
令和元年度　日本大学生物資源科学部　学内合同企業セミナー（業界・職種勉強会）

企業名 業種 企業名 業種 企業名 業種 企業名 業種 企業名 業種

赤城乳業（株） 食品・アイスクリーム キユーピー㈱ 食品・調味料 アース製薬㈱〈大塚G〉 医薬品・日用品・殺虫剤 国分グループ本社㈱ 卸売・総合食品卸 ケンコーマヨネーズ㈱ 食品・調味料

伊藤ハム㈱ 食品・ハム ㈱湖池屋 食品・菓子 エバラ食品工業㈱ 食品・調味料 ㈱日本アクセス<伊藤忠商事G> 卸売・総合食品卸 敷島製パン㈱（Pasco） 食品・製パン

テーブルマーク㈱<JTｸﾞﾙｰﾌﾟ> 食品・冷凍食品 ㈱Mizkan 食品・調味料 カネコ種苗㈱ 種苗・農業資材販売 ㈱ファンケル　　　　　　　 化粧品・健康食品 三井食品㈱<三井物産G> 卸売・総合食品卸

フジパングループ本社㈱ 食品・製パン ミヨシ油脂㈱ 食品・製油・化学 タカナシ乳業㈱ 食品・乳製品 山崎製パン㈱ 食品・製パン ヤマザキビスケット㈱<ﾔﾏｻﾞｷG> 食品・菓子

マルハニチロ㈱ 水産・食品・冷凍食品 明治ｸﾞﾙｰﾌﾟ（㈱明治・Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱） 食品・加工食品、薬品 日本食研ホールディングス㈱ 食品・調味料 秋本食品㈱ 食品・漬物 アゴラ造園㈱ 建設・造園業

明星食品㈱ 食品・即席麺 横浜冷凍㈱ 食品・冷凍食品、倉庫 ヤマサ醤油㈱ 食品・調味料 旭食品㈱ 商社(食品) アジア航測㈱ 測量業・建設コンサルタント業

アース環境サービス㈱〈大塚G〉 総合環境衛生管理 ㈱アイネット 情報サービス・ＩＴ関連 アルテア技研㈱ 商社（分析機器） ㈱環境管理センター 環境計量証明業 池田糖化工業㈱ 食品・中間原材料ﾒｰｶｰ

アイリスオーヤマ㈱ 家電・食品・日用品 アマノ㈱ 機械・プラント・ソフト製造業 ㈱石勝エクステリア 建設・造園業 国土緑化㈱ 総合緑化・花卉・造園 井村屋グループ 食品・菓子

あすか製薬㈱ 医薬品メーカー ㈱池田理化 商社（理化学機器） ㈱エー・ピーカンパニー 商社（外食・農業・漁業） 埼玉県警察 公務員・公安職 永大産業㈱ 住宅関連・建材メーカー

アリアケジャパン㈱ 食品・調味料 イセ食品グループ 食品・養鶏 カイゲンファーマ㈱ 医薬品メーカー 島津サイエンス東日本㈱ 商社（理化学） ㈱ANAケータリングサービス 食品・機内食

イーピーエス㈱ CRO いなば食品㈱ 食品・水産加工,ペットフード 神奈川県警察 公務員・公安職 セキスイハイムグループ 建設・住宅メーカー ㈱オークネット 花卉・中古車ｵｰｸｼｮﾝ

イカリ消毒㈱ サービス・衛生管理 エイツーヘルスケア㈱<伊藤忠Ｇ> CRO みのりホールディングス㈱(㈱河内屋) 商社（業務用酒類販売） セレサ川崎農業協同組合 農業協同組合 オリックス水族館㈱【すみだ水族館・京都水族館】 水族館運営

㈱一条工務店 建設・住宅メーカー 科研製薬㈱ 医薬品メーカー ㈱ギャバン 食品・調味料 第一屋製パン㈱ 食品・製パン 鹿島道路㈱　　　　　　 建設・道路舗装

㈱伊藤園 食品・飲料（茶） 神奈川県庁 公務員・地方 ㈱クリニコ〈森永乳業病態栄養部門〉 食品・栄養補助・流動食 タイヘイ㈱ 食品・印刷・金融業 片倉工業㈱ 繊維・不動産・機械

伊藤忠飼料㈱<伊藤忠G> 配合飼料（畜産・水産・鶏卵） ㈱紀文食品 食品・水産加工 興和㈱ 医薬品メーカー タキヒヨー㈱ 商社（繊維・アパレル） 加藤産業㈱ 卸売・総合食品卸

