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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

事業を通じて社会に奉仕する

世界24ヶ国に展開する工業用接着剤メーカーです

テーブルマーク株式会社

伊藤ハム株式会社

株式会社スリーボンド

(食品・メーカー)

(食品・メーカー)

事業概要

事業概要

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。

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。

(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。

毎日の食を通し、人々の日常の価値を上げる仕事です！

安心・安全を見える化します！

ここにしかない技術で未来を支える会社です！

株式会社LEOC

株式会社静環検査センター

株式会社不動テトラ

(食品・給食)

事業概要

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！

(技術サービス業)

事業概要

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。

(建設)

事業概要

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。

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！

「スジャータ」でお馴染みの食品メーカーです！

取扱量No.1！鶏卵業界のリーディングカンパニー

明治グループ

株式会社東京めいらく

JA全農たまご株式会社

（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

(食品・メーカー)

(食品・卸/商社)

事業概要

事業概要

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。

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。

検査の進化で、人々の幸せと笑顔を支えていく

「いのちと自然を守り育てる」化学品メーカーです

経済不況にも強いインフラ【道路】企業です！

栄研化学株式会社

クミアイ化学工業株式会社

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！

(臨床検査薬・メーカー)

大林道路株式会社

(化学・メーカー)

(建設)

事業概要

事業概要

事業概要

「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。

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。

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。

DAY1 12月6日(月) 第3ターム 11:30〜12:10
くらしに笑顔を

「本仕込」でおなじみのフジパングループです。

みんなの「アタリマエ」をそっと支えています。

株式会社ニチレイフーズ

フジパングループ本社株式会社

カネコ種苗株式会社

(食品・メーカー)

(食品・メーカー)

(農業・メーカー)

事業概要

事業概要

事業概要

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。

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。

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。

医療と健康になくてはならない存在へ

地域に密着し農業〜金融まで総合事業を展開しています

お客様の「憧れを、かたちに。」するハウスメーカー

株式会社スズケン

JAさがみ（さがみ農業協同組合）

三井ホーム株式会社

(医薬品・商社)

事業概要

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。

(農協)

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

(建設)

事業概要

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。

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！

多彩かつ本格的な加工食品で食べる喜びを提供します！

ウイルスや感染症から、ひとの命・暮らしを守る

日本ハム食品株式会社

株式会社ロッテ

フマキラー株式会社

（ニッポンハムグループ）
(食品・メーカー)

(食品・メーカー)

(日用品・メーカー)

事業概要

事業概要

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。

「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。

食品トレー容器の業界トップメーカーです！

最も大切にしているのは人。そして社員の成長です。

当社の幅広い事業展開や仕事の醍醐味をお話しします。

株式会社エフピコ

デリカフーズ株式会社

(食品・インフラ)

事業概要

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。

(食品・卸/商社)

事業概要

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。

大和ハウス工業株式会社
(建設)

事業概要

「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。

創業119年・純正自然なお菓子づくりに取り組む企業

漢方薬のリーディングカンパニー

日清製粉グループ

株式会社ユーハイム

株式会社ツムラ

(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。

(食品・メーカー)

事業概要

事業概要

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。

農薬・化学を通して地域貢献します。

めざせ環境ドクター！

北興化学工業株式会社

アース環境サービス株式会社

(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。

(医薬品・メーカー)

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

(総合環境衛生管理)

事業概要

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。

(建設)

事業概要

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。

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
事業概要

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。

エイツーヘルスケア株式会社

ヤンマーアグリジャパン株式会社

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。

(食品・インフラ)

事業概要

いつでも、時代が求める最先端の農業機械を！

事業概要

中央化学株式会社

(食品・メーカー)

臨床開発におけるExpert集団を目指しています！

（伊藤忠グループ）
(CRO)

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

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。

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

関東甲信越支社

(建設)

(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。

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。

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

すべてのひとに健やかな暮らしと食の歓びを届けます！

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

カバヤ食品株式会社・
オハヨー乳業株式会社

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社

アグロ カネショウ株式会社

(食品・メーカー)

