
社名
株式会社　愛鶏園

ブース№ 1 企業ＰＲ

　資本金 42，500千円 　事業内容 　給与

　売上高 51億円（2018年度実績） 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 200人（パートアルバイト含） 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 横浜市神奈川区菅田町2954 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 管理部　総務G　採用担当

　連絡先　電話 045-471-9035

社名 秋本食品株式会社 ブース№ 2 企業ＰＲ

　資本金 8,000万円 　事業内容 　給与

　売上高 122億円（2018年3月） 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 322名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 神奈川県綾瀬市 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 管理本部　総務課　採用担当

　連絡先　電話 0467-71-6001

社名 イカリ消毒株式会社 ブース№ 3 企業ＰＲ

　資本金 1億4,448万円 　事業内容 　給与

　売上高 179億8,000万円(2017年12月) 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 962名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 東京都渋谷区 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 人事部

　連絡先　電話 03-3350-1404

社名 株式会社イワセ・エスタ東京 ブース№ 4 企業ＰＲ

　資本金 9600万円 　事業内容 　給与

　売上高 426億 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 476名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 東京都大田区 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 総務部　人事課

　連絡先　電話 03-5714-1212

　採用プロセス

　採用プロセス

　採用プロセス

会社説明会（筆記選考あり）→一次面接→二次面接→最終面接（選考全て通して1カ月～2カ月程度で内定となります）

製菓・製パン材料の専門商社として業界トップ企業

神奈川県 日大全体20名，生物16名

書類選考→適性検査→面接（複数回）→内々定

食の安心・安全に貢献できる仕事です

総合衛生管理 200,000円

今年で創業87周年を迎えた老舗企業です。

漬物の製造・販売 大卒基本給　220,000円

学部 通勤費全額支給、営業手当、家族手当、資格手当　他

営業、製造、開発、マーケティング、事務管理 年間休日108日　有給休暇、特別休暇、リフレッシュ休暇　

製菓・製パン材料卸売 仕入職225,600円、営業職273,600円

不問 賞与5ヶ月、昇級年1回、交通費月5万円迄

学部,  大学院 資格手当・扶養家族手当・時間外手当、通勤交通費全額支給

技術営業職
完全週休2日制（営業所はシフト表に基づく週休2日制）・夏季休暇3日・有給休暇・慶弔休暇・年末
年始・連続特別休暇

全国（希望勤務地お伺い致します） 日大全体81名，生物40名

仕入職・営業職 土日完全週休2日制

神奈川支店(桜ケ丘)、他東京・千葉・埼玉 日大全体6名

書類選考の上,役員面接1回・社長面接1回の2回の面接試験となります。
事前に希望支店の見学が可能です。将来の営業職を見込んでの採用となりますので,男子優先採用の予定です。

　採用プロセス ①説明会予約（リクナビよりエントリー）⇒会社説明会及び一次選考⇒③二次選考（部長面接）⇒④最終面接（役員面接）

愛鶏園は、たまご創業90余年を迎えた企業。
『世界の笑顔あふれる食卓のために、喜び喜ばれる農場』を目指して、親鶏をヒヨコから育てています。

採卵養鶏 ①大学院卒195，800円　②大卒186，800円

①大学院卒②大卒他 通勤手当（実費相当分）/家族手当・住宅手当（当社規定による）

①飼養管理②食品工場/生産管理　他 月8～9日※年間休日104日（1年単位の変形労働時間制）

茨城・埼玉・神奈川 日大全体3名



社名 株式会社ＮＳＤ ブース№ 5 企業ＰＲ

　資本金 72億5百万円 　事業内容 　給与

　売上高 580億80百万円（連結） 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 3379名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 東京都千代田区 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 人事部

　連絡先　電話 0120-02-2981

社名 株式会社オオスミ ブース№ 6 企業ＰＲ

　資本金 3000万円 　事業内容 　給与

　売上高 16億4300万円（2017年10月実績） 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 115名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 神奈川県横浜市瀬谷区 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 総務グループ

