
日本大学生物資源科学部
2021学内合同企業セミナー 〈業界・職種勉強会〉

第1回

2019年 ■開催時間　12：00～16：45
■開催場所　本館NU〈14〉階12/16　17　18　19　20月 火 水 木 金

参加企業一覧【各日50音順】

アイリスオーヤマ（株）
赤城乳業（株）
あすか製薬（株）
アリアケジャパン（株）
イーピーエス（株）
イカリ消毒（株）
（株）一条工務店
（株）伊藤園
伊藤忠飼料（株）
伊藤ハム（株）
（株）イワセ・エスタ東京
（株）NSD
エムケーチーズ（株）
（株）オオスミ
（株）大月真珠
片倉コープアグリ（株）
（株）きのした
共立製薬（株）
（株）極洋
（株）銀座コージーコーナー
警視庁
（株）江東微生物研究所
（株）神戸屋
さがみ農業協同組合
三幸製菓（株）
正栄食品工業（株）
スターゼン（株）
（株）静環検査センター
（株）セイシン企業
双日食料（株）
大和ハウス工業（株）
髙瀬物産（株）
タカラスタンダード（株）
テーブルマーク（株）
東邦ホールディングス（株）＜東邦薬品（株）＞
東洋冷蔵（株）
（株）中村屋
日清医療食品（株）
日本ピュアフード（株）
農林水産省
パナソニック ホームズ（株）
フジパングループ本社（株）
マルハニチロ（株）
明星食品（株）
ユースキン製薬（株）

（株）アイネット
アマノ（株）
（株）池田理化
イセ食品グループ
いなば食品（株）
エイツーヘルスケア（株）
科研製薬（株）
神奈川県庁
（株）紀文食品
キユーピー（株）
（株）きらぼし銀行
（株）久世
（株）湖池屋
ジェイアール東日本フードビジネス（株）
湘南信用金庫
（株）昭和
生活クラブ生活協同組合・神奈川
全国酪農業協同組合連合会
（株）ダイトーコーポレーション
太平洋製糖（株）
千葉県警察
デリカフーズ（株）
東海澱粉（株）
東京サラヤ（株）
日本クッカリー（株）
（株）ビー・エム・エル
（株）日立プラントサービス
ファロスファーム（株）
（株）フジタ
プライムデリカ（株）
（株）Mizkan
三菱商事パッケージング（株）
ミヨシ油脂（株）
明治グループ＜（株）明治・Meiji Seika ファルマ（株）＞
明和地所（株）
（株）桃屋
森永エンゼルデザート（株）
（株）山星屋
ユーシーシーフーヅ（株）
雪印種苗（株）
UNITED FOODS INTERNATIONAL（株）
横浜丸中青果（株）
横浜冷凍（株）
ライト工業（株）
わかもと製薬（株）

アース製薬（株）
アルテア技研（株）
（株）石勝エクステリア
（株）エー・ピーカンパニー
エバラ食品工業（株）
カイゲンファーマ（株）
神奈川県警察
カネコ種苗（株）
（株）ギャバン
（株）クリニコ＜森永乳業病態栄養部門＞
興和（株）
相模原市役所
（株）三和化学研究所
（株）ジャパンビバレッジホールディングス
城北信用金庫
住友生命保険（相）
積水ハウス（株）
全国農業協同組合連合会＜JA全農＞
第一生命保険（株）
タカナシ乳業（株）
（株）髙山
トーアエイヨー（株）
（株）トーモク
トキタ種苗（株）
中島水産（株）
日新化工（株）
日本通運（株）
日本ホワイトファーム（株）
日本コーンスターチ（株）
日本食研ホールディングス（株）
（株）野澤組
パルシステムグループ＜生活協同組合＞
（株）日比谷花壇
フィード・ワン（株）
フジフーズ（株）
北興化学工業（株）
松田産業（株）
マリンフーズ（株）<ニッポンハムグループ>
丸美屋食品工業（株）
みのりホールディングス（株）
モランボン（株）
ヤマサ醤油（株）
（株）ユニバーサル園芸社
横浜森永乳業（株）
ヨシモトアグリ（株）

秋本食品（株）
旭食品（株）
（株）環境管理センター
国土緑化（株）
国分グループ
埼玉県警察
島津サイエンス東日本（株）
セキスイハイムグループ
セレサ川崎農業協同組合
第一屋製パン（株）
タイヘイ（株）
タキヒヨー（株）
田島ルーフィング（株）
千葉県庁
東京食肉市場（株）
東洋埠頭（株）
トオカツフーズ（株）＜日清製粉グループ＞
（株）豊島屋
（株）日本アクセス
日本中央競馬会
（一財）日本食品分析センター
日本総合住生活（株）
日本農薬（株）
（株）はくばく
（株）ファンケル
藤沢市役所
冨士森永乳業（株）
（株）不二家
（株）船昌
（株）フラワーオークションジャパン
（株）フリーデン
ホクト（株）
（株）マルイチ産商
丸善食品工業（株）
三笠製薬（株）
三井ホーム（株）
（株）武蔵野
森永酪農販売（株）
守山乳業（株）
山崎製パン（株）
（株）ヤマタネ
有機合成薬品工業（株）
UCC上島珈琲（株）
横浜農業協同組合
理科研（株）
（株）類設計室
渡辺パイプ（株）

アゴラ造園（株）
アジア航測（株）
池田糖化工業（株）
井村屋グループ（株）
（株）ANAケータリングサービス
永大産業（株）
（株）オークネット
オリックス水族館（株）
鹿島道路（株）
片倉工業（株）
加藤産業（株）
神奈川県厚生農業協同組合連合会
川崎市役所
ケンコーマヨネーズ（株）
（株）光電製作所
栄屋乳業（株）
三栄源エフ・エフ・アイ（株）
JA全農青果センター（株）
JA全農ミートフーズ（株）
敷島製パン（株）＜Pasco＞
（株）シノテスト
シマダヤ（株）
（株）白子
西武造園（株）
ゼリア新薬工業（株）
（株）全農ビジネスサポート
全農物流（株）
（株）ソフテム
ソントン食品工業（株）
（株）東京めいらく
特別区＜東京23区＞
トモヱ乳業（株）
西原商会グループ
ニチモウ（株）
（公社）日本食肉格付協会
（株）ピックルスコーポレーション
人の森（株）
（株）日比谷アメニス
前田道路（株）
町田市役所
三井食品（株）
（株）モンテール
ヤマザキビスケット（株）
ユアサ・フナショク（株）
（株）雪国まいたけ
横浜信用金庫
（株）横浜八景島
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業種：医薬品メーカー

あすか製薬（株） 1
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：11億9,790万円
■売　上　高：467億600万円
■従業員数：842名
■〒108-8532
　東京都港区芝浦2-5-1
■TEL 03-5484-8322
■担当部署／人事部ヒューマン・リソース課

■事業内容：医療用医薬品の製造、販売、輸出入
■募集職種：MR職　ほか
■勤　務　地：全国20営業所

■給　　与：249,000円
■諸手当・待遇等：住宅支援金、超過労働手当、通勤費
■休日休暇：完全週休二日制（土・日）、祝日、
　　　　　　ＧＷ、夏季、年末年始ほか
■日本大学のOB・OG数：計54名　

ホルモン製剤のパイオニア

採用対象 大学院 学　部

業種：サービス・衛生管理

イカリ消毒（株） 5
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億4,448万円
■売　上　高：185億6,000万円
■従業員数：1,005名
■〒151-0051
　東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11
　アグリスクエア新宿11F
■TEL 03-3350-1404
■担当部署／人事部

■事業内容：総合衛生管理サポート（有害生物対策、微
生物対策、コンサルティング・教育、検査・
分析、商品・技術開発、文化財保護活動）

■募集職種：技術営業職：お客様の抱える衛生問題に対
し調査、改善提案を行います。

　　　　　　検査分析職：異物、微生物、理化学の検
査・分析を行います

■勤　務　地：全国（本人の希望を考慮致します。）

■給　　与：200,000円
■諸手当・待遇等：資格手当、家族手当、時間外手当
■休日休暇：年間121日、夏季休暇、特別休暇、
　　　　　　慶弔休暇、年末年始
■日本大学のOB・OG数：計72名　
　　　　　　　　　　　　男性54名　女性18名

環境と衛生の総合コンサルタントです

採用対象 大学院 学　部

業種：建設・住宅メーカー

（株）一条工務店 6
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：5億4,460万円
■売　上　高：4,392億円
■従業員数：5,600名
■〒432-8006
　静岡県浜松市西区大久保町1227-6
■TEL 053-485-2846
■担当部署／人事グループ

■事業内容：【木造戸建住宅事業・リフォーム事業・マン
ション事業・海外住宅事業・住宅ローン事
業など】

■募集職種：総合職
　　　　　　【住宅営業・設計・工事監督・本社管理】
■勤　務　地：全国約500営業拠点、11工場および本社

■給　　与：学部卒：213,000円
■諸手当・待遇等：営業手当・設計手当・通勤手当・
　　　　　　時間外手当・赴任手当・結婚手当・
　　　　　　家族手当など
■休日休暇：住宅営業・設計／週休2日（水曜他）・
　　　　　　その他の職種／週休2日（日・祝祭日他）
　　　　　　※当社カレンダーによる
■日本大学のOB・OG数：計206名　
　　　　　　　　　　　　男性192名　女性14名

家の性能が暮らしと環境を変える

採用対象 大学院 学　部

業種：配合飼料（畜産・水産・鶏卵）

伊藤忠飼料（株） 7
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：19億1,000万円
■売　上　高：828億円
■従業員数：241名
■〒136-8511
　東京都江東区亀戸2-35-13
　新永ビル7・8F
■TEL 03-5626-3206
■担当部署／人事総務部

■事業内容：配合飼料の製造・販売。種畜の育種改良・
生産・販売。畜産物の生産・加工・販売。

　　　　　　研究開発・衛生管理。
■募集職種：総合職：飼料事業部門、食品事業部門、
　　　　　　管理部門、研究・技術開発部門、獣医師
■勤　務　地：八戸、北上、那須塩原、東京、名古屋、
　　　　　　姫路、宇和島、北九州、など

■給　　与：（大卒基準内）230,000円
　　　　　　（院了基準内）239,000円
■諸手当・待遇等：通勤手当、営業手当、研究・外勤手当、
　　　　　　技能手当、住宅手当、単身赴任手当、
　　　　　　時間外勤務手当等
■休日休暇：完全週休2日制、祝祭日、年末年始、
　　　　　　8月15日、慶弔休暇、年次有給休暇、
　　　　　　結婚休暇、長期傷病休暇（最大60日間）
　　　　　　など
■日本大学のOB・OG数：計8名　
　　　　　　　　　　　　男性7名　女性1名

畜産インテグレーションの伊藤忠飼料

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・ハム

伊藤ハム（株） 42
ブースNo.

企業PR

■従業員数：1,405名
■〒663-8586
　兵庫県西宮市高畑町4-27
■TEL 0798-66-3030
■担当部署／伊藤ハム米久ヒューマンサービス
　　　　　　株式会社　採用担当

■事業内容：食肉加工品、食肉、調理加工食品、惣菜類
の製造及び販売

■募集職種：営業職、生産技術職、研究職
■勤　務　地：兵庫県、愛知県、東京都、茨城県他

■給　　与：201,530円～225,230円
　　　　　　（学歴、配属エリアによって変動有）
■諸手当・待遇等：住宅手当、子ども手当、通勤手当、
　　　　　　時間外労働勤務手当　等
■休日休暇：週休2日制（主に土・日または水・日）
■日本大学のOB・OG数：計62名　

ハム・ソーセージの売上国内第１位！

採用対象 大学院 学　部
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業種：家電・食品・日用品

アイリスオーヤマ（株） 2
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億円
■売　上　高：4,750億円
■従業員数：12,000名
■〒105-0013
　東京都港区浜松町2-3-1
　日本生命クレアタワー19F
■TEL 03-5843-7708
■担当部署／人事部

■事業内容：食品・家電などの製造販売をするBtoC事
業、オフィスビルや各種法人向けにLED照
明や業務用家具を提案するBtoB事業など

■募集職種：総合職（営業・企画マーケティング・
　　　　　　ネット通販・管理部門）など
■勤　務　地：東京・大阪・宮城など全国の拠点

■給　　与：【基本給】4年制大学卒213,000円
　　　　　　　　　　修士了215,000円
■諸手当・待遇等：通勤手当、時間外手当、住宅手当、
　　　　　　地域手当、営業手当、技能手当など
■休日休暇：週休2日制（年間休日115日）
■日本大学のOB・OG数：計27名

食品・日用品・家電を扱う総合メーカーです

採用対象 大学院 学　部

業種：CRO

イーピーエス（株） 4
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：38億8,800万円
■売　上　高：657億6,900万円
■従業員数：5,695名
■〒162-0814
　東京都新宿区新小川町6-29
　アクロポリス東京６F
■TEL 03-5684-4788
■担当部署／人事部　人財戦略課

■事業内容：新薬開発　医療機器開発
　　　　　　ビッグデータ活用サービス
　　　　　　リアルワールドエビデンス事業
■募集職種：臨床開発モニター、品質管理、
　　　　　　データマネジメント、統計解析、
　　　　　　安全性情報
■勤　務　地：東京、大阪、名古屋

■給　　与：226,000～241,000円
■諸手当・待遇等：時間外手当、職務手当、出張手当、
　　　　　　通勤手当、住宅補助など
■休日休暇：完全週休2日制（土日）、祝日、
　　　　　　年末年始（7日）、フレキシブル休暇（5日）、
　　　　　　有給休暇（初年度11日）
■日本大学のOB・OG数：計68名　

CROのリーディングカンパニー

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・調味料

アリアケジャパン（株） 3
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：70億9,509万6,000円
■売　上　高：391億1,770万円
　　　　　　(2019年3月期/単体)
■従業員数：850名
■〒150-0022
　東京都渋谷区恵比寿南3-2-17
　アリアケジャパンビル
■TEL 03-3791-3301
■担当部署／総務部

■事業内容：100％ナチュラルなダシをもとにスープ・
ブイヨン・ソース等の天然調味料を製造し、
主に業務用製品として販売を行っている。

■募集職種：営業職、製品開発、品質管理、
　　　　　　製造技術（食品化学系）、
　　　　　　プラントエンジニア（工学系）、
　　　　　　事務総合職、製造技能職、経理職
■勤　務　地：東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、
　　　　　　福岡、長崎

■給　　与：187,000円
■諸手当・待遇等：残業手当：43,000円（30時間見込、超過
　　　　　　分別途支給）・地域手当・号給手当・
　　　　　　営業手当・住宅手当・役職手当
■休日休暇：112日
■日本大学のOB・OG数：計9名　

ナチュラル調味料で食文化をクリエイト！

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・飲料（茶）

（株）伊藤園 19
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：199億1,230万円
■売　上　高：5,041億5,300万円
■従業員数：5,409名
■〒151-8550
　東京都渋谷区本町3-47-10
■TEL 03-5371-7208
■担当部署／能力開発部　採用課

■事業内容：飲料及び茶葉の製造・販売
■募集職種：営業職・事務職・研究開発職
■勤　務　地：全国198拠点

■給　　与：営業職　212,000円
　　　　　　事務職　200,000円
　　　　　　研究開発職　225,000円
■諸手当・待遇等：通勤手当、生活手当、保有資格手当等
■休日休暇：124日（2019年実績）
■日本大学のOB・OG数：計244名　
　　　　　　　　　　　　男性231名　女性13名

お～いお茶の伊藤園です！

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・アイスクリーム

赤城乳業（株） 41
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：9億4,000万円
■売　上　高：471億円
■従業員数：868名
■〒366-0824
　埼玉県深谷市西島町2-12-1
■TEL 048-571-4121
■担当部署／総務部

■事業内容：アイスクリームの製造、販売
■募集職種：生産開発技術職、営業
■勤　務　地：埼玉県深谷市、本庄市、その他全国

■給　　与：大　学　卒/213,000円
　　　　　　大学院了/218,000円
■諸手当・待遇等：通勤手当、 時間外手当、配偶者手当、
　　　　　　子供手当、子育て手当、等
■休日休暇：年間休日111日
■日本大学のOB・OG数：計19名　男性13名　女性6名

アイス一筋、専業メーカーです！

採用対象 大学院 学　部
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業種：食品・菓子原材料

（株）きのした 13
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：9,000万円
■従業員数：58名
■〒120-0034
　東京都足立区千住1-4-1　
　東京芸術センター1707号
■TEL 03-3881-6758
■担当部署／経営企画室

■事業内容：大手食品や菓子メーカー取引中心の原材料
メーカー。大豆プロテイン加工等の健康食
品やシリアルバー、グラノーラ、各種パフ製
品の製造

■募集職種：商品開発職（顧客打合、試作品・見積作成、
新商品の現場展開など）、品質管理職（製品・
作業・原料査定、規格書・報告書作成な
ど）

■勤　務　地：入社２年目まで群馬“しっかり”工場事務所、
３年目から東京都内事務所。

■給　　与：大卒：215,000円
　　　　　　院卒：240,000円
　　　　　　※基本給＋職能給
■諸手当・待遇等：家族手当。住宅手当。役職手当。
　　　　　　単身者用借上社宅制度。昇給・賞与制度。
　　　　　　社保完備。交通費支給。社員研修制度。
　　　　　　制服・ロッカー貸与。
■休日休暇：１年単位の変形労働時間制により年間休日９

７日（７時間４５分の場合、土曜は月平均２
日、日曜、祝日、ＧＷ、夏季、年末年始）

　　　　　　　　　　　　

着実な会社成長と超速な新卒育成が強み

採用対象 大学院 学　部

業種：商社(食品)

（株）イワセ・エスタ東京 8
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：9,600万円
■売　上　高：426億円
■従業員数：472名
■〒144-0045
　東京都大田区南六郷3-11-1
■TEL 03-5714-1212
■担当部署／総務部

■事業内容：製菓・製パン材料の専門商社として、乳製
品・油脂・果実・小麦粉等を全国の製菓・
パンメーカーに販売。

■募集職種：営業職、仕入職
■勤　務　地：東京(大田区)・神奈川(桜ヶ丘)・
　　　　　　千葉(花見川区)・埼玉(武蔵浦和)

■給　　与：209,600円
■諸手当・待遇等：営業職は外勤手当48,000円、
　　　　　　住宅手当16,000円がプラス。
　　　　　　仕入職は住宅手当16,000円がプラスに
　　　　　　なります。
■休日休暇：土日完全週休2日制、年間休日108日。
■日本大学のOB・OG数：計8名　男性8名

製菓・製パン材料の専門商社で国内トップ

採用対象 学　部

業種：情報サービス・IT関連

（株）NSD 9
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：72億500万円
■売　上　高：619億4,400万円
■従業員数：3,428名
■〒101-0063
　東京都千代田区神田淡路町2-101
　ワテラスタワー
■TEL 03-3257-1256
■担当部署／人事部

■事業内容：システム分析・設計、プログラム開発、
　　　　　　コンピュータ室運営管理、ソフトウエアプロ

ダクト
■募集職種：システムエンジニア
■勤　務　地：東京、他

■給　　与：【東京地区】大　卒：274,000円
　　　　　　　　　　　修士了：280,000円
　　　　　　※地域手当（東京地区8万円／月額）を含む
　　　　　　（2019年4月実績）
■諸手当・待遇等：通勤費全額、資格手当、子供手当、時間外

手当、褒賞金（情報処理他）、昇給年1回（4
月）、賞与年3回（6月、12月、3月）

■休日休暇：完全週休2日制（土・日）、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121日（2019
　　　　　　年3月期）
■日本大学のOB・OG数：計116名　男性95名　女性21名

創立50年、東証一部上場の独立系SIer

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・菓子

（株）銀座コージーコーナー 16
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：4,910万4,000円
■売　上　高：253億円
■従業員数：659名
■〒104-0045
　東京都中央区築地7-17-1
　住友不動産築地ビル5F
■TEL 03-6226-2319
■担当部署／人事部　人事・採用課

■事業内容：洋菓子の製造・販売及びレストラン・喫茶
店の経営

■募集職種：営業（店舗運営・エリアマネジャー・販売促
進・商品企画他）／製造（製造ライン管理・
品質管理・生産計画・商品開発他）

■勤　務　地：東京、神奈川、埼玉、千葉

■給　　与：大学院了：月給２１０,０００円
　　　　　　大　　卒：月給２０７,０００円
■諸手当・待遇等：通勤手当、時間外手当、職長手当、
　　　　　　休日勤務手当、深夜勤務手当、
　　　　　　育児勤務支援手当、食事手当、独身寮、
　　　　　　社宅、財形貯蓄、慶弔見舞金
■休日休暇：週休２日制（年間休日１１１日、店舗及び工

場はシフト制のため曜日不定）／その他：有
給休暇、慶弔休暇、育児休業、介護休業等

■日本大学のOB・OG数：計37名　
　　　　　　　　　　　　男性18名　女性19名

人と人とを“笑顔”でつなぐ洋菓子メーカー

採用対象 大学院 学　部 来場予定のOB・OG学科 FBB

業種：食品・乳製品

エムケーチーズ（株） 35
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：2億円
■売　上　高：243億2,000万円
■従業員数：180名
■〒252-1106
　神奈川県綾瀬市落合北1-1-1
■TEL 0467-70-5900
■担当部署／事務部事務課

