⾝ともに
健康で⻑⽣きできるよう、⽣活の質の向上に全
⼒を尽くしたいと考えています。

⽇本の⾷を⽀える業界トップ企業です︕

三菱⾷品株式会社
(⾷品・卸/商社)

事業概要
三菱⾷品は、⾷の「中核企業」を⽬指し、⽇本
の⾷を⽀えています。⾷のライフラインとして
⼈々の⽣活を⽀えながら、⽣産者から⽣活者ま
での⾷に関わる全てに携わり、豊かな暮らしの
実現に貢献しています。

あなたの知らないデザートパッケージの世界

伊藤景パック産業株式会社
(⾷品・インフラ)

事業概要

デザートパッケージの企画製造販売。コンビニ
やデパ地下など実は皆さんの⾝近な所で活躍し
ています。パッケージでヒット商品をプロデュ
ース。昨⽇⾷べたデザートにも当社のパッケー
ジが使われていたかもしれません︕

幅広い事業展開や仕事の醍醐味を詳しくお話しします

⼤和ハウス⼯業株式会社
(建設)

事業概要

住宅、マンション、賃貸住宅、商業施設、物流
施設、医療・介護施設、⾷品⼯場等の企画・設
計・施⼯・販売/都市開発事業、環境エネルギー
事業、ロボット事業、海外事業 等



DAY2 12月8日(火) 第4ターム 13:30～14:10

プロに認められる乳製品のプロであり続ける

タカナシ乳業株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

乳業メーカーの中でも「業務⽤乳製品」に強い
当社。有名洋菓⼦店やレストランの材料をはじ
め、コンビニスイーツの原料としても使ってい
ただいています。⾷の専⾨家達のニーズを的確
に掴む「技術と営業」が強みです。

アジアNo.1のワインインポーター︕

エノテカ株式会社
（アサヒビールグループ）

(⾷品・卸/商社)
事業概要

ワインの買い付け・輸⼊から、ワインの卸売
（飲⾷店、量販店向け）、ワインの⼩売（⾃社
店舗、⾃社ECサイト）、海外でのワイン販売事
業まで⼀貫して⾏っています。年間1000万本を
取り扱い、11年連続増収継続

菓⼦専⾨商社のリーディングカンパニーです︕

株式会社⼭星屋
(⾷品・卸/商社)

事業概要
⼭星屋は総合商社丸紅のグループ企業で、スー
パーやコンビニ等の⼩売店にチョコレートやス
ナックといった「お菓⼦」を販売している菓⼦
専⾨商社です︕（売上⾼︓2,761億円＜2020年
3⽉期実績＞）

⾃然と健康を科学する

株式会社ツムラ
(医薬品・メーカー)

事業概要

「⾃然と健康を科学する」という経営理念のも
と、漢⽅医学と⻄洋医学の融合により世界で類
のない最⾼の医療提供に貢献していく事を企業
使命とし、1⼈でも多くの患者様に漢⽅薬をお
届けできるよう取り組んでいます。

酒類専業卸としての強みで市場の発展に貢献しています︕

⽇本酒類販売株式会社
(⾷品・卸/商社)

事業概要

①酒類⾷品の卸売 ②酒類⾷品の輸⼊輸出 当社は
酒類を中⼼に扱う卸売業です。お酒は様々なシーンで扱
われますが,70年以上にわたって蓄積されたノウハウと品
揃えで,⽇々変化する多様なニーズに応え続けています。

理化学機器の総合商社です︕

島津サイエンス東⽇本株式会社
(機器・商社)

事業概要

株式会社島津製作所100％出資の⼦会社で、お
客様とメーカーをつなぐ商社です。上場企業・
公的研究機関・⼤学など、幅広い優良なお客様
の事業活動に貢献しております。



DAY2 12月8日(火) 第5ターム 14:20～15:00

嗜好⾷品から、⽇常必需⾷品のメーカーに脱⽪中です。

江崎グリコ株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

菓⼦、加⼯⾷品、アイスクリーム、乳製品、飲
料、乳児⽤粉、液体ミルク、スポーツフーズな
ど、幅広いカテゴリーで「おいしさと健康」を
具現化しています。これからは、「健康」、
「⽇常必需⾷品」に⼒を⼊れます。

⽇本のメーカーの研究開発の未来を⽀える︕︖

JAPAN TESTING LABORATORIES株式会社
(評価分析業界)

事業概要

あらゆるメーカー（⾃動⾞、航空機、半導体、
⾷品、化粧品等）の開発品の「評価実験・解
析」を⾏い、世界の最先端の開発や次世代のも
のづくりに貢献しています。研究や実験が好き
な⽅、ぜひお話を聞いてみませんか︖

LIONは未来の暮らしを創造する会社です

ライオン株式会社
(医薬品・メーカー)

事業概要

LIONは⽇⽤品の⽣産販売だけでなく未来の暮ら
しを創造します。ヘルスケアリーディングカン
パニーを⽬指し⽇々の⽣活に必要な製品はもち
ろん、新たな習慣を創る製品を⽣み出すことで
⼈々の暮らしによりそいます。

CRO業界のパイオニア〜がんと⾔えばイーピーエス〜

イーピーエス株式会社
(CRO)

事業概要

⽇本のCRO業界で初めて株式上場した業界のパ
イオニア。業界随⼀の規模・実績を誇り、豊富
な経験により培われたノウハウをもとに、再⽣
医療やリアルワールドデータなどの最先端領域
にも挑戦し続けています。

⾷⾁で世界と地域を繋ぐ、⾷⾁総合商社。スターゼン︕

スターゼン株式会社
(⾷品・卸/商社)

事業概要

スターゼンは⽜・豚を育てる産地や⾷⾁加⼯⼯場を
持ち、全国の精⾁店・スーパー、外⾷店などへ商品
の販売・流通をしています。社名は表に出ませんが
扱う⽣⾁の量は国内トップクラスです。

みどりに関わる事業で快適空間を創造します

株式会社⽇⽐⾕アメニス
(建設)

事業概要

みどりに関する事業で社会・環境に貢献しています。
造園施⼯では公園や緑地を創り、公園等の管理運営
では施設の価値や魅⼒を引き出します。また、弊社
は港区ワークライフバランス推進企業に認定されて
います。



DAY2 12月8日(火) 第6ターム 15:10～15:50

未常識を形に

株式会社湖池屋
(⾷品・メーカー)

事業概要

総合スナックメーカーの湖池屋です︕「カラム
ーチョ」などのロングセラー商品だけでなく、
「湖池屋プライドポテト」など、⽇本や品質に
こだわる「湖池屋品質」を掲げ、新ブランドを
続々と⽣み出しています︕

安⼼でおいしい商品を届ける菓⼦専⾨商社です︕

株式会社髙⼭
(⾷品・卸/商社)

事業概要

当社はメーカー様からお菓⼦を仕⼊れ、⼤⼿コ
ンビニやスーパーへ卸す菓⼦専⾨商社です。商
品管理から物流提案、売場提案、PBの企画開発
までトータルに⾏っています。菓⼦・流通に興
味のある⽅、お待ちしています︕

⾹り・技術で新しい価値を世の中に。

⾼砂⾹料⼯業株式会社
(化学・メーカー)

事業概要

⾷品や⽇⽤品などに使⽤される⾹料を通じて、
「おいしい︕」「⼼地いい︕」を届ける⾹料会
社です。⾹料業界では国内1位の売上⾼を誇り、
世界27の国と地域にグローバル展開する、リー
ディングカンパニーです。

科学技術の発展をサポートする理化学機器商社です︕

株式会社池⽥理化
(機器・商社)

事業概要

⼈の命や健康に関わる医薬品開発、遺伝⼦治療
などの医療技術、環境保全技術などの基礎研究。
池⽥理化は、各種装置や試薬など、研究者の⼀
番近くで、最適な研究環境の提供をおこなう創
業89年の理化学機器商社です。

「地域と共⽣する」都市農業・ＪＡ

セレサ川崎農業協同組合
(農協)

事業概要

当JAは神奈川県川崎市全域で事業を⾏っていま
す。JAの最⼤の魅⼒は総合事業を通じて組合員
や利⽤者、地域の皆様が安⼼して暮らせる豊か
な地域社会を描けるよう多⾓的に事業を展開し
ているところです。

空調・衛⽣・電気を主体とした設備⼯事会社です。

⼤成設備株式会社
(建設)