　連絡先　電話 045-924-1050

社名 株式会社鎌倉ハム富岡商会 ブース№ 7 企業ＰＲ

　資本金 6000万円 　事業内容 　給与

　売上高 35億 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 194名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 神奈川県鎌倉市 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 人事総務課

　連絡先　電話 0467-44-2186

社名 株式会社環境管理センター ブース№ 8 企業ＰＲ

　資本金 8億5,844万円 　事業内容 　給与

　売上高 35億7,200万円 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 264名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 東京都八王子市 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 経営企画室

　連絡先　電話 042-673-0500

　採用プロセス

　採用プロセス

　採用プロセス

　採用プロセス

システム分析・設計,ログラム開発,コンピュータ室運営管理,ソフトウエアプ
ロダクト 大卒:27万4,000円  修士了:28万円
※地域手当（東京地区8万円/月額）を含む

学部,  大学院 通勤費全額,資格・子供・時間外手当,報賞金(情報処理他),昇給年1回(4月),賞与年3回(6・12・3月)

文系出身者が4割、エンジニアとして活躍中

学部,  大学院 資格手当・家族手当・住宅手当・交通費支給

分析・環境調査・測定・営業
完全週休2日制(土日)・祝日・年末年始休暇・有給休暇(初年度10日)・慶弔休暇・特別休暇・介護育
児休暇など

横浜本社・東京支店 日大全体12名，生物6名

システムエンジニア
完全土・日週休2日制,祝日,年末年始・慶弔・特別・年次有給休暇(初年度10日,最高20日),年間休
日120日(2017年度)

「地球のドクター」として地球環境に貢献しています。

環境計量証明事業 学部卒/212,800円　修士卒/223,500円

東京,他 日大全体112名,生物7名

適性テスト→面接数回→内定

営業関連・製造（技術）関連 基本土日　ＧＷ、夏季、年末年始　年間休日117日

神奈川県鎌倉市 日大全体5名,生物1名

書類提出6月5日→1次試験6月中旬→2次試験6月下旬

筆記試験→一次面接→二次面接→内々定（6月上旬）

創業以来、鎌倉の地で守り続ける伝統の味

畜肉加工品製造及び販売 学部卒200,000  大学院卒215,000

学部,  大学院 昇給年１回、賞与年2回、住宅手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、外勤手当等

日大全体28名

応募書類提出　5月末　→　1次面接　6月　→　適性検査　6月　→　役員面接　7月　→　内々定7月

次世代の環境づくりをサポートしていきます

環境計量証明業(水質,大気,臭気,土壌等環境調査・分析・コンサル),農業
関連試験(栽培試験) ⼤学院了／⽉給20万円、四⼤学卒／⽉給19万円

学部,  大学院 役職⼿当・公的資格⼿当・通勤⼿当・育児⼿当等

営業職・調査職・分析職・コンサル職・施工監理職・本社業務
完全週休2⽇制(年間休日121日),祝祭⽇・年末年始・有給休暇・慶弔休暇・育児休暇・介護休暇・リ
フレッシュ休暇

東京都・千葉県・埼玉県



社名 株式会社きのした ブース№ 9 企業ＰＲ

　資本金 9000万円 　事業内容 　給与

　売上高 非公開 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 53名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 東京都足立区 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 経営企画室　採用担当

　連絡先　電話 03-3881-6758

社名 株式会社　神戸屋 ブース№ 10 企業ＰＲ

　資本金 11億9740万円 　事業内容 　給与

　売上高 579億7200万円 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 1330名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 大阪府大阪市東淀川区 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 人事グループ

　連絡先　電話 06-6321-7202

社名 興和株式会社 ブース№ 11 企業ＰＲ

　資本金 38億4000万円 　事業内容 　給与

　売上高 4343億2900万円(2018年3月連結) 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 3547名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 愛知県名古屋市中区 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 人事部

