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DAY1 12月6日(月) 第1ターム 9:50～10:30

「冷凍うどんと言えばテーブルマーク」業界の風雲児

テーブルマーク株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

事業を通じて社会に奉仕する

伊藤ハム株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

世界24ヶ国に展開する工業用接着剤メーカーです

株式会社スリーボンド
(化学・メーカー)

事業概要

毎日の食を通し、人々の日常の価値を上げる仕事です！

株式会社LEOC
(食品・給食)

事業概要

安心・安全を見える化します！

株式会社静環検査センター
(技術サービス業)

事業概要

ここにしかない技術で未来を支える会社です！

株式会社不動テトラ
(建設)

事業概要

ハム・ソーセージ、食肉、調理加工食品の製造・販
売を主軸に事業を展開する食肉加工メーカーです。
食肉の調達から、企画、生産、営業まで一貫して取
り組み、グループ内でバリューチェーンを創り上げ
ています。

当社は、水・大気・土壌・廃棄物・工業製品・食品・
医薬品など、人々の生活に関わる様々なものの検査・
分析を行っています。本社は静岡県藤枝市。
全国の支店や営業所から、お客様に安心・安全を提供
しています。

冷凍食品のうどん、お好み焼、たこ焼、パン、デザ
ート、また常温のパックごはんなど生活者のニーズ
に合わせた、独自の商品開発力や製造技術を活かし
た商品をお届けする事で、豊かな食生活を支えてい
ます。

社員食堂、病院、高齢者施設、保育園、アスリート
施設などの食事を通し、日常の食事を支えています。
グループでは、【外食事業】【Jリーグ横浜FCの運
営】【人財紹介事業】 などを展開し、活躍の場は
様々です！

独自の技術を有し、土木・地盤改良・ブロックの3
事業が協調し、海に陸に豊かで安全安心な国土づく
りに貢献する、土木を中心としたゼネコン。地盤改
良トップ企業として、地震時の液状化対策において
強みがあります。

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。



DAY1 12月6日(月) 第2ターム 10:40～11:20

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！

「スジャータ」でお馴染みの食品メーカーです！

株式会社東京めいらく
(食品・メーカー)

事業概要

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

検査の進化で、人々の幸せと笑顔を支えていく

栄研化学株式会社
(臨床検査薬・メーカー)

事業概要

「いのちと自然を守り育てる」化学品メーカーです

クミアイ化学工業株式会社
(化学・メーカー)

事業概要

経済不況にも強いインフラ【道路】企業です！

大林道路株式会社
(建設)

事業概要

大林道路は大林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っています。また昨今注
目を集めているＩＣＴ技術の開発・活用にも取り組
んでいます。

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。

「臨床検査事業」、「食品・環境検査事業」の2つ
の事業ドメインの他、今後は、新たに動物検査薬も
育てていきたいと考えています。臨床検査薬の総合
メーカーとして世界中の人々の健康と医療に貢献す
る会社です。

自社の工場で製造した食品を、北海道から沖縄まで、
グループ全体で全国約70カ所の営業所を通し、約
20万軒のお得意様へ、すべて自社で配送してお届け
する生産直販方式で販売させて頂いています。

クミカは農薬を中心とする化学品を、創薬から製造、
国内外の販売まで一気通貫した体制で行っています。
研究開発に注力し、独自の化合物を作り出し、商品
化しています。



DAY1 12月6日(月) 第3ターム 11:30～12:10

くらしに笑顔を

株式会社ニチレイフーズ
(食品・メーカー)

事業概要

「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

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
(農業・メーカー)

事業概要

医療と健康になくてはならない存在へ

株式会社スズケン
(医薬品・商社)

事業概要

地域に密着し農業～金融まで総合事業を展開しています

JAさがみ（さがみ農業協同組合）
(農協)

事業概要

お客様の「憧れを、かたちに。」するハウスメーカー

三井ホーム株式会社
(建設)

事業概要
①組織相談事業：各種相談業務（営農指導）、
組合員組織活動支援等
②経済事業：販売事業、購買事業等
③信用事業：貯金、融資、投資信託等
④共済事業：ひと・いえ・くるま の総合保障の提供等

国内最大級の三井不動産グループの一員として注文
住宅事業を担う三井ホーム。日本におけるツーバイ
フォー工法のリーディングカンパニーとして、いつ
の時代も日本の住文化をリードしています。

フジパングループは、「本仕込」や「ネオバターロ
ール」など、袋詰めのパンを作る【ホールセール】
のほか、【リテイル】【デリカ】【ロジスティック
ス】の4つの部門で全国に様々な食品ビジネスを展
開しています。