㈱イワセ・エスタ東京 商社(食品) ㈱きらぼし銀行 金融・銀行 相模原市役所 公務員・地方 田島ルーフィング㈱ 建設資材 神奈川県厚生農業協同組合連合会 農業協同組合連合会

㈱NSD 情報サービス・ＩＴ関連 ㈱久世 卸売・業務用食材卸 ㈱三和化学研究所〈ｽｽﾞｹﾝＧ〉 卸売・化学・医薬品卸 千葉県庁 公務員・地方 川崎市役所 公務員・地方

エムケーチーズ㈱<森永乳業G> 食品・乳製品 ジェイアール東日本フードビジネス㈱ JRグループ外食 ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ<ｻﾝﾄﾘｰG> 商社（飲料） 東京食肉市場㈱ 食肉卸売業 ㈱光電製作所 船舶用電子機器製造

㈱オオスミ 環境計量証明事業 湘南信用金庫 金融・信用金庫 城北信用金庫 金融・信用金庫 東洋埠頭㈱ 物流・倉庫 栄屋乳業㈱ 食品・アイスクリーム

㈱大月真珠 真珠加工卸売 ㈱昭和 総合食料品問屋 住友生命保険(相) 金融・生命保険 トオカツフーズ㈱〈日清製粉G〉 食品・中食 三栄源エフ・エフ・アイ㈱ 食品・食品添加物

片倉コープアグリ㈱ 化学・肥料メーカー 生活クラブ生活協同組合・神奈川 消費生活協同組合 積水ハウス㈱ 建設・住宅メーカー ㈱豊島屋 食品・菓子 JA全農青果センター㈱ 商社（青果物）

㈱きのした 食品・菓子原材料 全国酪農業協同組合連合会 酪農業協同組合 全国農業協同組合連合会 農業協同組合連合会 日本農薬㈱ 化学・農薬 JA全農ミートフーズ㈱ 商社（食肉）

共立製薬㈱ 医薬品・動物用医薬品 ㈱ダイトーコーポレーション 港湾運送業・物流・海運 第一生命保険㈱ 金融・生命保険 JRA日本中央競馬会 レジャー ㈱シノテスト 臨床検査薬製造

㈱極洋 水産・冷凍食品 太平洋製糖㈱ 食品・製糖 ㈱髙山 卸売・菓子卸 （一財）日本食品分析センター サービス・受託分析 シマダヤ㈱ 食品・麺

㈱銀座コージーコーナー 食品・菓子 千葉県警察 公務員・公安職 トーアエイヨー㈱ 医薬品メーカー 日本総合住生活㈱ 不動産・マンション管理 ㈱白子 食品・のり

警視庁 公務員・公安職 デリカフーズ㈱ 商社（食品・野菜） ㈱トーモク ダンボール製造 ㈱はくばく 食品・穀物メーカー 西武造園㈱ 建設・造園業

㈱江東微生物研究所 臨床検査・環境衛生検査 東海澱粉㈱ 商社（食品） トキタ種苗㈱ 種苗メーカー 藤沢市役所 公務員・地方 ゼリア新薬工業㈱ 医薬品メーカー

㈱神戸屋 食品・製パン 東京サラヤ㈱ 洗剤・うがい薬製造販売 中島水産㈱ 卸売・水産卸・小売 冨士森永乳業㈱<森永乳業G> 食品・アイスクリーム ㈱全農ビジネスサポート ＩＴ関連・保険代理・不動産

さがみ農業協同組合 農業協同組合 日本クッカリー㈱<ニッスイＧ> 食品・弁当・おにぎり製造 日新化工㈱ 食品・チョコレート ㈱不二家<ﾔﾏｻﾞｷG> 食品・菓子 全農物流㈱ 物流・倉庫

三幸製菓㈱ 食品・菓子 ㈱ビー・エム・エル CRO 日本通運㈱ 運輸・総合物流 ㈱船昌 商社（食品） ㈱ソフテム 情報サービス・ＩＴ関連

正栄食品工業㈱ 商社（食品） ㈱日立プラントサービス 建設・プラント・空調水処理設備 日本ホワイトファーム㈱〈日本ﾊﾑG〉 畜産業及び畜産食料品製造業 ㈱フラワーオークションジャパン 花卉卸売 ソントン食品工業㈱ 食品・ジャム類