■事業内容：家庭用、業務用のプロセスチーズを中心と
したチーズ関連商品の製造及び輸入

■募集職種： ①製造職（プロセスチーズの製造）
　　　　　　②工務（ユーティリティ管理、機械メンテナ
　　　　　　　ンス他）
■勤　務　地：綾瀬工場（綾瀬市落合北）

■給　　与：学卒初任給：202,000円
■諸手当・待遇等：交通費（当社規程）、住宅手当、家族手当、
　　　　　　時間外等あり
■休日休暇：当社規程土曜日、日曜日、年末年始他、
　　　　　　年間休日117日
■日本大学のOB・OG数：計4名　男性3名　女性1名

森永乳業の100％子会社です

採用対象 学　部

業種：環境計量証明事業

（株）オオスミ 10
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：3,000万円
■売　上　高：14億4,200万円
■従業員数：115名
■〒246-0008
　神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町20-17
■TEL 045-924-1050
■担当部署／総務グループ

■事業内容：環境調査、測定、分析、コンサルティング
のエキスパートとして、土壌汚染調査、水
質分析、室内空気環境測定などを行ってい
ます。

■募集職種：分析
　　　　　　環境調査・測定
　　　　　　営業
■勤　務　地：横浜本社
　　　　　　東京支店

■給　　与：院了／月給223,500円
　　　　　　大卒／月給212,800円
■諸手当・待遇等：資格手当　家族手当　住宅手当
　　　　　　交通費支給　他
■休日休暇：120日以上
■日本大学のOB・OG数：計12名　男性11名　女性1名

創業50周年を迎えた「地球のドクター」です

採用対象 大学院 学　部

業種：真珠加工卸売

（株）大月真珠 11
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億円
■売　上　高：124億5,200万円
■従業員数：278名
■〒650-0046
　兵庫県神戸市中央区港島中町6-4-1
■TEL 078-303-2111
■担当部署／人事部

■事業内容：真珠の加工・国内海外卸売、及び宝石・
　　　　　　宝飾製品の国内小売販売
■募集職種：総合職・一般職
■勤　務　地：総合職は神戸本社、東京支店、
　　　　　　その他全国各店舗。
　　　　　　一般職は神戸本社。

■給　　与：総合職：207,000円
　　　　　　一般職：197,000円
■諸手当・待遇等：超過勤務手当、通勤交通費、家族手当、 
　　　　　　財形持家融資、自社保養所（賢島）、
　　　　　　保養施設、永年勤続表彰
■休日休暇：週休2日制、本社・東京支店は土、日、祝。
　　　　　　店舗は各店舗の休日に準じ週休2日のロー
　　　　　　テーション
■日本大学のOB・OG数：計3名　男性3名

神戸から世界へ真珠を発信しています！

採用対象 大学院 学　部

業種：化学・肥料メーカー

片倉コープアグリ（株） 12
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：42億1,400万円
■売　上　高：383億3,300万円
■従業員数：822名
■〒102-0073
　東京都千代田区九段北1-8-10
　住友不動産九段ビル15F
■TEL 03-5216-6611
■担当部署／総務人事部　人事課

■事業内容：肥料の製造販売、化成品原料・化粧品の製
造販売、化成品の製造販売、飼料の販売、
保有不動産の有効活用、その他

■募集職種：総合職
　　　　　　（営業、製造、研究・開発、経理 等）　
■勤　務　地：北海道、東北各県、茨城、千葉、東京、
　　　　　　新潟、愛知、兵庫、大分　他

■給　　与：初任給：学部卒　209,800円
　　　　　　　　　　院　卒　223,800円
　　　　　　　　　　（本社勤務の場合）
■諸手当・待遇等：子女手当、技能資格手当、通勤手当支給、
　　　　　　借上社宅制度、共済会加入　他
■休日休暇：年間122日
■日本大学のOB・OG数：計16名　男性14名　女性2名

国内トップクラスのシェアを誇る肥料会社

採用対象 大学院 学　部

業種：医薬品・動物用医薬品

共立製薬（株） 14
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：5,500万円
■売　上　高：524億2,500万円
■従業員数：623名
■〒102-0073
　東京都千代田区九段北1-11-5
　グリーンオーク九段
■TEL 03-3263-2991
■担当部署／業務本部　人事部

■事業内容：伴侶動物用医薬品及び産業動物用医薬品の
製造・販売、他

■募集職種： ○営業職（MR職）　○研究開発職
　　　　　　○製造職
■勤　務　地： ○営業職（MR職）：全国の営業所
　　　　　　○研究開発・製造職：つくば、埼玉

■給　　与：大卒：218,600円
　　　　　　院卒：234,200円
　　　　　　※営業・獣医師・薬剤師は別途手当あり
■諸手当・待遇等：通勤手当、時間外勤務手当、
　　　　　　住宅補助手当、家族手当、単身赴任手当、
　　　　　　営業手当、資格手当、ペット扶養手当など
■休日休暇：完全週休2日制（土・日）、祝日、
　　　　　　夏期・年末年始休暇、有給休暇、
　　　　　　産前産後休業、育児休業、介護休業など　
　　　　　　年間休日129日（2019年度）
■日本大学のOB・OG数：計21名　男性16名　女性5名

国内動物薬業界のリーディングカンパニー！

採用対象 大学院 学　部

業種：水産・冷凍食品

（株）極洋 15
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：56億6,400万円
■売　上　高：2,561億5,100万円(連結)
■従業員数：2,264名
■〒107-0052
　東京都港区赤坂3-3-5
■TEL 03-5545-0704
■担当部署／総務部　人事課

■事業内容：農水産物の輸出入、加工、国内外への販
売、本マグロの養殖など、調達・加工・

　　　　　　販売までを一貫して手掛けています
■募集職種：総合職（営業・管理系／研究系）
■勤　務　地：全国各地・海外

■給　　与：【総合職】
　　　　　　院　了：214,200円（営業・管理系）
　　　　　　　　　　220,700円（研究系）
　　　　　　学部卒：210,700円
■諸手当・待遇等：住宅手当、食事手当、家族手当、
　　　　　　役職手当、健保手当　など
■休日休暇：完全週休2日（土・日）、祝祭日、盆、
　　　　　　年末年始、有給休暇(初年度10日、最高
　　　　　　20日　※次年度繰越可）
■日本大学のOB・OG数：計37名　男性31名　女性6名

水産物を中心とした総合食品会社です

採用対象 大学院 学　部
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業種：食品・製パン

（株）神戸屋 20
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：11億9,740万円
■売　上　高：548億6,034万円
■従業員数：1,270名
■〒243-0427
　神奈川県海老名市杉久保南1-2-1
■TEL 046-238-2000
■担当部署／海老名管理課

■事業内容：パン・洋菓子・冷凍生地・デリカ食品の
　　　　　　製造販売並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
■募集職種：総合職（技術部門、営業部門、店舗運営企

画部門、管理部門）
■勤　務　地：全国（主に関西・関東）

■給　　与：大　　卒：215,200円
　　　　　　大学院卒：223,600円
■諸手当・待遇等：通勤手当、時間外労働手当、
　　　　　　深夜手当、住宅手当、家族手当、
　　　　　　セールス手当、店舗勤務手当等
■休日休暇：年111日の所定休日、
　　　　　　年次有給休暇、特別休暇、
　　　　　　連続研修休暇、育児休業、介護休業等
■日本大学のOB・OG数：計44名　
　　　　　　　　　　　　男性26名　女性18名

パン食文化を切り拓く仲間を求めています

採用対象 大学院 学　部

業種：農業協同組合

さがみ農業協同組合 21
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：52億円
■従業員数：970名
■〒252-0804
　神奈川県藤沢市湘南台5-14-10
■TEL 0466-45-4872
■担当部署／総務部人事教育課

■事業内容：組織相談事業、経済事業、信用事業、
　　　　　　共済事業
■募集職種：総合職（営業：貯金・共済推進、各種相談

業務、農畜産物集出荷、営農指導等、一般
事務：金融・共済業務、購買・販売品の受
払業務等）

■勤　務　地：JAさがみ管内62事業所のいずれか

■給　　与：４年制大学卒業者（２２歳・２００,０００円）
■諸手当・待遇等：通勤手当、住宅手当、時間外手当、
　　　　　　家族手当、特殊勤務手当、資格技能手当　
　　　　　　他
■休日休暇：週休２日制（土・日）、祝日、
　　　　　　年末年始（12/31～1/3）、
　　　　　　年次有給休暇（初年度10日 最大40日）、
　　　　　　育児・介護休暇、特別休暇 他
■日本大学のOB・OG数：計155名　
　　　　　　　　　　　　男性121名　女性34名

地域農業・社会に根ざした活動を展開中です

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・菓子

三幸製菓（株） 22
ブースNo.

企業PR

■売　上　高：533億円
■従業員数：1,200名
■〒950-3134
　新潟県新潟市北区新崎2-6-1
■TEL 025-255-7654
■担当部署／人事部

■事業内容：菓子製造業
■募集職種：総合職
　　　　　　（営業、製造、企画開発、生産管理など)
■勤　務　地：新潟、東京、名古屋、大阪、ほか全国

■給　　与：営業系職種：254,980円～
　　　　　　技術系職種：246,840円～
■諸手当・待遇等：営業手当、複能手当、地域手当、住宅補助

など
■休日休暇：日・祝　土曜日は年間カレンダーによる　
　　　　　　（年間休日113日)
■日本大学のOB・OG数：計10名　

新潟県発！全国流通のおせんべいメーカー

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・食肉

スターゼン（株） 24
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：116億1,277万円
■売　上　高：3,512億円
■従業員数：2,566名
■〒108-0075
　東京都港区港南2-5-7
　港南ビル
■TEL 03-3471-5181
■担当部署／人事部　人材開発室

■事業内容：食肉の生産・加工・販売・輸出入、ハム・
ソーセージ・ハンバーガーパティ等加工品
の製造・販売を行っています。

■募集職種：総合職
　　　　　　（営業・事務・製造・品質管理・生産）
■勤　務　地：全国

■給　　与：222,800円（院卒）
　　　　　　210,800円（大学卒）
■諸手当・待遇等：時間外勤務手当、休日勤務手当、
　　　　　　通勤手当、家族手当等
■休日休暇：年間休日123日、完全週休2日制、
　　　　　　年末年始、年次有給休暇（初年度10日）
■日本大学のOB・OG数：計80名　
　　　　　　　　　　　　男性71名　女性9名

集まれ！肉食男子　肉食女子！

採用対象 大学院 学　部

業種：環境計量証明業

（株）静環検査センター 25
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：5,000万円
■売　上　高：35億円
■従業員数：439名
■〒426-0041
　静岡県藤枝市高柳2310番地
■TEL 054-631-7310
■担当部署／総務部　人事・労務課

■事業内容：環境分析、環境調査、材料・特殊分析、
　　　　　　食品・衛生検査、医薬品検査
■募集職種：技術職、営業職、事務職
■勤　務　地：静岡、東京、名古屋、大阪、福岡、鹿児島
　　　　　　※転勤は稀です

■給　　与：大学院了：月給213,500円
　　　　　　大　学　卒：月給196,200円
■諸手当・待遇等：通勤手当（当社規定による）、資格手当、
　　　　　　扶養手当
■休日休暇：年間110日：土日祝（ただし月1～2回程度
　　　　　　の土曜出勤あり）、夏季・年末年始休暇
■日本大学のOB・OG数：計6名

環境、食、医薬の安心・安全を見える化！

採用対象 大学院 学　部

業種：臨床検査・環境衛生検査

（株）江東微生物研究所 18
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：5,000万円
■売　上　高：173億1,000万円
■従業員数：977名
■〒133-0057
　東京都江戸川区西小岩5-11-25
■TEL 03-3672-9177
■担当部署／本社総務部

■事業内容：病気の診断や治療、早期発見や予防など、
医療の現場では欠かせない臨床検査や水や
食品の安全を守る環境衛生検査などを行っ
ています

■募集職種：検査職（臨床・水質・食品）、
　　　　　　営業職（臨床・環境）、
　　　　　　事務職、情報システム職
■勤　務　地：関東・東北・新潟地区の各事業所

■給　　与：２０１,０００円（２０１９年度実績・学部卒）
■諸手当・待遇等：住宅手当、皆勤手当、職務手当、
　　　　　　資格手当、交通費全額支給
■休日休暇：日曜、祝日、夏季、年末年始、
　　　　　　隔週土曜日休日（または４週２休）、
　　　　　　有給休暇など
■日本大学のOB・OG数：計19名　男性14名　女性5名

人々の生命・健康そして環境を支えています

採用対象 大学院 学　部

業種：商社（食品）

正栄食品工業（株） 23
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：33億7,973万円
■売　上　高：1,066億9,498万円
■従業員数：394名
■〒110-8723
　東京都台東区秋葉原5-7
■TEL 03-3253-1211
■担当部署／総務部人事課

■事業内容：乳製品・製菓製パン材料・業務用食品・
　　　　　　菓子類他、食品の輸入・生産・加工・流通
■募集職種：営業職・事務職・技術職
■勤　務　地：本社（東京）、各支店、海外（米国・中国）、
　　　　　　関連工場（茨城・熊本）

■給　　与：2019年度実績：
　　　　　　大学卒（総合職）218,000円
　　　　　　大学卒（一般卒）208,000円
■諸手当・待遇等：各種社会保険、退職金制度、
　　　　　　借上社宅制度、家賃補助制度、
　　　　　　財形貯蓄制度、従業員住宅資金貸付制度、
　　　　　　従業員持株会制度等
■休日休暇：完全週休2日制（土曜日、日曜日）、祝日、
　　　　　　年末年始、夏季休暇
　　　　　　※2018年度年間所定休日：122日
■日本大学のOB・OG数：計37名　男性32名　女性5名

原材料を中心とした食材の専門商社です！

採用対象 大学院 学　部

業種：卸売・食品卸

双日食料（株） 29
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：4億1,200万円
■売　上　高：1,513億円
■従業員数：258名
■〒106-0032
　東京都港区六本木3-1-1
　六本木ティーキューブ16F
■TEL 03-5574-3323
■担当部署／人事総務部

■事業内容：農畜水産物原料及び加工食品の輸入及び
　　　　　　国内販売
■募集職種：営業、管理部門の総合職及び一般職
■勤　務　地：東京、大阪、名古屋、仙台

■給　　与：初任給　総合職224,000円
　　　　　　　　　　一般職200,000円
■諸手当・待遇等：職位手当、通勤手当、時間外手当、
　　　　　　深夜勤務手当
■休日休暇：週休2日制（土・日）、祝祭日、有給休暇、
　　　　　　夏季、年末年始、慶弔、結婚、長期休暇等
■日本大学のOB・OG数：計12名　

当社は食の総合商社です

採用対象 大学院 学　部

業種：粉体加工・機器製造

（株）セイシン企業 26
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：3億円
■売　上　高：76億5,000万円
■従業員数：293名
■〒151-0051
　東京都渋谷区千駄ヶ谷5-34-7
　ＮＥＸ新宿ビル9F
■TEL 03-3350-5771
■担当部署／人事課

■事業内容：粉体関連機器製造販売／受託粉体加工・測
定／プラントエンジニアリング／新素材開発
／食品事業　等

■募集職種：総合職（技術系職種（開発、設計、製造、生
産技術）・営業系職種）

■勤　務　地：東京都、埼玉県、栃木県、山口県、福岡県
など

■給　　与：大学卒：225,000円
　　　　　　院修了：235,000円
■諸手当・待遇等：家族手当、住宅手当 [いずれも二年目より]
■休日休暇：土曜、日曜、祝日、
　　　　　　夏季、年末年始、特別休暇
■日本大学のOB・OG数：計8名　男性8名

企業の品質を陰で支える縁の下の力持ち

採用対象 大学院 学　部

業種：公務員・公安職

警視庁 17
ブースNo.

企業PR

■職　員　数：46,500名
■〒105-0004
　東京都港区新橋６-１７-５
■TEL 03-3431-1705
■担当部署／警視庁人事第二課

■事業内容：東京都の治安維持
■募集職種：警察官　警察行政職員
■勤　務　地：東京都

■給　　与：２５３,３００円
■諸手当・待遇等：期末・勤勉・住居・扶養・通勤・
　　　　　　特殊勤務手当等
■休日休暇：夏季・冬季・記念日・永年勤続・育児・
　　　　　　介護等　約２０種類
■日本大学のOB・OG数：計2,370名　
　　　　　　　　　　　　男性2,170名　女性200名

世界一安全な街東京の実現

採用対象 大学院 学　部
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12月20日
参加企業

12月19日
参加企業

12月18日
参加企業

12月17日
参加企業

12月16日
参加企業企業・団体名た～の

業種：公務員・国家

農林水産省 32
ブースNo.

企業PR

■職　員　数：21,000名
■〒100-8950
　東京都千代田区霞が関1-2-1
■TEL 03-6744-2001
■担当部署／大臣官房秘書課

■事業内容：農林水産政策の企画・立案、実行
■募集職種： ●総合職：総合職（院卒者）試験合格者、
　　　　　　　　　　　総合職（大卒程度）試験合格者
　　　　　　●一般職（大卒程度）：一般職（大卒程度）
　　　　　　　　　　　　　　　　試験合格者
■勤　務　地：本省（東京都千代田区霞ヶ関）、
　　　　　　地方出先機関（全国）

■給　　与：総合職（院卒）初任給例：月26万円程度
　　　　　　総合職（大卒）初任給例：月23万円程度
　　　　　　一般職（大卒）初任給例：月22万円程度
■諸手当・待遇等：公務員宿舎（独身宿舎、世帯宿舎）、
　　　　　　診療所、健康診断、検診事業 
■休日休暇：土・日曜日及び祝日等の休日、
　　　　　　年20日の年次休暇、病気休暇、
　　　　　　育児休業制度　等

食と環境を未来の子どもに継承します

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・冷凍食品

テーブルマーク（株） 44
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：225億円
■従業員数：4,253名
■〒104-0045
　東京都中央区築地6-4-10
■TEL 03-3546-6805
■担当部署／人事総務部

■事業内容：冷凍食品、その他食料品の製造・販売
■募集職種：営業職、研究開発職、製造技術職
　　　　　　（19年度採用参考。検討中）
■勤　務　地：本社、全国の支社・支店、
　　　　　　食品開発センター、工場

■給　　与：初任給【院卒】月給214,200円
　　　　　　　　　【大卒】月給202,000円
■諸手当・待遇等：【手当】勤務地手当、通勤手当、
　　　　　　　　　資格責任手当等
　　　　　　【制度】地域限定社員制度、育児費用補助制
　　　　　　　　　度、JTグループ社員持株会等
■休日休暇：【本社・支社・支店・食品開発センター】
　　　　　　完全週休2日制（土日祝）・年末年始・
　　　　　　特別休日
　　　　　　【工場】会社指定日（工場カレンダーによる）
■日本大学のOB・OG数：計31名

一番大切な人に食べてもらいたい

採用対象 大学院 学　部

業種：商社（医薬品）

東邦ホールディングス（株）＜東邦薬品（株）＞ 31
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：106億4,900万円
■売　上　高：1兆2,221億9,900万円
■従業員数：7,937名
■〒100-6613
　東京都千代田区丸の内1-9-2
　グラントウキョウサウスタワー13F
■TEL 03-6838-2808
■担当部署／総務部　キャリア開発課

■事業内容：医薬品・検査薬・医療機器等販売事業、
　　　　　　情報処理事業、医薬品製造販売事業、
　　　　　　調剤薬局事業　他
■募集職種：営業職、営業サポート職、開発・物流部門、
　　　　　　SE（システムエンジニア）職
■勤　務　地：全国（本人の希望考慮）

■給　　与：初任給：197,500円（学部卒）
　　　　　　　　　　205,500円（修士了）
　　　　　　※営業職は別途営業手当の支給あり
■諸手当・待遇等：通勤手当、住宅手当（条件により異なる）、
　　　　　　各種保険、共済会、従業員持株会、
　　　　　　慶弔見舞金、財形年金・貯蓄、
　　　　　　退職金制度　等
■休日休暇：週休2日制、祝日、夏季・年末年始、
　　　　　　年次有給休暇、特別休暇、リフレッシュ休暇
　　　　　　（年間休日123日<2019年度>）
■日本大学のOB・OG数：計144名

全ては健康を願う人々のために

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・菓子

（株）中村屋 36
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：74億6,940万円
■売　上　高：413億5,800万円
■従業員数：807名
■〒151-0073
　東京都渋谷区笹塚1-50-9
■TEL 03-5454-7114
■担当部署／人事部

■事業内容：各種和洋菓子、パン、食品の製造・販売、
　　　　　　レストランの経営
■募集職種：製造職、営業職
■勤　務　地：東京、神奈川、埼玉、茨城、兵庫　等

■給　　与：大卒206,000円
■諸手当・待遇等：残業手当、深夜手当、通勤手当、
　　　　　　家族手当　等
■休日休暇：年間休日数117日、年次有給休暇、
　　　　　　特別休暇　他
■日本大学のOB・OG数：計55名　
　　　　　　　　　　　　男性45名　女性10名

