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DAY4 12月9日(木) 第1ターム 9:50～10:30

水産商社と食品メーカーの二つを合わせもつ
総合食品メーカー

マルハニチロ株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

マルハニチロは水産に強みを持ちながら、グローバ
ルなバリューチェーンを構築し、加工食品・畜産な
ど幅広い事業を展開しています！

女の子のロゴマークが印象的な、チョコレートブランド

株式会社メリーチョコレートカムパニー
(食品・メーカー)

事業概要

消費と生産のかけ橋となり、豊かな食生活を提供します

全農チキンフーズ株式会社
(食品・卸/商社)

事業概要

動物と人の健康に陰ながら貢献する仕事

森久保薬品株式会社
(医薬品・商社)

事業概要

若手にも活躍の場がある意見の通りやすい職場です！

トオカツフーズ株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

日本の農業を守る「食」のリーディングカンパニー

株式会社神明
(食品・卸/商社)

事業概要

動物用医薬品及び獣医畜産用機械器具の販売をして
います。私たちの使命は、医薬品の販売を通じて動
物病院や畜産農家の経営をサポートする事で、最終
的には社会貢献にも繋がっていく仕事です。

『想いを贈る』ギフト菓子の製造直販を行う、創業
71年のチョコレートの老舗ブランド。近年は世界最
大のチョコレート展での受賞歴や、フォトジェニッ
クなルルメリーブランドなどで知られています。

当社は中食業界として、弁当・おにぎり・サンドウ
ィッチ・惣菜および冷凍惣菜・おせちなど完全調理
済み食品（中食）の開発ならびに製造を行う食品メ
ーカです。

ニッポンのおいしいチキンに産地のまごころを込め
て、ニッポンの食卓に幸せをお届けする。私たちは
JA全農グループで国産鶏肉を取り扱う業界トップク
ラスの全農チキンフーズです！

当社は創業100年を超える、お米の卸売りの会社で
す。
私たち神明グループは農家の方々から消費者の元ま
で、安心安全なお米と笑顔を届ける橋渡しの役割り
を担い、様々な事業を展開しています。



DAY4 12月9日(木) 第2ターム 10:40～11:20

流水麺でおなじみ♪めんのリーディングカンパニー！

シマダヤ株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

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

静岡から全国へ”おいしい”をお届けしています

冨士森永乳業株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

外食産業を支える「頼れる食のパートナー」

株式会社久世
(食品・卸/商社)

事業概要

人々の食と健康を支える食のインフラ企業

株式会社サラダコスモ
(食品・メーカー)

事業概要

鉄道工事のトップランナー

鉄建建設株式会社
(建設)

事業概要

当社は森永乳業グループの一員として、森永乳業ブ
ランドの「PARM」「MOW」の製造を担当してい
る製造会社で、森永乳業が販売する冷菓製品の約半
分を製造する基幹工場として全国へおいしいをお届
けしています。

［総合建設業］土木・建築工事の施工、企画、設計、
不動産事業など、鉄道工事をはじめとした土木・建
築の幅広い分野で事業を展開するゼネコンです。社
会の継続的な発展に貢献しています。

私たちのお客様は学食やレストランなど外食産業・
飲食店の皆さんです。メーカーなどの仕入先から食
品や資材を仕入れて販売しています。外食・中食産
業の”黒子”の存在として業界を支えています。

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。

■野菜づくり農業ビジネス
植物工場での発芽野菜（もやし、スプラウト類）・
カット野菜の生産・販売
■教育型生産観光施設「ちこり村」運営
■ダイレクトマーケティング（通販事業）

当社は今年90周年を迎えた「めん」専業メーカーで
す。長年培ってきた技術力・商品開発力を武器に、
社会環境・ニーズにあった商品を開発し、より多く
の方に「おいしい笑顔」をお届けできる企業を目指
しています。



DAY4 12月9日(木) 第3ターム 11:30～12:10

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

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

100年以上の歴史を持つ製薬会社

持田製薬株式会社
(医薬品・メーカー)

