
朝ガイダンス

昼セミナー（テーマ別パネルトーク）12:50

～13:40

夕方 【７回目質問部屋】 【７回目質問部屋】 【７回目質問部屋】 【夕方セミナー】

～明日の企業紹介～

※35分

午前

午後

【７回目質問部屋】 【７回目質問部屋】 【７回目質問部屋】

17:10

～17:45

【7回目】 プリマハム㈱ ミヨシ油脂㈱ 竹本容器㈱ ㈱シノテスト フマキラー㈱ 東海旅客鉄道㈱：JR東海

【６回目６社】

★各ブースにて実施★
16:20

～17:00 食品：食肉・ハム 食品・油脂 化学・化粧品・食品容器 医薬品：臨床検査薬 化学・殺虫剤 鉄道運輸業

【朝ガイダンス】

※20分
9:20

～9:40

日本ハム㈱ ㈱ユーハイム ㈱スズケン

【２回目６社】

★各ブースにて実施★

食品：食肉加工他 食品：菓子 商社（薬品・化粧品）

【1回目】 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ 敷島製パン㈱ 丸大食品㈱ 三菱食品㈱

朝

全薬工業㈱ ㈱江東微生物研究所

9:50

～10:30 食品：飲料 食品：製パン 食品：食肉・ハム

12月開催　2024学内合同企業セミナー（業界・職種勉強会）

企業ブース1 企業ブース2 企業ブース3 企業ブース4 企業ブース5 企業ブース6 質問部屋

オンライン(Zoom)

【３回目質問部屋】

11:30

～12:10 食品：製パン 農協 農ビジネス：農業ハウス建設

商社・総合卸 医薬品・製薬メーカー サービス：臨床検査・環境衛生検査）

10:40

～11:20 食品：菓子 食品、医薬品、化学 食品：調味料 化粧：化粧品 農業：種子・種苗 建設：土木・不動産

【2回目】 ㈱ロッテ 理研ビタミン㈱ キスコフーズ㈱ ロゼット㈱ 雪印種苗㈱

【3回目】 山崎製パン㈱ JA全農青果センター㈱

【３回目質問部屋】 【３回目質問部屋】 【３回目質問部屋】昼休み1 【３回目質問部屋】

サンヨー食品㈱ アピ㈱ ㈱クラウン・パッケージ タカラバイオ㈱ JA全農ミートフーズ㈱

医薬品・製薬メーカー

【4回目】 フジパングループ本社㈱ ㈱折兼 ㈱マルイチ産商

12:10

～12:45

昼休み2

【３回目質問部屋】

農ビジネス：化学・農薬

【6回目】 丸美屋食品工業㈱ ホクト㈱ 中央化学㈱ 三井食品㈱ 持田製薬㈱

食品：中食

農ビジネス・化学・肥料

カイゲンファーマ㈱

14:40

～15:20 食品・即席めん 食品・健康食品・医薬品 食品ｲﾝﾌﾗ：食品容器・包装 バイオ・遺伝子医療 農協

【5回目】

【５回目６社】

★各ブースにて実施★
15:30

～16:10 食品：調味料 食品：きのこ 食品インフラ：食品容器 商社・総合卸

【１回目６社】

★各ブースにて実施★

【４回目６社】

★各ブースにて実施★

クミアイ化学工業㈱

㈱サンデリカ

片倉コープアグリ㈱

渡辺パイプ㈱

人の森㈱

【昼セミナー】

～パネルトーク～

※50分

13:50

～14:30 食品：製パン 食品・食肉 食品インフラ・食品容器 商社・総合卸

エスフーズ㈱

医薬品・製薬メーカー

12月5日（月）



朝

【朝ガイダンス】

※20分
9:20

～9:40

朝ガイダンス

午前

【1回目】 ㈱ブルボン ㈱日清製粉グループ本社 ㈱紀文食品 三栄源エフ・エフ・アイ㈱

【2回目】 キユーピー㈱ 井村屋グループ㈱ 加藤産業㈱ セレサ川崎農業協同組合：JAセレサ川崎

アイペット損害保険㈱ 大和ハウス工業㈱

9:50

～10:30 食品・菓子 食品・製粉

12月開催　2024学内合同企業セミナー（業界・職種勉強会）

企業ブース1 企業ブース2 企業ブース3 企業ブース4 企業ブース5 企業ブース6 質問部屋

オンライン(Zoom)

