
対象：学部4年・獣医6年，大学院 ＜場所：生物資源科学部ＮＵホール＞　　日時： Ｈ２８．7．１2～14　13：00～17：00　　　50音順

№

1 アース環境サービス（株） 総合環境衛生管理 アイペット損害保険（株） 損害保険業 アクシアル リテイリンググループ（原信・ナルス） 小売業（スーパーマーケット事業）

2 アイテック（株） 下水道業 イオンペット（株） 獣医師・動物看護師 朝日青果(株) 食品加工業

3 愛和食品(株) 専門商社 (株)魚喜 小売業（鮮魚）、飲食業（回転寿司） 永大産業（株） 製造業

4 （株）アサンテ サービス業 (株)大月真珠 その他製造 (株)エムビックらいふ 食品

5 （株）エコ・プラン 環境・省エネ・コンサルティング (株)オーテック 建設業 角上魚類ホールディングス(株) 小売業

6 （株）ＮＳＤ 情報サービス業 オリジン東秀(株) フードサービス (株)学情 広告

7 鹿島道路（株） 建設業 (株)カスミ 小売・スーパーマーケット (株)杏林堂薬品 ドラッグストア

8 カネ美食品(株) 食品製造・販売 神奈川県警察 官公庁 金港青果(株) 青果物及び其の加工品の受託販売ならびに買付販売

9 国土緑化(株) レンタルサービス (株)かね貞 食品（練り製品）製造、販売 (株)グリーンメッセージ 食品

10 (株)サンヨーホームズ 建設業 関東日本フード(株) 総合食肉卸売業 警視庁 警察官、一般職員

11 (株)シー・アイ・シー 環境サービス業 クオールＲＤ(株) ＣＲＯ事業 (株)神戸屋 パン製造・販売・営業

12 JBSテクノロジー（株） ＩＴ (株)久世 食品卸売業 コムテック(株) 情報処理

13 (株)叙々苑 サービス（フード） (株)クリエイトエス・ディー 小売・流通（専門店） (株)コメリ ホームセンター

14 スターツアメニティー（株） 賃貸不動産管理業、時間貸駐車場管理業 光洋システム(株) 情報サービス業 サミット(株) 小売業

15 (株)住軽日軽エンジニアリング 建設業 コーナン商事(株) 小売業（ホームセンター） （株）サンドラッグ 小売業（専門店）

16 住友不動産販売(株） 不動産 (株)三和 小売業 スターゼン(株) 卸売業

17 全国酪農業協同組合連合会 農業団体 ジェイアール東日本フードビジネス(株) サービス業（レストラン、フード） タイヘイ（株） 食品製造・卸売・小売/印刷/金融

18 （株）第一情報システムズ 情報サービス業 (株)シャノアール 飲食業 高瀬物産(株) 商社（食品）

19 第一屋製パン（株） 製パン業 正栄食品工業(株） 食品専門商社 (株)竹中道路 建設業（舗装工事業）

20 （株）大東青果 小売業（青果専門店） （株）新保哲也アトリエ＜ワッフルケーキの店（エール・エル）＞ 食品メーカー、専門店 田島ルーフィング(株) 建材メーカー（製造業）

21 大和食品工業（株） ハム・ソーセージ製造 セコムジャスティック（株） セキュリティ（サービス）業 千葉製粉(株) 食料品製造業

22 タリーズコーヒージャパン（株） 飲食業 大和ハウス工業(株) 建設業 東亜薬品工業(株) 医薬品

23 築地魚市場（株） 卸売業 タカナシ乳業(株) 食品メーカー、専門店 東京荏原青果（株） 青果物卸売業

24 帝国インキ製造（株） 化学工業 千葉県警察 警察官 東興ジオテック(株) 建設業

25 （株）東京めいらく 食品メーカー 東亜道路工業（株） 建設 (株)トーエル エネルギー・ガス業、飲料（水）メーカー、アグリ・養殖

26 東京冷機工業（株） 設備工事業 東京技工(株) 建設コンサルタント (株)土木管理総合試験所 建設コンサルタント業

27 東邦ホールディングス（株）＜東邦薬品(株)＞ 主に卸売業(医薬品・化粧品等） 東京コンピュータサービス(株) 情報処理サービス業 (株)巴商会 産業用ガス専門商社