事業概要

業界トップクラスの収益率！食の未来を切り拓きます！

加藤産業株式会社
(食品・卸/商社)

事業概要

健康食品・医薬品の総合受託メーカー

アピ株式会社
(医薬品・メーカー)

事業概要

「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

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。

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。

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。

人々の健康とQOL向上に貢献することを目的とし、
総合健康関連企業ならではの事業活動を行っていま
す。 循環器、産婦人科、消化器科、精神科の領域を
中心に、オリジナリティの高い医薬品を製造・販売
しています。

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。

「人々の健康に貢献したい」という思いのもと、蜂
産品から健康食品、医薬品へ事業を拡大。OEM・
CMOのため社名は表に出ませんが、大手メーカーを
はじめとした各社の健康食品や医薬品を多数手がけ
ています。



DAY4 12月9日(木) 第4ターム 13:50～14:30

Marine Revolution世界の食に衝撃を

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)
事業概要

患者さん、医療従事者のベストパートナーを目指す！

株式会社大塚製薬工場
(医薬品・メーカー)

事業概要

臨床栄養製品を中心とした医薬品、医療機器、機能
性食品等の製造、販売および輸出入をおこなってい
ます。医薬品やメディカルフーズの研究開発職、生
産技術職、営業職等さまざまな職種で活躍できます。

「出社したくなるオフィス5社」に選ばれました！

タマノイ酢株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

AED国内No.1シェア！！

日本光電工業株式会社
(機器・メーカー)

事業概要

世界一の園芸会社を目指してます！

株式会社ユニバーサル園芸社
(サービス)

事業概要

「お客様のために進化する」

アスクル株式会社
(小売)

事業概要

国内No.1シェアのAEDや生体情報モニタ等の医療機
器の開発・製造・販売・保守サービスを主な事業と
しており、救急・検査・治療・在宅など医療の入口
から出口まで使われる製品を開発・トータルサポー
トできます。

<eコマース事業・ロジスティクス事業>
仕事場でつかうものをお届けする事業所向け通販サ
ービス「ASKUL」、毎日つかうものをお届けする個
人向け通販サービス「LOHACO」というeコマース
を展開

＜水産加工食品の製造販売および水産原料の輸入販
売＞川上(原料仕入)～川中(工場)～川下(企画、営業)
まで一貫した業務で、ブランドビジョンのNew 
style of Seafoodを実現しています！

当社はグリーンに関することなら何でもする会社で
す。主力事業はお客様に植物をお貸しする「レンタ
ルグリーン事業」で、その他アートフラワー事業、
ランドスケープ事業、店舗事業など様々な事業を展
開しています。

「はちみつ黒酢ダイエット」「すしのこ」でおなじ
みの食品メーカーです。クリエイティブオフィスや
社員専用スポーツジムがあり、社員がイキイキと働
ける環境が揃っています。



DAY4 12月9日(木) 第5ターム 14:40～15:20

ガリガリ君だけでない赤城乳業の魅力をお伝えします！

赤城乳業株式会社
(食品・メーカー)

事業概要
アイスクリーム等の企画開発、製造、販売等、アイ
スドリームカンパニーとして常においしさと夢を提
供しています。ガリガリ君をはじめとし、多くの商
品が皆さんに届けられている今、その力が高く評価
されています。

経営理念：「こころ、はずむ、おいしさ。」の提供

エバラ食品工業株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

おいしさと健康にいちずな会社です。

株式会社ナガノトマト
(食品・メーカー)

事業概要

創業1925年、創立1951年。
今年設立70周年を迎えた企業です。

中島水産株式会社
(水産物・同加工品の小売/卸売)

事業概要

地域密着で行う、一歩先にある未来の住まいづくり

東京セキスイハイム株式会社
(建設)

事業概要

国内最大級の受託分析機関です。

一般財団法人日本食品分析センター
(サービス)