　連絡先　電話 052-963-3159

社名 株式会社サティス製薬 ブース№ 12 企業ＰＲ

　資本金 5120万円 　事業内容 　給与

　売上高 非公開 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 118名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 埼玉県吉川市 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 社長室

　連絡先　電話 03-5646-2434 

　採用プロセス

　採用プロセス

　採用プロセス

　採用プロセス

１年目から大手取引先担当の商品開発職配属

シリアルバーやプロテインバー,菓子原材料,グラノーラ,炊飯用でんぷん米
など各種パフ・ペレット製品の製造 ２１万円

パン食文化を切り拓く仲間を求めています！

パン・洋菓子・冷凍生地・デリカ食品の製造販売,ならびにベーカリーレスト
ラン等各種直営店舗の企画開発・運営 大卒：210,200円、大学院卒：220,600円

学部,  大学院 通勤手当、時間外労働手当、セールス手当等

学部 職能手当,住宅手当,家族手当、借上げ社宅制度（群馬）、昇給・賞与制度

商品開発職 土曜（平均月2-3日）・日曜・祝日・夏季休暇・年末年始

メーカー部門と商社部門を兼ね備えております

【商社部門】生活関連物資などの輸出入

【メーカー部門】OTC・医療用医薬品・LED照明機器などの研究開発・製造販売･輸出入 【学部卒】　月額221,000円
【修士了】　月額245,000円

学部,  大学院 住宅手当、通勤手当（6ヶ月最大48万円まで）など

総合職（MR、OTC営業、商社、LED照明営業、アグリ営業、印刷営業、社内SEなど）
土曜・日曜・祝日(本支店は完全週休2日制、工場・研究所の一部は休日設定が異なる)、年末年始
休暇など

総合職（技術部門,営業部門,店舗運営企画部門,管理部門）
年間休日111日の所定休日,年次有給休暇,特別休暇,連続研修休暇,産前産後休暇,育児休業,介護
休業等

全国（主に関東・関西） 日大全体43名，生物24名

選考申込み→1次選考会→適性検査・面接数回→内々定

東京都、埼玉県 日大全体3名，生物1名

説明会　→　面接＋筆記　→　役員面接＋筆記　→　社長宛てレポート　→　役員面接。1～8月まで随時実施。

群馬県、及び、東京都内 0名

一次面接→　適性検査→工場見学・最終面接→　内定（期間1か月程）

学部,  大学院 スキンケア手当(12万円/年)、美容サポート手当(5万円/年)等

総合職 115日/年

国内外当社事業所 日大全体78名，生物14名

・研究開発生産職     WEBセミナー→書類選考→グループディスカッション→適性検査→個人面接→学術面接→最終面接
・その他営業職など   WEBセミナー→ 適性検査→グループディスカッション→個人面接（複数回）→最終面接

1人でも多くの女性に正しい綺麗を。化粧品OEMメーカーです。

植物を独特に活用した化粧品,医薬部外品.石鹸の企画開発と受託（OEM）
製造 大卒／月給20万5000円、大学院卒／月給21万5000円



社名 株式会社三和化学研究所 ブース№ 13 企業ＰＲ

　資本金 21億円 　事業内容 　給与

　売上高 522億円 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 1219名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 愛知県名古屋市東区 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 人事部人事企画グループ

　連絡先　電話 052-951-8115

社名 株式会社シノテスト ブース№ 14 企業ＰＲ

　資本金 1億4千万円 　事業内容 　給与

　売上高 90億4千万円 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 290名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 東京都千代田区 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 総務部

　連絡先　電話 03-5280-3711

社名 正栄食品工業株式会社 ブース№ 15 企業ＰＲ

　資本金 33億7973万円 　事業内容 　給与

　売上高 1,065億9,498万円 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 385名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 東京都台東区 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 総務部人事課

