
D O DA
B

1 0 2 3

K



DAY5 12月10日(金) 第1ターム 9:50～10:30

国内食肉業界では売上首位！

日本ハム株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

日本ハムは食肉加工品（ハム・ソーセージ等）およ
び加工食品（レトルト・惣菜等）の製造・販売、並
びに一般食肉（輸入・国産）の仕入・販売を行って
おります。 わたしたちと一緒に食べる喜びをお届け
しませんか？

「食文化」だけでなく「社員の未来」も拓きます！

株式会社神戸屋
(食品・メーカー)

事業概要

サンデリカの雰囲気・魅力を楽しくお伝えします！！

株式会社サンデリカ
(食品・メーカー)

事業概要

エコ№１企業として食品業界全体を支えます！

株式会社折兼
（食品・インフラ）

事業概要

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

若手から多くの事に挑戦できる会社です！

アイリスオーヤマ株式会社
(食品・メーカー家電・日用品・オフィス家具など)

事業概要

折兼は食品包装を通じて、食品業界全体を支える役
割を担っています。折兼はSDGsや環境問題に取り
組む企業として多くの表彰を受けており、今後さら
に「エコといえば折兼」というブランドを確立して
いきます！

神戸屋は、食品製造事業、フローズン事業、直営事
業の3つの事業を柱として、「明日の食文化を拓
く」というミッションを掲げています。「技術力」
を生かしてお客様に品質の高い商品をお届けしてい
ます。

当社は、日本の食文化を支える中食業界のリーディ
ングカンパニーです。
幅広い取引先があり、当社の製品は皆さんのとても
身近に沢山あります！実は、ローソンで有名なあの
おにぎりも当社が開発した製品です！！！

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。

お米・パックご飯・お餅・飲料・缶詰・フリーズド
ライ商品など様々な食品を扱っています。更に食品
事業だけでなく家電、日用品、オフィス家具など事
業の幅は非常に広いです。



DAY5 12月10日(金) 第2ターム 10:40～11:20

野菜の力で人々の健康に貢献していきます！

カゴメ株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

新たな食文化の創造に挑戦しよう！

ソントン食品工業株式会社
(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、野菜の価値を活かした商品、サービスをお
届けし、「健康寿命の延伸」「農業振興・地方創
生」「世界の食料問題」といった社会問題の解決に
取り組んでいます。

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・卸/商社)

事業概要

「持続可能な社会をつくる」を仕事を通して実現する

生活クラブ生活協同組合・神奈川
(生協)

事業概要

日本と世界の農業をトップクラスの技術で支えます！

ジェイカムアグリ株式会社
(化学・メーカー)

事業概要

社名も部署名も事業もユニークな人の森。OB活躍中！

人の森株式会社
(建設)

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。

食・環境・福祉を主事業として、次世代の子供達に
この世界をきちんと手渡していくための「サステイ
ナブル（持続可能）な生き方」を提案しています。
安心・安全な食材の提供を通じて、多くの方に評価
を頂いています。

私たちの仕事は、日本と世界の農業に肥料を通じて
貢献し続けることです。主力製品のコーティング肥
料は成分溶出を調節でき、農業の省力化、環境への
影響低減につながる、人にも作物にも環境にもやさ
しい肥料です。

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！

フィットネス事業、骨材の生産販売、公共土木工事
の請負、地質調査、地下水膜ろ過システムの設計施
工、植物工場研究開発事業など、多角的な事業内容
で進化を遂げる私たち。時代の変化に柔軟でユニー
クな会社です★



DAY5 12月10日(金) 第3ターム 11:30～12:10

人々の食と命を想い、革新に挑戦し続けています。

ヤマサ醤油株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

独自のこうじ菌「ヤマサ菌」による醤油はもちろん、
高い商品開発力で、つゆ・たれやお客様のニーズに
合わせた特別注文品の製造・販売も主力事業です。
また、発酵技術を応用した医薬品類の製造・販売も
行っています。

ハム・ソーセージだけじゃない！丸大食品

丸大食品株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

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/第三セクター)

事業概要

ワークライフバランスの取れた長く働きやすい会社です

わかもと製薬株式会社
(医薬品・メーカー)

事業概要

【URグループ企業】集合住宅維持管理のパイオニア！

日本総合住生活株式会社
(不動産管理)

事業概要

いきものが大好きな方、ぜひ一緒に働きましょう！

オリックス水族館株式会社
(サービス)

事業概要

弊社はハム・ソーセージなどの食肉加工商品だけで
はなく、調理加工品やデザートなど幅広い商品展開
をしている総合食品メーカーです。お客様に喜ばれ
る商品を提供できるよう、社員一丸となって挑戦し
続けています！

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。

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。

JSは、設立以来60年にわたり、全国のＵＲ賃貸住宅
及び分譲マンションにお住まいのお客様が常に「安
全・安心・快適」な生活が送れるよう、ソフトとハ
ード両面から様々なサポートを行っている会社です。

水族館の運営（京都水族館、すみだ水族館）を行っ
ています。■真心をもっていきものと共生する■い
きものを想う気持ちを伝える■誇りと情熱をもって
水族館で働くことに向き合う を大切にしています。



DAY5 12月10日(金) 第4ターム 13:50～14:30

森永乳業㈱のグループ会社の主力チーズ製造工場です！

エムケーチーズ株式会社
(食品・メーカー)

事業概要
最新鋭の設備と徹底した品質管理のもと、安全・安
心・高品質なチーズを製造しています。製造したチ
ーズを、お客様が食べて”おいしい”と笑顔で言って
くれる。そんなやりがいのある仕事です。

私たちの生活に欠かせない"香り"を扱う会社です

長谷川香料株式会社
(化学・メーカー)