食品：水産加工 食品添加物製造・販売 ペット関連・保険 建設：ハウスメーカー

鉄建建設㈱ 東京都住宅供給公社

【１回目６社】

★各ブースにて実施★
10:40

～11:20 食品：調味料 食品：菓子 商社・総合食品卸 農協 鉄道建設

【２回目６社】

★各ブースにて実施★
11:30

～12:10 食品：菓子 食品・水産 食品：食肉加工 商社：菓子卸 農ビジネス：飼料・畜産 建設：ハウスメーカー

官公庁、住宅

【3回目】 ㈱不二家 マリンフーズ㈱（双日グループ） 日本ハム食品㈱ ㈱山星屋 日清丸紅飼料㈱〈丸紅G〉 積水ハウス㈱

昼休み2
【昼セミナー】

～パネルトーク～

※50分

【３回目質問部屋】

12:10

～12:45

昼休み1 【３回目質問部屋】 【３回目質問部屋】 【３回目質問部屋】 【３回目質問部屋】 【３回目質問部屋】

昼セミナー（テーマ別パネルトーク）12:50

～13:40

午後

【4回目】 エバラ食品工業㈱ 月桂冠㈱ ㈱モスフードサービス ㈱ナリス化粧品

【5回目】 カゴメ㈱ 日本ルナ㈱ フジフーズ㈱ 三菱商事パッケージング㈱

アグロ カネショウ㈱ ㈱一条工務店

13:50

～14:30 食品・調味料 食品・酒 商社・外食 医薬品 農ビジネス：農薬 建設・ハウスメーカー

アジア航測㈱ オリックス水族館㈱

【４回目６社】

★各ブースにて実施★
14:40

～15:20 食品・調味料 食品：乳製品 食品・中食 商社(化学) 建設・測量・建設コンサルタント

【５回目６社】

★各ブースにて実施★
15:30

～16:10 食品：乳業 食品・調味料 食品：中食 製造業（化学） 農業・種子・種苗 建設・造園土木

動物関連・水族館

【6回目】 雪印メグミルク㈱ アリアケジャパン㈱ 日本クッカリー㈱ ㈱スリーボンド タキイ種苗㈱ ㈱石勝エクステリア

大成設備㈱

【６回目６社】

★各ブースにて実施★
16:20

～17:00 食品：冷凍食品 食品・調味料 商社：食品 化学・日用品・医薬品 商社：食品・畜産 建設：総合設備工事

【7回目】 テーブルマーク㈱ ㈱桃屋 全農パールライス㈱ ライオン㈱ ㈱野澤組

【７回目質問部屋】 【夕方セミナー】

～明日の企業紹介～

※35分

17:10

～17:45

夕方 【７回目質問部屋】 【７回目質問部屋】 【７回目質問部屋】 【７回目質問部屋】 【７回目質問部屋】

12月6日（火）



朝

【朝ガイダンス】

※20分
9:20

～9:40

朝ガイダンス

午前

【1回目】 ㈱メリーチョコレートカムパニー 黄桜㈱ キユーピータマゴ㈱ 森久保薬品㈱

【2回目】 ケンコーマヨネーズ㈱ 大東カカオ㈱ 国分グループ本社㈱ わかもと製薬㈱

㈱サカタのタネ

9:50

～10:30 食品・菓子 食品・酒

12月開催　2024学内合同企業セミナー（業界・職種勉強会）

企業ブース1 企業ブース2 企業ブース3 企業ブース4 企業ブース5 企業ブース6 質問部屋

オンライン(Zoom)