事業概要

⼤成建設グループﾟに属し、空調・衛⽣・電気を
主とした設備⼯事会社です。社員教育に注⼒し
ており、資格取得の推進や「３年で⼀⼈前のエ
ンジニア（施⼯管理）」になることを⽬指した、
充実した研修を整えています。



DAY2 12月8日(火) 第7ターム 16:00～16:40

「⽇本」だけじゃない︕「ハム」だけじゃない︕︕

⽇本ハム株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

国内⾷⾁業界で最⼤級のインテグレーションシステムを
築き、⽣産から販売までを⼀貫し、安全安⼼な商品を皆
様へお届けしております。⾷物アレルギーへの対応、糖
質オフ商品等、全ての⽅の⾷べる喜びに貢献します。

【⾷×海外】UFIは総合⾷品のOEMメーカーです︕

UNITED FOODS
INTERNATIONAL株式会社

(⾷品・メーカー)
事業概要

「⾷を通じて世界の⼈々の暮らしを豊かにす
る」を企業理念として掲げ、商品の企画や開発、
ブランドサポートなど様々なソリューションを
提供することで強みを発揮し、あらゆる領域に
てお客様のニーズに応えています。

通販化粧品 健康⾷品 売り上げNO.1︕

株式会社ディーエイチシー
(化粧品・メーカー)

事業概要

化粧品、健康⾷品、⾷品、医薬品、アパレル、
インナーウェア等の製造販売

三井物産グループ⾷品事業の中核企業︕

三井⾷品株式会社
(⾷品・卸/商社)

事業概要

当社は「総合⾷品卸売業」です。⽇本は勿論、
世界中の約3,000社のメーカーから加⼯⾷品・
お酒・ペットフードなどの商品を仕⼊れ、全国
の量販店・コンビニ・外⾷産業などの得意先に
販売しています。

私たちは「病気を⾒つける薬」をつくっています。

株式会社シノテスト
(医薬品・メーカー)

事業概要

臨床検査薬は、病気の診断、治療⽅針の決定、
予後の判定に⽋かせないものであり、コロナ禍
においても検査の重要性が再認識されています。
当社は臨床検査を通じて社会に貢献していける
会社でありたいと考えています。

当社で、⼀緒にお客様にハッピーを届けましょう︕

事業概要
当社は、⽇本の清涼飲料業界を牽引するメーカー
であり、また世界第3位の売上⾼を誇るコカ・コ
ーラボトラーです。コカ・コーラや綾鷹など皆さ
んに知っていただいている製品の製造・物流・営
業などを⾏っています。

コカ・コーラ ボトラーズジャパン
株式会社

(⾷品・メーカー)



DAY2 12月8日(火) 第8ターム 16:50～17:30

製品を通じてお客様へ寛ぎのひとときを提供します︕

ヤマザキビスケット株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要
「チップスター」「エアリアル」「ルヴァンプライム」
「ノアール」などを製造販売する菓⼦メーカーです。
「価値ある製品の提供」を理念に掲げ、安全・安
⼼・⾼品質で“美味しい”お菓⼦を全国にお届けして
います。

【BtoBtoC】街中に広がる私たちの仕事

ケンコーマヨネーズ株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

サラダ・総菜類、マヨネーズ・ドレッシング・
ソース類、タマゴ加⼯品等を製造販売していま
す。確かな商品⼒とメニュー提案⼒を強みとし
て、企業のお客様、そして皆さんへと価値ある
「⾷」をお届けしています。

バンテリンでおなじみのコーワです。

興和株式会社
(医薬品・メーカー)

事業概要

興和は医薬品・医療⽤機器・環境・省エネ製品
などのメーカー機能と総合商社としての機能を
あわせ持ち、事業フィールドは多岐にわたって
います。

農薬を通して地域貢献します。

北興化学⼯業株式会社
(化学・メーカー)

事業概要

農薬事業を通して⾷⽣活に貢献する化学メーカ
ーです。研究職、営業職、製造職などの仕事が
あり、専⾨性よりもやる気を⼤切にします。特
に⼈物重視の選考を⼼掛け、⼊社後も研修や資
格⽀援制度でしっかりと⽀えます。

年間1,000点の商品を⽣み出す総合メーカー

アイリスオーヤマ株式会社
(機器・メーカー)

事業概要

家電・⾷品・⽇⽤品など多岐に渡る事業展開を
⾏っています。約25,000点の商品と年間1,000
点の新商品を⽣み出すことで、消費者の不満不
便を解決しています︕

県⺠視点に⽴ち積極的に⾏動できる職員を求めています

千葉県庁
(公務員)

事業概要

温暖で豊かな⾃然に恵まれた千葉は、県内総⽣
産、⼯業、商業、農業、⽔産業の全ての分野の
指標が全国トップテンに⼊るバランスが取れた
県で、⾏政職のほか技術職・資格免許職など
様々な職種の職員が勤務しています。



DAY3 12月9日(水) 第1ターム 10:00～10:40

⽇本に、世界に、おいしくて健康な「きのこ⾷⽂化」を

ホクト株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要
ホクトはきのこの研究開発から販売までを⾃社
で⼀貫して⼿掛ける⽇本唯⼀の「きのこ総合企
業グループ」です。おいしさと健康にこだわり
続け、きのこの⽣産量・売り上げともに国内ト
ップクラスの実績を誇っています。

Marine Revolution世界の⾷に衝撃を

事業概要

ニッポンハムグループで⽔産分野を担当してい
るマリンフーズは、シーフードの新たなスタイ
ルを提案し、世界中の⾷卓に彩りを添えるシー
フードカンパニーです。⾷の美味しさや可能性
を、⼀緒に⾒つけていきませんか︖

ヘルスケアを通じて世界中の⼈々の健康に貢献します︕

栄研化学株式会社
(医薬品・メーカー)

事業概要
■臨床検査事業︓⼤腸がん検査⽤試薬や遺伝⼦増幅
技術ＬＡＭＰ法を⽤いた遺伝⼦検査製品などの研究
開発、製造及び販売
■⾷品・環境検査事業︓⾷品微⽣物検査⽤試薬、環
境微⽣物検査⽤試薬の研究開発、製造及び販売

当社のパッケージは必ず⾒たことがあるはず︕

株式会社クラウン・パッケージ
(⾷品・インフラ)

事業概要

パッケージ製品の企画・製造・販売から配送まで1〜
100を全て⾃社で⾏っています。中でも「マイクロフ
ルート」という薄く、⾊鮮やかな汎⽤性の⾼い分野に
おいて、シェア1位のリーディングカンパニーです。

【⼤林組グループ】道路業界はおもしろい︕

⼤林道路株式会社
(建設)

事業概要
⼤林道路は⼤林組グループの⼀員として、道路
建設を中⼼に培ってきた技術により、⾼速道路、
空港、港湾など産業基盤の構築を担い、景観整
備、緑化⼯事、メガソーラーなど⽣活基盤の整
備にも⼒を注いでいます。

確かな技術で「安⼼を⾒える化」します︕

株式会社静環検査センター
(その他・技術サービス業)

事業概要

当社は、お客様から依頼を受け様々な検査や分
析を⾏う受託検査会社です。対応している分野
は幅広く、「⽔」「⼤気」「⼟壌」をはじめ
「⾷品」「医薬品」「⼯業製品」など、⼈に触
れるものすべてを対象としています。

マリンフーズ株式会社
（ニッポンハムグループ）

(⾷品・メーカー)



DAY3 12月9日(水) 第2ターム 10:50～11:30

おいしい「︕」で「新しいおいしい」を世の中にお届け

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

＜飲料⽔及び⾷品事業、外⾷事業、その他＞
ポッカサッポロはレモン、スープ、飲料、プラ
ンツミルク、業務⽤の5つの商品カテゴリーを
中⼼に、幅広い事業展開を⾏っております。

笑顔を創る Ｂｅユニークいつも、わくわくどきどきを

守⼭乳業株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

創業1918年⽇本で最初に珈琲⽜乳を開発販売した会
社。昨年神奈川⼯場竣⼯で働き易い職場に、新規設
備増と無菌充填商品(常温・⻑期保存可能)による商
品開発〜販売。営業所も増設し販売⼒を強化してい
ます。

医療福祉を⾷で⽀えるリーディングカンパニー

⽇清医療⾷品株式会社
(⾷品・給⾷)