創業119年を迎える食品メーカーです

採用対象 大学院 学　部 来場予定のOB・OG学科 FBS

業種：食品・食肉

日本ピュアフード（株） 33
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：4億1,000万円
■売　上　高：467億円
■従業員数：1,133名
■〒141-6010
　東京都品川区大崎2-1-1
　ThinkPark Tower10F
■TEL 03-5759-8588
■担当部署／管理本部

■事業内容：食肉関連商品の製造・開発・販売
■募集職種：営業職、開発職（商品開発・研究開発）、
　　　　　　製造職、品質管理職（ＱＡ）、事務職
■勤　務　地：東京都・兵庫県・青森県・群馬県・
　　　　　　千葉県・愛媛県・宮崎県・鹿児島県

■給　　与：大学院卒：230,800円（月給）
　　　　　　大　　卒：228,400円（月給）
■諸手当・待遇等：時間外勤務手当、住宅手当、通勤手当、
　　　　　　家族手当、年次有給休暇、半日有給休暇、
　　　　　　計画有給休暇制度、育児休暇等
■休日休暇：年間休日　119日（有給休暇除く）
■日本大学のOB・OG数：計15名　
　　　　　　　　　　　　男性13名　女性2名

食肉と畜産エキスの製造・開発・販売！

採用対象 大学院 学　部

業種：卸売・業務用食材卸

髙瀬物産（株） 27
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：20億円
■売　上　高：1,021億円
■従業員数：1,350名
■〒103-0026
　東京都中央区日本橋兜町12-4
　日本橋髙瀬ビル
■TEL 03-3665-1292
■担当部署／人事部　人事企画課

■事業内容：レストラン・ホテル・居酒屋等の外食産業
に向けに、食品・酒類・関連資材の販売か
ら流通まで行う、食品専門商社

■募集職種：総合職（配送・営業・仕入）
　　　　　　一般職（事務全般）
■勤　務　地：首都圏中心　※全国59支店有り
　　　　　　Uターン歓迎

■給　　与：総合職：210,000円
　　　　　　一般職：195,000円
■諸手当・待遇等：交通費、時間外手当、役職手当、
　　　　　　資格手当、資格取得支援制度有、
　　　　　　準中型免許取得支援
■休日休暇：土・日・祝・他（土・祝は交代制）、
　　　　　　有給休暇５日以上計画取得、
　　　　　　夏期・年末年始
■日本大学のOB・OG数：計27名　男性22名　女性5名

美味しい食の未来を創造する外食応援企業

採用対象 大学院 学　部

業種：住宅関連・設備機器

タカラスタンダード（株） 30
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：263億5,600万円
■売　上　高：1,932億8,200万円
■従業員数：6,186名
■〒536-8536
　大阪府大阪市城東区鴫野東1-2-1
■TEL 06-6962-1501
■担当部署／管理本部人事部

■事業内容：システムキッチン、システムバス、洗面化粧
台、トイレ、ホーロー壁装材 等、総合住宅
設備機器の製造・販売

■募集職種： 〇事務系総合職／営業、事務
　　　　　　〇技術系総合職／研究、開発、生産、
　　　　　　　設計、施工、SE
　　　　　　〇エリア総合職／ショールームアドバイザー
■勤　務　地：全国各地

■給　　与：大卒総合職：208,500円
　　　　　　※別途手当を支給
■諸手当・待遇等：通勤、食事、営業、家族、役付、
　　　　　　時間外勤務、休日勤務 ほか
■休日休暇：年間122日
■日本大学のOB・OG数：計109名　
　　　　　　　　　　　　男性87名　女性22名

100名以上のOB・OGが活躍しています！

採用対象 大学院 学　部

業種：商社（食品）・給食受託

日清医療食品（株） 34
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億円
■売　上　高：2,450億310万円
■従業員数：45,346名
■〒100-6420
　東京都千代田区丸の内2-7-3
　東京ビルディング20F
■TEL 03-3287-3618
■担当部署／総務本部人事部人材開発課

■事業内容：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　等。

■募集職種：総合職：営業（新規開拓課題解決型）
■勤　務　地：全国16支店(札幌・仙台・大阪・福岡他)
　　　　　　本社(東京都千代田区)

■給　　与：基本給：205,780円
　　　　　　（総合職　2019年実績）
■諸手当・待遇等：外勤手当：35,000円（時間外労働21時間
　　　　　　相当）、通勤手当（全額支給）、住宅手当
　　　　　　17,000～20,000円（地域による）
■休日休暇：土日祝日、有給休暇、年末年始休暇、
　　　　　　盆休、特別休暇（慶弔休暇、産前産後休暇、
　　　　　　育児休暇　等
■日本大学のOB・OG数：計28名　男性23名　女性5名

医療福祉を「食」で支える

採用対象 大学院 学　部

業種：商社（水産物）

東洋冷蔵（株） 37
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：21億2,145万円
■売　上　高：1,589億円（2018年度）
■従業員数：859名
■〒135-0034
　東京都江東区永代2-37-28
　澁澤シティプレイス永代2F
■TEL 03-5620-3201
■担当部署／総務人事部人事課

■事業内容：三菱商事グループの一員として水産物の調
達（海外・国内）・養殖・商品開発・加工・
提案型販売までを行う製販一体型企業。

■募集職種：総合職
■勤　務　地：全国の事業所（支社・支店８拠点、２工場）、
　　　　　　関連子会社、海外拠点

■給　　与：学士卒　211,000円
　　　　　　修士卒　216,000円
■諸手当・待遇等：通勤手当、住宅手当、子女扶養手当他
■休日休暇：年間休日110日、有給休暇、特別休暇
■日本大学のOB・OG数：計16名　男性14名　女性2名

世界の海と日本の食卓を繋ぐ企業です！

採用対象 大学院 学　部

業種：建設・住宅メーカー

大和ハウス工業（株） 28
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1,616億9,900万円
■売　上　高：4兆1,435億500万円
■従業員数：16,670名
■〒102-8112
　東京都千代田区飯田橋３-１３-１
■TEL 03-5214-2060
■担当部署／人事部採用グループ（東京）

■事業内容：住宅、マンション、店舗、医療・介護施設
等の企画・設計・施工・販売/ 都市開発事
業、環境エネルギー事業、海外事業 等

■募集職種：総合職(営業系、技術系：設計・施工・設
備・生産部門）

■勤　務　地：全国の各事業所

■給　　与：大　学：216,000円
　　　　　　大学院：227,500円
■諸手当・待遇等：通勤手当(実費支給)、時間外勤務手当、
　　　　　　販売促進手当、施工部門向け手当、
　　　　　　自動車手当、住宅手当 等
■休日休暇：年間休日123日：完全週休2日制（土・日、
　　　　　　ただし住宅系は火・水または水・日)、
　　　　　　祝日、年末年始休日、夏季休日 等
■日本大学のOB・OG数：計853名　
　　　　　　　　　　　　男性764名　女性89名

次の手は、君の手に

採用対象 大学院 学　部



2021学内合同企業セミナー【第1回】 〈業界・職種勉強会〉
7 企業・団体名は～ゆ

12月20日
参加企業

12月19日
参加企業

12月18日
参加企業

12月17日
参加企業

12月16日
参加企業

業種：水産・食品・冷凍食品

マルハニチロ（株） 40
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：200億円
■売　上　高：9,224億円
■従業員数：1,849名
■〒135-8608
　東京都江東区豊洲3-2-20
■TEL 03-6833-4150
■担当部署／人事部人事課

■事業内容：漁業、養殖、水産物の輸出入・加工・
　　　　　　販売、冷凍食品・レトルト食品・缶詰・
　　　　　　練り製品・化成品の製造販売など
■募集職種：総合職、エリア職
■勤　務　地：総合職：国内外を問わず転勤あり
　　　　　　エリア職：東京もしくはつくば地区

■給　　与：総　合　職：大卒212,000円
　　　　　　　　　　　院卒218,000円
　　　　　　エリア職：大卒185,000円　（月給）
■諸手当・待遇等：住宅手当、子供手当、特殊資格手当、
　　　　　　通勤交通費等
■休日休暇：休日：土日、祝日、夏季休暇、
　　　　　　　　　年末年始休暇
　　　　　　休暇：有給休暇、保存休暇、慶弔休暇等
■日本大学のOB・OG数：計60名　
　　　　　　　　　　　　男性50名　女性10名

創造性豊かな総合食品事業を展開

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・製パン

フジパングループ本社（株） 43
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：46億8,200万円
■売　上　高：2,768億2,200万円
■従業員数：4,000名
■〒467-8651
　愛知県名古屋市瑞穂区松園町1-50
■TEL 052-831-5152
■担当部署／人事部

■事業内容：パン・冷凍生地、弁当・サンドイッチの製
造と販売/ベーカリー店の運営/外食産業等
への原材料物流　等

■募集職種：生産・営業・店舗運営・商品管理・事務
■勤　務　地：全国

■給　　与：月20万円程度（初年度月収例）
■諸手当・待遇等：住宅補助あり、資格所得奨励金あり、　　

家族手当あり
■休日休暇：114日
■日本大学のOB・OG数：計83名

パンだけでない、フジパングループの総合力

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・即席麺

明星食品（株） 45
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：31億4,362万円
■売　上　高：520憶6,200万円
■従業員数：758名
■〒151-8507
　東京都渋谷区千駄ヶ谷3-50-11
■TEL 03-3470-1691
■担当部署／経営管理本部総合人事部

■事業内容：即席麺の製造販売及びパスタ、冷凍めん、
　　　　　　調理済み加工食品の販売
■募集職種：営業部門/管理部門/開発部門/生産部門
■勤　務　地：原宿本社、三鷹研究所、全国支店営業所

■給　　与：2019年4月初任給実績
　　　　　　院卒総合職216,790円
　　　　　　大卒総合職205,670円
■諸手当・待遇等：家族手当、食費補助、
　　　　　　通勤費(当社規程による)、
　　　　　　住宅手当、寮・社宅制度他
■休日休暇：完全週休2日制（土・日）、祝日、
　　　　　　夏期休暇、年末年始休暇、有給休暇等、
　　　　　　年間休日121日（2019年度実績） 
■日本大学のOB・OG数：計8名　

チャルメラを販売する即席麺食品メーカー

採用対象 大学院 学　部

業種：医薬品・化粧品製造販売

ユースキン製薬（株） 39
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：8,300万円
■売　上　高：37億4,000万円
■従業員数：150名
■〒210-0014
　神奈川県川崎市川崎区貝塚1-1-11
■TEL 044-222-1412
■担当部署／総務部 総務人事グループ

■事業内容：「肌と心と社会にうるおいを提供していく」と
　　　　　　いう理念のもと、創業から今も変わらずお

客様の声に寄り添った製品づくりをしていま
す。

■募集職種：事務系総合職
■勤　務　地：本社：川崎市
　　　　　　営業所：名古屋市、大阪市、福岡市

■給　　与：【初任給(昨年実績)】
　　　　　　大　学　卒：205,800円
　　　　　　大学院卒：217,800円
　　　　　　※通勤費別途支給
■諸手当・待遇等：職種手当、住宅手当（全社員一律支給）
　　　　　　特別住宅手当（該当者のみ）、家族手当など
■休日休暇：完全週休2日制（土日祝)
　　　　　　【制度】夏季冬季休暇、有給休暇、
　　　　　　　　　慶弔休暇、子の看護休暇、
　　　　　　　　　介護休暇、失効有給積立制度
　　　　　　【有休取得率】61.5%
■日本大学のOB・OG数：計8名　男性6名　女性2名

スキンケア製品を中心としたメーカーです

採用対象 大学院 学　部

業種：建設・住宅メーカー

パナソニック ホームズ（株） 38
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：283億7,592万円
■売　上　高：3,750億円（連結）
■従業員数：6,198名
■〒560-8543
　大阪府豊中市新千里西町1-1-4
■TEL 080-4337-9431
■担当部署／人事総務部　採用・研修課

■事業内容：新築請負事業として、工業化住宅の開発・
　　　　　　製造・販売・施工・サービスを行う他、
　　　　　　街づくり事業・ストック事業・海外事業を
　　　　　　核として展開
■募集職種：事務系総合職（住宅営業、人事、経理など）
　　　　　　技術系総合職（設計、施工管理、研究開発、
　　　　　　商品開発など）
■勤　務　地：宮城、東京、愛知、大阪、岡山、広島、
　　　　　　福岡、ほか全国主要都市

■給　　与：学部卒：211,500円
　　　　　　修士了：233,000円（2018年入社実績）
■諸手当・待遇等：時間外手当、交通費支給
　　　　　　（※当社規定による）など
■休日休暇：週休2日制（但し、曜日は部門により異なる）、
　　　　　　年間休日120日（2019年度）
■日本大学のOB・OG数：計147名　
　　　　　　　　　　　　男性124名　女性23名

「強さ」と「暮らしやすさ」のNo.1

採用対象 大学院 学　部
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業種：食品・養鶏

イセ食品グループ 5
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：2,000万円
■売　上　高：国内グループ15社計541億円
■従業員数：732名
■〒100-0006
　東京都千代田区有楽町2-10-1
　東京交通会館8F
■TEL 03-6758-6927
■担当部署／人事・総務部

■事業内容： ◆鶏卵の製造販売
　　　　　　◆加工卵の製造販売
　　　　　　◆業務用液卵の製造販売
■募集職種： ◆ファーム職：直営農場での運営業務
　　　　　　◆製造職：受注計画に基づいた製造運営
　　　　　　　　　　　業務
■勤　務　地：宮城、福島、新潟、石川、茨城、静岡、
　　　　　　三重、岡山、福岡、北海道

■給　　与： ◆大学院了： 220,000円
　　　　　　◆四　大　卒： 205,000円
　　　　　　※2020年4月入社内定者予定
■諸手当・待遇等： ◆交通費：全額支給(当社規定に基づく) 
　　　　　　◆家賃補助：30歳未満の単身者対象。
　　　　　　　　　　　　当社指定の推奨物件を賃貸す
　　　　　　　　　　　　る場合は家賃の一部補助有
■休日休暇： ◆年間116日
　　　　　　◆有給休暇(初年度10日・入社６ケ月後
　　　　　　　付与※労働基準法に準拠し付与)
■日本大学のOB・OG数：計20名

創業107年◆鶏卵業界TOPシェア◆海外進出

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・水産加工、ペットフード

いなば食品（株） 1
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1,500万円
■売　上　高：501億円
■従業員数：430名
■〒421-3104
　静岡県静岡市清水区由比北田114-1
■TEL 054-375-3111
■担当部署／総務部
　　　　　　人事・採用・研修チーム

■事業内容：食品およびペットフード向け缶詰・
　　　　　　レトルトパウチ商品の製造・販売
■募集職種：総合職／営業、生産、商品開発、
　　　　　　　　　　品質管理、資材、経理
■勤　務　地：東京、静岡、大阪、福岡、札幌、仙台、
　　　　　　名古屋、広島

■給　　与：大学院了　月給218,000円
　　　　　　大　　卒　月給196,000円
■諸手当・待遇等：地域手当、営業手当、残業手当、
　　　　　　通勤手当、家族手当
■休日休暇：土日祝(ただし当社カレンダー方式による）
　　　　　　夏期休暇　年始年末休暇
　　　　　　年間休日110日
■日本大学のOB・OG数：計23名　男性18名　女性5名

真似しない、真似されない

採用対象 大学院 学　部

業種：公務員・地方

神奈川県庁 8
ブースNo.

企業PR

■職　員　数：10,896名
■〒231-0023
　神奈川県横浜市中区日本大通１
　神奈川県横浜合同庁舎６F
■TEL 045-651-3245
■担当部署／人事委員会事務局　総務課

■事業内容：政策立案や人事、予算、経理、広報活動、
県税の徴収、国や市町村との連絡調整など
定期的な人事異動により様々な職務に取り
組みます。

■募集職種：行政、農業、森林、水産、総合土木、
　　　　　　建築、化学（試験区分「環境技術」）、
　　　　　　機械、電気、福祉職、獣医師など
　　　　　　（2019年度実績）
■勤　務　地：本庁（横浜市内）及び県内各地の事務所等

■給　　与：大卒程度：約209,000円
　　　　　　※職種・職務の内容によって金額が
　　　　　　　異なる場合があります。
■諸手当・待遇等：期末・勤勉手当や、職員の家族状況や勤務

形態により、扶養手当、住居手当、通勤手
当、時間外勤務手当などが支給されます。

■休日休暇：年間20日（4月1日採用の場合15日）の
　　　　　　年次休暇のほか、療養休暇、出産休暇、
　　　　　　育児休暇、慶弔休暇、夏季休暇、介護休暇
　　　　　　等があります

いのち輝くマグネット神奈川を実現します

採用対象 大学院 学　部

業種：医薬品メーカー

科研製薬（株） 7
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：238億5,338万円
■売　上　高：941億6,500万円
■従業員数：1,341名
■〒113-8650
　東京都文京区本駒込2-28-8
■TEL 03-5977-5015
■担当部署／人事部人材開発グループ

■事業内容：医薬品、医療機器、農業薬品、
　　　　　　飼料添加物、動物用医薬品の製造販売
　　　　　　及び不動産の賃貸
■募集職種：研究職、臨床開発職、MR職、学術職
■勤　務　地：東京本社、静岡事業所、京都事業所、
　　　　　　全国8支店・44営業所

■給　　与：261,500円（修士修了及び6年制卒）
　　　　　　237,500円（学部卒）
■諸手当・待遇等：住宅手当、子手当、営業手当、
　　　　　　研究職手当他
■休日休暇：完全週休2日制、祝祭日、
　　　　　　年末年始、夏季定休、夏期休暇、
　　　　　　アニバーサリー休暇、慶弔休暇、
　　　　　　育児休業、介護休業他
■日本大学のOB・OG数：計50名　男性45名　女性5名

最優を目指し、医療に貢献していきます

採用対象 大学院 学　部

業種：CRO

エイツーヘルスケア（株） 6
ブースNo.

企業PR

■従業員数：1,210名
■〒112-0002
　東京都文京区小石川1-4-1
　住友不動産後楽園ビル
■TEL 03-3830-1154
■担当部署／人事部採用室

■事業内容：医薬品・医療機器・再生医療等製品の開
発、市販後調査、臨床研究受託事業　等

■募集職種：CRA（臨床開発モニター）、
　　　　　　データマネジメント、統計解析を予定
■勤　務　地：東京本社、大阪事業所（淀屋橋、本町）

■給　　与：大　卒　224,000円
　　　　　　院卒了　245,000円
■諸手当・待遇等：通勤手当・時間外手当・出張手当 
■休日休暇：完全週休2日(土日祝）、年末年始、
　　　　　　有給休暇、リフレッシュ休暇、
　　　　　　フレックスホリデー、慶弔休暇、
　　　　　　産前産後休暇、育児休業、介護休業
■日本大学のOB・OG数：計14名　

[伊藤忠グループ][先輩社員も多数活躍中]

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・調味料

キユーピー（株） 43
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：241億400万円
■売　上　高：2,034億4,900万円
■従業員数：2,508名
■〒150-0002
　東京都渋谷区渋谷1-4-13
■TEL 03-3486-3090
■担当部署／人事本部人事部採用チーム

■事業内容：調味料・加工食品ならびに医薬原料、
　　　　　　医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品、
　　　　　　その他化学製品の製造販売
■募集職種：生産・営業・研究開発など
■勤　務　地：全国の工場、支店、営業所、本社。
　　　　　　海外を含む関連会社へ出向も有り。

■給　　与： 大学院博士修了基本給 246,500円
　　　　　　大学院修士修了基本給 228,800円
　　　　　　四年制大学卒業基本給 214,000円
■諸手当・待遇等：住宅手当、通勤手当（全額支給）、
　　　　　　時間外勤務手当、食事代補助など
■休日休暇：年間122日（本社）土曜・日曜、祝祭日、
　　　　　　年末年始休暇、夏季休暇、年次有給休暇、
　　　　　　特別休暇（永年勤続、リフレッシュ、結婚、
　　　　　　慶弔）等
■日本大学のOB・OG数：計86名　男性81名　女性5名

世界の食と健康に貢献していきます！

採用対象 大学院 学　部

9 企業・団体名あ～き
12月20日
参加企業

12月19日
参加企業

12月18日
参加企業

12月17日
参加企業

12月16日
参加企業

業種：情報サービス・IT関連

（株）アイネット 2
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：32億399万円
■売　上　高：275億9,100万円
　　　　　　（2019年3月期連結）
■従業員数：1,675名
■〒220-8401
　神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1
　三菱重工横浜ビル23F
■TEL 045-682-0797
■担当部署／人事部キャリア支援課

■事業内容：【東証一部上場】データセンター／クラウド
／ビッグデータ／ドローン／金融、石油、

　　　　　　小売・流通、製造、宇宙、医療などのシス
　　　　　　テム開発
■募集職種：システムエンジニア、データセンターエンジ

ニア、営業（SS、クラウド、データセンタ
　　　　　　ー、メーリングサービス等）、業務（若干名）
■勤　務　地：首都圏、全国支店（技術職は転勤なし、
　　　　　　支店勤務は一部営業職のみ）