28 （株）トーモク 製造業（紙・パルプ） （株）ドトールコーヒー 商社（飲料・食品）　※製造部門 ナイス(株) 商社・住宅

29 中北薬品(株) 医薬品卸売業、医薬品メーカー トライネット・ロジスティクス(株) 倉庫業 日本ガス(株)＜ニチガスグループ＞ エネルギー（ガス）

30 中島水産（株） 水産物・同加工品の小売、卸 （株）長野サンヨーフーズ 食品製造業 日本クッカリー(株) 食品製造業

31 (株)なとり 食品（おつまみ）製造・販売 (株)ナテックス 建設業 日本KFCホールディングス(株) 飲食・サービス業

32 日本データスキル（株） 情報通信業 日清医療食品(株) サービス業 ＰＣＩソリューションズ(株) 情報サービス業

33 (株)人形町今半 フードサービス 日本産業（株）＜Hyorei＞ 冷凍水産物の海外製造・直販 (株)ヒューテックノオリン 食品物流（倉庫・運輸）

34 (株)ノダ 製造業（建築資材、住宅、インテリア） ハーベスト(株) 給食サービス (株)船昌 食品商社

35 パシフィックゴルフマネージメント(株) スポーツ関連施設 (株)ビー・エム・エル 医療サービス 平和食品工業(株) 製造業

36 (株)フリーデン 農業（養豚業、食品製造業） 不二総合コンサルタント(株) 建設コンサルタント 北三(株) 製造業

37 (株)ベネフィット・ワン 福利厚生アウトソーシング／各種コンサルティング フジフーズ(株) 食品製造 (株)ポンパドウル パンの製造・販売

38 (株)マルエツ 小売業 フルハシＥＰＯ(株) 木材リサイクル業 前田道路(株) 建設業（舗装工事業）

39 (株)ミート・コンパニオン 卸売・小売 朋和産業(株) 製造業(印刷業） 明和地所(株) 不動産

40 三ッ輪産業(株) エネルギー関連商社 まいばすけっと(株) 小売業 森永乳業(株) 食品製造業

41 (株)武蔵野 食品製造業 マックスバリュ東海(株) 小売業 ヤンマーアグリジャパン(株)＜関東甲信越カンパニー＞ 専門商社（農業機械）

42 明治屋産業（株） 食品小売業 (株)メフォス 給食受託業 横浜魚類（株） 水産物卸売業

43 盟和産業（株） 自動車内装品製造業 山崎製パン（株） 食品製造業 リゾートトラスト(株) ホテル・不動産業

44 (株)モスフードサービス 卸売り　フードサービス (株)ヨークマート 小売業（食品スーパーマーケット） (株)リネックス 卸売業

45 (株)ユニバーサル園芸社 サービス（その他）、環境関連 横浜乳業(株) 食品製造業 (株)レオパレス２１ 不動産

46 横浜共立倉庫(株) 倉庫業 ライト工業(株) 建設業 (株)ロック・フィールド 食品

47 横浜冷凍(株) 倉庫業、卸売業 りんかい日産建設(株) 総合建設業 若鈴コンサルタンツ(株) 建設コンサルタント

48 (株)ヨドバシカメラ 小売業 (株)ロピア 小売業

49 渡辺パイプ(株) 卸売業/メーカー わらべや日洋(株) 食品メーカー

50 ハローワーク藤沢 ハローワーク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≪６月２８日（火）現在 ： 参加企業・団体には変更が生じる場合があります≫

                                                                                                                  各社詳細データは当日配布資料にてご確認下さい。

7月１2日（火） 7月14日（木）7月13日（水）

「第2回合同企業研究会・就職セミナー」参加企業一覧　　
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