事業概要

少⼦⾼齢化で課題が⼭積している医療・福祉分
野に特化し、「⾷品商社」と「給⾷受託業務」
この2つの事業を通じて「医療・福祉を⾷で⽀
える」リーディングカンパニーです。

モノづくりを極めるプロフェッショナル集団︕

株式会社サティス製薬
(その他・化粧品、OEM)

事業概要

「⽪膚の理想を形にする」スキンケア化粧品
OEMのベンチャー企業です。通常のOEMが⾏っ
ている処⽅設計・量産だけでなく、製品の企画
提案やオリジナル原料の開発、安全性・有効性
の評価試験まで⾏っております。

東証⼀部上場︕今後も強化するのはまいたけの商品⼒

株式会社雪国まいたけ
(⾷品・メーカー)

事業概要

まいたけの⼈⼯栽培技術確⽴後、えりんぎ、ぶ
なしめじの栽培を⾏い、「きのこ総合企業」と
しての基盤を確⽴。更に現在加⼯⾷品や健康⾷
品も⼿がけており「総合⾷品企業」として今後
も更なる成⻑を⽬指しています。

⾷の未来を拓く『農業総合メーカー』

渡辺パイプ株式会社
(農ビジネス)

事業概要

当社は、農業を⽀える営農家や農材店のお客様
に対して、農業⽤パイプハウスや付帯設備など
を販売しています。そして、ただモノを売るだ
けではなく、設計から施⼯・メンテナンスまで
⼿掛けています。



DAY3 12月9日(水) 第3ターム 11:40～12:20

創業1645年 ⽇本の⾷⽂化の向上に貢献しています

ヤマサ醤油株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

古来より⽇本料理のベースとしてわが国の⾷⽂
化を担ってきたしょうゆは、いつの時代も⼈々
においしさと笑顔を提供してきました｡おいしさ
によって、この国は発展し続けてきたと⾔って
もよいでしょう｡

誰もがいつでも笑顔になれるヨーグルトをお届けしたい

⽇本ルナ株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

私たちは、ヨーグルトや乳酸菌飲料などを製
造・販売している⾷品メーカーです。「バニラ
ヨーグルト」「のむヨーグルト」等、健康性だ
けでなく、おいしさにこだわった他社にはない
商品をお客様へお届けしています。

みんなの「アタリマエ」をそっと⽀えています。

カネコ種苗株式会社
(種苗メーカー)

事業概要

⾷の根幹であるタネの品種開発と採種を世界各
国で展開している種苗メーカーです。また、農
業・園芸に必要不可⽋な様々な商品を卸売販売
し、全国の農家さんと⾷の根幹を⽀えるお⼿伝
いをしている農業総合企業です。

医薬品等の供給に加え、地域医療をつなぐ役割を⽬指す

アルフレッサ株式会社
(医薬品・商社)

事業概要

医療⽤医薬品を中⼼とした様々な商品を医療機
関等にお届けしている医療総合商社です。営業
は医薬品等の販売活動や最新の医療情報提供を、
薬剤師は医薬品の管理、情報提供、ＤＩ業務、
薬事業務、教育を担当します。

酪農家の良きパートナーとして「楽農」をめざします

森永酪農販売株式会社
(飼料販売業、農場事業)

事業概要

私たちは乳⽜の飼料販売事業をメインでおこな
っている会社です。飼料販売を通じて酪農振興
に貢献し、お客様の良きパートナーになれるよ
う⽇々酪農家と向き合い、酪農経営に役⽴つ提
案・サポートをおこなっています。

この⼒で世界をもっと強くする︕

ライト⼯業株式会社
(建設)

事業概要

災害が多い⽇本の中で「防災・減災」をキーワ
ードにしている建設会社です。⼟砂災害に対す
る「斜⾯防災事業」、軟弱地盤に対する「地盤
改良事業」で国内実績NO.1”特殊⼟⽊のリーデ
ィングカンパニー︕”



DAY3 12月9日(水) 第4ターム 13:30～14:10

おかげ様で100周年︕7期連続増収増益継続中︕

株式会社桃屋
(⾷品・メーカー)

事業概要

当社は「ごはんですよ︕」等のロングセラー商
品を開発・製造している瓶詰⾷品メーカーです。
当社は100周年を迎え、次の100年を担う⼈材
を求めております。⼀緒に⾷の歴史に名を残す
仕事をしてみませんか︖

【ニッポンハムグループ】⾁×エキス＝∞︕

⽇本ピュアフード株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

ニッポンハムグループで唯⼀の製販⼀体の⾷⾁
メーカーとして、⾷⾁加⼯品及び、畜産エキス
調味料の製造、開発、販売を⾏っています。
⽇々「0→1」を創出することで、世の中の"⾷"
を豊かにしていきます︕

仕事を通じて⼈々の健康づくりに貢献します

ゼリア新薬⼯業株式会社
(医薬品・メーカー)

事業概要

消化器に特化した医療⽤医薬品と、独創的な
OTC医薬品の2つの医薬品を⼿掛ける医薬品メ
ーカー。中堅規模ながら2019年度海外売上⾼⽐
率は31.0％。3つの事業の柱をもち、バランス
よく安定した収益が強み。

⽇本農業を根元から⽀える。⾷に貢献できるやりがい

⽚倉コープアグリ株式会社
(化学・メーカー)

事業概要

【東証⼀部上場】創業１００年で培った肥料技
術で、⽇本のおいしい野菜や果物、⽶など地域
ごとの⽣産者ニーズに寄り添うことで農業を⽀
えています。また化粧品原料や化学品の製造販
売など事業は多岐にわたります。

「おいしい︕」は飼料からできている

中部飼料株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要
◇畜産・⽔産⽤配合飼料の製造販売
お客様と課題を共有し、カスタムメイド飼料の提案
営業により差別化を図る
◇家畜診療業務◇畜⽔産物の販売
◇有機⼊り配合肥料の製造販売

バイオ最先端。⽣物資源科学部出⾝の先輩多数⼤活躍︕

アルテア技研株式会社
(機器・商社)

事業概要
⽇本を代表する有⼒企業を中⼼とした研究開発
部⾨、試験分析部⾨（直接取引先 東証⼀部上場
企業130社以上）へ世界中からセレクトした最
先端分析機器を販売及び保守、分析サポートコ
ンサルティング。



DAY3 12月9日(水) 第5ターム 14:20～15:00

世代を超えて愛されるカテゴリシェアNo.1商品多数

丸美屋⾷品⼯業株式
(⾷品・メーカー)

事業概要

「のりたま」「⿇婆⾖腐の素」「釜めしの素」
をはじめ、家庭の味わいをおいしく、⼿軽に届
け続ける⾷品メーカーです。新たな⾷⽂化を創
造し⽣活の豊かさの向上に寄与することで社会
に貢献します。

おつまみの製造を主とした⾷品メーカーです︕

株式会社なとり
(⾷品・メーカー)

事業概要

主⼒製品「チーズ鱈」をはじめ、⼤⼈から⼦供
まで楽しめる多種多様なおつまみを製造・販売
しています。要冷蔵おつまみ、常温チーズなど
新ジャンル製品を次々に送り出しています。

今の世の中にそして未来に無くてはならないモノづくり

三井化学東セロ株式会社
(化学・メーカー)

事業概要
⾷品や⽇⽤品などのパッケージに使⽤され、
⼈々の⽣活を⽀える「包装フィルム」。半導体
などの電⼦部品の製造時に使⽤され、最先端技
術を⽀える「プロテクトフィルム」など、３つ
の主要事業で世の中を⽀えています。

価値創造のチカラで。⾷の恵みを世界から。

双⽇⾷料株式会社
(⾷品・卸/商社)

事業概要

双⽇⾷料は1983年に設⽴された双⽇グループの
「⾷の総合商社」です。畜産原料から農⽔産原
料、基礎原料、⾷品までを幅広く扱い、独⾃の
価値を創造し、世界の⼈々に安全・安⼼な⾷材
をお届けする企業です。

創業96年、愛され続ける⾵邪薬から新規事業まで︕

カイゲンファーマ株式会社
(医薬品・メーカー)

事業概要

⾵邪薬改源をはじめ、 当社の製品は主にドラッ
グストアで⾒かけると思います。しかし、実は
医療機関向け製品も多く取り扱っており、特に
胃のX線検査で使⽤するX線造影剤製品群は市場
トップシェア製品の⼀つです。