スターゼン㈱ 食品・食肉 ファロスファーム㈱ 養豚業・バイオガス発電 日本コーンスターチ㈱ 食品・澱粉 ㈱フリーデン 養豚業、食品製造業 ㈱東京めいらく 食品・乳製品

㈱静環検査センター 環境計量証明業 ㈱フジタ<大和ハウスＧ> 建設・総合建設・不動産業 ㈱野澤組 商社（食品・畜産） ホクト㈱ きのこ総合メーカー 特別区（東京２３区） 公務員・地方

㈱セイシン企業 粉体加工・機器製造 プライムデリカ㈱ 食品・チルド商品 パルシステムグループ（生活協同組合） 生活協同組合 ㈱マルイチ産商 商社（食品） トモヱ乳業㈱ 食品・乳製品

双日食料㈱<双日G> 卸売・食品卸 三菱商事パッケージング㈱ 包装関連製造 ㈱日比谷花壇 花卉販売 丸善食品工業㈱ 食品・総合食品メーカー 西原商会グループ 商社（食品）

大和ハウス工業㈱ 建設・住宅メーカー 明和地所㈱ 不動産業 フィード・ワン㈱ 配合飼料製造業・食品 三笠製薬㈱ 医薬品メーカー ニチモウ㈱ 商社（食品・水産物）

高瀬物産㈱ 卸売・業務用食材卸 ㈱桃屋 食品・調味料 フジフーズ㈱ 食品・中食 三井ホーム㈱ 建設・住宅メーカー・不動産 日本食肉格付協会 食肉の品質判定　格付機関

タカラスタンダード㈱ 住宅関連・設備機器 森永エンゼルデザート㈱<森永製菓G> 食品・アイスクリーム 北興化学工業㈱ 化学・農薬・ファインケミカル ㈱武蔵野 食品・中食 ㈱ピックルスコーポレーション 食品・漬物

東邦ホールディングス㈱・東邦薬品㈱ 商社（医薬品） ㈱山星屋〈丸紅G〉 卸売・菓子卸 松田産業㈱ 商社（食品・貴金属・環境） 森永酪農販売㈱<森永乳業G> 飼料販売業 人の森㈱ 建設・環境コンサル

東洋冷蔵㈱ 商社（水産物） ユーシーシーフーヅ㈱<UCCｸﾞﾙｰﾌﾟ> 卸売・業務用食品卸 マリンフーズ㈱<日本ハムG> 食品・水産加工 守山乳業㈱ 食品・乳製品 ㈱日比谷アメニス 環境緑化業・サービス業

㈱中村屋 食品・菓子 雪印種苗㈱ 種苗メーカー 丸美屋食品工業㈱ 食品・調味料 ㈱ヤマタネ 倉庫業・米卸 前田道路㈱ 建設・道路舗装

日清医療食品㈱<ワタキューG> 商社（食品）・給食受託 UNITED FOODS INTERNATIONAL㈱ 食品・総合食品メーカー モランボン㈱ 食品・調味料 有機合成薬品工業㈱ 化学・医薬品・食品添加物 町田市役所 公務員・地方

日本ピュアフード㈱<日本ハムG＞ 食品・食肉 横浜丸中青果㈱ 卸売・青果卸 ㈱ユニバーサル園芸社 サービス・植物レンタル ＵＣＣ上島珈琲㈱ 食品・飲料（コーヒー） 三井農林㈱〈三井物産G〉 食品・飲料(紅茶･茶)

農林水産省 公務員・国家 ライト工業㈱ 建設・土木 横浜森永乳業㈱<森永乳業G> 食品・乳製品 横浜農業協同組合 農業協同組合 ㈱モンテール 食品・菓子

パナソニックホームズ㈱ 建設・住宅メーカー わかもと製薬㈱ 医薬品メーカー ヨシモトアグリ㈱ 建設・農畜産物施設販売施工 理科研㈱ 商社（試薬・理化学機器） ユアサ・フナショク㈱ 商社（食品）・ホテル

ユースキン製薬㈱ 医薬品・化粧品製造販売 ㈱類設計室 建築設計・農園・教育 ㈱雪国まいたけ きのこメーカー

渡辺パイプ㈱ 農業・農業用ハウス 横浜信用金庫 金融・信用金庫

㈱横浜八景島 レジャー・水族館

12月16日（月） 12月17日（火） 12月18日（水） 12月19日（木） 12月20日（金）


	決定　第１回12月  (会議用)