ニチレイフーズは、日本で初めて冷凍加工食品を創
り出した冷凍食品のリーディングカンパニーです。
素材の持つ健康価値、作りたてのおいしさを日本中、
世界中に届けています。

スズケンは医薬品卸の枠を超え、グループ会社と共
に、さまざまな事業を展開しています。医療から介
護まで「健康創造」という無限に広がる分野におい
て、医療と健康になくてはならない存在を目指しま
す。

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。



DAY1 12月6日(月) 第4ターム 13:50～14:30

当日は内定者も参加し、皆様からご質問お受けします！

株式会社ロッテ
(食品・メーカー)

事業概要

キシリトールガム、ガーナミルクチョコレート、コ
アラのマーチ等、これまで数々のヒット商品を世に
送り出してきた“お口の恋人”ロッテ。菓子以外にも
幅広い分野で事業を展開し、お客様の生活を豊かに
彩る企業です。

多彩かつ本格的な加工食品で食べる喜びを提供します！

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)
事業概要

ウイルスや感染症から、ひとの命・暮らしを守る

フマキラー株式会社
(日用品・メーカー)

事業概要

食品トレー容器の業界トップメーカーです！

株式会社エフピコ
(食品・インフラ)

事業概要

最も大切にしているのは人。そして社員の成長です。

デリカフーズ株式会社
(食品・卸/商社)

事業概要

当社の幅広い事業展開や仕事の醍醐味をお話しします。

大和ハウス工業株式会社
(建設)

事業概要

「Nipponham（ニッポンハム）」ブランドの商品か
ら業務用商品まであらゆる加工食品を開発・製造。
お客様のニーズに応えるとともに、これまでにない
新しい加工食品で「食の新しい未来」を築きません
か！

創業145年を迎えた当社。殺虫剤だけでなく、家庭
用品・園芸用品・業務用品など幅広く事業を展開。
世界中の人々の命、暮らしを守るという強い使命感
のもと、積極的に海外事業を展開しています。

知る人ぞ知る食品容器メーカー！魅力ある売り場を
作る提案型営業、年間２千種類を上市する開発力、
全国の顧客への生産供給力を併せ持ち、更に循環型
リサイクルにも取り組みながら、日本の「食」を支
え続けています。

青果物を中心に取り扱う専門商社です。業界最大手
の規模で、全国約３万店の外食店舗へ青果物を配送。
自社契約産地や物流子会社を持ち、仕入から納品ま
で一貫して様々な業務に関わりながら事業を行える
のが強み。

「人・街・暮らしの価値共創グループ」として、住
宅や商業施設、物流施設などの建築に加え、環境エ
ネルギーなど、幅広い事業を展開。社会課題の変化
に合わせて、つねに新たな事業の創出に挑み続けて
います。



DAY1 12月6日(月) 第5ターム 14:40～15:20

これからも、どこまでも、健康と信頼をお届けします。

日清製粉グループ
(食品・メーカー)

事業概要

製粉、加工食品、健康食品、エンジニアリングなど
の各事業が自由な意志と戦力を持ち、それぞれのマ
ーケットへシャープにアクションを起こせるプロフ
ェッショナル企業のグループとして活動しています。

創業119年・純正自然なお菓子づくりに取り組む企業

株式会社ユーハイム
(食品・メーカー)

事業概要

漢方薬のリーディングカンパニー

株式会社ツムラ
(医薬品・メーカー)

事業概要

農薬・化学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

めざせ環境ドクター！

アース環境サービス株式会社
(総合環境衛生管理)

事業概要

自由闊達な社風で、風通しの良い会社です！！

大成設備株式会社
(建設)

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。

大成建設グループの設備専業者である当社は、建物
の快適な環境を創造する企業です。空気調和・給排
水衛生設備をメインとして、超高層ビルやドーム球
場など多様な施工実績が当社の財産であり自慢です。

大塚グループ・アースグループの一社である弊社は、
食品、医薬品、容器・包材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。

バウムクーヘンを中心とした洋菓子の製造・販売の
ほか、喫茶・レストランの経営、海外グローサリー
商品の輸入・販売の事業を展開しています。

「自然と健康を科学する」という経営理念のもと、
漢方医学と西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。



DAY1 12月6日(月) 第6ターム 15:30～16:10

新しいをつくり、おししいを育てる

丸美屋食品工業株式会社
(食品・メーカー)

事業概要
おいしく手軽に家庭の味わいをお届けする食品メー
カーです。国内で高いシェアを堅持すると同時に、
時代の変化に迅速に対応できる商品開発力、若手社
員でも『言いたいことは言わせてもらえる』風土が
当社の強みです。