『お客様第⼀主義』を軸に「チーム」で仕事をします︕

明和地所
(不動産)

事業概要

⾃社ブランドの新築分譲マンション“クリオマン
ションシリーズ”を⼿掛ける、東証⼀部上場の総
合デベロッパーです。開発⽤地の取得から、商
品企画・調査、宣伝、販売、アフターサービス
までを⼀貫して⾏っています。



DAY3 12月9日(水) 第6ターム 15:10～15:50

「こてっちゃん」でお馴染みの総合⾷⾁企業です︕

エスフーズ
(⾷品・メーカー)

事業概要

【事業内容】⾷⾁の販売及び⾷⾁加⼯品、加⼯調理商品、
惣菜、ソース・調味料の製造販売
【PR】エスフーズは、これからもっと成⻑する為にも、
皆さんのような学⽣の採⽤に⼒を⼊れております。

天然調味料で世界の⾷⽂化をクリエイト︕

アリアケジャパン株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

100％ナチュラルなダシをもとにスープ、ブイ
ヨン、ソース等の天然調味料を製造する東証⼀
部上場企業です。拠点を中国、台湾、ベルギー、
フランス、オランダ、インドネシアに展開し世
界中に製品を提供しています。

私たちの⽣活に⽋かせない"⾹り"を扱う会社です

⻑⾕川⾹料株式会社
(化学・メーカー)

事業概要

⾷品や⽇⽤品、そして⽜や豚といった動物のエ
サなど、幅広い製品の⾹りをつくる会社です。
⾹料の研究開発・製造・販売を⼿がける当社で、
商品の価値を⾼め、⼈々の⽣活を豊かにするこ
とに挑戦しませんか。

⽇本、そして世界で、⾷のために、挑み続ける。

全国農業協同組合連合会
(農業協同組合)

事業概要

⽶穀・⻘果物・⽜⾁等の農畜産物の販売、
飼料・肥料・農薬・農業機械・資材等の
農業⽣産資材や⾷料品・燃料等の⽣活関
連資材の供給

蓄積した技術⼒と国内市場の信頼を元に海外へも進出︕

三笠製薬株式会社
(医薬品・メーカー)

事業概要

創業76年⽬。整形外科領域に特化し、経⽪吸収
製剤を中⼼に研究開発を⾏っています。軟膏剤
分野ではトップシェア製品（スチック剤）を持
ち、海外展開では主に中国への製品輸出等にて
市場進出を図っています。

繊維業から不動産業へシフト、会社も変⾰期です︕

⽚倉⼯業株式会社
(不動産事業、

ショッピングセンター（SC）業界)
事業概要

現在はショッピングセンターをはじめとする不
動産事業が中⼼です。さいたま新都⼼駅前の社
有地（元は繊維⼯場）を活かし、商業施設を核
にスポーツジムや保育園など⼈々のニーズに応
える段階的な開発を⾏っています。



DAY3 12月9日(水) 第7ターム 16:00～16:40

ニチレイフーズは冷凍⾷品業界のパイオニアです︕

株式会社ニチレイフーズ
(⾷品・メーカー)

事業概要
ニチレイフーズは、加⼯⾷品事業を担う会社です。
主⼒の冷凍⾷品を始め、レトルト⾷品・⽸詰・包装
氷等の製造・販売を⾏っています。
冷凍⾷品業界において、常にリーディングカンパニ
ーであり続けています。

⽇本で圧倒的な実績を誇る動物薬メーカー

共⽴製薬株式会社
(医薬品・メーカー)

事業概要

⼈と同じように動物に薬を届ける。それが共⽴
製薬の使命であり事業の柱です。当社は伴侶動
物⽤医薬品事業、畜⽔産動物⽤医薬品事業を展
開しており、国内売上⾼は業界第１位︕国内動
物薬業界をリードし続けています。

酪農業界の全てのプロセスに全酪連は関わっています︕

全国酪農業協同組合連合会
(農協)

事業概要

会員農協の組織運営指導、⽣乳の広域流通、乳製
品や⾷⾁の製造販売、また酪農家への情報や⽣産
資材の提供など多岐にわたる事業を展開し、⽇本
の酪農・乳業の発展に貢献しています。

DEAR JAPAN 〜次なる⽇本の創造〜

東海旅客鉄道株式会社
(運輸)

事業概要

⽇本の⼤動脈輸送を担う東海道新幹線に代表さ
れる鉄道事業を軸に、駅ビル事業をはじめとし
た関連事業や、超電導リニアによる中央新幹線
計画、さらには⾼速鉄道システムの海外展開な
ど、常に挑戦し続けています。

いつでも、時代が求める最先端の農業機械を︕

ヤンマーアグリジャパン株式会社
関東甲信越⽀社
(機器・商社)

事業概要

ヤンマーアグリジャパンは「YANMAR」の国内
総合農機販売会社です。農機の提案販売をはじ
め、点検・整備、農作業の⾼能率化・低コスト
化を推進するソリューションの提案など農業の
発展・充実に尽⼒しています。

当社は段ボールの製造、販売を全国で⼿掛けてます。

株式会社トーモク
(紙、パルプ)

事業概要

飲料や⾷品など各種製品の包装・保護・輸送等、
幅広い⽤途で社会に不可⽋となる段ボールを全
国で⼿掛け、皆さんの⽇常を⽀えながらデザイ
ン・省資源化等、より付加価値の⾼い製品の企
画・提案・⽣産を⾏っています。



DAY3 12月9日(水) 第8ターム 16:50～17:30

創造しよう︕楽しく豊かな⾷の未来を

プリマハム株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

プリマハムは創業以来、ハム・ソーセージ、⾷⾁を
中⼼に、安全・安⼼な商品の提供に努めてまいりま
した。今後も「いつも、ずっと、お客様に愛され、
⽀持される会社」を⽬指していきます。

加⼯海苔社別販売シェアNo.1企業です︕

株式会社⽩⼦（⽩⼦のり）
(⾷品・メーカー)

事業概要

海苔の⽼舗商店として明治2年に創業した⽩⼦
は、⻑きにわたって「⽩⼦のり」として皆さま
に親しまれ、加⼯海苔業界のリーディングカン
パニーとして、⽇本の⾷卓を彩っています。

取扱量No.1︕鶏卵業界のリーディングカンパニー

JA全農たまご株式会社
(⾷品・卸/商社)

事業概要

たまごの取扱量No.1として、鶏卵業界を牽引し
ているJA全農グループの鶏卵販売会社です。単
にたまごを仕⼊れて販売するだけでなく、鶏卵
相場を発表したまごの安定流通の実現にも寄与
しています。

規模の⼤きさではなく、「最優」を⽬指しています。

科研製薬株式会社
(医薬品・メーカー)

事業概要

科研製薬は、理化学研究所をルーツに1948年に
設⽴され、72年にわたり新薬研究への挑戦を続
けている製薬会社です。整形外科・⽪膚科とい
った治療領域に注⼒するスペシャリティファーマ
です。

『緑による⽂化の創造』を理念に社会にに貢献します︕

国⼟緑化株式会社
(サービス)

事業概要

観葉植物のレンタルをはじめ、⽣花販売、造
園・⼟⽊⼯事だけでなく業界唯⼀のフランチャ
イズ本部として、様々な事業を展開しています。
総合緑化企業として、これからも緑あふれる環
境を提案・創造していきます。

⾼い接客⼒を⾝につけたい⽅、ぜひお越しください︕

ゴディバ ジャパン株式会社
(⼩売)

事業概要

ゴディバは90年以上の歴史をもち、世界105カ
国以上で展開、⽇本では約300店舗を展開する
プレミアムチョコレートカンパニーです。



DAY4 12月10日(木) 第1ターム 10:00～10:40

⼩さくても強い会社『強⼩カンパニー』

⾚城乳業株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

ガリガリ君やガツン、とみかん等の、おいしさ
と遊び⼼に溢れたアイスを⽣み続けるアイス・
ドリーム・カンパニー︕⼈材⼀⼈ひとりの⼒を
結束し、お客様の笑顔を創造しています。

ＥＭＩＡＬ（笑みある時間を）な会社です︕

安曇野⾷品⼯房株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケ
ット、ドラッグストアにＥＭＩＡＬブランドで
珈琲ゼリーやタピオカミルクティーなどの、
デザート・ヨーグルト・チルド飲料をお届けし
ている会社です。