(食品・メーカー)

(化学・メーカー)

事業概要

事業概要

事業概要

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。

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。

”精一杯”の先の【誠意一杯】を目指して

みどりに関する様々な事業で社会・環境に大きく貢献

理科研株式会社

株式会社日比谷アメニス

(医薬品・商社)

(建設)

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

事業概要

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。

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。

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！

「地域性を、可能性に。」流通のトータルサポーター

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

キスコフーズ株式会社

ヤマエ久野株式会社

三井化学東セロ株式会社

(食品・卸/商社)

(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。

(食品・インフラ)

事業概要

事業概要

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。

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。

業界1位！暮らしデザインカンパニーです！

〜住宅の性能で人の暮らしと地球環境に貢献する〜

株式会社日比谷花壇

株式会社一条工務店

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)

(サービス)

事業概要

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！

【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。

(建設)

事業概要

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。

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

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

皮膚科・整形外科に強みをもつ内資系新薬メーカー

日本ルナ株式会社

科研製薬株式会社

亀田製菓株式会社
(食品・メーカー)

(食品・メーカー)

事業概要

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。

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。

事業概要

食のコーディネーターになりませんか？

私たちは創業50周年を迎えた「地球のドクター」です

東海澱粉株式会社

株式会社オオスミ
(環境)

(食品・卸/商社)

(医薬品・メーカー)

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。

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

事業概要

事業概要

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。

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

「食の価値創造No.1企業」を目指しています。

生産者と消費者を安心で結ぶ懸け橋になります

大東カカオ株式会社

国分グループ

JA全農青果センター株式会社

(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。

(食品・卸/商社)

事業概要

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。

あすか製薬は『産婦人科のスペシャリスト』です！

当社のパッケージは必ず見たことがあるはず！

あすか製薬株式会社

株式会社クラウン・パッケージ

(医薬品・メーカー)

(食品・インフラ)

(食品・卸/商社)

事業概要

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。

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

事業概要

事業概要

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。

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。

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。

個人の成長が会社の成長！仕事を通じて成長できます！

ブロッコリー・トルコギキョウ種子世界シェアNo.1

スターゼン株式会社

株式会社サカタのタネ

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。

(食品・卸/商社)

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。

より良い習慣づくりで人々の毎日に貢献する会社です

創業128年赤字なし！国内No.1の強みあり！

ライオン株式会社

株式会社イシダ

(日用品・メーカー)

事業概要

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。

(農ビジネス)

事業概要

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

この力でもっと世界を強くする！

ライト工業株式会社

(食品・インフラ)

事業概要

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。

(建設)

事業概要

「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

菓子・洋菓子で笑顔をお届けする、老舗菓子メーカー！

小岩井乳業株式会社

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

株式会社不二家

(食品・メーカー)

(日用品・メーカー)

(食品・メーカー)

事業概要

事業概要

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。

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。

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。

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

確かなサービスで、水と人の未来を創る

オリンパス株式会社

東京水道株式会社

(機器・メーカー)

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

(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）)

(物流)

事業概要

事業概要

事業概要

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。

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。

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

創業100周年！瓶詰業界で圧倒的シェア

株式会社紀文食品

株式会社桃屋

(食品・メーカー)

(食品・メーカー)

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

事業概要

事業概要

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。

「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？

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。

アニマルヘルス業界売上高 国内トップシェア

人がつくる。人でつくる。

食の面から”くらし”を支える、CMでおなじみの生協

共立製薬株式会社

戸田建設株式会社

パルシステムグループ（生活協同組合）

(医薬品・メーカー)

(建設)

事業概要

事業概要

「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。

(生協)

事業概要

「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！

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★

【ニッポンハムグループ】「umai」届けませんか？

日本のお米を国内外へ！

明星食品株式会社

日本ピュアフード株式会社

全農パールライス株式会社

(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。

(食品・メーカー)

事業概要

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！

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。

食品パッケージに必要な素材、それが当社の製品です。

環境課題を解決する環境総合コンサルティング会社

出光ユニテック株式会社

株式会社環境管理センター

(食品・インフラ/化学・メーカー)