食品：卵 医薬品：製薬メーカー 農業・種子・種苗

日本農薬㈱ ㈱全農ビジネスサポート

【１回目６社】

★各ブースにて実施★
10:40

～11:20 食品：調味料 食品・チョコレート 商社：総合食品卸 医薬品：製薬メーカー 農業：農薬・化学

【２回目６社】

★各ブースにて実施★
11:30

～12:10 食品・医薬 食品：水産加工 商社・食品卸 化学、食品 医薬品：動物用医薬品 農協

農協

【3回目】 明治グループ（㈱明治・Meiji Seika ファルマ㈱） ㈱宝幸 ユアサ・フナショク㈱ 東京サラヤ㈱ 共立製薬㈱ 全国農業協同組合連合会：JA全農

昼休み2
【昼セミナー】

～パネルトーク～

※50分

【３回目質問部屋】

12:10

～12:45

昼休み1 【３回目質問部屋】 【３回目質問部屋】 【３回目質問部屋】 【３回目質問部屋】 【３回目質問部屋】

昼セミナー（テーマ別パネルトーク）12:50

～13:40

午後

【4回目】 UHA味覚糖㈱ 白鶴酒造㈱ ㈱日本アクセス 日本コーンスターチ㈱

【5回目】 伊藤ハム米久ヒューマンサービス㈱ シマダヤ㈱ ㈱神明 トオカツフーズ㈱

㈱大塚製薬工場 ㈱静環検査センター

13:50

～14:30 食品・菓子 食品・酒 商社：総合食品卸 食品原料 医薬・食品 サービス：環境計量証明

㈱ファンケル 日本中央競馬会

【４回目６社】

★各ブースにて実施★
14:40

～15:20 食品・ハム・食肉 食品：麺類 商社・米食品卸 食品：中食 化粧：化粧品・健康食品

【５回目６社】

★各ブースにて実施★
15:30

～16:10 食品：コーヒー 食品・乳製品 食品：冷凍・チルド食品 商社：総合食品卸 生活協同組合

サービス：レジャーサービス

【6回目】 UCC上島珈琲㈱ エムケーチーズ㈱ ㈱ヤヨイサンフーズ 双日食料㈱ 生活協同組合コープみらい

前田道路㈱

【６回目６社】

★各ブースにて実施★
16:20

～17:00 食品：調味料 食品：きのこ 商社・総合食品卸 医薬品・製薬メーカー サービス：観光牧場 建設業・土木

【7回目】 ヤマサ醤油㈱ ㈱雪国まいたけ 伊藤忠食品㈱ 久光製薬㈱ ㈱マザー牧場

【７回目質問部屋】 【夕方セミナー】

～明日の企業紹介～

※35分

17:10

～17:45

夕方 【７回目質問部屋】 【７回目質問部屋】 【７回目質問部屋】 【７回目質問部屋】 【７回目質問部屋】

12月7日（水）



12月開催　2024学内合同企業セミナー（業界・職種勉強会）

参加企業

対 面(NUホール)

生活協同組合 生活協同組合 建設：土木・ブロック環境 建設：不動産 サービス：衛生環境

農ビジネス：肥料

パルシステムグループ（生活協同組合） 生活クラブ生活協同組合・神奈川 ㈱不動テトラ 日本総合住生活㈱ イカリ消毒㈱

商社（薬品・化粧品） 商社（薬品・化粧品） 農協 農協 農ビジネス：飼料・食品

午前

【１回目】

10:30～11:10

【２回目】

11:20～12:00

【３回目】

12:10～12:50

午後

【１回目】

14:40～15:20

【２回目】

15:30～16:10

【３回目】

16:20～17:00

中島水産㈱

食品：水産加工

マルハニチロ㈱ タカナシ乳業㈱ 冨士森永乳業㈱ ㈱ニチレイフーズ

プライムデリカ㈱ エノテカ㈱ 東海澱粉㈱ 伊藤景パック産業㈱

関東日本フード㈱ 明星食品㈱

食品・水産 食品・乳業 食品：アイスクリーム 食品：冷凍食品 食品：食肉 食品・即席めん

㈱LEOC エイツーヘルスケア㈱（伊藤忠グループ） 科研製薬㈱

医薬品・製薬ﾒｰｶｰ(CRO)