100年の歴史を持つ医療⽤医薬品メーカーです

事業概要

⼈々の健康とQOL向上に貢献することを⽬的と
し、総合健康関連企業として事業活動をしてい
ます。 循環器、産婦⼈科、⽪膚、精神、消化器
科を中⼼に、独創性の⾼い医療⽤医薬品を研究
開発、製造、販売しています。

⽇本中の⽝や猫をケガや病気の不安から守る仕事です。

アイペット損害保険株式会社
(動物関連)

事業概要

ペットの医療保険を取り扱う業界NO.2（契約件
数）の保険会社です。「ペットと⼈とが共に健
やかに暮らせる社会をつくる」を経営理念に掲
げ、ペットの保険が当たり前の世の中にするこ
とを⽬指しています。

めざせ環境ドクター︕

アース環境サービス株式会社
(サービス・総合環境衛⽣管理)

事業概要

⼤塚グループの⼀社として、「総合環境衛⽣管
理」で社会に貢献することを理念に、⾷品、医
薬品、容器・包材、精密機器関連⼯場など多岐
にわたる分野で製品の品質保証や異物混⼊防⽌
などの⽀援を⾏っています。

JRAの職員は「⼀⼈⼆役」です︕

JRA⽇本中央競⾺会
(サービス)

事業概要

⽇本中央競⾺会（ＪＲＡ）は、その名の通り競
⾺の興⾏を⾏っている企業です。ＪＲＡ職員は
「平常業務」と「開催業務」という２つの仕事
を通して、競⾺の魅⼒の向上に努めています。

持⽥製薬株式会社
(医薬品・メーカー)



DAY4 12月10日(木) 第2ターム 10:50～11:30

4つの事業を展開するニッポンハムグループの会社︕

株式会社宝幸
(⾷品・メーカー)

事業概要

乳製品事業（チーズ）・常温⾷品事業（⽸詰
他）・フリーズドライ⾷品事業・冷凍⾷品事業
といった幅広い4つの事業と営業・製造・品質
保証・開発の４つの職種を掛け合わせて様々な
働き⽅をすることのできる会社です。

⼀流シェフから愛される「GABAN」のスパイス

株式会社ギャバン（ハウス⾷品グループ）
(⾷品・メーカー)

事業概要

原料調達から⽣産、品質管理、販売まですべて
⾏うスパイスメーカーです。⾼品質で多様なス
パイスをシェフ・メーカーなどのプロから信頼
を頂いています。幅広いフィールドのある当社
で活躍してみませんか。

⼈々の記憶に残る「⾷」の仕事をしてみませんか︖

株式会社メフォス
(⾷品・給⾷)

事業概要

メフォスは⼦どもからご⾼齢の⽅まで全てのラ
イフステージの⽅へ、⼈が⽣きていくには⽋か
せない⾷事サービスを提供しています。メディ
アでは取り上げられないですが、世の中に必要
不可⽋な「⾷」のビジネスです。

藤沢で⾒つけよう「誰かのためにできること」

藤沢市役所
(公務員)

事業概要

藤沢市では「郷⼟愛あふれる藤沢」をめざし、
全体の奉仕者として市⺠の信頼を得て、市⺠に
とって本当に必要なことは何かを考え、⽬標に
向かって信念を貫き、⼀所懸命になって働くこ
とができる⼈を求めています。

⾷にこだわり、他にはない価値を提供できる会社です

株式会社成城⽯井
(⾷品・⼩売)

事業概要
独⾃の価値を届けるため⾃分たちで仕組みを作
り出し実⾏する「⾼品質スーパーマーケット」
です。仕⼊・輸⼊・開発・製造・物流・品質管
理、そして売場提案などにこだわりを持つこと
で、お客様の期待に応え続けます。

ペットと⼈の絆を⼤切に、⼼豊かな暮らしを実現する

アース・ペット株式会社
(動物関連)

事業概要

アース製薬のグループ企業として、ペット⽤品
の製造販売を⾏っています。ペット⽤品の総合
メーカーとして、⾼品質で機能性の⾼い製品を
提供することをモットーに、飼い主の皆様から
信頼いただけるよう努めています。



DAY4 12月10日(木) 第3ターム 11:40～12:20

野菜で社会課題を解決していきます︕

カゴメ株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

「トマトの会社から、野菜の会社に」というビ
ジョンを掲げています。「健康寿命の延伸」
「農業振興・地⽅創⽣」「世界の⾷料問題」と
いう社会課題解決に向け、野菜の価値を活かし
て様々な新事業にチャレンジしています︕

福利厚⽣が充実︕若いうちから活躍したい⽅必⾒︕

株式会社武蔵野
(⾷品・メーカー)

事業概要

全国１８⼯場で1⽇約300万⾷のお弁当・おにぎ
り・サンドイッチ等を製造して、セブン-イレブ
ンへ納品しています。⼊社後８か⽉間の研修期
間で様々な部署を経験し、より⾃分の適性に合
った職種を探して頂きます。

都内で唯⼀お⾁のせり【東京都50％出資の安定経営】

東京⾷⾁市場株式会社
(⾷品・卸/商社)

事業概要

品川駅から徒歩３分に位置する東京⾷⾁市場で
は、⽣産者が出荷した⽜や豚を当社がせり販売
し、落札した仲卸業者から皆さんのもとに届き
ます。せりの結果は即⽇集計され、相場として
全国の⾷⾁取引の指標となります。

⾃由にチャレンジし、成⻑できる環境を⼤切にします︕

事業概要

⽇本で唯⼀、アイスクリーム・シュークリー
ム・プリンなどのデザートを同⼀⼯場で製造し
ているデザートメーカーです。次々に新製品を
発売して、スーパー、コンビニ、学校給⾷、外
⾷産業に商品を供給しています。

安全安⼼を第⼀に顧客満⾜の追求

株式会社イトーヨーカ堂
(⼩売)

事業概要

⽇々変化し多様化するお客さまのニーズに合わ
せ、常に進化を遂げながら、⼩売業の「初」を
多数⽣み出しています。これからも⾰新に挑み、
お客さまに選ばれるお店であり続けるよう取り
組んでまいります。

海外事業、まちづくりを得意とするゼネコンです︕

株式会社フジタ
(建設)

事業概要

１.建設⼯事の請負・企画・設計・監理およびコンサル
ティング業務 ２.都市・地域開発事業、環境整備事業
３.不動産事業「ものづくり」、「まちづくり」、
「“⾼”環境づくり」がフジタの仕事です。

栄屋乳業株式会社【アンデイコ】
(⾷品・メーカー)



DAY4 12月10日(木) 第4ターム 13:30～14:10

創業150年。⽇本の⾷や⼯業を素材から⽀える会社

⽇本コーンスターチ株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

コーンスターチ、糖化製品、化⼯澱粉、コーン
サラダオイル、副産物およびその他関連製品の
製造・販売をしている会社です。1867年(慶応3
年)の創業以来“澱粉”メーカーとして、業界を牽
引してきました。

JAグループを⽀える縁の下の⼒持ち

株式会社全農ビジネスサポート
(情報処理、不動産代理、保険代理、広告代理等)

事業概要

ＪＡ全農100％出資の⼦会社として、⽇本の⾷
料⽣産・流通および⾷の安全を安定的に供給で
きるようグループ全体を⽀援しています。情報
システムの開発や損害保険、不動産代理等と多
岐に渡る分野で活躍しています。

⼿洗い世界№1企業を⼀緒に挑戦しませんか︖

東京サラヤ株式会社（サラヤグループ）
(化学・メーカー)

事業概要

家庭⽤及び業務⽤の衛⽣関連⽤品、薬液供給機
器等の販売。⾷品等の販売。⾷品衛⽣・環境衛
⽣のコンサルティング等【商品⼀部紹介】ヤシ
ノミ洗剤、シャボネット⽯鹸、⾃然派⽢味料ラ
カント、arau.、ヒビスコール

町⽥市は「選ばれ続けるまち」を⽬指しています︕

町⽥市役所
(公務員)

事業概要

市役所の仕事は「最⼤のサービス業」です。⽣
活していく上で必要な⾏政サービスだけでなく、
市外から訪れる⽅へのサービスの提供を通して
町⽥市の魅⼒を発信し、選ばれ続けるまち「町
⽥市」を⽬指します。