事業概要

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)。

(食品・卸/商社)

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

(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。

(建設)

事業概要

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

私たちと一緒に食流通の未来を切り拓きましょう！

チーズ鱈・チータラを製造しています！

モランボン株式会社

三菱食品株式会社

株式会社なとり

(食品・卸/商社)

(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。

事業概要

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。

食肉を通じて「食のおいしさ」をお届けします！

明日の『農』を支える力でありたい。

関東日本フード株式会社

三井化学アグロ株式会社

（ニッポンハムグループ）
(食品・卸/商社)

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。

(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。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。

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

(化学・メーカー)

事業概要

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。

(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。

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！

創業120年を迎えた製販一体の食品メーカーです。

病気を見つける薬（臨床検査薬）をつくっています！

キユーピー株式会社

株式会社中村屋

株式会社シノテスト

(食品・メーカー)

(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

事業概要

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。

モスグループは、「食」を通じて人を幸せにします

日本、そして世界で、食のために、挑み続ける。

株式会社モスフードサービス

全国農業協同組合連合会（JA全農）

(食品・卸/商社)

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。

(医薬品・メーカー)

事業概要

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。

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

(団体)

事業概要

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。

(物流)

事業概要

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。

DAY3 12月8日(水) 第1ターム 9:50〜10:30
パン・和菓子・洋菓子 3部門で業界No.1

創業120周年。ソースはやっぱりブルドック。

山崎製パン株式会社

ブルドックソース株式会社

(食品・メーカー)

事業概要

パン、和・洋菓子、調理パン・米飯類の製造・販売、
製菓・米菓の販売、ベーカリーの経営、コンビニエ
ンスストア事業

総合感冒薬「ジキニン」でおなじみの製薬会社

全薬工業株式会社

(食品・メーカー)

事業概要

ウスター、中濃、とんかつソースやお好み・焼そば
ソースといった商品の他に、「＆Bull-dog」ブラン
ドではドレッシングソースやたれの商品を発売し、
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。

(医薬品・メーカー)

事業概要

「効きめで奉仕する」の創薬理念のもと、独創的な
製品の研究開発を行っています。永年に亘って育ん
できた技術を活かし、より優れた効きめと高い安全
性を併せ持つ医薬品の創生を第一の使命として取り
組んでいます。

食の未来を拓く『農業総合メーカー』

人の安心・安全を守るお仕事です！

☆緑化事業（法面・造園）を通して社会に貢献します☆

渡辺パイプ株式会社

イカリ消毒株式会社

イビデングリーンテック株式会社

(農ビジネス)

(サービス)

(環境)

事業概要

事業概要

事業概要

当社は、農業用のグリーンハウスを筆頭に、各種農
業資材設備を設計、施工、販売する『農業総合メー
カー』です。当社にしか出来ない技術で日本の農業
を支える事業を展開しています。

「命を守る予防衛生」をコンセプトに、環境衛生・
食品衛生・公衆衛生を支えております。お客さまの
安心安全な生活を守り、豊かな生活を支えるために、
「総合衛生管理サポートシステム」を提供しており
ます。

グリーンビジネスを軸とし、人々の暮らしや命を守
る法面事業、街づくりに携われる造園事業を展開
（どちらも業界大手！）。親会社は一部上場企業で
福利厚生等充実。転勤ほぼなし。毎年卒業生も多数
活躍しています！

DAY3 12月8日(水) 第2ターム 10:40〜11:20
タカナシはあなたの技術や発想を必要としています

安全・安心で豊かな食を支える食品流通のエキスパート

菓子専門商社のリーディングカンパニーです！

タカナシ乳業株式会社

横浜冷凍株式会社

株式会社山星屋

(食品・卸/商社)

(食品・メーカー)

事業概要

全国に事業所を構え、乳製品全般の開発・製造・販
売を行う乳業メーカーです。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、プ
レミアムアイスクリームなどの原料として使ってい
ただいています。