■給　　与：（基本給）院了226,000円
　　　　　　　　　　大卒216,000円
■諸手当・待遇等：時間外勤務手当、通勤手当、住宅手当、
　　　　　　家族手当、役職手当、技能手当、
　　　　　　シフト手当 他
■休日休暇：完全週休2日制（土、日、祝日）、
　　　　　　有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇、
　　　　　　特別休暇、誕生日休暇など
　　　　　　年間休日121日
■日本大学のOB・OG数：計42名　
　　　　　　　　　　　　男性28名　女性14名

新人研修6か月のIT企業！生物の卒業生多数！

採用対象 大学院 学　部

業種：機械・プラント・ソフト製造業

アマノ（株） 3
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：182億3,958万円
■売　上　高：747億9,600万円
■従業員数：2,122名
■〒222-8558
　神奈川県横浜市港北区大豆戸町275番地
■TEL 045-435-1651
■担当部署／人事部

■事業内容：情報システム事業・パーキングシステム事
業・環境システム事業・クリーンシステム

　　　　　　事業の開発・製造・販売・施工・保守
■募集職種：開発・各種フィールドエンジニア・営業・
　　　　　　企画
■勤　務　地：神奈川・静岡　全国（職種による）

■給　　与：大卒：220,000円
　　　　　　院了：230,000円
■諸手当・待遇等：時間外勤務手当・交通費（全額）・
　　　　　　資格手当・住宅手当等
■休日休暇：127日
■日本大学のOB・OG数：計87名　

４事業全てが業界ナンバーワン

採用対象 大学院 学　部

業種：商社（理化学機器）

（株）池田理化 4
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：5,040万円
■売　上　高：442億円
■従業員数：365名
■〒101-0044
　東京都千代田区鍛冶町1-8-6
　神田KSビル7F
■TEL 03-5256-1051
■担当部署／総務課

■事業内容：ライフサイエンス関連機器および試薬の
　　　　　　販売
■募集職種：営業職、営業アシスタント職
■勤　務　地：東京本社および全国１７拠点

■給　　与：171,000円
■諸手当・待遇等：営業/業務手当、住宅手当他
■休日休暇：週休2日、年間休日124日
■日本大学のOB・OG数：計36名　
　　　　　　　　　　　　男性22名　女性14名

豊富な商品数で科学技術の発展に寄与します

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・水産加工

（株）紀文食品 9
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：44億2,580万円
■売　上　高：466億円
■従業員数：1,089名
■〒105-8626
　東京都港区海岸２-１-７
■TEL 03-6891-2718
■担当部署／業務統轄室　人事総務部

■事業内容：水産練り製品を主体とした総合加工食品の
　　　　　　製造・販売
■募集職種：総合職（製造・品質管理・生産技術・営業
　　　　　　・スタッフ）
■勤　務　地：国内全事業所のいずれか

■給　　与：４年制大学卒：
　　　　　　１９６,４００円+地域手当（地域により異なる）
■諸手当・待遇等：時間外手当・通勤手当（５万/月まで全額）・
　　　　　　深夜手当・特殊時間手当　他
■休日休暇：週休２日制（２０１９年度現在）・
　　　　　　有給休暇・健康診断有給休暇・
　　　　　　慶弔休暇　他
■日本大学のOB・OG数：計46名

おいしいもの、ハートでつくります

採用対象 大学院 学　部
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業種：消費生活協同組合

生活クラブ生活協同組合・神奈川 14
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：99億7,300万円
■売　上　高：212億6,700万円
■従業員数：212名
■〒222-0033
　神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-15
　パレアナビル5F
■TEL 045-472-7050
■担当部署／総務部人事教育課

■事業内容：共同購入事業、福祉共済事業。生産者の思
いを消費者につなぐ。次世代に向けて持続
可能な消費や福祉のしくみをつくる。

■募集職種：組合員宅への配送業務、組織（営業）業務、
　　　　　　その他
■勤　務　地：神奈川県下11ヶ所の配送センター、本部

■給　　与：基本給201,000円
■諸手当・待遇等：業務手当5,000円/月、時間外手当、
　　　　　　通勤手当、扶養手当、役職手当等
■休日休暇：週休2日（土・日）、夏季休暇連続9日、
　　　　　　年末年始休暇、年間休日数119日
■日本大学のOB・OG数：計13名　男性9名　女性4名

こだわりの安心安全食材を宅配する生協です

採用対象 大学院 学　部

業種：酪農業協同組合

全国酪農業協同組合連合会 15
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：62億737万円
■売　上　高：1,070億円
■従業員数：521名
■〒151-0053
　東京都渋谷区代々木1-37-2
　酪農会館
■TEL 03-5931-8001
■担当部署／総務部　人事室

■事業内容：酪農家への飼料・資材の供給、生乳の広域
流通、乳製品の製造販売、会員組合組織の
運営支援など様々な事業を行っております

■募集職種：総合職、獣医職
■勤　務　地：日本全国およびアメリカ（サンフランシスコ）

■給　　与：基本給　大学卒：196,700円
　　　　　　大学院（修士）了：204,200円
■諸手当・待遇等：通勤手当、住宅手当（会借上げ住宅制度に

よる）、都市手当（大都市圏の場合）、技術
手当、家族手当等

■休日休暇：年間平均休日120日、
　　　　　　有給休暇、慶弔休暇、特別休暇
■日本大学のOB・OG数：計20名　男性16名　女性4名

全酪連は酪農を専門とした農業協同組合です

採用対象 大学院 学　部 来場予定のOB・OG学科 CLS

業種：食品・製糖

太平洋製糖（株） 17
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：4億5,000万円
■売　上　高：37億9,000万円
■従業員数：100名
■〒230-0053
　神奈川県横浜市鶴見区大黒町13-46
■TEL 045-501-0511
■担当部署／総務部総務課

■事業内容：塩水港精糖㈱、東洋精糖㈱、フジ日本精糖
㈱の三社から委託を受け、砂糖の受託製造
を行っています。

■募集職種：国内外からの原料糖を精製し、砂糖を生産
する製造技術スタッフ（交替勤務あり）

■勤　務　地：神奈川県横浜市鶴見区大黒町13-46

■給　　与：月給　大　学　卒：194,400円
　　　　　　　　　大学院卒：201,700円
■諸手当・待遇等：諸手当：5,000円、賞与（年間2回）、
　　　　　　その他福利厚生（各種社会保険等）あり。
■休日休暇：週休2日、年間休日127日、日曜、
　　　　　　祝祭日、夏期、年末年始、創立記念日
■日本大学のOB・OG数：計5名　男性3名　女性2名

横浜で唯一の砂糖受託製造会社です

採用対象 大学院 学　部10

12月20日
参加企業

12月19日
参加企業

12月18日
参加企業

12月17日
参加企業

12月16日
参加企業企業・団体名き～た

業種：金融・信用金庫

湘南信用金庫 12
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：249億円
■売　上　高：1兆1,450億円
■従業員数：713名
■〒238-8616
　神奈川県横須賀市大滝町2-2
■TEL 046-825-1652
■担当部署／人事部

■事業内容：信用金庫法に基づく金融業務
■募集職種：総合職（預金、融資、営業等）
■勤　務　地：神奈川県、東京都

■給　　与：初任給　191,000円（2019年4月実績）
■諸手当・待遇等：通勤手当（全額支給）
　　　　　　食事手当（別途3,500円）
　　　　　　時間外勤務手当
■休日休暇：完全週休2日制（土日）、祝日、年末年始、
　　　　　　年次有給休暇、半日休暇、慶弔休暇、
　　　　　　誕生日休暇、子の学校行事参加休暇、
　　　　　　リフレッシュ休暇
■日本大学のOB・OG数：計31名　男性22名　女性9名

地域に寄り添うパートナー

採用対象 大学院 学　部

業種：JRグループ外食

ジェイアール東日本フードビジネス（株） 11
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：7億2,100万円
■売　上　高：218億円（2018年度）
■従業員数：500名
■〒114-0014
　東京都北区田端６-１-１
■TEL 03-5832-4623
■担当部署／総務部採用・教育室

■事業内容：エキナカ・エキチカ飲食事業の開発・
　　　　　　運営・マネジメント
■募集職種：総合職
■勤　務　地：首都圏（東京・神奈川・千葉・埼玉等）

■給　　与：2017年度新入社員
　　　　　　平均支給額実績　214,305円
　　　　　　（交通費・住宅手当除く）
■諸手当・待遇等：通勤手当、時間外（残業）手当、家族手当、
　　　　　　深夜手当、住宅手当、食事補助、
　　　　　　シフト勤務手当、役職手当
■休日休暇：116日
■日本大学のOB・OG数：計22名　男性15名　女性7名

食を通じて駅ナカを魅力的にしていきます！

採用対象 学　部

業種：金融・銀行

（株）きらぼし銀行 10
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：437億円
■預金等（末残）：4兆5,585億円
■従業員数：2,903名
■〒107-0062
　東京都港区南青山3-10-43
■TEL 03-6447-5822
■担当部署／人事部人事グループ

■事業内容：銀行業務全般
■募集職種：総合職
■勤　務　地：東京・神奈川・埼玉・千葉の本支店出張所
　　　　　　他

■給　　与：大学卒月給205,000円
■諸手当・待遇等：交通費全額支給
■休日休暇：完全週休2日制（土日）、祝日、
　　　　　　年末年始、リフレッシュ休暇（連続9日間）、
　　　　　　ミニリフレッシュ休暇（連続4日間）等
■日本大学のOB・OG数：計228名　
　　　　　　　　　　　　男性185名　女性43名

当行は、東京・神奈川の地方銀行です

採用対象 大学院 学　部

業種：総合食料品問屋

（株）昭和 13
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：9,600万円
■売　上　高：1,261億3,000万円
■従業員数：567名
■〒492-8602
　愛知県稲沢市福島町中之町80
■TEL 0587-34-3400
■担当部署／管理部人事労務課

■事業内容：水産仲買業をきっかけに創業した問屋です。
　　　　　　日本全国・世界から水産物や商品を調達し、
　　　　　　商品とサービスで消費者の声に素早く応え

ます。
■募集職種：総合職（営業職）
■勤　務　地：愛知・神奈川・群馬・静岡・三重・大阪

■給　　与：四大卒　総合職（営業）225,000円以上
■諸手当・待遇等：営業手当・住宅手当　他
■休日休暇：年間110日
■日本大学のOB・OG数：計8名　男性8名

水産品を強みとした総合食品問屋です

採用対象 大学院 学　部

業種：卸売・業務用食材卸

（株）久世 32
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：3億225万円
■売　上　高：660億円
■従業員数：632名
■〒170-0013
　東京都豊島区東池袋2-29-7
■TEL 03-3987-0018
■担当部署／人事総務部

■事業内容：メーカー様から商品を仕入れ、外食のお客
様へご注文通り商品をお届けします。黒子
の存在として外食産業を支えています。

■募集職種：総合職（営業・営業事務・メニュー、
　　　　　　商品開発・経理・受発注・商品管理）
■勤　務　地：東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・愛知

■給　　与：大卒基本給：193,210円
■諸手当・待遇等：住宅手当・家族手当・資格手当・
　　　　　　営業手当・時間外手当
■休日休暇：年間休日108日（年次有給休暇・半日休暇
　　　　　　・慶弔休暇・記念日休暇　他）
■日本大学のOB・OG数：計22名　男性14名　女性8名

創業85年を迎えた歴史ある業務用食品卸

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・菓子

（株）湖池屋 45
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：22億6,900万円
■売　上　高：339億6,500万円
■従業員数：851名
■〒175-0094
　東京都板橋区成増5-9-7
■TEL 080-7053-5081
■担当部署／人事部人材マネジメント課

■事業内容：ポテトチップスをはじめとするスナック菓子
や機能性食品等の開発、製造および販売

　　　　　　を主たる事業としております。
■募集職種：営業系、技術系、事務系、その他
　　　　　　※総合職一括採用のため、職種別採用は
　　　　　　　行っておりません。本人の希望と適性に
　　　　　　　より配属を決定します。
■勤　務　地：本社(東京都)ほか

■給　　与：月給205,000円（2019年3月大学卒業者
実績）　月給215,000円（2019年3月修
士卒業者実績）　※諸手当除く

■諸手当・待遇等：通勤手当、特殊技能手当、単身赴任手当、
　　　　　　時間外手当、社会保険完備、
　　　　　　社宅・寮制度あり、確定拠出年金制度、
　　　　　　従業員持株会、退職金ほか
■休日休暇：年間休日120日（年間カレンダーによる）、
　　　　　　土日祝日、年末年始、夏季休業、
　　　　　　有給休暇、特別休暇(結婚、忌引等の慶弔
　　　　　　休暇等)ほか
■日本大学のOB・OG数：計13名　男性10名　女性3名

原点に立ち、未来へ踏み出す

採用対象 大学院 学　部

業種：港湾運送業・物流・海運

（株）ダイトーコーポレーション 16
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：8億4,250万円
■売　上　高：241億3,800万円
■従業員数：453名
■〒108-8540
　東京都港区芝浦2-1-13
■TEL 03-3452-6272
■担当部署／人事部人事課

■事業内容：東京湾を拠点に海陸の接点となり、貨物、
船舶、港を相手に事業を展開。目の前でモ
ノ・船が動く、物流の最前線での仕事です。

■募集職種：総合職
■勤　務　地：東京、神奈川、千葉、海外

■給　　与：215,350円（諸手当含む） 大学卒の場合
■諸手当・待遇等：住宅手当、生計補助手当、福祉手当、
　　　　　　その他資格手当や家族手当など、条件に
　　　　　　よりございます。正社員採用のみです。
■休日休暇：年間休日126日、夏期休暇7日、
　　　　　　年末年始休暇、リフレッシュ休暇、
　　　　　　積立休暇等
■日本大学のOB・OG数：計7名　男性5名　女性2名

港がある、物流がある、使命がある

採用対象 大学院 学　部
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12月20日
参加企業

12月19日
参加企業

12月18日
参加企業

12月17日
参加企業

12月16日
参加企業

業種：商社（食品）

東海澱粉（株） 21
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：7億8,181万円
■売　上　高：1,492億600万円
■従業員数：639名
■〒420-0858
　静岡県静岡市葵区伝馬町24-15
■TEL 054-253-0932
■担当部署／総務部人事課

■事業内容：加工食品メーカー・量販店・外食産業等へ
の食品原材料の卸売、開発輸入並びに輸出

■募集職種：基幹職（課題解決型営業）：単なる販売だけ
でなく、自ら市場を掘り起こし、企画提案か
ら商品開発まで幅広く携わる仕事です。

■勤　務　地：全国の営業拠点59ヶ所（札幌・仙台・
　　　　　　東京・名古屋・大阪・福岡ほか）

■給　　与：初任給221,000円（2021年見込）
■諸手当・待遇等：通勤・住宅・家族・寒冷地手当、
　　　　　　各種保険、財形貯蓄・従業員持株会
■休日休暇：土曜（月3回）、日曜、祝祭日、年末年始、
　　　　　　特別休暇（慶弔等）、誕生日休暇、
　　　　　　ヘルシー休暇、パーテーション休暇、
　　　　　　産前産後・育児休暇
■日本大学のOB・OG数：計17名　男性16名　女性1名

取扱品目１万点！世界の、食の、総合商社

採用対象 大学院 学　部

業種：洗剤・うがい薬製造販売

東京サラヤ（株） 22
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：6,000万円
■売　上　高：234億円
■従業員数：429名
■〒140-0002
　東京都品川区東品川1-25-8
■TEL 03-5461-8101
■担当部署／管理本部総務部

■事業内容：業務用及び家庭用衛生関連用品の販売、食
品の販売、食品衛生コンサルティングなど

■募集職種：営業・食品衛生インストラクター・技術
サービス・事務　他グループ採用で研究・
生産・品質保証など

■勤　務　地：全国転勤：札幌・仙台・埼玉・千葉・
　　　　　　東京・横浜・他

■給　　与：基本給：200,400円～
■諸手当・待遇等：みなし残業手当（営業部門）、営業日当・
　　　　　　インセンティブ（営業職）、資格手当など
■休日休暇：年間休日126日（土日祝日休み、夏季休暇、
　　　　　　年末年始休暇）
■日本大学のOB・OG数：計18名　

世界の衛生・環境・健康の向上に貢献する

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・弁当・おにぎり製造

日本クッカリー（株） 23
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：14億5,000万円
■売　上　高：709億円
■従業員数：5,000名
■〒141-0022
　東京都品川区東五反田2-20-4
　NMF高輪ビル5F
■TEL 03-3441-2255
■担当部署／総務人事部

■事業内容：お弁当・おにぎり・寿司・麺・惣菜等の
　　　　　　製造・販売
■募集職種：総合職（製造管理・施設管理・品質管理・
　　　　　　商品開発・総務・経理・労務など）
■勤　務　地：群馬県、千葉県、神奈川県、静岡県、
　　　　　　愛知県、石川県、兵庫県、他

■給　　与：大学院卒　月給220,000円
　　　　　　大　　卒　月給210,000円
■諸手当・待遇等：通勤交通費、役付手当、家族手当、
　　　　　　住宅手当、資格手当
■休日休暇：週休2日制（シフト制）　年間休日110日
■日本大学のOB・OG数：計4名　男性4名

「おいしい♪」の笑顔をかたちに

採用対象 大学院 学　部

業種：CRO

（株）ビー・エム・エル 24
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：60億4,500万円
■売　上　高：1,135億円
■従業員数：3,902名
■〒350-1101
　埼玉県川越市的場1361-1
■TEL 049-232-0125
■担当部署／人事部　採用研修課

■事業内容：受託臨床検査事業
■募集職種：検査、営業、システム、電話サポート兼
　　　　　　インストラクター職、電子カルテ保守職、
■勤　務　地：全国営業所、本社（東京）、
　　　　　　川越総合研究所（埼玉） 

■給　　与：大　学　210,000円
　　　　　　大学院　220,000円
■諸手当・待遇等：通勤費全額支給、時間外勤務手当、
　　　　　　住宅手当、家族手当、当直手当、
　　　　　　検査技師外勤手当 等
■休日休暇：完全週休２日制、夏季休暇、
　　　　　　年末年始休暇、有給休暇慶弔休暇、
　　　　　　特別休暇、産休・育休　等
■日本大学のOB・OG数：計64名　
　　　　　　　　　　　　男性51名　女性13名

医療界に信頼され選ばれる企業をめざす

採用対象 大学院 学　部

業種：建設・プラント・空調水処理設備

（株）日立プラントサービス 25
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：30億円
■売　上　高：830億円（2018年度実績）
■従業員数：1,102名
■〒170-6034
　東京都豊島区東池袋３-１-１
　サンシャイン６０　３４F
■TEL 03-6386-3001
■担当部署／人事総務本部　総務部

■事業内容：産業プラント設備、空調設備、水処理設備
の設計、施工、維持管理、サービス・保守
などの環境測定・分析

■募集職種：技術系総合職（設計、施工管理）　
　　　　　　事務系総合職（営業、コ－ポレ－ト）
■勤　務　地：本社及び国内支店・営業所

■給　　与：大学卒212,500円
　　　　　　修士卒236,500円（2019年4月実績）
■諸手当・待遇等：通勤手当、家族手当など
■休日休暇：完全週休２日制、祝日、創立記念日、
　　　　　　有給休暇（24日）、リフレッシュ休暇など
■日本大学のOB・OG数：計65名

「つながる強さ、つなげる責任」

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・チルド商品

プライムデリカ（株） 28
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億円
■売　上　高：900億600万円
■従業員数：615名
■〒252-0328
　神奈川県相模原市南区麻溝台1-7-1
■TEL 042-702-0011
■担当部署／本社　管理本部　総務部

■事業内容：当社はセブンイレブンのチルド商品を製造、
開発するメーカーです。昨年は野菜工場も
建設し、進化を続けています。

■募集職種：総合職（製造、開発、品質管理、購買、
　　　　　　施設、総務など）
■勤　務　地：本社及び全国の各工場

■給　　与：4大卒：基本給 204,000円
■諸手当・待遇等：地域手当、家族手当、住宅手当、
　　　　　　時間外手当、交替手当、通勤手当、
　　　　　　各種保険、独身寮、社宅、退職金制度 
■休日休暇：年間休日110日(月9～10日のローテー
　　　　　　ション休日)、 年次有給休暇、慶弔特別休暇
■日本大学のOB・OG数：計34名　男性27名　女性7名

セブン-イレブンの商品を製造するメーカー

採用対象 学　部

業種：公務員・公安職

千葉県警察 18
ブースNo.