　連絡先　電話 03-3253-1211

社名 高瀬物産株式会社 ブース№ 16 企業ＰＲ

　資本金 20億円 　事業内容 　給与

　売上高 1034億円 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 1350名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 東京都中央区 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 人事部

　連絡先　電話 03-3665-1292

　採用プロセス

　採用プロセス

　採用プロセス

　採用プロセス

病気を見つける薬（臨床検査薬）をつくっています。

臨床検査薬の開発製造販売 204,200円

学部 住宅手当、営業日当

DMR（予定） 125日有給休暇慶弔休暇あり

営業職（ＭＲ） 年間所定休日128日、年次有給休暇：15日

今回出席者→ＥＳ提出→二次面接（5月28日・29日）→最終面接（6月中旬）　＊一次面接はパス

学部,  大学院 昇給年1回(１１月)、賞与年2回(7月・12月　その他業績連動賞与)

営業職・事務職・技術職 完全週休2日（土・日曜日）、休日、年末年始、夏季、慶弔、有給
東京本社，支店（札幌・仙台・新潟・名古屋・大阪・広島・福岡），関連工場
（茨城・熊本）、海外 日大全体38名，生物21名

全国 日大全体17名中、生物10名

面接数回、適性検査、内定7月ごろ

安心・安全な食品原料を提供する会社です。

食品及び食材の輸入・卸売業（乳製品、製菓・製パン材料、業務用食品、菓子類） 総合職217,000円、一般職207,000円(2018年4月実績)

総合職、一般職 当社カレンダーによる　年間休日105日、有給休暇5日以上計画取得

首都圏を中心に全国59支店 日大全体29名，生物13名

説明会→ES提出・書類選考→一次面接・適性検査→最終面接→内々定

【予定】
エントリー：随時(キャリタスまたは当社HPよりエントリー後、履歴書・学校関係書類送付案内のメールを送らせていただきます。)
会社説明会・適性検査：5月以降髄時      一次面接・小論文：6月以降随時     最終面接：6月以降随時    内々定：7月以降随時

楽しい食の未来を創造する外食応援企業

専門商社（食品） 総合職　210,000円　一般職　195,000円

学部,  大学院 資格手当、役職手当、時間外手当、家族手当、交通費他

全国 日大全体30名，生物9名

スズケングループの新薬開発型の製薬会社

医薬品の研究開発・製造及び販売と診断薬の研究開発と販売 基本給　学部卒：23万円、修士卒：26万円

学部,  大学院 ＭＲ手当：2万円/月、営業日当：2千円/日、ほか



社名 タカナシ乳業株式会社 ブース№ 16 企業ＰＲ

17
　資本金 2億700万 　事業内容 　給与

　売上高 956億6,721万円 　採用対象

　従業員数 1670名 　募集職種

　本社所在地 神奈川県横浜市旭区 　勤務地

　担当部署 総務人事部

　連絡先　電話 045-338-1825 　日本大学のOB・OG数

社名 デリカフーズ株式会社 ブース№ 18 企業ＰＲ

　資本金 9600万円 　事業内容 　給与

　売上高 372億円 　採用対象

　従業員数 430名 　募集職種

　本社所在地 東京都足立区 　勤務地

　担当部署 人事課（採用事務局）

　連絡先　電話 03-6233-2304 　日本大学のOB・OG数

社名 株式会社東京めいらく ブース№ 19 企業ＰＲ

　資本金 1億9050万円 　事業内容 　給与

　売上高 1604億9792万円 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 2713名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 東京都豊島区 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 人事課

　連絡先　電話 03-5395-2512

社名 株式会社豊島屋 ブース№ 20 企業ＰＲ

　資本金 1200万円 　事業内容 　給与

　売上高 64億円 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 374名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 神奈川県鎌倉市 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 総務部

