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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