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

世界の「衛生・環境・健康」に貢献

タマゴのリーディングカンパニーを目指しています

東京サラヤ株式会社

キユーピータマゴ株式会社

(医薬品・食品・化粧品・日用品・卸/商社)

(食品・卸/商社)

事業概要

1,000社以上のメーカーと500社以上の小売業を結
び、商品や催事などの企画提案を行なう営業部門、
市場を調査するマーケティング部門、商品の企画・
開発を行なう開発部門など、様々な業務を行なって
おります。

農業生産者の方を総合的に支援し農業発展に貢献！

雪印種苗株式会社

(食品・メーカー)

(農ビジネス)

事業概要

事業概要

事業概要

1.家庭用及び業務用洗浄剤・消毒剤・うがい薬等の
衛生用品と薬液供給機器、食品等の販売
2.食品衛生・環境衛生のコンサルティング
３.健康食品の販売

BtoB商品の開発・生産・販売でタマゴの扱い量や商
品アイテム数は日本一、タマゴ分野で保有する特許
数は世界一の会社です。実は皆さんの身近にかかわ
る会社です。詳しくはセミナー当日でお伝えします。

牧草の種採りから始まった弊社は、会社設立71年。
種苗だけではなく、牛用配合飼料、サイレージ用乳
酸菌、液体肥料、緑肥作物等農業に関わる資材を開
発しております。農業に貢献したい方は是非お越し
ください。

DAY3 12月8日(水) 第3ターム 11:30〜12:10
求む、NEW KENKOの立役者！

4つの事業を展開するニッポンハムグループの会社！

「健康づくりは幸せづくり」をモットーに健康へ貢献

ケンコーマヨネーズ株式会社

株式会社宝幸

ゼリア新薬工業株式会社

(食品・メーカー)

事業概要

(食品・メーカー)

事業概要

事業概要

東証一部上場の業務用を中心とした食品メーカーで
す。『食を通じて世の中に貢献する。』という企業
理念を掲げ多彩な食シーンを演出しています。ポテ
トサラダ等のロングライフサラダは業界1位！さら
に挑み続けます。

私たちは乳製品(チーズ)、常温食品(缶詰・レトルト
食品)、フリーズドライ食品、冷凍食品という多様な
食品カテゴリーの商品を扱っています。4つの事業
を通して、人々の多彩な食シーンを支えています。

道路インフラ材料トップシェアメーカー！OB活躍中！

地球をはかり、未来を創る〜人と自然の共生にむけて〜

ニチレキ株式会社

株式会社パスコ

(化学・メーカー)

事業概要

創業以来、「種播き精神」のもと国内道路へ約４０％
の材料を提供行い、社会に貢献してきました。
材料の研究開発や製造だけではなく、インフラの点検
や道路を直すのに必要な機械の開発にも自社で取り組
んでいます。

(医薬品・メーカー)

消化器領域に特化した医療用医薬品、「ヘパリー
ゼ」「コンドロイチン」など独創的な製品のOTC医
薬品、両医薬品を手掛ける医薬品メーカーです。患
者様から生活者まであらゆる人々の健康づくりに貢
献します。

花と動物たちのエンターテインメントファーム
2022年には創業60周年！

株式会社マザー牧場

(建設)

事業概要

最先端技術を活用した衛星、航空機、ドローン、車
両、船舶などから地球上の様々な空間情報を取得し、
お客様の利用目的に合わせて加工・分析し、さらに
必要な情報を付加した空間情報サービスを提供して
います。

(サービス)

事業概要

花や動物、味覚狩り、アドベンチャー、食事、商品
を通じて「しあわせな素晴らしいひととき」をお届
けします。マザー牧場にしかできないチャレンジを
続けながら、ひとつでも多くの喜びと感動をお客様
へお届けします。

DAY3 12月8日(水) 第4ターム 13:50〜14:30
日本食研は「たれの出荷量日本一」のBtoB企業です

食に関わるあらゆる分野に挑戦しています！

医療福祉を食で支えるリーディングカンパニー

日本食研ホールディングス株式会社

プリマハム株式会社

日清医療食品株式会社

(食品・メーカー)

