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DAY2 12月7日(火) 第1ターム 9:50～10:30

米菓を通して世界中の人々に健康や幸せをお届けします

亀田製菓株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

「亀田の柿の種」「ハッピーターン」などでお馴染
の国内米菓シェアNo.1企業です。また海外は6カ国
8拠点に展開しています。更に“Better For You”の
観点から食品事業にも力を注いでいきます。

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

皮膚科・整形外科に強みをもつ内資系新薬メーカー

科研製薬株式会社
(医薬品・メーカー)

事業概要

食のコーディネーターになりませんか？

東海澱粉株式会社
(食品・卸/商社)

事業概要

私たちは創業50周年を迎えた「地球のドクター」です

株式会社オオスミ
(環境)

事業概要

冷蔵倉庫の使命は、食品が届く当たり前を支えること！

株式会社マルハニチロ物流
(物流)

事業概要

「私たちは地球に暮らす人々に『安全』と『安心』
を環境面から提供し続けます」という使命のもと、
環境分析、環境調査・測定、環境コンサルティング
を行っています。

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。

加工食品や農水畜産物、飼肥料から資材まで、1万
アイテム以上を取り扱う「食」の総合商社です！加
工食品メーカー・量販店・外食産業等へ食品原材料
の販売をしております。

私たちが目指すのは、規模の大きさではなく「最優」
である事です。患者さんが少ない疾患でも、日本初・
世界初となる医薬品の提供を通して、その病気に苦し
む患者さんに笑顔をもたらしたいと考えています。

当社は、冷凍・冷蔵品の保管や円滑な物流に欠かせ
ない拠点として、全国33か所に冷蔵倉庫（事業所）
を展開しています。お客様からお預かりした商品の
保管・管理だけではなく、輸配送・通関等の業務も
行っています。



DAY2 12月7日(火) 第2ターム 10:40～11:20

プロフェッショナルから信頼されるチョコレートづくり

大東カカオ株式会社
(食品・メーカー)

事業概要
当社は厳選したカカオ豆からチョコレートを製造す
る、チョコレート原料専業メーカーです。90年以上
にわたり培った技術とノウハウ、3種のロースター
を駆使し、多種多様なチョコレートをご提供してい
ます。

「食の価値創造No.1企業」を目指しています。

国分グループ
(食品・卸/商社)

事業概要

生産者と消費者を安心で結ぶ懸け橋になります

JA全農青果センター株式会社
(食品・卸/商社)

事業概要

あすか製薬は『産婦人科のスペシャリスト』です！

あすか製薬株式会社
(医薬品・メーカー)

事業概要

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

陰ながら大胆に当たり前をまもります！

株式会社シー・アイ・シー
(環境に関するサービス業)

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。

創業309年目の食品卸として、メーカーから商品を
仕入れ、小売・外食産業に販売しています。使命で
ある「豊かな食文化の創造」と「食のインフラ機
能」を果たしながら、食の価値創造No.1企業を目指
しています。

重点3領域（内科、産婦人科、泌尿器科）の医薬品
の製造・販売を行ってます。特に産婦人科は女性の
各ライフステージを幅広い薬剤で支えています。ト
ータルヘルスケアカンパニーを目指した事業展開を
していきます。

当社はＪＡグループの一員として国産青果物の安定
供給に貢献してきました。パッケージングの工夫や
加工食品の新規開発など、商品の付加価値向上にも
積極的に取り組み、国産青果物の価値を発信しつづ
けています。

私たちは環境をまもるクリーンドクターとして日々
活動中！縁の下の力持ちとして陰ながら人々の生活
環境を守っています。
法律が後ろ盾にあり安定性、将来性が高いお仕事で
す！!



DAY2 12月7日(火) 第3ターム 11:30～12:10

独自の技術で皆様の生活に貢献する食品メーカーです。

日本水産株式会社
(食品・メーカー)

事業概要
水産事業（養殖、漁業、調達、加工、販売）
食品事業（加工食品（冷凍・冷蔵・常温）製造、販売）
ファインケミカル事業（機能性原料の製造、販売、
特保食品などの開発、販売）他に物流等、多分野で
活躍できます。

個人の成長が会社の成長！仕事を通じて成長できます！

スターゼン株式会社
(食品・卸/商社)

事業概要

ブロッコリー・トルコギキョウ種子世界シェアNo.1

株式会社サカタのタネ
(農ビジネス)

事業概要

より良い習慣づくりで人々の毎日に貢献する会社です

ライオン株式会社
(日用品・メーカー)

事業概要

創業128年赤字なし！国内No.1の強みあり！

株式会社イシダ
(食品・インフラ)