企業PR

■職　員　数：12,326名
■〒260-8668
　千葉県千葉市中央区長洲１-９-１
■TEL 043-201-0110
■担当部署／警務部警務課

■事業内容：個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の
予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通
の取締、その他公共の安全と秩序を維持す
る職務

■募集職種：警察官・警察事務職員
■勤　務　地：千葉県

■給　　与：警察官（大学卒）の初任給 241,550円
■諸手当・待遇等：期末・勤勉手当、通勤手当、扶養手当、
　　　　　　住居手当等
■休日休暇：年次休暇、特別休暇（夏季休暇、職員の結
　　　　　　婚、出産（女性）、男性の育児参加、育児休

暇）、休業等（育児休業、育児短期間勤務）
など

頼れる、誇れる、思いやりのある千葉県警察

採用対象 大学院 学　部

業種：商社（食品・野菜）

デリカフーズ（株） 20
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：9,600万円
■売　上　高：393億円
■従業員数：492名
■〒112-0073
　東京都足立区六町４-１２-１２
■TEL 03-3858-1025
■担当部署／人事課

■事業内容： ■野菜の加工、包装、保存、販売 
　　　　　　■青果物の販売
　　　　　　■野菜・青果物・産地土壌の研究開発 
■募集職種：総合職（野菜の企画営業、ホール野菜の
　　　　　　出荷管理 カット野菜の製造・管理、受注
　　　　　　事務、研究開発など）
■勤　務　地：東京都、神奈川県、埼玉県、福岡県、
　　　　　　愛知県、大阪府、奈良県、兵庫県

■給　　与：大学卒　200,000円（基本給185,000
　　　　　　円、住宅手当5,000円）
■諸手当・待遇等：職能手当10,000円、交通費全額支給
■休日休暇：月9～10日*年110日
　　　　　　リフレッシュ（1年の内10連休or5連休2回）・
　　　　　　アニバーサリー・有給・結婚・育児・
　　　　　　介護・慶弔休暇
■日本大学のOB・OG数：計13名　男性9名　女性4名

野菜にかかわることなら何でもやる専門商社

採用対象 大学院 学　部

業種：養豚業・バイオガス発電

ファロスファーム（株） 26
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1,000万円
■売　上　高：64億6,810万円
■従業員数：78名
■〒575-0002
　大阪府四條畷市岡山４-１６-１６
■TEL 072-879-4581
■担当部署／大阪本社

■事業内容：養豚事業、肥料及び堆肥の販売、バイオガ
ス発電

■募集職種：養豚生産職
■勤　務　地：鳥取県、広島県

■給　　与：基本給　２４0,000円(大卒)
■諸手当・待遇等：交通費（当社規定）、住宅手当、役職手当、
　　　　　　地域手当他
■休日休暇：交替制　週休二日制
■日本大学のOB・OG数：計2名　男性1名　女性1名

最先端技術を導入、中国地方最大の養豚企業

採用対象 大学院 学　部 来場予定のOB・OG学科 ASR

業種：建設・総合建設・不動産業

（株）フジタ 27
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：140億200万円
■売　上　高：5,097億5,100万円
■従業員数：3,024名
■〒151-8570
　東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-2
■TEL 03-3796-2214
■担当部署／管理本部　人事部

■事業内容：１. 建設工事の請負・企画・設計・監理
　　　　　　 　およびコンサルティング業務
　　　　　　2. 都市・地域開発事業、環境整備事業
　　　　　　3. 不動産事業
■募集職種：建築施工、建築積算、建築技術、
　　　　　　建築設備電気、建築設計（意匠・構造）、
　　　　　　土木、機械電気、研究開発、
　　　　　　経営管理・営業、情報システム
■勤　務　地：本社（東京）、国内支店および国内外の
　　　　　　作業所

■給　　与：総合職：修士了 260,000円
　　　　　　　　　　大学卒 240,000円
　　　　　　　　　　（2019年4月）
■諸手当・待遇等：超過勤務手当、住宅手当、通勤手当、
　　　　　　作業所手当ほか
■休日休暇：週休2日制、祝日、年末年始、
　　　　　　年次有給休暇、リフレッシュ休暇 （年１回連
　　　　　　続１週間、分割取得も可） 
■日本大学のOB・OG数：計358名　
　　　　　　　　　　　　男性338名　女性20名

人を築くフジタ

採用対象 大学院 学　部
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業種：包装関連製造

三菱商事パッケージング（株） 36
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：3億4,100万円
■売　上　高：1,800億円
■従業員数：300名
■〒103-0027
　東京都中央区日本橋２-３-１０
■TEL 03-3243-8205
■担当部署／管理本部 人事総務部 人事チーム

■事業内容：各種包装資材、包装関連機械、段ボール原
紙、段ボール製品の販売および紙・板紙製
品の輸出入・外国間取引

■募集職種：総合職（営業職他)
　　　　　　一般職（営業事務他)※予定
■勤　務　地：本店(東京)他　※詳細未定

■給　　与：総合職初任給：月給210,000円
　　　　　　一般職初任給：月給185,000円
　　　　　　（2018年4月実績）
■諸手当・待遇等：各種保険完備、財形貯蓄、
　　　　　　確定拠出年金制度（入社2年目以降）、
　　　　　　退職金制度、住宅補助（条件有）、
　　　　　　時間外勤務手当他
■休日休暇：完全週休二日制(土日)、祝祭日、年末年始、
　　　　　　有給休暇、慶弔休暇、産前・産後休暇、
　　　　　　育児休職、介護休職他
■日本大学のOB・OG数：計10名　男性5名　女性5名

食を包み、暮らしを支える・彩る仕事

採用対象 大学院 学　部

業種：不動産業

明和地所（株） 30
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：35億3,750万円
■売　上　高：531億1,000万円
■従業員数：501名
■〒150-8555
　東京都渋谷区神泉町9-6
　明和地所渋谷神泉ビル
■TEL 03-3780-8403
■担当部署／総務部人事課

■事業内容：首都圏を中心に自社ブランド“クリオマンショ
ンシリーズ”の開発・分譲事業

■募集職種：総合職、一般職
■勤　務　地：東京都渋谷区神泉町

■給　　与：210,000円
■諸手当・待遇等：営業手当・資格手当
■休日休暇：夏季休暇、年末年始、特別休暇、
　　　　　　育児休暇、出産休暇、有給
■日本大学のOB・OG数：計25名　男性22名　女性3名

価値ある住まいをお届けする会社＝明和地所

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・調味料

（株）Mizkan 44
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：3億3,000万円
■売　上　高：1,206億円
■従業員数：1,431名
■〒104-0033
　東京都中央区新川1-22-15
■TEL 03-6683-8782
■担当部署／人事本部　人事部　人材開発課

■事業内容：国内における、調味料・納豆などの企画開
発・製造・販売。

■募集職種：生産部門における技術職、オペレーター、
品質管理、事務等

■勤　務　地：【工場】栃木県、群馬県、岐阜県、大阪府、
　　　　　　　　　兵庫県
　　　　　　【本社】愛知県　

■給　　与：大学院卒：220,300円
　　　　　　大　　卒：204,200円
　　　　　　※すべて2019年実績
■諸手当・待遇等：役職手当、通勤手当、
　　　　　　自宅手当（単身赴任者）、時差手当等
　　　　　　各種手当有
■休日休暇：祝日、年末年始、夏季休暇 等 ・年間休日
　　　　　　113日以上 ・年次有給（10～20日）、
　　　　　　慶弔、特別休暇他
■日本大学のOB・OG数：計23名　男性20名　女性3名

食酢、ぽん酢他複数カテゴリーでシェアNo.1

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・製油・化学

ミヨシ油脂（株） 40
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：90億1,500万円
■売　上　高：456億6,000万円
■従業員数：539名
■〒124-8510
　東京都葛飾区堀切４-６６-１
■TEL 03-3603-1146
■担当部署／総務人事部

■事業内容：マーガリンなどの食用加工油脂、石鹸・医
薬品・化粧品の原料などを製造・販売して
います。大手メーカーとのお取引もありま
す。

■募集職種：【総合職】技術・営業・管理など
　　　　　   【エリア職】製造・事務
■勤　務　地：札幌・東京・千葉・名古屋・大阪・
　　　　　　神戸・福岡

■給　　与：【大学院卒】初任給：222,000円
　　　　　　【大　学　卒】初任給：210,000円
■諸手当・待遇等：通勤手当、残業手当、扶養手当、その他
■休日休暇：週休二日制（基本土日）、祝日、
　　　　　　夏季休暇、年末年始、年次有給休暇、
　　　　　　産前産後休暇、育児休暇、
　　　　　　リフレッシュ休暇制度、その他
■日本大学のOB・OG数：計28名　
　　　　　　　　　　　　男性25名　女性3名

98周年！食品と化学の油脂素材メーカー！

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・加工食品、薬品

明治グループ＜（株）明治・Meiji Seika ファルマ（株）＞ 41
ブースNo.

企業PR

■従業員数：17,608名
■〒104-8002
　東京都中央区京橋２-４-１６
■TEL 03-3273-3349
■担当部署／人事部人事グループ

■事業内容：牛乳・乳製品、菓子、食品、薬品等の
　　　　　　製造販売等
■募集職種：技術系、営業・管理系
　　　　　　※詳細は当社採用ホームページを
　　　　　　　ご覧ください。
■勤　務　地：全国各地及び海外の事業所

■給　　与：修士了236,000円～245,000円
　　　　　　学部卒218,000円～223,000円
■諸手当・待遇等：通勤手当など【各社共通】
■休日休暇：【休日】土曜、日曜、祝祭日、年末年始など
　　　　　　※事業所によって異なる。【各社共通】
■日本大学のOB・OG数：計187名

あらゆる世代の生活充実に貢献します！

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・アイスクリーム

森永エンゼルデザート（株） 19
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：4億5,000万円
■売　上　高：75億9,600万円
■従業員数：190名
■〒242-0005
　神奈川県大和市西鶴間６-２２-１０
■TEL 046-274-0783
■担当部署／事務部事務管理グループ

■事業内容：森永製菓冷菓事業の主力生産会社として、
チョコモナカジャンボ、アイスボックスなど、
森永製菓のアイス製品を製造しています。

■募集職種：製造ラインの基幹要員として、機械オペ
レーター、製造設備の分解洗浄など、アイ
スクリーム製造に直接携わって頂きます。

■勤　務　地：神奈川県大和市

■給　　与：大　　卒　205,100円
　　　　　　大学院卒　209,100円
　　　　　　（2019年度実績）　
■諸手当・待遇等：主な手当：住宅手当、家族手当、
　　　　　　　　　　　通勤手当、時間外手当、
　　　　　　　　　　　深夜手当、休出手当
■休日休暇：休日は会社カレンダーによる
　　　　　　（年間休日129日）。
■日本大学のOB・OG数：計4名　男性4名　

森永製菓冷菓事業の主力生産会社です

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・調味料

（株）桃屋 31
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：19億667万円
■売　上　高：125億9,178万円
■従業員数：304名
■〒103-1030
　東京都日本橋蛎殻町2-16-2
■TEL 03-3668-7991
■担当部署／管理本部総務部総務課

■事業内容：「ごはんですよ！」や「食べるラー油」等の瓶詰
を中心とした食品メーカー

■募集職種：総合職（営業部門）
■勤　務　地：全国

■給　　与：224,000円
　　　　　　（一律営業手当14,000円含む）
■諸手当・待遇等：住宅手当、通勤手当、時間外手当、
　　　　　　休日等の割増賃金手当　他
■休日休暇：125日（2020年実績）
■日本大学のOB・OG数：計5名　男性5名　

2020年におかげ様で100周年！

採用対象 学　部

業種：種苗メーカー

雪印種苗（株） 34
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：46億4,334万円
■売　上　高：463億円
■従業員数：328名
■〒004-8531
　北海道札幌市厚別区上野幌1条5-1-8
■TEL 011-891-5911
■担当部署／人事総務部　人事課

■事業内容：飼料作物・野菜花卉・緑肥作物種苗の生産
販売、配合飼料の製造販売、緑化造園設計

　　　　　　・施工・販売
■募集職種：総合職
　　　　　　（営業職、研究開発職、スタッフ職等）
■勤　務　地：全国の事業拠点

■給　　与：188,400円
■諸手当・待遇等：厚生年金保険・健康保険・雇用保険・
　　　　　　労災保険、総合福祉団体定期保険、 
　　　　　　財形貯蓄・借上社宅・自己啓発支援
　　　　　　カフェテリアプランなど
■休日休暇：土日祝祭日、
　　　　　　年末年始・盂蘭盆・夏休み
　　　　　　年休・特別休暇
■日本大学のOB・OG数：計9名　男性7名　女性2名

種苗兼配合飼料メーカーの顔を持つ会社です

採用対象 大学院 学　部

業種：卸売・菓子卸

（株）山星屋 35
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：22億円
■売　上　高：2,645億円
■従業員数：675名
■〒542-0081
　大阪府大阪市中央区南船場1-15-14
　堺筋稲畑ビル3F
■TEL 06-6125-2105
■担当部署／人事部人事企画課

■事業内容：菓子加工食品卸売業
■募集職種：総合業務コース：営業、マーケティング、
　　　　　　　　　　　　　　商品開発等
　　　　　　特定業務コース：未定
■勤　務　地：東京本社、大阪本社など全国５２事業所

■給　　与：207,700円（総合業務コース）
■諸手当・待遇等：寮・社宅制度、企業年金、財形貯蓄、
　　　　　　慶弔金、外部委託福利厚生（保養施設、
　　　　　　レクリエーション施設など）など
■休日休暇：完全週休２日制、年間休日１１９日（２０２０年

度）、内夏期休暇３日（６～９月） 
■日本大学のOB・OG数：計9名　男性5名　女性4名

菓子専門商社業界のリーディングカンパニー

採用対象 大学院 学　部

業種：卸売・業務用食品卸

ユーシーシーフーヅ（株） 33
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：4億4,917万円
■売　上　高：1,007億9,400万円
■従業員数：1,028名
■〒105-0004
　東京都港区新橋6-1-11
　Daiwa御成門ビル6F
■TEL 03-5400-5678
■担当部署／管理本部人事総務チーム

■事業内容：UCCブランドのコーヒーと食品（食品メー
カー製品、プライベートブランド）を取り扱
う、業務用食品卸の会社です。

■募集職種：営業職
■勤　務　地：北海道、沖縄を除く全国90ヶ所

■給　　与：月給：188,200～227,781円（営業手当
　　　　　　として22,320～33,626円を含む)
　　　　　　※勤務地によって異なる。
■諸手当・待遇等：営業手当（22,320～33,626円）、
　　　　　　休日時間外手当、住宅補助、通勤手当、
　　　　　　UCCグループ社内資格手当 
■休日休暇：115日
　　　　　　（2019年度の場合※年度により異なる）
■日本大学のOB・OG数：計32名　男性29名　女性3名

コーヒーを軸とした食材の提案

採用対象 大学院 学　部
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業種：食品・冷凍食品、倉庫

横浜冷凍（株） 42
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：143億342万円
■売　上　高：1,173億3,700万円
■従業員数：1,162名
■〒220-0012
　神奈川県横浜市西区みなとみらい４-６-２
　みなとみらいグランドセントラルタワー７F
■TEL 045-210-0021
■担当部署／人事部

■事業内容：食品販売事業、冷蔵倉庫事業
■募集職種：総合職
■勤　務　地：全国

■給　　与：大卒・大学院卒／210,000円
　　　　　　※地域手当（京浜地区）10,000円含む
■諸手当・待遇等：通勤手当、地域手当、家族手当、
　　　　　　技能手当　等
■休日休暇：週休2日、祝日、年末年始、夏季休暇、
　　　　　　慶弔休暇、特別休暇、年次有給休暇　等
■日本大学のOB・OG数：計63名　
　　　　　　　　　　　　男性53名　女性10名

食品流通のエキスパートです！

採用対象 大学院 学　部

業種：建設・土木

ライト工業（株） 38
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：61億円
■売　上　高：1,028億円
■従業員数：1,122名
■〒102-8236
　東京都千代田区九段北4-2-35
■TEL 03-3265-2556
■担当部署／人事部

■事業内容：土砂災害に対する斜面防災事業や地震時の
液状化に対する地盤改良事業、環境修復事
業などを中心に展開。近年は建築事業へも
参入。

■募集職種：施工管理技術職、研究開発職
■勤　務　地：全国各地

■給　　与：修士卒：237,000円
　　　　　　大学卒：218,000円
■諸手当・待遇等：現場勤務手当：1日1,000円支給、
　　　　　　通勤手当、時間外手当等
■休日休暇：土曜日（第2・4）、日曜日、祝祭日、
　　　　　　夏季・GW・年末年始休暇、年次有給休暇
■日本大学のOB・OG数：計80名　男性78名　女性2名

災害対策に特化した特殊土木業界でNO.1！

採用対象 大学院 学　部

業種：医薬品メーカー

わかもと製薬（株） 39
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：33億9,500万円
■売　上　高：107億3,900万円
■従業員数：415名
■〒103-8330
　東京都中央区日本橋本町2-2-2
■TEL 03-3279-0373
■担当部署／人事部

■事業内容：医療用医薬品及び一般用医薬品の研究開発
　　　　　　・製造・販売
■募集職種： ①ＭＲ職　②製造職　③管理部門スタッフ
■勤　務　地： ①全国各地　②神奈川県　③東京本社

■給　　与：初任給　大卒 200,500円
　　　　　　　　　　修士 217,870円　
■諸手当・待遇等： ＭＲ手当、販売手当、住宅手当、
　　　　　　家族手当　他諸手当あり
■休日休暇：年間休日129日（2019年実績）、
　　　　　　有休休暇　初年度10日、特別休暇／
　　　　　　借上社宅制度あり（ＭＲ職）
■日本大学のOB・OG数：計17名　男性11名　女性6名

眼科領域・乳酸菌・強力わかもとの三本柱

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・総合食品メーカー

UNITED FOODS INTERNATIONAL（株） 29
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億3,300万円
■売　上　高：352億円
■従業員数：76名
■〒101-0064
　東京都千代田区神田猿楽町1-5-18
　千代田ビル
■TEL 03-3295-8468
■担当部署／人事部

■事業内容：食品の開発・製造・販売（総合食品の委託
製造、販売ならびに輸出入、食品のOEM
生産）、飲食店の経営

■募集職種：総合職（営業・海外営業・商品開発・品質
保証）

■勤　務　地：東京本社

■給　　与：【大学院・学部卒】月給　218,000円
　　　　　　※2020年卒予定
　　　　　　※20時間分の固定残業代を含む
■諸手当・待遇等：通勤手当（月上限40,000円）、
　　　　　　時間外勤務手当（20時間超過の場合）、
　　　　　　役職手当等
■休日休暇：【年間休日122日】
　　　　　　完全週休2日制（土・日・祝日）、
　　　　　　年末年始休暇、年次有給休暇、夏期休暇、
　　　　　　慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業等
■日本大学のOB・OG数：計1名　男性1名

【食×海外】UFIは総合食品メーカーです

採用対象 大学院 学　部

業種：卸売・青果卸

横浜丸中青果（株） 37
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：2億1,120万円
■売　上　高：862億円（2018年取扱高）
■従業員数：228名
■〒221-0054
　神奈川県横浜市神奈川区山内町1番地
■TEL 045-461-6161
■担当部署／総務人事部

■事業内容：神奈川県最大の青果卸売会社として、全国
　　　　　　・世界から安心して食べられる新鮮な野菜

や果物を集め、消費者のもとにお届けして
います

■募集職種：市場営業職、外販営業職、
　　　　　　営業アシスタント職
■勤　務　地：横浜市神奈川区・金沢区、藤沢市

■給　　与：【市場営業・外販営業】
　　　　　　　大卒・大学院卒　月給205,000円
　　　　　　【営業アシスタント】
　　　　　　　大卒・大学院卒　月給195,000円
■諸手当・待遇等：通勤手当（全額支給）、時間外勤務手当、
　　　　　　休日出勤手当、営業手当、役職手当、
　　　　　　子供手当、退職金、従業員持株会、
　　　　　　社員食堂、契約保養所
■休日休暇：【市場営業・営業アシスタント】週休2日制、
　　　　　　【外販営業】完全週休2日制
■日本大学のOB・OG数：計30名　男性25名　女性5名

日本の農業を活性化し日本の農業を守ります

採用対象 大学院 学　部
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ホールディングス

ヨシモト
アグリ

モランボン

カネコ種苗

ユニバーサル
園芸社

エバラ食品
工業 ヤマサ醤油

タカナシ乳業 アース製薬

日比谷花壇
パルシステム
グループ

＜生活協同組合＞
野澤組 日本コーン

スターチ
日本ホワイト
ファーム

日本通運日新化工 中島水産トキタ種苗 トーモク

第一生命保険 住友生命保険
ジャパンビバレッジ
ホールディングス

三和化学
研究所 相模原市役所 興和

クリニコ
＜森永乳業病態栄養部門＞ ギャバン 神奈川県警察

カイゲン
ファーマ

エー・ピー
カンパニー

石勝
エクステリア アルテア技研 マリンフーズ
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業種：医薬品・日用品・殺虫剤

アース製薬（株） 43
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：34億7,891万円
■売　上　高：1,811億円
■従業員数：4291名
■〒101-0048
　東京都千代田区神田司町2-12-1
■TEL 03-5207-7455
■担当部署／人事部　人材開発課

■事業内容：医薬品、医薬部外品、医療用具、家庭用品
などの製造・販売並びに輸出入

■募集職種：研究総合職（研究開発職・品質保証職）
　　　　　　事務系総合職（営業職・営業事務職）
■勤　務　地：研究総合職：兵庫県赤穂市
　　　　　　事務系総合職：本社、全国の各事業所

■給　　与：院卒（博士） 月給：245,000円
　　　　　　　　　　　　　　（2019年4月） 
　　　　　　院卒（修士） 月給：230,000円
　　　　　　　　　　　　　　（2019年4月） 
　　　　　　大卒 月給：210,000円（2019年4月）
■諸手当・待遇等：通勤手当・住宅手当、営業手当ほか
■休日休暇：  ・完全週休2日制（土・日）
　　　　　　 ・祝日 年末年始休暇 
　　　　　　 ・年次有給休暇 慶弔などの特別休暇
■日本大学のOB・OG数：計22名　男性18名　女性4名

ブースでお待ちしております！！

採用対象 大学院 学　部

業種：商社（外食・農業・漁業）

（株）エー・ピーカンパニー 4
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：4億9,500万円
■売　上　高：257億円
■従業員数：1,171名
■〒105-0012
　東京都港区芝大門2-10-12
　KDX芝大門ビル9F
■TEL 03-6435-8469
■担当部署／人材開発本部

■事業内容：外食・中食・ブライダル・食品加工・
　　　　　　流通・卸売
■募集職種：店長・料理長候補
■勤　務　地：関東圏中心に、ご希望により北海道から
　　　　　　九州まで。

■給　　与：初任給250,500円
■諸手当・待遇等：残業・深夜手当・扶養手当・業績給・
　　　　　　食事付
■休日休暇：年次有給休暇（初年度10日）・慶弔休暇・
　　　　　　その他法的休暇
■日本大学のOB・OG数：計20名　男性17名　女性3名

生産者と消費者をつなぐ6次産業モデル

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・調味料

エバラ食品工業（株） 44
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：13億8,713万円
■売　上　高：428億5,300万円
■従業員数：529名
■〒220-0012
　神奈川県横浜市西区みなとみらい４-４-５　
　横浜アイマークプレイス14F
■TEL 045-226-0108
■担当部署／人事部　人事企画課

■事業内容：調味料食品の製造販売
■募集職種：総合職
■勤　務　地：全国の各拠点が勤務地となる可能性あり

■給　　与：大　　卒 210,000円
　　　　　　大学院卒 225,000円
■諸手当・待遇等：時間外勤務手当、
　　　　　　住宅手当（借上住宅対象者除く）、通勤手当
■休日休暇：年間125日、年次有給休暇：初年度10日
　　　　　　（年間最高20日付与、残日数は翌年に限り

繰越可）、慶弔休暇など各種特別休暇あり
■日本大学のOB・OG数：計32名

「こころ、はずむ、おいしさ。」の提供

採用対象 大学院 学　部

業種：公務員・公安職

神奈川県警察 6
ブースNo.