　連絡先　電話 0467-25-3800

　採用プロセス

　採用プロセス

　採用プロセス

　採用プロセス

全国

日大全体78名，生物47名

私達は野菜を通して農業の発展と健康増進に貢献しています

野菜の専門商社 【大卒】200,000円（予定額）【院卒」21,0000円（予定額）

プロに認められる乳製品を生み出しませんか

牛乳・アイスクリーム・生クリーム・ヨーグルトなど 乳製品全般の製造並び
に販売

【総合職】大卒：２１０，０００円　院卒：２２１，５２０円【エリア職（地域限定社員）】大卒：１９６，０００
円～　院卒：２０１，７６０円～※勤務地域により異なる

学部, 大学院

総合職・エリア職(地域限定職)

OpenES提出→集団選考→面接→内々定

社会保険完備（雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 など）、公
的資格取得援助制度、産前産後休暇、育児休業制度、育児短時間勤務制
度、介護休業制度、単身者住宅等

年間休日１１４日  年次有給休暇（初年度10日・2年目11日）,特別休暇（慶
弔休暇など）,リフレッシュ休暇,指定有給休暇制度,保存有給休暇制度,夏季
連続休暇推奨

　休日・休暇

　諸手当・待遇等

お客様、従業員おもいの会社

食品の製造販売 大卒総合職　201,000円、大卒一般職　192,000円

学部, 大学院 売上や拡売に応じて奨励金を別途支給、成績優秀者、功労者にはその都度、インセンティブを授与

学部, 大学院

総合職（営業、生産管理など）

東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫、奈良、福岡

ES提出4月→適性検査4月→面接4～5月→
内々定5～6月 日大全体9名，生物3名

　諸手当・待遇等
諸手当：通勤手当、住宅手当、職位手当、役職手当、残業手当等
待遇　 ：サークル活動（フットサル等） ， 選択性外部セミナー（ビジネス英
語等）

　休日・休暇
年間110   月7～9日(+特別休暇5日×2回)   連休取得制
度、アニバーサリー休暇（誕生日・結婚記念日等）あり

創業125年の鎌倉の和菓子屋です

菓子製造販売 200,000円

学部 各種社会保険完備・退職金制度・財形貯蓄制度・定期健康診断　等

総合職・販売職・製造職 年間105日

営業職　生産技術職
 年間休日108日+有給休暇

営業職　関東圏、生産技術職　千葉工場 日大全体72名，生物36名

ＥＳ提出　5月　→　適性検査6月　→　面接6月　→　内々定7月

神奈川県・東京都 日大全体5名，生物1名

会社説明会→筆記試験→一次面接→二次面接→最終面接



社名 中島水産株式会社 ブース№ 21 企業ＰＲ

　資本金 9億3,900万円 　事業内容 　給与

　売上高 287億7,900万円（2017年3月期） 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 484名 　募集職種

　本社所在地 東京都中央区 　勤務地

　担当部署 人事部　人事課

　連絡先　電話 03-3543-5721 　日本大学のOB・OG数

社名 PCIソリューションズ株式会社 ブース№ 22 企業ＰＲ

　資本金 3億6,000万円 　事業内容 　給与

　売上高 93億0,800万円 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 850名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 東京都港区 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 木下　茂

　連絡先　電話 03-6866-0232

社名 株式会社ファーストフーズ ブース№ 23 企業ＰＲ

　資本金 1億円 　事業内容 　給与

　売上高 270億 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 2340名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 東京都八王子市 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 総務部

　連絡先　電話 042-643-5360

社名 プライムデリカ株式会社 ブース№ 24 企業ＰＲ

　資本金 1億円 　事業内容 　給与

　売上高 900億600万円 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 615名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 神奈川県相模原市南区 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 総務部

　連絡先　電話 042-702-0011

　採用プロセス

　採用プロセス

　採用プロセス

　採用プロセス

opES  →　一次採用試験（随時）→二次採用試
験（随時）→三次採用試験（随時）→内々定5月
（予定）

　休日・休暇

週休２日制(月８～10日当社カレンダーによる
※配属部署により休日曜日は変動)
年間休日107日(本社105日)有給休暇、
特別休暇(慶弔・配偶者出産・産前産）等