事業概要

この力でもっと世界を強くする！

ライト工業株式会社
(建設)

事業概要

食肉の調達から販売まで一貫して行っています。全
国各地に拠点を持ち、スーパー、外食産業、コンビ
ニ等、消費者に身近な商品を幅広く展開し、約70年
に渡り、食肉の安定供給と食肉業界の発展に貢献し
続けています。

野菜種子・花種子の品種改良・種子生産・供給を行う
生命科学メーカー。オリジナル商品に強みを持ち、ブ
ロッコリー種子、トルコギキョウ種子で世界シェア
No.1。グローバルニッチトップ企業。東証1部上場

LIONは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、よりよい習慣
づくりで人々の毎日に貢献する製品を生み出すこと
で人々の暮らしによりそいます。

食の安全安心を支える計量包装業界で世界No.2の売
上高を誇るメーカーです。スーパーやデパートのお
惣菜の計り売りに使われる対面電子ハカリ、商品の
値段をデジタルに表示する電子棚札などを扱ってい
ます。

「防災・減災」「災害復旧」をキーワードにした建
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」では国内実績NO.1企業です。
近年は「建築事業」にも参入しています。



DAY2 12月7日(火) 第4ターム 13:50～14:30

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

菓子・洋菓子で笑顔をお届けする、老舗菓子メーカー！

株式会社不二家
(食品・メーカー)

事業概要

日大OB多数！総合日用品メーカーです！

アース製薬株式会社
(日用品・メーカー)

事業概要

世界の医療現場を支える日本のものづくりメーカーです

オリンパス株式会社
(機器・メーカー)

事業概要

確かなサービスで、水と人の未来を創る

東京水道株式会社
(水道事業（管路施設管理、浄水施設管理、
カスタマーサービス、ITサービス等）)

事業概要

創業１００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

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レストラン事業など幅広く取
り組んでいます。

病気の予防・診断と治療に貢献する、生命科学の研
究に寄与する、そして、人々の安全を守る。オリン
パスは高度な光学技術と最新のデジタル技術を融合
させ、医療・科学の事業で研究開発、製品開発を行
っています。

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。

各種水道施設の管理・運営や営業所窓口・コールセ
ンター運営など水道事業のほぼ全てをカバーした、
日本最大級の水道トータルサービス会社です。準公
務員ともいうべき立ち位置で、人々の暮らしを支え
ています。

虫ケア用品をはじめ、入浴剤（バスロマン・温泡）、
除菌剤、オーラルケア用品（モンダミン）、消臭芳
香剤（スッキーリ！）などを製造販売する日用品メ
ーカーです。

食品の冷蔵・冷凍保管、配送、輸入・販売事業を行
っております。日本の冷蔵倉庫業の草分けとして長
年培ったノウハウを活かして「食品の安定供給」と
いう重要な社会インフラを支える仕事をしておりま
す。



DAY2 12月7日(火) 第5ターム 14:40～15:20

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

創業100周年！瓶詰業界で圧倒的シェア

株式会社桃屋
(食品・メーカー)

事業概要

伊藤忠グループの収益力No.1食品商社。

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

アニマルヘルス業界売上高 国内トップシェア

共立製薬株式会社
(医薬品・メーカー)

事業概要

人がつくる。人でつくる。

戸田建設株式会社
(建設)

事業概要

食の面から”くらし”を支える、CMでおなじみの生協

パルシステムグループ（生活協同組合）
(生協)

事業概要

「ごはんですよ！」他多くのロングセラー商品を開
発・製造している食品メーカーです。現在増収増益
を継続しており、次の100年を担う仲間を募集して
います。”日本の食文化を担う”仕事を一緒にしてい
きませんか？

「動物と人の進む道を創る」これが共立製薬のミッ
ションです。動物用医薬品に特化した企業で、ペッ
ト領域、畜水産領域にて動物医療事業を展開してい
ます。国内トップシェア！世界売上高ランキングは
第11位です。

創業140年の歴史と伝統を持つ「建築の名門」とし
て多くの名建築を手掛けているほか、土木部門にお
いても技術開発に積極的で、様々な分野の施工実績
があります。農業6次産業化など新規事業にも挑戦
しています。

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。

「食卓」と「産地」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
では推進副本部長（内閣官房長官）賞を受賞しまし
た！

伝統的な水産練り製品・おせち料理を中心に中華総
菜や麺類、ハンバーグ等様々な製品を食卓へお届け
する食品メーカーです。
「安心安全」「おいしい」をお約束する製品で、お
客様の健康と笑顔を守ります。