(食品・メーカー)

(食品・給食)

事業概要

事業概要

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販売、研究
開発

プリマハムでは、食肉、ハム・ソーセージ、加工食
品の各分野を柱とした事業を展開しています。その
なかで、需要の変化に柔軟に対応しながら、お客様
の視点にたった商品開発で豊かな食生活の創造に貢
献しています。

医療福祉分野に特化。食品商社としての『医療用食
品販売』事業・お食事を作るまでをお任せ頂く『給
食受託』事業・低カロリー・栄養バランス・家庭の
味をコンセプトにした『在宅配食』事業 等

あなたの、健康のそばに。

わたしたちは【日本最大】の生活協同組合です！

飼料・肥料を通して豊かな食文化の向上に貢献します

大正製薬株式会社

生活協同組合コープみらい

JA東日本くみあい飼料株式会社

(医薬品・メーカー)

(生協)

(農ビジネス)

事業概要

事業概要

事業概要

ファイトイッパーツ！リポビタンＤでおなじみ、ワ
シのマークの大正製薬です。ＯＴＣ医薬品を中心と
するセルフメディケーション事業と、医療用医薬品
事業を2つの柱に展開する総合医薬品メーカーです。

コープデリ宅配事業や店舗事業といった食に関する
事業をはじめ、保障事業や福祉事業、サービス事業、
でんき・ガスの小売り事業など幅広い事業を通して
組合員のくらしに貢献しています。

私たちの食卓に欠かせない肉や卵や牛乳、弊社はこ
れらの元となる家畜が食べる飼料の製造・販売を主
に行っております。動物が好き、お肉が好き、食べ
ることが好き、そんな方大歓迎です！

DAY3 12月8日(水) 第5ターム 14:40〜15:20
創業100周年！食品と化学の油脂素材メーカーです。

即席麺・スープでおなじみのエースコックです！

アジアNo.1ワイン商社から世界No.1へ！

ミヨシ油脂株式会社

エースコック株式会社

エノテカ株式会社

(食品・メーカー)

事業概要

食品事業：パンやお菓子、フライオイルや即席麺な
ど身近な食品に当社の素材が使われています。
油化事業：日用品や香粧品の原料、ティッシュの保
湿剤、環境改善製品など幅広い業界で当社の素材が
活躍しています。

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！！

酪農専門農協として日本の酪農業を盛り上げています！

セブン-イレブンで販売しているデザート等の製造

全国酪農業協同組合連合会

プライムデリカ株式会社

(農協)

（アサヒビールグループ）
(食品・卸/商社)

(食品・メーカー)

事業概要

輸入ワインの取り扱いアジアNo.1を誇るワインイン
ポーターです。海外30ヵ国から約3000種類ものワ
インを年間約1000万本輸入しています。さらに、
ワインの卸売、小売まで一貫した事業を展開してい
ます。

累積建築戸数 世界一のハウスメーカーです！

積水ハウス株式会社
(建設)

(食品・メーカー)

事業概要

事業概要

事業概要

私たち全酪連は生乳生産現場から乳製品として消費
者へお届けする過程の中で、様々な事業を展開して
おります。【例】牛乳・乳製品類や食肉の製造販売、
酪農家へ生産資材や酪農情報の提供、会員の組織運
営指導など。

全国のセブンイレブンで販売しているデザート、サ
ンドイッチ、和菓子、惣菜、パスタ、サラダ、カッ
ト野菜等を製造。当社は１０℃以下の状態で店頭に
並ぶ、新鮮で美味しいチルド惣菜の生産が強み。

積水ハウスは「わが家を世界一幸せな場所にする」
というグローバルビジョンを掲げています。実現す
るためにハード・ソフトだけでなく、サービスの提
供を進め、国内外問わず様々なビジネスを展開して
います。

DAY3 12月8日(水) 第6ターム 15:30〜16:10
「６Ｐチーズ」等、乳製品を製造・販売しています

世界に貢献する企業を目指していきます

あなたの知らないデザートパッケージの世界

雪印メグミルク株式会社

株式会社雪国まいたけ

伊藤景パック産業株式会社

(食品・メーカー)