学部,  大学院 通勤交通費(全額支給)、役職手当、時間外勤務手当、ほか

総合職

水産物、同加工品の小売・卸 217,000円

システムエンジニア、営業職 完全週休2日制（土日祝）年間休日130日、年次有給休暇、特別有給休暇

日大全体65名,生物5名

説明会⇒適性検査（CAB）3月以降随時　⇒　1次面接（随時）⇒2次面接（随時）⇒内々定（3月以降随時）

未経験者でも充実した研修でSEに育てます

情報サービス業（ソフトウエア開発、提案、教育事業） 大学院卒　240,000円　大学卒　220,000円

学部,  大学院 住宅手当、家族手当、通勤手当、残業手当、奨励一時金

日大全体32名,生物23名

セブン-イレブンの商品を作るデイリーメーカーです。

セブン-イレブン向けのパスタ、サラダ、惣菜、調理パン、デザートなどを販売・開発しています。 初任給（首都圏ベース・四大卒）224,400円

大手コンビニエンスストア向け弁当・おにぎり・サンドイッチ・スパケティ等の製造販売 大学院了：207,700円　大学卒：201,000円

学部, 大学院 通勤手当、家族手当、役職手当、時間外手当

生産系総合職（生産管理、品質管理、商品開発、設備設計・保全） 完全週休2日制、年次有給休暇、特別休暇、慶弔休暇等　年間休日111日

日本製粉グループ企業

東京都、埼玉県、千葉県、静岡県、福島県 全体17名,生物2名

マイナビよりエントリー　→　会社説明会5月14日　→　適性検査　→　一次面接　→　二次面接　→　内々定

水産物の総合流通企業です！

本社・拠点及び各店舗

日大全体24名,生物21名

リクナビよりエントリー（3月～）→会社説明会・筆記試験（3月～）→一次面接（随時）→最終面接→内々定

学部 通勤費支給、住宅補助、資格取得奨励金等

総合職（製造管理、品質管理、商品開発、購買、施設、総務など） 年間休日110日　週休２日制（月9～10回のﾛｰﾃｰｼｮﾝ休日）

全国（神奈川、茨城、愛知、大阪、兵庫、愛媛、福岡、佐賀、宮崎

本社、事業所、関係顧客先



社名 古谷乳業株式会社 ブース№ 25 企業ＰＲ

　資本金 1億円 　事業内容 　給与

　売上高 100億9157万円 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 165名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 千葉県千葉市中央区 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 総務部総務課

　連絡先　電話 043-241-0331

社名 明治屋産業株式会社 ブース№ 26 企業ＰＲ

　資本金 9,800万円 　事業内容 　給与

　売上高 426億円 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 978名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 福岡県福岡市博多区 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 人事部

　連絡先　電話 092-432-9568

社名 森永エンゼルデザート株式会社 ブース№ 27 企業ＰＲ

　資本金 450百万円 　事業内容 　給与

　売上高 7,478百万円 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 183名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 神奈川県大和市 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 事務部

　連絡先　電話 046-274-0783

社名 森永酪農販売株式会社 ブース№ 28 企業ＰＲ

　資本金 4200万円 　事業内容 　給与

　売上高 110億円 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 93名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 東京都港区 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 採用チーム

　連絡先　電話 03-3798-0162

　採用プロセス

　採用プロセス

　採用プロセス

　採用プロセス

総合職：全国各支店／地域職：自宅通勤可能店舗 日大全体7名,生物4名

説明会：随時　→　筆記試験・適正検査：随時　→　面接（3回）：随時　→　内々定：随時

森永製菓グループの冷菓生産会社です。

冷菓製造 4大卒　196,100円　　大学院卒200,100円

『本物』の商品やサービスを提供！

食品（精肉・中華点心・肉惣菜）の販売・製造、イタリアンレストラン「マーノ
マッジョ」・フードマーケット「タベルト」の経営　他 総合職：228,600円／地域職：223,300円　※一律時間外手当含