事業概要

□■自社一貫生産を強みとする配合飼料メーカー■□

中部飼料株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

缶、びん、プラに紙。包むことならなんでもござれ！！

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

ペットと人とが共に健やかに暮らせる社会をつくる

アイペット損害保険株式会社
(動物関連)

事業概要

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。

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？

私たちは世界有数の総合パッケージメーカーです。
飲料・食品・日用品メーカーをはじめとしたお客様
に容器包装を製造し、供給しています。創業１００
年以上の経験と技術を生かし、パッケージを発展さ
せています！

ペット保険は大切なペットが動物病院でかかる診療
費の一部を補償する保険です。新型コロナ感染拡大
の影響で家にいる時間が増えたことにより、ペット
を家族の一員として迎える飼い主さまが増え、注目
を集めています。

当社は、鶏・豚・牛・魚の飼料製造販売を主力事業
に、ごまの成分セサミンが豊富な卵「ごまたまご」
などの畜水産物の販売、配合肥料の製造販売などを
手掛け、食を支える企業の一員として全国に展開し
て参りました。



DAY5 12月10日(金) 第5ターム 14:40～15:20

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。

”こてっちゃん”でおなじみの総合食肉企業です！

エスフーズ株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

”中食業界”のパイオニア

株式会社武蔵野
(食品・メーカー)

事業概要

地域密着型の総合食品商社

ユアサ・フナショク株式会社
(食品・卸/商社)

事業概要

人々に緑豊かな景観を提供する造園業の会社です。

株式会社石勝エクステリア
(建設)

事業概要

JA全農グループを支える”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

エスフーズは和牛（神戸牛・松坂牛・近江牛など）
や国産牛、輸入食肉を仕入れ、販売する卸売事業と
スーパーや量販店、コンビニへ向けて加工品を製造
し、販売する製品事業を中心に行っています。

首都圏を中心に家庭用食品から食品原料、業務用食
材、米穀、飼料・畜産など幅広い商品を取り扱う、
地域密着型の総合食品商社です。その他にビジネス
ホテルの経営や不動産の賃貸事業も展開しています。

石勝エクステリアは、公園、商業施設、住宅、スポ
ーツ施設、リゾート施設まで幅広く様々な施設の造
園整備に関わっています。また、設計・施工・施工
後のメンテナンスまで一貫して行っているのが当社
の強みです。

セブン-イレブン向けのおにぎりやお弁当、調理パン、
調理麺などを開発・製造しています。おにぎりでは
定番の『ツナマヨ』も、実は武蔵野が開発した商品
です！独自の技術と開発力で、中食業界を牽引して
いきます。

ＪＡ全農100％出資子会社として、日本の農業・畜
産業を支援しています。全農グループが利用する情
報システムの開発・運用や、不動産・損害保険代
理・広告宣伝等、様々な事業を手掛けています。



DAY5 12月10日(金) 第6ターム 15:30～16:10

リケンのノンオイル～♪のCMでお馴染みの会社です！

理研ビタミン株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

弊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。食
以外にも化成品改良剤やヘルスケアなど幅広い事業
展開や海外展開をしており、それも当社の強みとな
っています。

森永乳業グループの首都圏主力工場です。

横浜森永乳業株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

「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

【創業101年】農業を支える業界トップ肥料メーカー

片倉コープアグリ株式会社
(化学・メーカー)

事業概要

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

「人とみどりの環境創造サービス企業」

西武造園株式会社
(建設)

事業概要

【東証一部上場】老舗化学メーカー。肥料を得意と
しており、日本の食を陰から支えています。農業新
時代のニーズに応えるため、ドローン用肥料や省力
化肥料など農家さんに最も必要とされる肥料を作り
続けます。

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。

最新設備を駆使し、森永乳業グループの主力工場と
して「森永アロエヨーグルト」や「森永のおいしい
牛乳」「ビヒダスヨーグルト」などの製造を担って
おります。特に弊社では従業員の育成に力をいれて
おります。

マルイチ産商は幅広い食品を取り扱っていますが、
特に水産物（特に生鮮魚）に強みを持つ総合食品卸
です。また、養殖事業に参入したり「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。

総合造園会社の「リーディングカンパニー」として、
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、人とみ
どりのより豊かで、魅力あるまちづくりを目指して
いきます。



DAY5 12月10日(金) 第7ターム 16:20～17:00

より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。

UCC上島珈琲株式会社
(食品・メーカー)

事業概要
私たちは生産国の直営農園で苗木を育てることから、
原料調達、輸入、研究開発・品質保証、製造、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。

アリアケジャパン株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

求め続けるのは、「不」を解消するビジネス

株式会社ファンケル
(化粧品・メーカー)

事業概要

大学での学びを様々な分野で役立ててみませんか？

アジア航測株式会社
(空間情報コンサルタント)

事業概要

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

ユニーク・ヒューマン・アドベンチャーに繰り出そう！

UHA味覚糖
(食品・メーカー)

事業概要

無添加化粧品、サプリメント、青汁、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）を行っています。ファンケルは、想いを込
めた商品をつくり、自信をもってお客様に提供し続
けています。

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、民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。

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。

ぷっちょ、コロロ、シゲキックス、e-maのど飴など
は当社を代表する商品です。楽しさやトキメキを感
じられるお菓子作りを通じて、人々の心と体をより
豊かに健康にすることを目指しています。

天然調味料を製造販売する食品メーカーです。

子供からお年寄りまで安心して食べて頂ける100％
ナチュラルな特に畜産系原料から摂れるダシをベー
スにスープ・ブイヨン・ソース等の調味料製品を製
造している国内トップシェアの東証一部上場企業で
す。