横浜農業協同組合：JA横浜 全国酪農業協同組合連合会 ヤンマーアグリジャパン㈱ 戸田建設㈱ 日特建設㈱ 鹿島道路㈱

医薬品・製薬メーカー

イビデングリーンテック㈱

農協 農協 商社：農業資材 建設：総合建設 建設：特殊土木 建設業・道路・土木 建設・造園・法面土木

不動産業 サービス・受託分析 サービス：評価実験・解析 サービス・環境計量証明 サービス：衛生環境

明和地所㈱ 一般財団法人日本食品分析センター JAPAN TESTING LABORATORIES㈱ ㈱環境管理センター ㈱シー・アイ・シー

マルハニチロ物流グループ ㈱久世 ㈱テラオカ 東洋製罐グループホールディングス㈱

アルフレッサ㈱

食品：中食 商社・ワイン輸入卸 商社：食品卸 食品インフラ：食品パッケージ フードサービス

食品：乳製品 食品・調味料 食品：中食 食品：冷凍食品、倉庫

食品インフラ：ＰＯＳ・流通小売機器 食品インフラ：容器 フードサービス 医薬品・製薬メーカー

フィード・ワン㈱ ジェイカムアグリ㈱

五十嵐冷蔵㈱

食品物流（倉庫・運輸）

㈱ツムラ

医薬品・製薬メーカー（漢方）

国土緑化㈱

農ビジネス：ｸﾞﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ

北興化学工業㈱ JA全農たまご㈱ さがみ農業協同組合：JAさがみ

ハーベスト㈱ ゼリア新薬工業㈱

物流・倉庫 商社：食品卸

日本水産㈱ ㈱極洋 ㈱東京めいらく ㈱Mizkan Holdings ㈱武蔵野 横浜冷凍㈱

食品：水産 水産・食品

12月8日（木）

※各企業１・２・３回目の説明は同一内容です。



午前

【１回目】

10:30～11:10

【２回目】

11:20～12:00

【３回目】

12:10～12:50

12月開催　2024学内合同企業セミナー（業界・職種勉強会）

参加企業

対 面(NUホール)

㈱ナガノトマト 日本食研HD㈱

食品・乳業/菓子 食品・乳業 食品：乳業 食品・アイスクリーム 食品：水産加工 食品：農産加工 食品：調味料

日本カバヤ・オハヨーホールディングス㈱ 横浜森永乳業㈱ トモヱ乳業㈱ 赤城乳業㈱ ㈱なとり

スターゼン㈱ アイリスオーヤマ㈱

食品：調味料 食品：調味料 食品・納豆豆腐 商社・食品 商社：食品卸 商社：食品卸 家電・食品・日用品

㈱ギャバン タマノイ酢㈱ タカノフーズ㈱ ＡＮＡフーズ㈱ 東京食肉市場㈱

食品：乳業 食品：乳業 食品・菓子 食品：菓子 食品：菓子 食品：食肉 食品：ジャム類

栄研化学㈱

食品インフラ・食品等計測機器 フードサービス 商社・食品 空港サービス 医薬品・製薬メーカー 医薬・日用品・化学 化学・薬品・医療関連

㈱イシダ 日清医療食品㈱ ㈱ANAケータリングサービス 羽田空港サービスグループ あすか製薬㈱ アース製薬㈱

化学：道路舗装材料 農業・種子・種苗 農協 建設：特殊土木 建設業（舗装・土木工事） 建設：造園・環境緑化

ニチレキ㈱ カネコ種苗㈱ 東京中央農業協同組合：JA東京中央 ライト工業㈱ 大林道路㈱ ㈱日比谷アメニス

小岩井乳業㈱ 守山乳業㈱ 亀田製菓㈱ ㈱中村屋 ヤマザキビスケット㈱ 日本ピュアフード㈱ ソントン食品工業㈱

午後

【１回目】

14:40～15:20

【２回目】

15:30～16:10

【３回目】

16:20～17:00

アルテア技研㈱ ㈱フジタ

農業ビジネス 農ビジネス：飼料・畜産 農ビジネス：飼料・畜産 農ビジネス：花卉業界 商社：試薬、理化学機器 商社・分析機器 建設：総合建設

㈱サラダコスモ 伊藤忠飼料㈱ JA東日本くみあい飼料㈱ ㈱日比谷花壇 理科研㈱

商社・青果物 商社：水産、倉庫 商社：酒類 食品ｲﾝﾌﾗ・化学/食品医療包装 食品小売 香料

モランボン㈱

食品・調味料

日本酒類販売㈱デリカフーズ㈱ 東洋冷蔵㈱ ㈱成城石井 長谷川香料㈱出光ユニテック㈱

建設：土木 建設：造園土木 サービス：水道インフラ業 製紙 測量、建設コンサルタント

日本道路㈱ 西武造園㈱ 東京水道㈱ 日本製紙木材㈱ ㈱パスコ

12月9日（金）

※各企業１・２・３回目の説明は同一内容です。