事業概要

(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。

(食品・インフラ)

事業概要

まいたけの大量人工栽培技術を確立し成長を続けてき
ました。
その過程で培った技術をもとに、えりんぎやぶなしめ
じの栽培や、加工食品や健康食品を手がけるなど総合
食品企業として成長していきたいと考えています。

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！

常に未来を見据え、新しい常識を創造している会社！

「食の商社」で会社と共に成長しよう！

守るものがある限り、決して需要は途切れない。

株式会社テラオカ

ハーベスト株式会社

ALSOK綜合警備保障株式会社

(食品・インフラ)

(食品・給食)

(セキュリティ)

事業概要

事業概要

事業概要

スーパーマーケットやパン屋さん、クリニック等で
見るセミセルフレジや、食品工場、飲食店など、生
活に欠かせない精密機器を扱っている会社です。時
代の先端を突き進み、常に時代の進化に対応してい
ます。

ハーベストは給食会社として、全国にある様々な施
設に食事を届けています。人と関わり、食を生み出
す、マネジメントを中心とした幅広い業務内容や業
界の特徴などを分かりやすく説明します。

警備業の垣根を越えた社会のインフラとして
安全安心を提供することと位置づけ
ファシリティマネジメントや介護事業を融合させ
時代のニーズに合わせて具現化しています。

DAY3 12月8日(水) 第7ターム 16:20〜17:00
おいしさと健康の一致を目指します！

世界の海と日本の食卓を結ぶ企業

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Mizkan

東洋冷蔵株式会社

株式会社野澤組

(食品・メーカー)

事業概要

(食品・卸/商社)

(食品・卸/商社)

事業概要

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。

【創業152年】食品部、開発部、畜産部、機械部、
繊維部の5営業部門と管理部門で構成されてます。
国内7か所・海外10か所に拠点を設け、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。

三井物産グループ食品事業の中核企業！

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！

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

三井食品株式会社

日本酒類販売株式会社

食酢・ぽん酢他、様々なカテゴリーのトップシェア
メーカーとして、「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。

(食品・卸/商社)

(食品・卸/商社)

事業概要

事業概要

当社は「総合食品卸売業」をしています。国内外の
約2,500社のメーカーから加工食品・お酒・ペット
フードなど約35万アイテムを仕入れ、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。

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。

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。

DAY3 12月8日(水) 第8ターム 17:10〜17:50
日本で一番食べられている食パンを作っています！

グローバルに活躍する、歴史ある総合食品会社

日本のものづくりを支える大黒柱的な存在です！

株式会社極洋

JAPAN TESTING LABORATORIES
株式会社

敷島製パン株式会社
(食品・メーカー)

(食品・メーカー)

(機器・メーカー)

事業概要

事業概要

事業概要

「超熟食パン」をはじめとしたパン、和洋菓子の製
造と販売が主な事業内容になります。他にも、冷凍
パン生地もベーカリーや個人向けにも販売しており
ます。

昭和12年に捕鯨会社としてスタートした極洋は、良
質な水産物を見極める確かな目と永年培ってきた経
験があります。世界中から様々な水産物を買付け、
それらを加工・販売し、国内外の食卓を支えていま
す。

開発段階の材料や製品・部品の、状態分析、安全性
評価・耐久試験などを専門的に行う会社です。メー
カーの研究開発者の方々がお客様となるため、もの
づくりに関する知識を幅広く身に着けることができ
ます。

いつの時代も、アナタらしく。共に夢を実現に。

高級スーパーではない。高品質スーパーである。

ロゼット株式会社

株式会社成城石井

(化粧品・メーカー)

若いうちから挑戦でき、成長スピードが圧倒的

明和地所株式会社

(小売)

(不動産)

事業概要

事業概要

事業概要

ロングセラーのロゼット洗顔パスタを世に送り出し
て90年。洗顔から整肌、保護と続く基礎化粧品全て
を手掛ける、老舗スキンケアメーカーです。研究開
発〜販売まで自社で一貫してモノづくりを手掛けて
います。