学部, 大学院 共通：通勤・家族・時間外・役職手当など　　総合職のみ：独身寮・社宅

総合職／地域職　※仕事内容は、どちらも食品の販売・製造 完全週休２日制（曜日は交替制）、年次有給休暇、慶弔休暇など

応募受付5月→適性検査6月→面接（2～3回）7月→内定8月

酪農家の良きパートナーを目指しています。

乳牛の飼料販売 別途ご説明

学部,  大学院 別途ご説明

学部,  大学院 住宅手当・家族手当・時間外手当・深夜手当・休日出勤手当

技術職（設備技術部門・製造部門・生産管理部門） 休日：会社カレンダーによる（年間130日）　休暇：年次有給休暇他

神奈川県大和市 日大全体3名,生物1名

営業職 年間122日

全国26カ所 日大全体4名

応募書類提出5月→一次選考5月→二次選考5月→最終選考6月 予定

千葉県で実績と歴史ある乳業メーカー

成田工場（千葉県香取郡多古町） 日大全体7名,生物6名

履歴書提出随時→書類選考→面接6月→工場見学6～7月→内々定7～8月

総合職（営業、事務、商品企画・開発、品質管理、製造、生産管理等） 年間休日111日、有給休暇入社6ケ月経過後10日間付与

牛乳、乳製品、その他飲料等の製造及び販売 197,540円

学部,  大学院 通勤手当別途支給、住宅手当、家族手当



社名 ヤンマーアグリジャパン(株)関東甲信越支社 ブース№ 29 企業ＰＲ

　資本金 9000万円 　事業内容 　給与

　売上高 1,624億円 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 4035名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 埼玉県熊谷市 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 管理部

　連絡先　電話 048-527-8811

社名 横浜冷凍株式会社 ブース№ 30 企業ＰＲ

　資本金 143億342万円 　事業内容 　給与

　売上高 1,173億37百万円 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 1162名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 神奈川県横浜市西区 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 人事部

　連絡先　電話 045-210-0021

社名 株式会社ロック・フィールド ブース№ 31 企業ＰＲ

　資本金 55億44百万円 　事業内容 　給与

　売上高 515億36百万円 　採用対象 　諸手当・待遇等

　従業員数 1547名 　募集職種 　休日・休暇

　本社所在地 東京都中央区 　勤務地 　日本大学のOB・OG数

　担当部署 管理本部 人事部 東京人事グループ

　連絡先　電話 03-5843-6190

　採用プロセス

　採用プロセス

　採用プロセス

日本国内の農業に深く携わる。

農業機械の小売・卸売業及び点検・整備 193,000円/183,000円

学部,  大学院 時間外手当、技能手当、通勤費補助、賞与年2回、昇給年1回　他

地域総合職/地区総合職 年間休日　110日（2017年度実績）

総合職(営業、生産) 未記入

営業 関東、生産 静岡、神戸、神奈川 日大全体19名

エントリー→web適性検査→集団人事面接→集団人事面接→個別面談(選考外)→最終面接

適性検査→集団面接→個人面接（２回）→内々定

中食のリーディングカンパニー

そうざいの製造および販売 209500円 配属地や年齢によって初任給が異なります。

学部,  大学院 育児休業、介護休業、短時間勤務、単身赴任手当、独身者住宅手当 など

学部,  大学院 交通費全額支給、地域手当、家族手当、技能手当、寒冷地手当　等

総合職 週休２日制、祝祭日、年末年始休暇、夏季休暇　等

全国 日大全体61名

関東甲信越エリア全域/関東甲信越エリア内の指定地区限定 日大全体16名

ES提出⇒一次選考（面接・適性検査）⇒最終選考（部門長面接）⇒内々定

食品流通のエキスパートです！

【冷蔵倉庫事業】食品を中心とした貨物の保管管理　【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 208,500円　※京浜地区地域手当含む