企業PR

■職　員　数：17,000名
■〒231-8403
　神奈川県横浜市中区海岸通２-４
■TEL 045-211-1212
■担当部署／採用センター

■事業内容：安全で安心して暮らせる地域社会の実現
■募集職種：警察官、事務職員
■勤　務　地：神奈川県内

■給　　与：警察官Ａ区分：約２４0,000円
　　　　　　（平成30年12月現在）
■諸手当・待遇等：一定の条件により扶養・住居・宿日直・
　　　　　　地域・特殊勤務・時間外・休日及び夜間の
　　　　　　手当等が支給されます。
■休日休暇：週休２日制や４週８休制。
　　　　　　１年につき20日の年次休暇のほか出産・
　　　　　　育児・慶弔・夏季・介護・療養などの
　　　　　　休暇があります。
■日本大学のOB・OG数：計760名　

一人ひとりの学びや個性を活かせます

採用対象 大学院 学　部

業種：種苗・農業資材

カネコ種苗（株） 40
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：14億9,100万円
■売　上　高：585億9,200万円
■従業員数：671名
■〒371-8503
　群馬県前橋市古市町1-50-12
■TEL 027-251-1614
■担当部署／人事部

■事業内容：種苗の研究開発・生産および販売事業、
　　　　　　農業関連資材用品の総合卸販売事業
■募集職種：営業職、技術職、事務職、
　　　　　　技術サポート職、商品管理職
■勤　務　地：全国

■給　　与：営業職・技術職・事務職210,000円～
　　　　　　技術職（裁量労働適用職）220,000円～
　　　　　　技術サポート職・商品管理職194,000円～
■諸手当・待遇等：世帯手当、子供手当、住宅手当、
　　　　　　通勤手当等の各種手当、退職金制度、
　　　　　　総合福祉団体保険制度、誕生祝制度　他
■休日休暇：土曜・日曜・祝日（完全週休2日）、
　　　　　　夏季休暇、年末年始休暇、設立記念日
■日本大学のOB・OG数：計27名　男性25名　女性2名

農家のみなさんのお手伝いをしています

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・調味料

（株）ギャバン 7
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億円
■従業員数：150名
■〒104-0042
　東京都中央区入船1-9-12
■TEL 03-3537-3020
■担当部署／人事総務部人事グループ

■事業内容：スパイスならびに食料品の製造販売
■募集職種：総合職（営業、製造、調達、開発等）
■勤　務　地：各事業所（東京等。HPを参照ください）

■給　　与：大学卒…200,300円
　　　　　　院　卒…207,700円
　　　　　　（住宅手当含む）
■諸手当・待遇等：住宅手当、家族手当、
　　　　　　通勤手当（非課税限度額）
■休日休暇：週休２日制、祝日、
　　　　　　年末年始、夏季休暇等有。
■日本大学のOB・OG数：計7名　男性3名　女性4名

GABAN　プロのためのスパイスメーカー

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・栄養補助・流動食

（株）クリニコ＜森永乳業病態栄養部門＞ 8
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：2億円
■売　上　高：325億円
■従業員数：365名
■〒153-0063
　東京都目黒区目黒4-4-22
■TEL 03-3793-4101
■担当部署／業務部　人事・総務チーム

■事業内容：濃厚流動食、および栄養補助食品の製造・
　　　　　　販売
■募集職種：営業職（総合職）
■勤　務　地：全国34事業所
　　　　　　（内定後、勤務地希望調査を実施）

■給　　与：214,000円（2018年度実績）
■諸手当・待遇等：時間外手当、家族手当、通勤手当、
　　　　　　住宅手当、寒冷地手当、育児休業者手当、
　　　　　　退職手当
■休日休暇：121日（土曜、日曜、祝日、年末年始休暇、
　　　　　　5月１日）、年次有給休暇、慶弔休暇、出産

休暇、介護休暇他
■日本大学のOB・OG数：計6名　男性6名

「人生最後の一口」に寄り添う企業です！

採用対象 大学院 学　部

15 企業・団体名あ～く
12月20日
参加企業

12月19日
参加企業

12月18日
参加企業

12月17日
参加企業

12月16日
参加企業

業種：商社（分析機器）

アルテア技研（株） 2
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：5,000万円
■売　上　高：142億円
■従業員数：94名
■〒222-0033
　神奈川県横浜市港北区新横浜3-23-3
　新横浜AKビル
■TEL 045-473-6211
■担当部署／管理部　リクルーティング担当

■事業内容：「日本の未来を支える面白い仕事」研究開発
を支える不可欠な存在。世界最先端のバイ
オ機器・分析機器の技術営業・技術サポー
ト。

■募集職種：セールスエンジニア
　　　　　　カスタマーサポートエンジニア
　　　　　　営業アシスタント
■勤　務　地：新横浜、つくば、上野、三島

■給　　与：211,000円（大学卒）
　　　　　　233,000円（大学院修了）
　　　　　　賞与年2回（7月・12月）、
　　　　　　期末賞与（過去28期連続支給）
■諸手当・待遇等：【諸手当】住宅手当、通勤手当（全額支給）、
　　　　　　　　　　残業手当、家族手当
　　　　　　【待　遇】退職金制度（勤続3年以上）、
　　　　　　　　　　社員旅行、社用車貸与制度等
■休日休暇：完全週休2日制（土・日）、祝日、夏季、
　　　　　　年末年始（12月29日～1月4日）、
　　　　　　結婚記念日、合計年間124日以上
■日本大学のOB・OG数：計19名 男性14名　女性5名

バイオ最先端。生物資源の先輩多数大活躍！

採用対象 大学院 学　部

業種：建設・造園業

（株）石勝エクステリア 3
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億円
■売　上　高：129億5,000万円
■従業員数：207名
■〒225-0003
　神奈川県横浜市青葉区新石川３-３４-１
■TEL 045-912-7572
■担当部署／経営管理本部　総務・人事部
　　　　　　新卒採用担当

■事業内容：公園・公共施設・住宅等の造園設計・
　　　　　　施工、緑地・ゴルフコースの植栽管理、
　　　　　　公園の運営管理
■募集職種：総合職（営業・設計・施工管理・緑地管理
　　　　　　・ゴルフコース管理・指定管理・経営管理
　　　　　　他）
■勤　務　地：本社、横浜業務センター、支店・営業所
　　　　　　（仙台・千葉・大阪ほか）

■給　　与：初任給（大卒・院卒）　２０0,000円
　　　　　　別途諸手当あり（通勤手当・時間外勤務手
　　　　　　当・遠隔地勤務手当）
■諸手当・待遇等：社会保険・労働保険加入、退職金制度、
　　　　　　財形貯蓄制度、社宅家賃補助制度（条件あ
　　　　　　り）、東急共済組合加入、その他福利厚生
　　　　　　メニューあり
■休日休暇：完全週休二日制（土・日）、祝日、
　　　　　　年末年始、会社記念日
　　　　　　※代休取得制度あり
■日本大学のOB・OG数：計20名　男性13名　女性7名

暮らしと自然の調和に貢献しています

採用対象 大学院 学　部

業種：医薬品メーカー

カイゲンファーマ（株） 5
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：23億6,460万円
■売　上　高：84億2,629万円
■従業員数：327名
■〒541-0047
　大阪府大阪市中央区淡路町２-５-９
　タカクラビル９F
■TEL 06-7167-8777
■担当部署／人事部人事課

■事業内容：医療用医薬品、一般用医薬品、
　　　　　　医薬部外品、健康食品、医療機器、
　　　　　　化粧品などの製造販売ならびに
　　　　　　輸出入臨床検査の受託
■募集職種：総合職（ＭＲ、商品企画部、等）
■勤　務　地：全国

■給　　与：初任給　大学卒　 月給200,500円
　　　　　　　　　　大学院了 月給215,500円
　　　　　　　　　　（2018年度実績）
■諸手当・待遇等：MR手当（資格取得後） 5,000円
　　　　　　薬剤師手当15,000円～
　　　　　　住宅手当（世帯主）
　　　　　　場所手当（関東勤務者に限る）10,000円
■休日休暇：本社・営業拠点：年間休日126日（2019
　　　　　　年度実績）、工場拠点：年間休日120日
　　　　　　（2019年度実績）、年末年始9連休（201
　　　　　　9年度実績）
■日本大学のOB・OG数：計3名　男性3名

～Challenge for the next WIND～

採用対象 大学院 学　部
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12月20日
参加企業

12月19日
参加企業

12月18日
参加企業

12月17日
参加企業

12月16日
参加企業企業・団体名こ～た

業種：医薬品メーカー

興和（株） 9
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：38億4,000万円
■売　上　高：4,365億2,200万円
■従業員数：6,735名
■〒460-8625
　愛知県名古屋市中区錦3-6-29
■TEL 052-963-3159
■担当部署／人事部人事課

■事業内容：【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

■募集職種：医薬品研究、開発、生産、学術職：修士(6
年制含む)・博士対象

　　　　　　営業職（MR、OTC営業、商社営業など）：
　　　　　　学士、修士(6年制含む)対象
■勤　務　地：国内当社事業所
　　　　　　（名古屋本店、東京支店、大阪支店ほか）

■給　　与：学部卒：月額221,000円
　　　　　　修士了：月額245,000円（6年制卒）
　　　　　　博士了：月額279,000円（2019実績）
■諸手当・待遇等：住宅手当、通勤手当、家族手当、
　　　　　　出張手当、役職手当など
■休日休暇：土曜・日曜・祝日(工場・研究所の一部は
　　　　　　休日設定が異なる)、年末年始休暇、夏期

休暇、年次有給休暇、慶弔休暇など
■日本大学のOB・OG数：計78名　
　　　　　　　　　　　　男性63名　女性15名

キャベジンでおなじみのコーワです

採用対象 大学院 学　部

業種：商社（飲料）

（株）ジャパンビバレッジホールディングス 17
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億円
■売　上　高：1,508億円(2018年12月実績）
■従業員数：5,048名
■〒160-0026
　東京都新宿区西新宿１-２４-１
■TEL 03-5321-0402
■担当部署／人事部採用課

■事業内容：【自動販売機による飲料販売の専業オペレー
ター】飲料を提供するだけでなく、利用いた
だいた皆様の出逢いの空間を創りだしてい
ます！

■募集職種：★ルート営業職★決まったお客様先を訪問
し、ニーズに応じて商品構成や陳列を変更
をするまさに自動販売機の店長となる仕事
です！

■勤　務　地：全国各営業拠点（当社ＨＰをご覧ください）

■給　　与：例）東京都に勤務の場合
　　　　　　★月給247,000円
　　　　　　（一律作業手当10,000円、一律勤務地手
　　　　　　当：25,000円、固定残業手当30時間分
　　　　　　：48,000円含む）
■諸手当・待遇等：通勤手当、その他諸手当
■休日休暇：完全週休2日制（シフト制、月8日以上）
　　　　　　※年間休日126日（2019年度実績）
■日本大学のOB・OG数：計24名　

★国内トップクラスの飲料ビジネス

採用対象 大学院 学　部

業種：金融・信用金庫

城北信用金庫 13
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：293億700万円
■売　上　高：2兆4,645億3,500万円
■従業員数：1,971名
■〒114-8521
　東京都北区豊島1-11-1
■TEL 03-3913-1164
■担当部署／採用研修部

■事業内容：信用金庫法に基づく金融業務（預金、融資、
内国・外国為替、国債・投資信託窓口販
売、保険販売、貸金庫、各種相談業務等）

■募集職種：総合職 営業／融資、総合職 テラー
■勤　務　地：東京都城北地区・埼玉県南部を中心とする
　　　　　　本支店

■給　　与：初任給 210,000円
　　　　　　（一律住宅手当6,000円を含む）
■諸手当・待遇等：役付手当、家族手当、住宅手当、
　　　　　　営業手当（月20,000円）、融資窓口手当、
　　　　　　残業手当、通勤手当他
■休日休暇：土曜日、日曜日、祝日、年末・年始、
　　　　　　有給休暇、慶弔休暇、育児休業、
　　　　　　介護休業他
■日本大学のOB・OG数：計178名　
　　　　　　　　　　　　男性137名　女性41名

信金業界トップクラスの預金量と店舗数です

採用対象 大学院 学　部

業種：金融・生命保険

住友生命保険（相） 14
ブースNo.

企業PR

■総　資　産：32兆7,304億7,200円
■保険料等収入：2兆4,053億円
■従業員数：42,954名
■〒160-0023
　東京都新宿区西新宿６-１４-１
　新宿グリーンタワービル１３F
■TEL 03-3349-0201
■担当部署／育成推進部　採用グループ

■事業内容：生命保険業
■募集職種：総合営業職
■勤　務　地：新宿・銀座・赤坂・新橋・横浜・千葉
　　　　　　（転居を伴う異動はなし）

■給　　与：230,000円
　　　　　　［固定残業代（概ね20時間分）:30,800円、
　　　　　　固定残業代を除く額:199,200円］
　　　　　　※固定残業代を超える時間外手当は
　　　　　　　追加支給（現行）
■諸手当・待遇等：昇給年1回、賞与年2回、通勤費、
　　　　　　技能手当ほか
■休日休暇：完全週休２日制(土・日曜日)、祝日、
　　　　　　年末年始、年次有給休暇、健康増進休暇
■日本大学のOB・OG数：計57名　

入社1～3年目コンサルティング営業、Uターン有

採用対象 大学院 学　部

業種：公務員・地方

相模原市役所 10
ブースNo.

企業PR

■職　員　数：7,800名
■〒252-5277
　神奈川県相模原市中央区富士見6-6-23
　けやき会館4F
■TEL 042-769-8320
■担当部署／人事委員会事務局任用班

■事業内容：市民生活に密着した仕事や市政運営に関わ
る仕事

■募集職種：行政職、土木職、化学職、獣医師、他
■勤　務　地：神奈川県相模原市

■給　　与：初任給（平成31年4月1日現在）
　　　　　　行政・土木・化学職（大学卒業程度）
　　　　　　205,632円、獣医師222,432円
　　　　　　※地域手当含む
■諸手当・待遇等：期末・勤勉手当（ボーナス）、住居、通勤、
　　　　　　扶養、時間外勤務（残業）手当などの諸手当
■休日休暇：年次休暇（年間20日）、
　　　　　　夏季休暇（令和元年度実績は5日間）、
　　　　　　傷病、婚姻、出産、子の看護などの特別休
　　　　　　暇、介護休暇、育児休業など

都市機能と豊かな自然をあわせ持つ市です

採用対象 大学院 学　部

業種：卸売・化学・医薬品卸

（株）三和化学研究所 11
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：21億108万8,000円
■売　上　高：470億3,000万円
　　　　　 （2019年3月期）
■従業員数：1,204名
■〒461-8631
　愛知県名古屋市東区東外堀町３５番地
■TEL 052-951-8115
■担当部署／人事部人事企画グループ

■事業内容：医薬品の研究開発と製造販売、診断薬の
　　　　　　研究開発と販売、医薬品の受託製造
■募集職種：営業（ＭＲ）職ほか
■勤　務　地：全国

■給　　与：営業職（ＭＲ）：
　　　　　　修士了、6大卒／月給260,000円
　　　　　　4大卒／月給230,000円
　　　　　　※別途手当、日当有り
　　　　　　※2020年4月見込み
■諸手当・待遇等：通勤手当、技能手当、家族手当、住宅手当
　　　　　　など 
■休日休暇：土日祝日、夏季２日、年末年始、
　　　　　　休暇／年次有給休暇（15～20日）、
　　　　　　特別休暇（慶弔他）、リフレッシュ休暇、
　　　　　　積立年休（上限40日）など
■日本大学のOB・OG数：計28名　男性25名　女性3名

医薬品卸の大手スズケングループの中核企業

採用対象 大学院 学　部

業種：建設・住宅メーカー

積水ハウス（株） 15
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：2,025億9,120万円
■売　上　高：2兆1,603億円（2019.1）
■従業員数：16,538名
■〒151-8070
　東京都渋谷区代々木2-1-1
　新宿マインズタワ－
■TEL 03-5352-3122
■担当部署／人事部　東京オフィス

■事業内容：住宅、各種建築物、開発事業の企画・
　　　　　　設計・施工・請負及び監理,不動産の売買・
　　　　　　賃貸借・管理及び不動産経営コンサルティ

ング、等
■募集職種：営業職（総合職）
　　　　　　技術職（総合職）
■勤　務　地：全国主要都市（転勤あり）

■給　　与：初任給：大学院卒226,500円
　　　　　　　　　　４大卒213,500円
　　　　　　　　　　（2019.4実績）
　　　　　　賞与：年３回（夏・冬、別途決算賞与あり）
■諸手当・待遇等：時間外勤務割増手当、家族手当、
　　　　　　通勤費全額支給、従業員持株制度、
　　　　　　財形貯蓄、団体保険、住宅資金融資制度
　　　　　　等
■休日休暇：週休２日制（営業部門／火曜・水曜または
　　　　　　土曜・日曜）　年次有給休暇　夏季休日
　　　　　　年末年始休日　年間休日　最大129日
■日本大学のOB・OG数：計803名

当日ぜひおこしください！

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・乳製品

タカナシ乳業（株） 45
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：2億700万円
■売　上　高：956億6,721万円
■従業員数：865名
■〒240-0005
　神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134
　YBPテクニカルセンター1F
■TEL 045-338-1826
■担当部署／総務人事部

■事業内容：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

■募集職種：総合職・エリア職
■勤　務　地：全国各事業所

■給　　与： ＜総　合　職＞大卒：２１0,５００円
　　　　　　　　　　　　院卒：２２２,０２０円
　　　　　　＜エリア職＞大卒：１９６,５００円～
　　　　　　　　　　　　院卒：２０２,２６０円～
■諸手当・待遇等：住宅手当（総合職のみ）・扶養手当・
　　　　　　残業手当・通勤交通費
■休日休暇：年間休日114日、年次有給休暇、
　　　　　　特別休暇（慶弔休暇など）、
　　　　　　リフレッシュ休暇、保存有給休暇制度、
　　　　　　夏季連続休暇推奨
■日本大学のOB・OG数：計70名　

こだわりの乳製品に自信があります

採用対象 大学院 学　部

業種：農業協同組合連合会

全国農業協同組合連合会＜JA全農＞ 19
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1,152億6,100万円
■売　上　高：4兆5,925億円
■従業員数：7,960名
■〒100-6832
　東京都千代田区大手町1-3-1　JAビル
■TEL 03-6271-8123
■担当部署／総務人事部

■事業内容：農畜産物の販売および生産資材・生活関連
資材の購買

■募集職種：総合職（全国コース、県域コース）
■勤　務　地：全国各地または34都府県本部の事業所
　　　　　　（コースにより異なる）

■給　　与：全国コース：大卒　月給230,300円
　　　　　　県域コース：大卒　月給176,680円 以上
■諸手当・待遇等：通勤費・家族手当・時間外勤務手当・
　　　　　　資格手当など
■休日休暇：完全週休2日制、祝日、有給休暇、
　　　　　　年末年始・夏期・慶弔休暇、
　　　　　　ボランティア休暇、特別休暇など
■日本大学のOB・OG数：計208名　
　　　　　　　　　　　　男性197名　女性11名