商品開発・輸⼊を通じてお客様を笑顔に

株式会社シジシージャパン
(⾷品・卸/商社)

事業概要

全国のスーパーで結成する⽇本最⼤の協業組織、
CGCグループの本部機能を担うのがシジシージ
ャパンです。商品開発、物流、システム構築、
教育⽀援の４つの柱に協業活動を推進していま
す。

次代の暮らしをカタチづくる － 都の政策連携団体

東京都住宅供給公社
(官公庁)

事業概要
都の政策連携団体として、多世代が住みやすい
環境整備、福祉施設の誘致、防災機能の強化等、
「地域に喜ばれる住まいづくり」を進めていま
す。都外への転勤なし、原則⼟⽇祝休み、出
産・育児休暇を取得しやすい社⾵。



DAY4 12月10日(木) 第5ターム 14:20～15:00

創業110周年︕挑戦を続ける総合菓⼦メーカー︕

株式会社不⼆家
(⾷品・メーカー)

事業概要

カントリーマアムやミルキー等の製造や卸売を
⾏う菓⼦事業、ケーキや焼き菓⼦等の製造販売
と「不⼆家洋菓⼦店」の運営等を⾏う洋菓⼦事
業、その他にもキャラクター事業や飲料事業な
ど幅広く取り組んでいます。

⾼齢者⾷に専⾨特化した当社の魅⼒をお伝えします!

ナリコマグループ
(⾷品・給⾷)

事業概要
ナリコマグループは1⽇3⾷365⽇異なる献⽴の⾼齢
者⾷・介護⾷を扱う会 社です。⾼齢者⾷に専⾨特化
しているからこそ持っているノウハウ・技 術で、五
感で楽しむことのできるこだわりの介護⾷を製造し
ています!

”⾷のマーケティングカンパニー”

国分グループ
(⾷品・卸/商社)

事業概要

創業308年の⾷品卸として、60万もの商品を仕
⼊、販売しています。流通にとどまらない「⾷
のマーケティングカンパニー」を⽬指し「地域
密着 全国卸」「海外の基幹事業化」に取組み
“おいしい”を⽀えています。

種苗と飼料の両輪で⽇本農業の発展に貢献します︕

雪印種苗株式会社
(農ビジネス)

事業概要

種苗メーカーであり、配合飼料メーカーという
世界でも稀な事業体制。牧草の採種事業から始
まった弊社は、牧草種⼦の⾼いシェアを持ち、
農業の発展に⽇々貢献できるよう活動していま
す。是⾮お聞きください。

「安全、安⼼、おいしさ」を届ける会社です

株式会社フリーデン
(農ビジネス・養豚業、⾷品製造業)

事業概要

我国初の豚の⼤規模飼養システムを導⼊、様々
な困難や課題を乗り越え、⽇本養豚の歴史と共
に歩んできました。豚の⽣産、加⼯、流通を複
合化させたフードチェーンを確⽴、農業の6次
産業化を推進し成⻑を続けてます。

特別区の未来のために、⼀緒に働きませんか︖

特別区（東京２３区）
(公務員)

事業概要

特別区は、⾸都東京の中⼼に位置し、２３の区
で構成される、区⺠にもっとも⾝近な基礎的な
⾃治体です。災害対策、中⼩企業への⽀援策な
ど、特別区には職員⼀⼈ひとりが活躍できる
フィールドが広がっています。



DAY4 12月10日(木) 第6ターム 15:10～15:50

コーヒーで⼈々を笑顔にする挑戦を続ける会社です︕

UCC上島珈琲株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

コーヒー、紅茶、ココアの輸⼊並びに加⼯、販
売。⽸コーヒー等の飲料の製造、販売。原料調
達から製品販売、更には⽂化の創出に⾄るまで、
世界唯⼀の「カップから農園まで」⼀貫した
コーヒー事業を展開しています。

『超熟⾷パン』は⾷パンカテゴリーでシェア１位です︕

敷島製パン株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

パン・菓⼦の製造と販売をおこなっています。イン
グリッシュマフィンやサンドロールなどロングセラ
ー商品も数多く⽣み出しています。他にも冷凍パン
⽣地の製造・販売も⾏っています。

〜ユーキでつなぐミライ〜

有機合成薬品⼯業株式会社
(化学・メーカー)

事業概要
１９４７年の創業以来、有機化学の分野で研究・開
発に取り組んできました。⼈の役に⽴ち、⼈によろ
こばれるものを創る。その思いを胸に、⾷品、医薬
品、⼯業薬品分野等で⾼品質な「ものづくり」を追
求しています。

各界の最先端を提案し続けるイノベーションカンパニー

株式会社野澤組
(⾷品・卸/商社)

事業概要

【創業151年】⾷品、畜産、機械、繊維、家庭
⽤品の5分野を取扱商品の主体として、北⽶、
欧州、⼤洋州、東南アジアの諸地域に拠点を設
け、輸出、輸⼊三国間取引と国内卸売活動を⾏
う専⾨貿易商社です。

横浜農業を⽀え、地域から愛される存在であり続けます

横浜農業協同組合（JA横浜）
(農協)

事業概要

「農」と「⾷」をキーワードに、信⽤事業や共
済事業などJAの総合事業を通じて農家組合員や
地域の⽅々の⽣活全般を広くサポートしていく
ことが私たちの役割です

我々は⾼度な技術⼒と数々の実績で、業界を牽引する。

千代⽥⼯商株式会社
(建設)

事業概要
⽇本三⼤プラント⼤⼿のひとつ、千代⽥化⼯建
設のグループ会社。⽯油精製、⽯油化学や⾷品
製造など⽇常⽣活に不可⽋なものを作り出す“プ
ラント”。さまざまなプラントの建設やメンテナ
ンスを担っています。



DAY4 12月10日(木) 第7ターム 16:00～16:40

伝統とは、時代にあった形に姿を変えてこそ発展する

株式会社 紀⽂⾷品
(⾷品・メーカー)

事業概要

⽔産練り製品を主体とした総合加⼯⾷品メーカーです。
ちくわやかまぼこといった伝統的な練り製品に留まら
ず、餃⼦やワンタンの中華総菜、糖質0ｇ麺やとうふ
そうめんなど幅広い「⾷」をお届けしています。

⾷品添加物の総合メーカーです︕

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

当社は、⾷品の美味しさをつかさどる「味、⾊、
⾹り、⾷感、機能・健康」を創り出す、⾷品添
加物の開発をトータルに⼿がけています。今後
も世界の⾷を⽀えるリーディングカンパニーと
して、新たな挑戦を続けます︕

陰ながら皆さんの"当たり前"をつくっています︕︕︕

株式会社シー・アイ・シー
(環境)

事業概要

⾝の回りの⽣活環境を守る「クリーンドクター」として、
私たちが安⼼して⽣活できるために縁の下の⼒持ちとし
て、⽣活環境の管理・対策をしています。
○有害⽣物対策、⽣息調査
○⾷品⼯場内衛⽣対策 等

創業99年、冷蔵倉庫業のパイオニアです︕

五⼗嵐冷蔵株式会社
(物流)

事業概要
⾷品の冷蔵・冷凍保管、配送、輸⼊・販売を⾏
っております。⽇本の冷蔵倉庫業の草分けとし
て⻑年培ったノウハウを活かして「⾷品の安定
供給」という社会インフラを⽀える仕事をして
おります。

畜⽔産事業を通じて広く社会に貢献する

伊藤忠飼料株式会社
(配合飼料・⾷品総合企業)

事業概要

私たちは、世界80か国以上に及ぶ広範なネット
ワークをもっている伊藤忠商事グループ企業で
す。原料の吟味から加⼯、流通に⾄るまでトー
タルに事業展開し、安全とおいしさにこだわっ
た⾷品を提供をしています。

⽊のことを知り尽くしたプロフェッショナル集団

⽇本製紙⽊材株式会社
(⽊材卸売業/商社)

事業概要
⽇本製紙⽊材は⽇本製紙グループの⽊材専⾨商
社です。⽊は紙パルプの原料、建築⽤材、近年
ではバイオマス燃料として幅広く利⽤されてい
ます。あなたも当社で⽊のプロフェッショナル
として活躍してみませんか。