～おいしい♪の笑顔をかたちに～日本の食を支えます！

日本クッカリー株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

食を安全安心に届けるプラスチック製食品容器メーカー

中央化学株式会社
(食品・インフラ)

事業概要

臨床開発におけるExpert集団を目指しています！

エイツーヘルスケア株式会社
（伊藤忠グループ）

(CRO)
事業概要

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

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
が崩壊した際、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。

医薬品・医療機器の臨床開発ソリューションを提供
する総合CROです。ITを用いたオペレーションの強
みに加え、対象疾患に関する専門知識を持つExpert
を育成し、注力領域やデジタル治療を強化していき
ます。

弁当・おにぎり・寿司・麺・惣菜・サラダなどの商
品を製造し、コンビニエンスストア「ローソン」に
お届けしている私たち。お客様の求めるおいしさが
当たり前にあることをめざし、これからも挑戦を続
けていきます。

スーパー、コンビニ、弁当・惣菜専門店などで使用
されるトレー、弁当容器等のプラスチック製食品包
装容器の製造・販売。素材開発、製品企画・設計、
製造、販売まで一貫して行い、日本全国、海外（中
国）に事業展開。

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。



DAY1 12月6日(月) 第7ターム 16:20～17:00

真の欲求を究めて、ホンモノをカタチにする

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

すべてのひとに健やかな暮らしと食の歓びを届けます！

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

農家に寄り添い農薬を使う技術を売る農薬専業メーカー

アグロ カネショウ株式会社
(化学・メーカー)

事業概要

”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

みどりに関する様々な事業で社会・環境に大きく貢献

株式会社日比谷アメニス
(建設)

事業概要

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

「試薬・理化学機器」と言う商品の販売を通じて研
究者をバックアップさせて頂いている専門商社です。
「あらゆる研究者に革新とひらめきを」をモットー
に様々なアプローチを駆使して付加価値をお届けし
ています。

創業100年を越える食品添加物の総合メーカーです。
食品の美味しさを司る「味、色、香り、食感、機能
健康」を創り出す、着色料・香料・甘味料・乳化
剤・ゲル化剤等の食品添加物の開発をトータルに手
がけています。

農業用薬品の製造および販売を行っています。お客
様のニーズに応えるために北海道から九州まで全国
に14か所の販売拠点があります。また新規薬剤・既
存薬剤の研究を行う施設が埼玉県、茨城県にありま
す。

当社はみどりに関する様々な事業を展開しています。
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。環境エネル
ギーに関する事業も展開しみどりの新たな価値を創
出しています。

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。

カバヤ食品はチョコ・グミ・クッキー・玩具菓子・
清涼菓子などの菓子を、
オハヨー乳業はコーヒー・プリン・ヨーグルト・ア
イスなどの乳製品を
製造販売する食品メーカーです。



DAY1 12月6日(月) 第8ターム 17:10～17:50

シェフが認める味を作り出す日本の食の担い手です！

キスコフーズ株式会社
(食品・メーカー)

事業概要
当社は業務用向けのソースやスープの製造販売を行
う食品メーカーです。素材の選別から出荷まで手間
を惜しまず、丁寧な製造を行うことで「高品質」で
「美味しさ」に特化した商品の提供を実現しており
ます。

「地域性を、可能性に。」流通のトータルサポーター

ヤマエ久野株式会社
(食品・卸/商社)

事業概要

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
(食品・インフラ)

事業概要

業界1位！暮らしデザインカンパニーです！

株式会社日比谷花壇
(サービス)

事業概要

～住宅の性能で人の暮らしと地球環境に貢献する～

株式会社一条工務店
(建設)

事業概要

道づくり・街づくりを通じて社会に貢献する企業です！

日本道路株式会社
(建設)

事業概要

花の総合商社として、ひとつの商材を起点にあらゆ
る業界・業種がお取引先になり、多方面に渡ってビ
ジネスを展開できるのが特徴です！日比谷花壇には
活躍できるフィールドがたくさんあります！

弊社はスーパー・コンビニへの食品の「流通」、外
食チェーンへの「食材供給」、メーカーへの「原材
料供給」と住宅設備機器等「住まい」に関する商品
の販売など、皆さんの生活をトータルでサポートし
ています。

【戸建住宅事業・マンション事業・海外住宅事業・
住宅ローン事業など】当社は住宅の”性能”にこだわ
る会社です。快適で安心な住まいづくりを通してお
客様に”一生涯続く満足・感動”をご提供しています。

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。

1929年の創業以来、道路建設事業のパイオニアと
して、高速道路や国道の建設工事をはじめ数々の国
家的プロジェクトに参画してきました。
その間培った技術力で、今後も持続可能な社会づく
りに貢献していきます。