日本の食と農業を支えます

採用対象 大学院 学　部

業種：金融・生命保険

第一生命保険（株） 16
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：600億円
■保険料等収入：2兆3,219億円
■従業員数：56,161名
■〒221-0056
　神奈川県横浜市神奈川区金港町3-1
　コンカード横浜11F
■TEL 050-3781-0960
■担当部署／神奈川コンサルティング営業室
　　　　　　リクルート担当

■事業内容：生命保険業。個人および企業向け各種保険
の販売と保全サービスおよび財務貸付、有
価証券投資などの金融業務。

■募集職種：「ライフプロフェッショナル職」：主に企業や
官公庁を担当し、そこで働くお客様へコン
サルティング活動を行います。

■勤　務　地：横浜

■給　　与：大卒・院了・既卒初任給 230,000円
　　　　　　（東京・新宿・大宮・千葉・横浜） 
■諸手当・待遇等：通勤交通費補助（月割額50,000円限度）、
　　　　　　退職金制度（勤続3年以上）
■休日休暇：週休2日制(土・日)、祝日、夏期連続休暇、
　　　　　　年末年始休暇　※休日出勤をする場合あり
　　　　　　（振替休日取得を必須とする）
■日本大学のOB・OG数：計9名　女性9名

お客さま第一主義「一生涯のパートナー」

採用対象 大学院 学　部
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業種：卸売・菓子卸

（株）髙山 12
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：3億1,000万円
■売　上　高：2,076億円
■従業員数：541名
■〒111-8588
　東京都台東区西浅草3-24-6
■TEL 03-3843-1847
■担当部署／人事部　人事課

■事業内容：菓子・食品の卸売／提案営業、物流管理、
　　　　　　商品管理など
■募集職種：総合職（営業、事務、商品管理、他）
■勤　務　地：全国の事業所（32ヵ所）

■給　　与：4大卒　200,910円
■諸手当・待遇等：通勤手当・住宅手当・家族手当等
■休日休暇：年間休日114日、有給休暇10日（初年度）
■日本大学のOB・OG数：計22名　
　　　　　　　　　　　　男性13名　女性9名

安心でおいしい商品を届ける、菓子専門商社

採用対象 大学院 学　部

業種：医薬品メーカー

トーアエイヨー（株） 18
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：3億円
■売　上　高：140億1,700万円
■従業員数：520名
■〒104-0032
　東京都中央区八丁堀３-１０-６
■TEL 03-5542-8809
■担当部署／人事部採用グループ

■事業内容：医薬品製造販売
■募集職種：MR職（医薬情報担当者）
　　　　　　学術職
■勤　務　地：さいたま市、福島市、その他全国の支店・
　　　　　　営業所

■給　　与：2019年度初任給
　　　　　　4大卒：222,000円
　　　　　　修士了：245,400円
■諸手当・待遇等：養育手当31,500円～、
　　　　　　住宅手当9,500円～47,000円、
　　　　　　通勤手当全額支給（限度額 60,000円）
■休日休暇：完全週休2日制（土・日・祝）、
　　　　　　年末年始、メーデー、
　　　　　　夏休み（今年度年間休日数126日）、
　　　　　　年次有給休暇、慶弔休暇、育児休業、
　　　　　　介護休業
■日本大学のOB・OG数：計18名　男性17名　女性1名

循環器領域のスペシャリティファーマ！！

採用対象 大学院 学　部

業種：種苗メーカー

トキタ種苗（株） 26
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億4,800万円
■売　上　高：64億円
■従業員数：141名
■〒337-8532
　埼玉県さいたま市見沼区中川1069
■TEL 048-683-3434
■担当部署／総務経理部

■事業内容：全世界に向けて規格や固定概念に囚われな
い野菜種苗の品種開発（育種）

■募集職種：国内営業、海外営業、開発・研究職、
　　　　　　品質管理職、営業事務、農場管理
■勤　務　地：埼玉県さいたま市、加須市、熊本県宇城市

■給　　与：大卒（207,900円）
　　　　　　院卒（228,900円）
■諸手当・待遇等：正社員、社会保険加入、通勤手当全額、
　　　　　　家族手当、借上げ寮有、賞与年3回
■休日休暇：年間休日103日、有給休暇、年末年始、
　　　　　　夏季休暇、特別休暇（結婚、忌引等）
■日本大学のOB・OG数：計5名　男性4名　女性1名

世界に向けて野菜の品種開発と普及に取組む

採用対象 大学院 学　部 来場予定のOB・OG学科 IDS

業種：食品・チョコレート

日新化工（株） 32
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億円
■売　上　高：102億9,600万円
■従業員数：169名
■〒104-0041
　東京都中央区新富2-13-3
■TEL 03-3297-1315
■担当部署／管理部採用グループ

■事業内容：業務用チョコレートの開発、製造、販売
■募集職種：総合職（製造、営業、開発、品質管理、
　　　　　　購買、事務、他）
■勤　務　地：東京都中央区、千葉県船橋市、他

■給　　与：208,500円
■諸手当・待遇等：家族手当、営業手当、通勤手当、
　　　　　　役職手当、時間外勤務手当、他
■休日休暇：年間休日日数 117日、年次有給休暇、
　　　　　　積立有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、他
■日本大学のOB・OG数：計21名　男性16名　女性5名

チョコレートを通じて、たくさんの笑顔を

採用対象 大学院 学　部 来場予定のOB・OG学科 BAE

業種：運輸・総合物流

日本通運（株） 24
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：701億7,528万円
■売　上　高：1兆1,547億8,100万円
■従業員数：32,280名
■〒105-8322
　東京都港区東新橋1-9-3
■TEL 03-6251-1111
■担当部署／総務・労働部

■事業内容：自動車輸送、鉄道利用輸送、海上輸送、船
舶利用輸送、利用航空輸送、倉庫、重量品
輸送、情報処理などの物流事業全般および
関連事業

■募集職種：総合職
■勤　務　地：全国（本社および各支店）

■給　　与：大卒　225,400円（23区勤務の場合）
■諸手当・待遇等：超過勤務手当、地域別手当、家族手当　等
■休日休暇：休日：年間113日（2018年度）
　　　　　　休暇：年次休暇、結婚休暇、出産休暇、
　　　　　　　　　服喪休暇等
■日本大学のOB・OG数：計386名　
　　　　　　　　　　　　男性362名　女性24名

運べないものはない、それが日本通運です

採用対象 大学院 学　部

業種：ダンボール製造

（株）トーモク 20
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：136億6,000万円
■売　上　高：722億800万円
■従業員数：1,005名
■〒100-0005
　東京都千代田区丸の内2-2-2
　丸の内三井ビル4F
■TEL 03-3213-6811
■担当部署／労務部　田中 俊輔

■事業内容：段ボールシート、段ボールケース及び
　　　　　　印刷紙器の製造・販売
■募集職種：営業職
　　　　　　技術職（製造・品質管理・技術開発）
　　　　　　管理系（生産管理、総務経理）
■勤　務　地：本社及び各工場

■給　　与：大　学　卒：206,000円
　　　　　　大学院卒：220,200円
■諸手当・待遇等：昇給（年１回）、賞与（年２回）、
　　　　　　社会保険完備、拠出型企業年金制度あり
■休日休暇：年間休日１２０日、週休二日制、祝日、
　　　　　　夏期、年末年始、年次有給休暇、
　　　　　　慶弔休暇、産前産後休暇、育児休暇、
　　　　　　介護休暇
■日本大学のOB・OG数：計20名　

段ボールの製造・販売を行っています！

採用対象 大学院 学　部

業種：卸売・水産卸・小売

中島水産（株） 22
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：9億3,900万円
■売　上　高：278億100万円
■従業員数：489名
■〒104-0045
　東京都中央区築地6-19-20
　ニチレイ東銀座ビル5F
■TEL 03-3543-5721
■担当部署／人事部　人事課

■事業内容：水産物・同加工品の小売・卸
■募集職種：総合職
■勤　務　地：本社・拠点・および各店舗
　　　　　　（原則入社後半年は首都圏勤務）

■給　　与：２１７,０００円（２０１９年実績）
■諸手当・待遇等：通勤交通費(全額支給)、役職手当、
　　　　　　時間外勤務手当、ほか
■休日休暇：週休２日制　年間休日１０７日間
■日本大学のOB・OG数：計23名　男性19名　女性4名

総合水産流通企業です

採用対象 大学院 学　部

業種：畜産業及び畜産食料品製造業

日本ホワイトファーム（株） 25
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：15億6,000万円
■売　上　高：447億円
■従業員数：1,900名
■〒141-6013
　東京都品川区大崎2-1-1
　ThinkPark Tower
■TEL 03-4555-8244
■担当部署／管理本部　人事採用担当

■事業内容：1. 養鶏(肉用種の生産肥育)
　　　　　　2. 鶏肉の製造加工
■募集職種：1. 生産飼育職　2. 製造技術職
　　　　　　3. 設備管理職　4. 品質検査職
　　　　　　5. 事務職
■勤　務　地：1. 北海道網走市　2. 北海道厚真町
　　　　　　3. 青森県横浜町　4. 宮崎県日向市

■給　　与：190,160円(2019年実績)
■諸手当・待遇等：通勤手当、時間外勤務手当、
　　　　　　休日勤務手当、家族手当、専門手当、
　　　　　　社員寮・借上社宅制度、健康保険、
　　　　　　厚生年金、雇用保険等　
■休日休暇：100日(当社カレンダーで指定)、
　　　　　　有給休暇、保存有給休暇、特別休暇
■日本大学のOB・OG数：計3名　男性2名　女性1名

安心安全な鶏肉を全国へお届けしています

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・調味料

日本食研ホールディングス（株） 41
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：40億9,800万円
■売　上　高：1,122億1,600万円
■従業員数：4,628名
■〒270-1501
　千葉県印旛郡栄町矢口神明3-1
■TEL 0476-77-1081
■担当部署／人財部

■事業内容：ブレンド調味料、レトルト食品、ハム・ソー
セージ等の販売、研究開発持株会社として
のグループ戦略立案及び各種事業会社の統
括管理。

■募集職種：営業職、研究職、生産技術職
■勤　務　地：営業職：全国各地
　　　　　　研究職・生産技術職：愛媛県・千葉県

■給　　与：204,000円（2019円実績）
■諸手当・待遇等：借上げ社宅制度等
■休日休暇：週休2日制（土曜、日曜、祝日、夏期5日
　　　　　　間、年末・年始7日間）、年間休日125日
　　　　　　（予定）
■日本大学のOB・OG数：計114名　

たれの出荷量日本一のBtoB企業です！

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・澱粉

日本コーンスターチ（株） 21
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億円
■売　上　高：500億円
■従業員数：366名
■〒105-0001
　東京都港区虎ノ門2-10-4
　オークラプレステージタワー9F
■TEL 03-5570-7000
■担当部署／総務部　採用チーム

■事業内容：コーンスターチ・糖化製品・化工澱粉と
　　　　　　その他副産物の製造・販売
■募集職種：総合職
■勤　務　地：事業所（東京都港区、愛知県碧南市、
　　　　　　茨城県神栖市）

■給　　与： 〇技術系（製造）/修士：月給224,100円
　　　　　　　学部卒：月給211,300円
　　　　　　〇技術系（製造以外）/修士：月給208,60
　　　　　　　0円　学部卒：月給195,800円
■諸手当・待遇等：通勤手当（交通費全額支給）、住宅手当、
　　　　　　家族手当、勤務地手当、技能手当、
　　　　　　残業手当、交替勤務手当、夜勤手当など
■休日休暇：休日／交替勤務の場合：シフト制・月8日
　　　　　　　　　以上、それ以外：土日祝休み
　　　　　　休暇／有給休暇、年末年始休暇、
　　　　　　　　　その他（結婚、忌引休暇など）
■日本大学のOB・OG数：計12名 男性12名

創業150年！澱粉のリーディングカンパニー

採用対象 大学院 学　部
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12月20日
参加企業

12月19日
参加企業

12月18日
参加企業

12月17日
参加企業

12月16日
参加企業企業・団体名の～み

業種：生活協同組合

パルシステムグループ＜生活協同組合＞ 28
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：561億8,362万円
■売　上　高：2,149億2,000万円
■従業員数：1,703名
■〒169-8527
　東京都新宿区大久保2-2-6
　ラクアス東新宿
■TEL 03-6233-7227
■担当部署／人事教育部　人事1課

■事業内容：『くらし』を支える事業を展開しています。
　　　　　　商品をお届けする商品供給事業、共済・
　　　　　　保険事業、総合福祉事業、電力事業が
　　　　　　あります。
■募集職種：総合職での募集となります。
　　　　　　営業職や供給職からスタートし、キャリアを
　　　　　　積んでいく中でいろいろな舞台で力を発揮

していただきます。
■勤　務　地：東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
　　　　　　（希望をお伺いしています）

■給　　与：採用組織によって異なります。
　　　　　　（例：パルシステム神奈川ゆめコープ初任

給：202,000円）
■諸手当・待遇等：採用組織によって若干異なります。
　　　　　　（ステージ手当、職階手当、住宅手当、
　　　　　　時間外手当、家族手当、通勤手当など）
■休日休暇：週休2日制（基本的には土日がお休みとなり

ますが、部署によって異なる場合がございま
す。）

■日本大学のOB・OG数：計28名　
　　　　　　　　　　　　男性16名　女性12名

安全な食と持続可能な環境にこだわる生協

採用対象 大学院 学　部

業種：花卉販売

（株）日比谷花壇 29
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億円
■売　上　高：228億円
■従業員数：1,470名
■〒106-8587
　東京都港区南麻布1-6-30
■TEL 03-5444-8712
■担当部署／人事部

■事業内容：ウエディングフラワー事業、ECサービス事
業、フラワーショップ経営、各種スペースデ
ザインの企画設計施工、指定管理事業他

■募集職種：総合職正社員・地域正社員
■勤　務　地：東京、大阪、名古屋、仙台、福岡、
　　　　　　その他全国主要都市

■給　　与：総合職正社員：212,000円
　　　　　　地域正社員：192,000円
　　　　　　（関東首都圏エリア）
■諸手当・待遇等：交通費全額支給、時間外勤務手当、
　　　　　　役職手当、等
■休日休暇：週休2日制、 慶弔休暇、
　　　　　　アニバーサリー休暇、制度有給休暇、
　　　　　　年次有給休暇、産前産後休暇、育児休職
■日本大学のOB・OG数：計34名

業界1位！花とみどりの感動創造企業です！

採用対象 大学院 学　部 来場予定のOB・OG学科 FBS

業種：配合飼料製造業・食品

フィード・ワン（株） 30
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：100億円
■売　上　高：2,128億8,600万円
■従業員数：891名
■〒221-0835
　神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
■TEL 045-311-8901
■担当部署／人事部

■事業内容：配合飼料の製造・販売、畜水産物の仕入・
　　　　　　販売・生産・加工等
■募集職種：総合職（全国転勤がございます）
■勤　務　地：神奈川、北海道、宮城、茨城、愛知、
　　　　　　岡山、香川、愛媛、福岡、宮崎

■給　　与：月給220,000円（大学卒）
　　　　　　月給230,000円（大学院卒）
■諸手当・待遇等：各種手当、社会保険完備、社宅制度有り
■休日休暇：週休2日制、祝祭日、年末年始6日、
　　　　　　夏季休暇3日、有給休暇、慶弔休暇
■日本大学のOB・OG数：計41名　

配合飼料業界のリーディングカンパニー！

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・中食

フジフーズ（株） 39
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億円
■売　上　高：1,019億円（2019年3月期）
■従業員数：759名
■〒261-7120
　千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1
　WBGマリブウエスト20F
■TEL 043-297-8302
■担当部署／人事部

■事業内容：セブン-イレブンのおにぎりやお弁当、サンド
イッチ、サラダなど年間350～400種類
の惣菜を開発、製造している食品メーカー
です 

■募集職種：製造管理職、商品開発職、品質管理職、
　　　　　　機械技術職、事務総合職、調達購買職
■勤　務　地：千葉、神奈川、茨城、宮城、福島、愛知、
　　　　　　岩手、秋田

■給　　与：【総合職】210,000円
　　　　　　【一般職】204,000円
■諸手当・待遇等：残業手当、深夜割増手当、家族手当(配偶
　　　　　　者：10,000円、子：5,000円)
■休日休暇：有給休暇、リフレッシュ休暇、
　　　　　　夏季・冬期休暇ほか
■日本大学のOB・OG数：計12名

セブン-イレブンの商品をつくっています！

採用対象 大学院 学　部

業種：化学・農薬・ファインケミカル

北興化学工業（株） 23
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：32億1,400万円
■売　上　高：397億8,000万円
■従業員数：628名
■〒103-8341
　東京都中央区日本橋本町1-5-4
■TEL 03-3279-5151
■担当部署／人事部人事チーム

■事業内容：農薬製品およびファインケミカル製品の
　　　　　　製造と販売
■募集職種：営業職、研究職、製造職
■勤　務　地：全国（主に東京、神奈川、岡山、新潟など）

■給　　与：院卒：214,000円
　　　　　　学部：203,000円
■諸手当・待遇等：住宅手当、家族手当、販売手当、
　　　　　　職場手当等付与
■休日休暇：暦通り、夏季休暇、年末年始休暇、
　　　　　　育児介護休暇などあり
■日本大学のOB・OG数：計17名　男性15名　女性2名

化学で人々の生活に貢献します

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・水産加工

マリンフーズ（株）<ニッポンハムグループ> 1
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：11億3,330万円
■売　上　高：846億円
■従業員数：1,158名
■〒141-6011
　東京都品川区大崎2-1-1
■TEL 03-6420-1155
■担当部署／人事総務室

■事業内容：水産加工食品の製造販売および水産原料の
輸入販売

■募集職種：総合職（営業、原料調達、商品開発、製造、
　　　　　　品質保証、そのほか）
■勤　務　地：全国各地

■給　　与：200,000円～
■諸手当・待遇等：時間外手当、地域調整手当、住宅手当、
　　　　　　そのほか
■休日休暇：完全週休2日制
■日本大学のOB・OG数：計33名

シーフードの新たな可能性を提案していく！

採用対象 大学院 学　部

業種：商社（業務用酒類販売）

みのりホールディングス（株） 34
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億円
■売　上　高：440億円（連結）
■従業員数：919名
■〒103-0023
　東京都中央区日本橋本町4-8-16
■TEL 03-6738-3352
■担当部署／人事部

■事業内容：外食産業における「提案」から「配達」までを
　　　　　　ワンストップで提供します
■募集職種：営業職（業務用酒販店）
■勤　務　地：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

■給　　与：195,000円
■諸手当・待遇等：通勤手当（全額）、資格取得手当、
　　　　　　家賃補助制度（規程あり）
■休日休暇：123日
■日本大学のOB・OG数：計11名　男性10名　女性1名

酒販業界のリーディングカンパニーへ

採用対象 学　部

業種：商社（食品・畜産）

（株）野澤組 27
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億円
■売　上　高：190億8,036万円
■従業員数：160名
■〒100-0005
　東京都千代田区丸の内3-4-1
■TEL 03-3216-3461
■担当部署／総務部

■事業内容：食品・畜産・機械・繊維・家庭用品を取扱
商品の主体として輸入・輸出・三国間貿易
と国内卸売活動を行う専門貿易商社。

■募集職種：総合職
■勤　務　地：東京、大阪、北海道、熊本

■給　　与：203,300円
■諸手当・待遇等：住宅手当4万円
　　　　　　（但し自宅から通勤不可の方)
■休日休暇：土日祝日、年末年始、夏休み
■日本大学のOB・OG数：計2名　男性1名　女性1名

創業150年★ナチュラルチーズを日本初輸入

採用対象 大学院 学　部

業種：商社（食品・貴金属・環境）

松田産業（株） 33
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：35億5,920万円
■売　上　高：2,083億円
■従業員数：1,354名
■〒163-0558
　東京都新宿区西新宿1-26-2
　新宿野村ビル 6F
■TEL 03-5381-0725
■担当部署／人事部　人材開発課

■事業内容：独自の品質保証機能を有した食品商社とし
てビジネスを展開している他、世界水準の
技術開発力をもとに貴金属の回収・製錬も
行う。

■募集職種：総合職（営業系・技術系・企画系・管理系）
■勤　務　地：営業・企画・管理：日本全国、海外
　　　　　　技術：埼玉県、岐阜県、海外

■給　　与：大学院卒：227,000円
　　　　　　大　学　卒：210,000円
■諸手当・待遇等：時間外手当、通勤手当（全額支給）、
　　　　　　住宅手当、家族手当
■休日休暇：年間休日119日、週休二日制、GW休暇、
　　　　　　夏期休暇、年末年始、有給休暇
■日本大学のOB・OG数：計50名　男性41名　女性9名

高い安定性を誇る異業種混成型企業

採用対象 大学院 学　部 来場予定のOB・OG学科 FBS

業種：食品・調味料

丸美屋食品工業（株） 35
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：2億8,800万円
■売　上　高：503億円
■従業員数：400名
■〒167-8520
　東京都杉並区松庵1-15-18
■TEL 03-3332-8181
■担当部署／総務部人事課