独自の価値を届けるため、自分たちで仕組みを作り
出し、実行する会社です。仕入・輸入、商品開発、
製造、物流、品質管理、そして売場提案。それらす
べてにこだわりを持つことで、お客様の期待に応え
続けます。

新築マンションのコンサルティング営業、マンショ
ン事業用地の仕入営業、売買仲介のコンサルティン
グ営業、一般職(仲介店舗勤務職含む)各部門におい
て、デスクワーク業務

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)

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)

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

事業概要

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！

『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。

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！

動物と人の健康に陰ながら貢献する仕事

若手にも活躍の場がある意見の通りやすい職場です！

森久保薬品株式会社

トオカツフーズ株式会社

(医薬品・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。

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・メーカー)

事業概要

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。

(食品・卸/商社)

事業概要

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！

一流シェフから愛される「GABAN」のスパイス

静岡から全国へ”おいしい”をお届けしています

シマダヤ株式会社

株式会社ギャバン（ハウス食品グループ）

冨士森永乳業株式会社

(食品・メーカー)

事業概要

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。

(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。

外食産業を支える「頼れる食のパートナー」

人々の食と健康を支える食のインフラ企業

株式会社久世

株式会社サラダコスモ

(食品・卸/商社)

事業概要

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。

(食品・メーカー)

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。

鉄道工事のトップランナー

鉄建建設株式会社

(食品・メーカー)

事業概要

■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）

(建設)

事業概要

［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。

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

日本の食卓を支える縁の下の力持ちの会社です。

100年以上の歴史を持つ製薬会社

ホクト株式会社

フィード・ワン株式会社

持田製薬株式会社

(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。

(食品・メーカー)

(医薬品・メーカー)

事業概要

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。

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。

業界トップクラスの収益率！食の未来を切り拓きます！

健康食品・医薬品の総合受託メーカー

「地域と共生する」都市農業・ＪＡ

加藤産業株式会社

アピ株式会社

セレサ川崎農業協同組合

(医薬品・メーカー)

(食品・卸/商社)

(農協)

事業概要

事業概要

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。

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。

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）

患者さん、医療従事者のベストパートナーを目指す！

「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

株式会社大塚製薬工場

(食品・メーカー)

(医薬品・メーカー)

(食品・メーカー)

事業概要

事業概要

事業概要

＜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！

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。

「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。

AED国内No.1シェア！！

世界一の園芸会社を目指してます！

日本光電工業株式会社

株式会社ユニバーサル園芸社

(機器・メーカー)

「お客様のために進化する」

アスクル株式会社

(サービス)

(小売)

事業概要

事業概要

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。

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。

<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

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。

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

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。

経営理念：「こころ、はずむ、おいしさ。」の提供

おいしさと健康にいちずな会社です。

エバラ食品工業株式会社

株式会社ナガノトマト

(食品・メーカー)

事業概要

(食品・メーカー)

事業概要

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。

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

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。

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

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！

毎年増収増益を達成する元気な乳業メーカーです。

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社

トモヱ乳業株式会社

(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。

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・メーカー)

事業概要

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？

業界No.1商品を取り扱う冷凍食品メーカーです！

地域のプラットフォーマーを目指します！

株式会社ヤヨイサンフーズ

城北信用金庫

(食品・メーカー)

(食品・卸/商社)

(金融)

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！

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

事業概要

事業概要

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。

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
嗜好品の会社から、日常必需食品の会社になります。

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
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！

人々の生命・健康そして環境を支えています

ペットと人の絆を大切に、心豊かな暮らしを実現する

株式会社江東微生物研究所

アース・ペット株式会社

(サービス)

守山乳業株式会社

(食品・メーカー)

事業概要

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。

大きな目標を共有し、達成に向けて協動する。

(食品・メーカー)

事業概要

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。

『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

(動物関連)

(環境)

事業概要

事業概要

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。

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。

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。

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！

「食文化」だけでなく「社員の未来」も拓きます！

日本ハム株式会社

株式会社神戸屋

(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？

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

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。

(食品・メーカー)