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

行動指針の一つとして「冒険・反論・失敗の自由」
を掲げております。冒険（挑戦）に伴う失敗は許容
する、自分の考えや意見を発言する、企業風土があ
ります。

ナガノトマトはオリジナルブランドトマト「愛果
（まなか）」を軸に、トマト加工品、なめ茸製品、
調理製品、ジュース等の製造・販売を行っています。
「食」ですべての人を笑顔にするのが私たちの使命
です。

鮮魚専門店・惣菜店を展開する小売事業。新鮮な魚
介類から水産加工物までを扱う卸事業。アジア７ヶ
国に展開する海外事業。鮮魚専門店ならではの高品
質な「おさかな」をリーズナブルな価格でお届けし
ています。

お客様の夢＝住まいをデザインする。
日本でトップクラスの工場でこそ成し得る「最高の
住宅」を皆様にお届けするため、私たちは日々進化
を続けています。



DAY4 12月9日(木) 第6ターム 15:30～16:10

新しい「おいしい」へ挑め！

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

ポッカサッポロでは、レモン・スープ・飲料・プラ
ンツミルクの4つを主力事業としています。
食を通してお客様に「おいしい」をお届けし続ける
ために、"ヒラメキ"を大切に「新しいおいしい」に
挑み続けます。

毎年増収増益を達成する元気な乳業メーカーです。

トモヱ乳業株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

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

業界No.1商品を取り扱う冷凍食品メーカーです！

株式会社ヤヨイサンフーズ
(食品・メーカー)

事業概要

地域のプラットフォーマーを目指します！

城北信用金庫
(金融)

事業概要

JRAは日本で唯一の中央競馬を運営する団体です。

JRA 日本中央競馬会
(サービス)

事業概要

北関東ではトップの乳業メーカーです。平成25年に
第二工場が稼働し、単一の工場での生乳処理能力は
日本トップクラスの工場になりました。このような
毎年増収を続ける元気な会社で、一緒に働きません
か？

当社はマルハニチログループの主要会社で業務用冷
凍食品の製造と販売をしています。当社の商品はス
ーパー、コンビニ、外食、学校給食、病院など幅広
く使用されています。
「食」に興味がある方、大歓迎です！

東京都城北地区及び埼玉県南部を中心に業界トップ
クラスの預金量と店舗数を誇る金融機関です。地域
やそのお客さまを長く、深く知ることで、お客さま
により多様で高い価値を提供できることが私たちの
強みです。

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！

①中央競馬の開催②馬主・馬・服色の登録③調教
師・騎手の免許に関すること④騎手・厩務員・の養
成・訓練⑤競走馬の生産・育成・調教・疾病等に関
する調査・研究⑥乗馬の普及・馬事の振興に関する
こと等様々です。



DAY4 12月9日(木) 第7ターム 16:20～17:00

江崎グリコ株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

おかめの顔にピンときたら、「タカノフーズ」です！

タカノフーズ株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

大きな目標を共有し、達成に向けて協動する。

守山乳業株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

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

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

『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
(環境)

事業概要

日本の伝統食品である、納豆・豆腐の製造販売をして
いる会社です。
おかげさまで、「おかめ納豆」は国内シェアNo.１！
これからも“おいしいからこの笑顔”をキャッチフレー
ズに、挑戦を続けます！

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。

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グリーンレンタルのフラ
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緑あふれる環境を提案・創
造していきます。

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。

日本初瓶入り珈琲牛乳を開発・販売をした会社、常
温で長期保存できる製品(乳製品・清涼飲料水等)の
開発・製造・販売。採用は本人の適正に合わせた配
属を優先。 働くこととプライベートの時間を大切
にしています。

嗜好品の会社から、日常必需食品の会社になります。

菓子、食品、アイスクリーム、乳製品、飲料の研究、
開発、製造、販売をしています。おいしさと健康を
具現化したい方と一緒に、世界中の方々を健康に導
いていきたいです。