DAY5 12月11日(金) 第1ターム 10:00～10:40

ホンモノの商品を⼀緒に創る仲間を求めています︕

カバヤ⾷品株式会社・オハヨー乳業株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要
カバヤ⾷品は菓⼦製品を、オハヨー乳業は乳製
品を製造販売。商品を通じて、「おいしさ」
「健康・美」「たのしさ」を届け、企業ビジョ
ン「真の欲求を究めて、ホンモノをカタチにす
る。」の達成を⽬指しています。

世界の海と⽇本の⾷卓を結ぶ企業

東洋冷蔵株式会社
(⾷品・卸/商社)

事業概要
私達東洋冷蔵は三菱商事グループの⼀員として、
マグロ・海⽼・サーモン等を主軸に、養殖・加
⼯製造・輸⼊・物流・販売と様々な機能を駆使
し、“⽇本と世界”を舞台にして⾷の中でも⿂⾷
⽂化を⽀えている会社です。

研究開発企業として新たな価値創造に挑戦しています︕

⽇本農薬株式会社
(化学・メーカー)

事業概要

⽇本初の農薬専業メーカーとして誕⽣し、研究
開発型企業です。世界は今後も⼈⼝増加が予想
され、それを⽀える⾷料増産には必要不可⽋な
農業資材「農薬」についてお伝えします。

国産鶏⾁で業界トップクラスの⾷品メーカー+卸です︕

全農チキンフーズ株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要
全農チキンフーズ株式会社の主なお仕事は
「鶏⾁及び関連⾷⾁のの販売業務」「畜産物の加⼯
ならび加⼯品の販売業務」「畜産飼料・資材の開
発」等、⽣産〜販売まで様々な業務に関わることが
出来ます。

全国・世界へ真珠の卸売を⾏う業界⼀位の真珠会社です

株式会社⼤⽉真珠
(その他・メーカー)

事業概要

真珠の⽣産から加⼯・販売までを⾃社で⼀貫し
て担う、創業90年の神⼾の真珠会社です。輸出
量では1975年から業界⼀位をキープしており、
⽇本が誇る美しい真珠で世界中のバイヤーと取
引を⾏っています。

豊かな健康⽣活を創造する、健康⾷品・医薬品メーカー

アピ株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

健康⾷品・医薬品の総合受託メーカーとして皆様の健
康を⽀える開発型企業です。BtoBのため、知る⼈ぞ知
る存在ですが、実は健康⾷品業界ではトップクラス。
また、新しい分野のバイオ医薬品にも注⼒しています。



DAY5 12月11日(金) 第2ターム 10:50～11:30

『冒険、反論、失敗の⾃由』

エバラ⾷品⼯業株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

「冒険・反論・失敗の⾃由」は創業から続くエ
バラ⾷品のDNAです。冒険とは、新しいことに
挑戦することです。反論とは、⾃分の意⾒・考
えを発⾔することです。失敗とは、冒険に伴う
失敗は許容することです。

森永乳業グループの⾸都圏における主⼒⼯場です。

横浜森永乳業株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

横浜森永乳業（株）は、森永乳業グループとし
て⽜乳・乳製品の製造を担っております。清潔
な⼯場で最新設備を駆使し⾼い技術⼒と徹底し
た品質管理を⾏い、お客様に安⼼・安全で⾼品
質な製品を⽇々製造しております。

⾷（お⾁）を通じて⼈々に貢献しています︕

関東⽇本フード株式会社
(⾷品・卸/商社)

事業概要

当社はニッポンハムグループの⾷⾁販売を担当
しております。販売エリアは関東、北陸、新潟、
東海と幅広く、地域密着型の企画・提案型の営
業を⾏っております。

⽊質資源リサイクルに特化した、環境貢献企業です︕

フルハシEPO株式会社
(環境)

事業概要
⽊質資源リサイクルのリーディングカンパニー
です︕弊社の業態や職務内容は特殊なため、説
明をお聞きになれば必ず⾯⽩いと思っていただ
けると思います。「環境貢献」に少しでも関⼼
のある⽅は是⾮ご応募ください︕

「⾝近な所に前⽥道路」地域密着で⽇本を創る

前⽥道路株式会社
(建設)

事業概要
⼀般道の舗装・補修から⾼速道路や空港の舗装
まで幅広い分野で舗装⼯事を施⼯しています。
舗装の材料となるアスファルト合材も⾃社で製
造・販売しています。製造から販売、施⼯まで
⾃社で⾏うのも当社の特⾊です。

成⻑と成熟の調和による持続可能な最幸のまちかわさき

川崎市役所
(公務員)

事業概要
「ＳＤＧｓ未来都市」としても選定されている
川崎市で、市⺠・企業・団体等の⽅々と連携・
協働しながら、「成⻑」と「成熟」の調和する
「最⾼のまち かわさき」をめざし、私たちと⼀
緒に働きませんか。



DAY5 12月11日(金) 第3ターム 11:40～12:20

Ｃｏｏｋ ｈａｐｐｉｎｅｓｓ

エースコック株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要
即席麺のワンタンメン・スーパーカップなどの
ロングセラー商品から、スープはるさめ・モッ
チッチなど市場を賑わす商品を数多く⼿がけて
いるエースコックです。ベトナムでの即席麺シ
ェアは、No.1を誇ります︕︕

プロセスチーズの製造を通じてお客様に笑顔を届けます

エムケーチーズ株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

当社は森永乳業のグループ会社として、チーズ
関連商品の製造を担っています。最新鋭の設備
や徹底した品質管理のもと、お客様に満⾜と
安全・安⼼・⾼品質な製品を提供しています。

⾷品容器業界トップシェアメーカー︕

株式会社エフピコ
(⾷品・インフラ)

事業概要

エフピコは⾷品の流通と美味しさの演出に貢献
するパッケージメーカーです。営業⼒、開発⼒、
⽣産供給⼒を併せ持ち、循環型リサイクルにも
取り組みながら⽇本の「⾷」⽂化を⽀え続けて
います。

航空機と最新鋭センサによる技術で社会を⽀えています

アジア航測株式会社
(建設コンサルタント、航空測量業)

事業概要

測量、調査によるデータ収集・解析に始まり、
そのデータをどう活⽤すべきかを提案するコン
サルティング、設計や企画といった事業プラン
の策定まで、⾏政、⺠間を問わず公共性の⾼い
開発事業をサポートしています。

企業の働き⽅を新しくします︕

アマノ株式会社
(機器・メーカー)

事業概要

【製品の企画・開発・製造・販売・施⼯・保守
まで⼀貫】労務管理システム等の時間情報シス
テム、パーキングシステム、集塵機等の環境シ
ステム、クリーンシステムの全４事業でトップ
シェアを誇ります。

コロナ状況中でも増収増益を続ける元気な会社です。

トモヱ乳業株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

当社は乳業メーカーとして北関東地域トップメ
ーカーで業績続伸中です。平成25年より第⼆⼯
場が稼働し、⼀つの⼯場単位での⽣産能⼒が⽇
本⼀の市乳⼯場となりました。安全安⼼を提供
する当社で⼀緒に働きませんか︖



DAY5 12月11日(金) 第4ターム 13:30～14:10

褐⾊の恋⼈ スジャータ １００周年まであと２５年︕

株式会社東京めいらく
(⾷品・メーカー)

事業概要

当社は乳製品を中⼼とした⾷品製造販売業。２
箇所の⼯場で製造した⾷品をめいらくグループ
全体で全国71ヶ所の営業所を通し20万軒のお得
意様へ卸問屋を通さず⾃社で配送する⽣産直販
⽅式で販売しています。

世界の、⾷の、総合商社。

東海澱粉株式会社
(⾷品・卸/商社)

事業概要
国内外より⾷品の原材料を仕⼊れ、全国各地の
お客様（加⼯⾷品メーカー・量販店・外⾷産業
等）へ直接販売しております。単なる販売だけ
でなく、企画提案から商品開発まで、幅広く携
わることができる⾯⽩い仕事です。

キラリ☆に会いたい︕

明星⾷品株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

創業70周年 ⽇清⾷品グループの中核企業とし
て「チャルメラ」や「夜店の焼そば」「中華三
昧」等を製造販売する⾷品メーカーです。若⼿
社員の成⻑を応援し、皆で育てる社⾵が魅⼒で
す。ご参加お待ちしています︕

「みどりとともに」新たな都市空間をを描きませんか︖

株式会社⽯勝エクステリア
(建設)