事業概要

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！！！

エコ№１企業として食品業界全体を支えます！

医薬品等の供給に加え、地域医療をつなぐ役割を目指す

若手から多くの事に挑戦できる会社です！

株式会社折兼

アルフレッサ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社

（食品・インフラ）

(医薬品・商社)

(食品・メーカー家電・日用品・オフィス家具など)

事業概要

事業概要

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！

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！

新たな食文化の創造に挑戦しよう！

消費者と国内畜産農家の懸け橋として働きませんか？

カゴメ株式会社

ソントン食品工業株式会社

JA全農ミートフーズ株式会社

(食品・メーカー)

事業概要

(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。

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。

「持続可能な社会をつくる」を仕事を通して実現する

日本と世界の農業をトップクラスの技術で支えます！

生活クラブ生活協同組合・神奈川

ジェイカムアグリ株式会社

(生協)

(食品・卸/商社)

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！

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)

(化学・メーカー)

事業概要

事業概要

事業概要

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。

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。

ハム・ソーセージだけじゃない！丸大食品

都内で唯一お肉のせり【東京都50％出資の安定経営】

ヤマサ醤油株式会社

丸大食品株式会社

東京食肉市場株式会社

(食品・メーカー)

(食品・メーカー)

(食品・卸/第三セクター)

事業概要

事業概要

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。

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。

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

【URグループ企業】集合住宅維持管理のパイオニア！

わかもと製薬株式会社

日本総合住生活株式会社

(医薬品・メーカー)

(不動産管理)

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

事業概要

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。

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！

私たちの生活に欠かせない"香り"を扱う会社です

□■自社一貫生産を強みとする配合飼料メーカー■□

エムケーチーズ株式会社

長谷川香料株式会社

中部飼料株式会社

(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。

(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？

(食品・メーカー)

事業概要

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。

缶、びん、プラに紙。包むことならなんでもござれ！！

ペットと人とが共に健やかに暮らせる社会をつくる

横浜農業を支え、地域から愛される存在であり続けます

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)

アイペット損害保険株式会社

横浜農業協同組合（JA横浜）

事業概要

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！

(動物関連)

事業概要

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。

(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。

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！

”こてっちゃん”でおなじみの総合食肉企業です！

”中食業界”のパイオニア

ヤマザキビスケット株式会社

エスフーズ株式会社

株式会社武蔵野

(食品・メーカー)

(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。

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。

(食品・メーカー)

事業概要

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。

地域密着型の総合食品商社

人々に緑豊かな景観を提供する造園業の会社です。

JA全農グループを支える”縁の下の力持ち”

ユアサ・フナショク株式会社

株式会社石勝エクステリア

株式会社全農ビジネスサポート

(食品・卸/商社)

事業概要

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。

(建設)

事業概要

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。

(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。

「産地と食卓をつないで、新鮮な美味しさを届ける！」

横浜森永乳業株式会社

株式会社マルイチ産商

(食品・メーカー)

事業概要

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。

【創業101年】農業を支える業界トップ肥料メーカー

畜水産事業を通じて広く社会に貢献する

片倉コープアグリ株式会社

伊藤忠飼料株式会社

(化学・メーカー)

(食品・卸/商社)

事業概要

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。

「人とみどりの環境創造サービス企業」

西武造園株式会社

(配合飼料・食品総合企業)

(建設)

事業概要

事業概要

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。

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。

天然調味料を製造販売する食品メーカーです。

求め続けるのは、「不」を解消するビジネス

アリアケジャパン株式会社

株式会社ファンケル

(食品・メーカー)

事業概要

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。

(化粧品・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。

大学での学びを様々な分野で役立ててみませんか？

バイオ最先端。生物資源科学部出身の先輩多数大活躍！

ユニーク・ヒューマン・アドベンチャーに繰り出そう！

アジア航測株式会社

アルテア技研株式会社

UHA味覚糖

(空間情報コンサルタント)

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、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。

(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。

(食品・メーカー)
事業概要

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。