DAY2 12月7日(火) 第6ターム 15:30～16:10

★チャルメラ／一平ちゃん／中華三昧★

明星食品株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

明星食品は数々のロングセラーブランドを送り出し
てきた即席麺メーカーです。麺の技術で美味しさに、
しおケアカップや低糖質麺で食べる人の健康にこだ
わり、ココロとオナカにキラリ☆と光る一番星を目
指しています。

【ニッポンハムグループ】「umai」届けませんか？

日本ピュアフード株式会社
(食品・メーカー)

事業概要

日本のお米を国内外へ！

全農パールライス株式会社
(食品・卸/商社)

事業概要

食品パッケージに必要な素材、それが当社の製品です。

出光ユニテック株式会社
(食品・インフラ/化学・メーカー)

事業概要

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

土木・建築・海外・製品・環境、これ全部やってます！

鹿島道路株式会社
(建設)

事業概要

食肉加工品及び畜産エキス加工品の開発・製造・販
売を行っている食品メーカーです。「製販一体」だ
からこその迅速な提案力、「肉×エキス」だからこ
その幅広い開発力を駆使して世の中に「umai」を届
けています！

スーパーやコンビニに並ぶ様々な商品のパッケージ
に我々の製品は使用されています。グミキャンディ
ーの袋などに使用される我々のジッパーは国内1位
の販売シェアを有します。(包装資材シェア辞典
2020年版)。

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。

全農グループのネットワークを強みに日本全国のお
米を取り扱う会社です。安心安全な国産米を商品と
して、国内外へ多くの取引先を通じてお届けしてい
ます。

道路しか作っていない会社と思っている方も多いと
思いますが、土木・建築の工事も設計から施工まで
一貫して行っていて、新素材やICT技術の研究・開
発も行っている「舗装工事をコア事業としている」
ゼネコンです。



DAY2 12月7日(火) 第7ターム 16:20～17:00

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600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。

私たちと一緒に食流通の未来を切り拓きましょう！

三菱食品株式会社
(食品・卸/商社)

事業概要

チーズ鱈・チータラを製造しています！

株式会社なとり
(食品・メーカー)

事業概要

食肉を通じて「食のおいしさ」をお届けします！

関東日本フード株式会社
（ニッポンハムグループ）

(食品・卸/商社)
事業概要

明日の『農』を支える力でありたい。

三井化学アグロ株式会社
(化学・メーカー)

事業概要

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

私たちはニッポンハムグループの食肉事業に携わっ
ております。主な業務としては担当のエリア（関
東・北陸・新潟・東海）を中心に食肉の”営業”をお
こなっております。

当社は1921年に国内初の合成農薬を上市して以来、
約100年にわたり、農作物の生産安定に貢献してき
ました。高品質の製品とサービスを提供する「グロ
ーバルに存在感のある研究開発型企業」を目指して
います。

国内外の加工食品、低温食品、酒類及び菓子の卸売
を主な事業内容とし、さらに物流事業及びその他サ
ービス等の事業活動を展開しております。

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。

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。常温チーズや要冷蔵おつまみなど、温度帯にと
らわれない、新ジャンル製品を次々に送り出してい
ます。



DAY2 12月7日(火) 第8ターム 17:10～17:50

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

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

創業120年を迎えた製販一体の食品メーカーです。

株式会社中村屋
(食品・メーカー)

事業概要

病気を見つける薬（臨床検査薬）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

モスグループは、「食」を通じて人を幸せにします

株式会社モスフードサービス
(食品・卸/商社)

事業概要

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（JA全農）
(団体)

事業概要

当社は「農業物流」のプロフェッショナル集団です！

全農物流株式会社
(物流)

事業概要

ハンバーガー専門店「モスバーガー」のフランチャ
イズシステムによる全国展開と、加盟店への食材・
包装資材の卸売りを行っております。

各種和洋菓子、パン、食品の製造・販売、レストラ
ンの経営。クリームパン・インドカリー・中華まん
を日本で初めて売り出した企業です。研究・創意工
夫・挑戦の精神で、お客様に喜んでもらえる食を提
供しています。

当社はJA全農グループの総合物流会社です。農畜産
物を中心とした輸送や保管事業等を行っています。
全国69か所に拠点を持ち、合理的な物流サービスの
提供をすることにより日本の農業・食の流通に貢献
しています。

米麦・青果物・牛肉・鶏卵・乳製品等の農畜産物の
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。

PCR検査をしたことはありますか？これも臨床検査
の一種です。
シノテストは生化学分野（コレステロール、糖、鉄
など）に強く、健康長寿を目指すために、臨床検査
で社会に貢献できる会社です。