事業概要
私達は、⾃然と共⽣する空間づくりのプロフェ
ッショナル集団です。商業施設、オフィスビル
から住宅、公園、緑地、リゾート、ゴルフ場な
どの様々な場所で、やすらぎと癒しの空間を創
造しています。

幅広い業務の中でたくさんの経験を︕

東京税関
(公務員)

事業概要

税関の仕事は空港での取締りだけではありませ
ん︕薬物、銃器、知的財産侵害物品等の取締り、
関税等の賦課徴収、貿易の円滑化に関する業務
等、様々な仕事を⾏っています。

「産地と⾷卓をつないで、新鮮な美味しさを届ける︕」

株式会社マルイチ産商
(⾷品・卸/商社)

事業概要

総合⾷品卸売業として⽔産物から加⼯⾷品、⽇配品
まで多くの⾷品を取り扱っています。
⾷品卸でありながら「メーカー型卸」として商品開
発も⾏うなど事業内容は多岐に渡っています。



DAY5 12月11日(金) 第5ターム 14:20～15:00

静岡から全国へ かがやく”笑顔”のために

冨⼠森永乳業株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

当社は森永乳業グループの企業として、『森永アイ
スクリーム』ブランドのアイスクリームである
「ＭＯＷ」と「ＰＡＲＭ」と「ビエネッタ」を⽣産
し、静岡から全国のお客様へ”おいしい”をお届けし
ております。

若いうちから挑戦できるフィールドが多くあります︕

タイヘイ株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

タイヘイは2020年で140周年︕お客様の暮らし
に役⽴つ企業を⽬指し、⾷品製造・加⼯から献
⽴付き⾷材宅配、印刷業や美容サロンなどで利
⽤されるショッピングクレジットなど⽣活に⾝
近な商品を扱っています。

消費者への価値提供へ重点を置き、⾷の未来を創ります

伊藤忠⾷品株式会社
(⾷品・卸/商社)

事業概要

酒類・ギフトなどの基盤強化に加えて、消費者
起点の新価値創造に重点を置き、外部環境の変
化にいち早く対応すべく、デジタルサイネージ
を使⽤した売場作りなど、⾷品卸としての枠を
超えた取り組みを進めています。

⽇本⼀の取扱量を誇るの花き卸売市場です︕

株式会社フラワーオークションジャパン
(花き卸売業)

事業概要

当社は、東京都中央卸売市場⼤⽥市場花き部に
て花き（観賞⽤植物）の卸売りを⾏っている会
社です。花きが「⽣産されてから最終消費者の
皆様の⼿元へ届くまで」に関わることが出来ま
す。ぜひご視聴ください︕

道からはじまる未来創造企業

⿅島道路株式会社
(建設)

事業概要

私たち⿅島道路は、1958年の創業以来、⿅島グ
ループの中核として、道路・空港・ダム等の舗
装関連⼯事から、⼀般⼟⽊⼯事、スポーツ施設、
建築⼯事、環境事業等幅広い分野で社会や⼈々
の暮らしに貢献しています。

その地域だけのイオンスタイル 新しい価値をカタチに

イオンリテール株式会社
(⼩売)

事業概要

当社は、総合スーパー「イオン」「イオンスタ
イル」を経営しています。私たちは⽣活インフ
ラとして地域の⽇常を創造しています。お客さ
まに新たな“ワクワク感”を届け、ライフスタイ
ルそのものを提案しています。



DAY5 12月11日(金) 第6ターム 15:10～15:50

ドレッシングやふえるわかめちゃんのあの会社です︕

理研ビタミン株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要
当社は最終製品のみならず素材や原料も扱って
おり、川上から川下まで幅広く⾷を扱うメーカ
ーです。また、⾷以外にも化成品改良剤やヘル
スケアなどの幅広い事業展開や海外展開をして
おり、当社の強みとなっています。

鶏⾁シェア１０％の国内最⼤級の会社です︕

⽇本ホワイトファーム株式会社
＜ニッポンハムグループ＞

(⾷品・メーカー)
事業概要

⾼品質の鶏⾁を安定供給する為、農場から製
造・販売までのインテグレーション（⼀貫体
制）を確⽴し「⾷べる喜び」を⼼を込めてお客
様へお届けします。⼈々の健やかな暮らしに貢
献する“やりがい”のある仕事です。

世界シェアナンバー１の寿司ロボットメーカー
「ＳＵＺＵＭＯ」です︕

鈴茂器⼯株式会社
(⾷品機械・メーカー)

事業概要
寿司ロボットをはじめ、⽶飯加⼯機械の開発・製造から販売ま
でを⾏い、グローバルニッチトップ企業として⻑く業界をリー
ドしています。国内市場においては、回転寿司やスーパーで寿
司ロボットを、⽜丼・カレーチェーンではご飯の盛付機をご利
⽤していただいております。“⾷の「おいしい」や「温かい」を
世界中の⼈々へ”の理念のもと、海外80ヶ国に展開しているグロ
ーバル企業です。

森永乳業グループ病態栄養部⾨

株式会社クリニコ
(⾷品・メーカー)

事業概要

クリニコは、治療・介護を必要とする⽅々や快復・
健康を願う⽅々の毎⽇の⾷事をサポートする栄養補
助⾷品や流動⾷等の製造・販売を⾏っています。弊
社製品は全国の医療施設や介護施設でご利⽤いただ
いています。

「サステイナブルな⾷の未来」を⼀緒に創りませんか

⽣活クラブ⽣活協同組合・神奈川
(⽣協)

事業概要

あなたは「安⼼して暮らせる未来」をイメージ
できますか︖⽴ちはだかる⾷・環境・福祉の諸
問題に本気で向き合い「課題を解決すること」
が⽣活クラブの事業内容です。特に「⾷」の課
題解決に⼒を⼊れています。

「いのち輝くマグネット神奈川」を実現します。

神奈川県庁
(公務員)

事業概要

神奈川県政の運営。⾏政課題に対応するための施
策・事業等の企画計画や調査研究、県の施策の周
知や広報広聴、建設事業、公共⼟⽊事業、福祉施
策の推進などの様々な業務に取り組みます。



DAY5 12月11日(金) 第7ターム 16:00～16:40

新たな⾷⽂化の創造に挑戦しませんか

ソントン⾷品⼯業株式会社
(⾷品・メーカー)

事業概要

紙カップジャム「Fカップ」に代表される家庭⽤
⾷品だけでなく、パン・和洋菓⼦を始めとする
あらゆる⾷品に美味しさと華やかさをプラスす
る業務⽤⾷品「フィリング」を柱に事業を展開
しています。

お〜いお茶の伊藤園です。

株式会社伊藤園
(⾷品・メーカー)

事業概要

清涼飲料（緑茶・⻨茶・烏⿓茶・紅茶・コーヒ
ー・野菜・果実・その他）の製造・販売、茶葉
の製造・販売、烏⿓茶および紅茶の輸⼊・販売、
健康⾷品の製造・販売

⾃分の意志を持って仕事に『挑戦』できる環境がある

ユニー株式会社
(⼩売)

事業概要

⾐・⾷・住・余暇にわたる総合⼩売業として、
モール型ショッピングセンターをはじめ、⼤型
総合スーパーのアピタ、⼩型総合スーパーのピ
アゴなどを東海エリアを中⼼に関東・北陸・近
畿エリアに展開しています。

京都⽔族館、すみだ⽔族館を運営しています

オリックス⽔族館株式会社
(動物関連)

事業概要

オリックス⽔族館は、「⽔族館のある暮らし」
をお客さまに提供することを⽬指しています。
お客さま・いきもの・スタッフがより近づくこ
とができて、優しい気持ちが連鎖していく。そ
んな⽔族館づくりをしています。

⼈とみどりの環境創造サービス企業

⻄武造園株式会社
(建設)

事業概要

⻄武グループにおける「造園・緑地事業専⾨会社」
として、全国的に事業展開する⻄武造園は、計画・
設計、施⼯、維持管理、管理・運営、企画・広報ま
でワンストップなサービスを提供しています。

あなたも「サガミスト」になりませんか︖

相模原市
(公務員)

事業概要

相模原市は都市機能と豊かな⾃然を兼ね備え、
さらなる成⻑の可能性に満ちています。
市の職員としての仕事は、市⺠⽣活とまちづく
りに関するあらゆる事業。きっと⾃分の⼒が発
揮できる分野と出会えます。