■事業内容：加工食品の製造・販売
■募集職種：総合職
　　　　　　（採用時は事務系・技術系に分けて選考）
■勤　務　地：東京、埼玉、他全国の主要都市

■給　　与：大学院修了207,660円
　　　　　　大　学　卒200,620円
　　　　　　昇給年1回（4月）
　　　　　　賞与年2回（6月・12月）
■諸手当・待遇等：職務手当（営業勤務者）、住宅手当、
　　　　　　借家割増手当、通勤手当、臨出手当、
　　　　　　早出残業手当、冬季暖房手当（北海道）　他
■休日休暇：休日：完全週休2日制、祝祭日、年末年始、
　　　　　　　　　夏季、年間休日124日
　　　　　　休暇：年次有給休暇10～24日、
　　　　　　　　　慶弔特別、産前産後、育児介護
■日本大学のOB・OG数：計25名

3つのトップブランド！少数精鋭企業！

採用対象 大学院 学　部
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業種：食品・乳製品

横浜森永乳業（株） 38
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：6,080万円
■売　上　高：171億円
■従業員数：181名
■〒252-1125
　神奈川県綾瀬市吉岡東３-６-１
■TEL 0467-70-5800
■担当部署／事務部

■事業内容：牛乳、加工乳、乳飲料、乳酸菌飲料、
　　　　　　発酵乳、清涼飲料の製造及び販売
■募集職種：製造職、品質管理職、
　　　　　　プラントエネルギー管理職
■勤　務　地：神奈川県綾瀬市吉岡東３-６-１

■給　　与：２０１９年度まで
　　　　　　大学院：２０４,６００円
　　　　　　学　部：１９８,０００円
　　　　　　（２０２０年より改定予定）
■諸手当・待遇等：世帯主手当、通勤手当全額、住宅手当、
　　　　　　時間外手当、時差勤務手当他
■休日休暇：年間休日１０２日
　　　　　　（２４時間勤務の変動シフト制）
■日本大学のOB・OG数：計13名　男性10名　女性3名

森永乳業主力製品の製造を担う企業です

採用対象 大学院 学　部

業種：建設・農畜産物施設販売施工

ヨシモトアグリ（株） 31
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：4,000万円
■売　上　高：63億2,200万円
■従業員数：43名
■〒100-0006
　東京都千代田区有楽町1-10-1
　有楽町ビル5F
■TEL 03-3214-1553
■担当部署／経営管理部、人事・管理部
 　　　　　  （グループ採用担当）

■事業内容：畜産の経営効率向上、環境対策に貢献すべ
く、養豚・養鶏プラントの設計・施工を一
貫して行っています。

■募集職種：建設部：養豚・養鶏プラントの設計・施工
　　　　　　管理を担当（将来は現場監督へ）
　　　　　　エンジニアリング部：養豚・養鶏プラントの

提案営業を担当
■勤　務　地：建設部：国内建設現場
　　　　　　エンジニアリング部：本社、九州支店

■給　　与：院卒初任給（基本給）：205,000円
　　　　　　大卒初任給（基本給）：200,000円
■諸手当・待遇等：【諸　手　当】家賃補助（条件有）・
　　　　　　　　　　　通勤交通費など
　　　　　　【福利厚生】財形預金・慶弔見舞金・
　　　　　　　　　　　保養所・メンタルヘルスケア・
　　　　　　　　　　　資格取得支援など
■休日休暇：完全週休2日制（土曜・日曜）・祝日・
　　　　　　夏季/年末年始・有給休暇・慶弔休暇・
　　　　　　産前産後休暇・育児休暇・
　　　　　　介護休暇（2019年間休日129日）
■日本大学のOB・OG数：計2名 女性2名

日本の農業を支えるエンジニアリング

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・調味料

モランボン（株） 36
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：3億1,000万円
■売　上　高：200億3,600万円
■従業員数：653名
■〒183-8536
　東京都府中市晴見町2-16-1
■TEL 042-368-0477
■担当部署／人事部　人事課

■事業内容：【ジャンなどの調味料、中華皮を中心とした
食品の製造・販売】【ダイニング(レストラン)
事業】

■募集職種：【総合職】営業・生産技術
■勤　務　地：本　社：東京都府中市
　　　　　　営業所：全国12拠点
　　　　　　工　場：神奈川県相模原市

■給　　与：大卒　月給　207,000円
■諸手当・待遇等：諸手当：通勤手当、住宅手当、
　　　　　　　　　　家族手当など
　　　　　　待　遇：退職金制度、財形貯蓄制度、
　　　　　　　　　　社宅制度、慶弔見舞金給付、
　　　　　　　　　　カムバック制度など
■休日休暇：休日：年間107日（月9日以上)
　　　　　　休暇：連続休暇(初年度6日、2年目以降8
　　　　　　　　　日)、年次有給休暇(初年度10日、
　　　　　　　　　最高20日)など
■日本大学のOB・OG数：計30名

看板商品は焼肉の生だれ「ジャン」！

採用対象 大学院 学　部

19 企業・団体名も～よ
12月20日
参加企業

12月19日
参加企業

12月18日
参加企業

12月17日
参加企業

12月16日
参加企業

業種：食品・調味料

ヤマサ醤油（株） 42
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億円
■売　上　高：581億円
■従業員数：833名
■〒103-0014
　東京都中央区日本橋蛎殻町1-23-8
■TEL 03-3668-8060
■担当部署／東京支社総務課

■事業内容： ①醤油の製造・販売
　　　　　　②各種調味料の製造・販売
　　　　　　③医薬品類の製造・販売
■募集職種：正社員総合職（事務系職種・技術系職種）
■勤　務　地：銚子本社、東京支社、支店及び営業所

■給　　与：大学院修士了　月給２３0,６００円
　　　　　　大学卒　月給２１0,８００円
　　　　　　（東京勤務の場合）　
■諸手当・待遇等：通勤費、時間外勤務手当、家族手当、
　　　　　　休日出勤手当など
■休日休暇：休日／日曜、祝日、土曜（当社規定による）
　　　　　　夏季・年末年始休暇を含め年間117日
　　　　　　（2019年）
■日本大学のOB・OG数：計23名　男性23名

江戸時代から続く醤油醸造会社です

採用対象 大学院 学　部

業種：サービス・植物レンタル

（株）ユニバーサル園芸社 37
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億7,277万円
■売　上　高：86億46万円
■従業員数：777名
■〒568-0095
　大阪府茨木市佐保１９３-２
■TEL 072-649-2266
■担当部署／管理本部　総務・人事課

■事業内容：サービス
■募集職種：総合職（企画営業・営業サービス）
■勤　務　地：大阪・東京・名古屋・神戸・滋賀・
　　　　　　横浜・埼玉

■給　　与：2020年4月　初任給（予定） 
　　　　　　大学卒・大学院卒／月給220,000円
　　　　　　（固定残業代51,800円含む、42時間
　　　　　　分、超過分は別途支給）
■諸手当・待遇等：交通費、寮制度有・独身者住宅手当制度・
　　　　　　家族手当、服飾手当（営業企画のみ）、
　　　　　　福利厚生（バースデープレゼント）他
■休日休暇：週休2日制（土曜・日曜）
　　　　　　月1回程度土曜日出社
　　　　　　祝日、夏季、年末年始、慶弔、有給休暇
　　　　　　※夏季（5～6日）、年末年始（5～6日）
■日本大学のOB・OG数：計15名　男性7名　女性8名

グリーンとお花で世界を笑顔にする企業！

採用対象 大学院 学　部
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業種：食品・漬物

秋本食品（株） 2
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：8,000万円
■売　上　高：123億円
■従業員数：402名
■〒252-1123
　神奈川県綾瀬市早川2696-11
■TEL 0467-71-6001
■担当部署／管理本部総務課　採用担当

■事業内容：漬物の製造・販売
■募集職種：営業、製造、開発、マーケティング、
　　　　　　事務管理
■勤　務　地：神奈川県

■給　　与：【学部卒】基本給220,000円
■諸手当・待遇等：通勤費全額支給、時間外手当、家族手当、
　　　　　　資格手当他　車・バイク通勤可
■休日休暇：年間休日108日、有給休暇、慶弔休暇、
　　　　　　リフレッシュ休暇　他
■日本大学のOB・OG数：計19名　男性11名　女性8名

神奈川県のお漬物メーカー&総合商社です

採用対象 学　部

業種：商社(食品)

旭食品（株） 3
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：5億円
■売　上　高：4,576億円
■従業員数：1,563名
■〒783-8555
　高知県南国市領石246
■TEL 088-880-8725
■担当部署／人事部

■事業内容：一般加工食品・冷凍食品・チルド食品・酒
類・菓子・家庭用品の卸売業、ホテル事業

■募集職種：営業・管理・物流・生産
■勤　務　地：当社事業所所在地
　　　　　　（関東、近畿、中京、中国、四国、九州）

■給　　与：173,500～216,500円（諸手当含む）
■諸手当・待遇等：地域手当　0～23,000円
　　　　　　外勤手当　20,000円
■休日休暇：週休2日制
■日本大学のOB・OG数：計18名　男性15名　女性3名

地域の食卓を豊かに広げる旭食品グループ

採用対象 大学院 学　部

業種：環境計量証明業

（株）環境管理センター 1
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：8億5,844万円
■売　上　高：39億6,000万円
■従業員数：261名
■〒193-0832
　東京都八王子市散田町3-7-23
■TEL 042-673-0500
■担当部署／経営企画室

■事業内容：環境測定・分析・コンサルタント、土壌汚
染・アスベスト対策工事、製品開発等に伴
う受託試験、農業関連（栽培試験試験等）

■募集職種：調査職、分析職、営業職、
　　　　　　コンサルティング職、土木施工管理職、
　　　　　　事業開発職、事務職
■勤　務　地：東京都、埼玉県、千葉県

■給　　与：大学院了／月給２０５,０００円 
　　　　　　大　学　卒／月給１９５,０００円 
■諸手当・待遇等：役職手当・公的資格手当・通勤手当・
　　　　　　育児手当・住宅手当 
■休日休暇：完全週休２日制（７月１週目土曜日を除く）、
　　　　　　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 
■日本大学のOB・OG数：計25名　男性23名　女性2名

様々な環境課題解決に応えています

採用対象 大学院 学　部

業種：公務員・公安職

埼玉県警察 5
ブースNo.

企業PR

■職　員　数：12,600名
■〒330-8533
　埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
■TEL 048-832-0110
■担当部署／警務部警務課採用センター

■事業内容：埼玉県警察では、職員が組織一丸となり、
　　　　　　全力で埼玉県の治安を守っています。
■募集職種：警察官及び警察事務職員
■勤　務　地：埼玉県内

■給　　与：警察官Ⅰ類約238,700円
　　　　　　警察事務職員上級約205,900円
　　　　　　（大卒程度・2019年1月1日現在）
■諸手当・待遇等：扶養手当、住居手当、期末・勤勉手当等が
　　　　　　支給されます。
■休日休暇：原則として、週休２日制（交替制勤務の場合

は３週６休制）です。年次休暇は年間20日
（4月1日採用の場合、初年は15日）です。

■日本大学のOB・OG数：計600名

人々の笑顔を一緒に守っていきませんか！

採用対象 大学院 学　部

業種：建設・住宅メーカー

セキスイハイムグループ 7
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：4億円
■売　上　高：869億円
■従業員数：1,828名
■〒110-0015
　東京都台東区東上野4-27-3
　上野トーセイビル9F
■TEL 03-5806-0138
■担当部署／総務・人事統括部　人事部
　　　　　　採用・研修課

■事業内容：《新築戸建事業》《リフォーム事業》
　　　　　　住宅の80％を工場で生産し、高品質の
　　　　　　住宅を「全て」のお客様へ提供しています。
■募集職種：新築住宅営業/リフォームコーディネーター
■勤　務　地：東京・神奈川・千葉・埼玉・山梨

■給　　与：総合職：210,000円
■諸手当・待遇等：住宅手当・家族手当・技能手当・
　　　　　　役職手当・残業手当・営業手当
■休日休暇：完全週休2日制　 年間120日
■日本大学のOB・OG数：計179名　
　　　　　　　　　　　　男性161名　女性18名

すべては、いい一日、いい一生のために

採用対象 大学院 学　部

業種：農業協同組合

セレサ川崎農業協同組合 8
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：25億円
■従業員数：1,011名
■〒216-0033
　神奈川県川崎市宮前区宮崎2-13-38
■TEL 044-877-2847
■担当部署／人事部人事教育課

■事業内容：総合事業（経済事業・指導事業・信用事業
　　　　　　 ・共済事業）
■募集職種：総合職
■勤　務　地：川崎市内

■給　　与：大学卒206,000円
　　　　　　短大卒181,000円
■諸手当・待遇等：住宅手当、特例住宅手当、家族手当、
　　　　　　通勤手当、外務手当、時間外手当、
　　　　　　特殊勤務手当　他
■休日休暇：完全週休２日、年間総休日数１２０日、
　　　　　　年次有給休暇（１０日から２０日、最高４０
　　　　　　日）、育児休暇、特別休暇　他
■日本大学のOB・OG数：計80名　
　　　　　　　　　　　　男性55名　女性25名

「地域と共生する」都市農業・JA

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・製パン

第一屋製パン（株） 9
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：33億556万7,500円
■売　上　高：237億円
■従業員数：1,954名
■〒187-8611
　東京都小平市小川東町3-6-1
■TEL 042-344-7514
■担当部署／人事総務部 人事グループ

■事業内容：各種パン類・和洋菓子の製造及び販売
■募集職種：生産・メンテナンス・営業
■勤　務　地：東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・
　　　　　　大阪府

■給　　与：基本給：188,000円
■諸手当・待遇等：住宅手当：10,000円
　　　　　　研修手当：5,000円
■休日休暇：110日
■日本大学のOB・OG数：計27名　男性19名　女性8名

ポケモンパンでお馴染みの製パン会社です！

採用対象 大学院 学　部

21 企業・団体名あ～た
12月20日
参加企業

12月19日
参加企業

12月18日
参加企業

12月17日
参加企業

12月16日
参加企業

業種：総合緑化・花卉・造園

国土緑化（株） 4
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：8,000万円
■売　上　高：16億円
■従業員数：70名
■〒132-0021
　東京都江戸川区中央2-1-21
■TEL 03-3674-2611
■担当部署／経理総務部

■事業内容：観葉植物のレンタル・生花販売・造園土木
工事を中心に、業界唯一の緑のレンタルFC
「グリーンポケット」本部を運営。

■募集職種：営業職・サービス職・施工管理職・事務
　　　　　　（入社後に配属を決定します）
■勤　務　地：東京都江戸川区（本社）
　　　　　　東京都中央区（生花部）

■給　　与：225,000円（初年度）　
■諸手当・待遇等：社会保険完備・通勤交通費（全額）・
　　　　　　役職手当・時間外手当　等
■休日休暇：土日祝日（土曜日は年数回出勤日あり）・
　　　　　　夏季休暇・年末年始・慶弔休暇・有給休暇
■日本大学のOB・OG数：計6名　男性3名　女性3名

緑あふれる社会を創造する総合緑化企業

採用対象 大学院 学　部

業種：卸売・総合食品卸

国分グループ 46
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：35億円
■売　上　高：1兆8,857億6,700万円
■従業員数：5,257名
■〒103-8241
　東京都中央区日本橋1-1-1
■TEL 03-3276-4074
■担当部署／国分グループ本社（株）人事総務部

■事業内容：酒類・食品・関連消費財にわたる卸売業及
び流通加工、配送業務、貿易業、不動産賃
貸借業　ほか

■募集職種：グループキャリア、エリアキャリア
■勤　務　地：札幌、仙台、小山、東京、名古屋、大阪、
　　　　　　広島、福岡ほか、一部海外

■給　　与：グループキャリア：207,000円
　　　　　　エリアキャリア：197,500～185,000円
　　　　　　（2019年）
■諸手当・待遇等：通勤費全額、住宅手当、家族手当など
　　　　　　（2019年）
■休日休暇：完全週休2日制、祝日、年末年始休暇、
　　　　　　夏季休暇、年次有給休暇、特別休暇、
　　　　　　年間休日125日（2019年）
■日本大学のOB・OG数：計80名

“食のマーケティングカンパニー”

採用対象 大学院 学　部

業種：商社（理化学）

島津サイエンス東日本（株） 6
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：7,500万円
■売　上　高：170億円
■従業員数：136名
■〒111-0053
　東京都台東区浅草橋5-20-8
　CSタワー5F
■TEL 03-6858-4730
■担当部署／管理課

■事業内容：理化学機器、分析機器、試験機器、実験機
器等の販売

■募集職種：営業職（ルートセールス中心）
■勤　務　地：東京・神奈川・千葉・つくば・埼玉・
　　　　　　宇都宮・新潟・上越

■給　　与：183,000円（職能給168,000円＋住宅手
　　　　　　当8,000円＋諸手当7,000円～）
　　　　　　※2019年4月実績 
■諸手当・待遇等：住宅手当・家族手当・通勤手当・
　　　　　　営業手当・残業手当・外勤手当・
　　　　　　賞与（昨年度実績年3回）
■休日休暇：★年間休日123日
　　　　　　■完全週休2日制（土・日）、祝日
　　　　　　■年末年始　■夏季休暇　■有給休暇
■日本大学のOB・OG数：計9名　

島津製作所(東証一部上場）のグループ会社

採用対象 大学院 学　部
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業種：公務員・地方

千葉県庁 13
ブースNo.

企業PR

■職　員　数：58,463名
■〒260-8667
　千葉県千葉市中央区市場町１-１
　南庁舎５F
■TEL 043-223-3717
■担当部署／人事委員会事務局任用課

■事業内容：官公庁
■募集職種：一般行政・農業・農業土木・土木・林業・
　　　　　　畜産・水産・獣医師等
■勤　務　地：千葉県内

■給　　与：上級（大卒程度）
　　　　　　初任給　204,400円（H31.4現在）
■諸手当・待遇等：地域手当・通勤手当・住居手当・
　　　　　　時間外手当等
■休日休暇：年次休暇・夏季休暇・結婚休暇等

次世代が誇れる輝く千葉を目指します！

採用対象 大学院 学　部

業種：食肉卸売業

東京食肉市場（株） 35
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：6億円
■売　上　高：1,260億円
■従業員数：100名
■〒108-0075
　東京都港区港南２-７-１９
■TEL 03-3740-3111
■担当部署／総務部

■事業内容：食肉卸売業
■募集職種：総合職
■勤　務　地：東京都港区港南2-7-19

■給　　与：大卒：217,100円
　　　　　　（諸手当込 2019年4月実績）
■諸手当・待遇等：通勤手当、住宅手当、調整手当、
　　　　　　業務手当、資格手当、扶養手当、
　　　　　　時間外勤務手当、管理職位手当
■休日休暇：日曜日、祝日、12月を除く土曜日（12月は

繁忙期の為、土曜日出勤あり） 他 夏期特別
休暇あり

■日本大学のOB・OG数：計11名　男性10名　女性1名

日本の食肉流通を支えています

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・中食

トオカツフーズ（株）＜日清製粉グループ＞ 16
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億円
■売　上　高：1,138億1,200万円
■従業員数：620名
■〒223-0061
　神奈川県横浜市港北区日吉7-15-14
■TEL 045-564-5863
■担当部署／人事総務部

■事業内容：主にコンビニエンスストア向けにお弁当、
　　　　　　おにぎり、サンドイッチ等の調理済食品を
　　　　　　開発・製造しております！
■募集職種：総合職
■勤　務　地：神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、
　　　　　　群馬県

■給　　与：200,100円
■諸手当・待遇等：職位手当、資格手当、時間外手当、
　　　　　　通勤手当、家族手当　ほか
■休日休暇：完全週休2日制
　　　　　　（ただし、曜日は個人によって異なる）
■日本大学のOB・OG数：計60名　

中食業界のリーディングカンパニーです！

採用対象 大学院 学　部

業種：商社（繊維・アパレル）

タキヒヨー（株） 11
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：36億2,225万円
■売　上　高：648億1,500万円
■従業員数：664名
■〒104-0061
　東京都中央区銀座6-10-1
　GINZA SIX 10F
■TEL 03-6274-5901
■担当部署／東京総務課
　　　　　　採用プロジェクトチーム

■事業内容：「テキスタイル（服地）」から「アパレル製品
（洋服）」の企画・開発・生産・販売・輸出
入の事業

■募集職種：総合職
■勤　務　地：名古屋、東京、大阪　他

■給　　与：初任給：205,000円
■諸手当・待遇等：東京、大阪勤務者は地域手当あり、
　　　　　　通勤手当月額50,000円迄実費支給、
　　　　　　各種社会保険制度
■休日休暇：休日：完全週休2日制、祝日
　　　　　　休暇：夏季休暇（9連休）、
　　　　　　　　　年末年始（9連休）（2019年度）
■日本大学のOB・OG数：計10名　男性7名　女性3名

FashionでGlobalに価値創造する繊維商社

採用対象 大学院 学　部

業種：建設資材

田島ルーフィング（株） 14
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：8,232万円
■売　上　高：528億2,700万円
■従業員数：1,226名
■〒101-8575
　東京都千代田区岩本町3-11-13
■TEL 03-5821-7711
■担当部署／総務部人事組織支援課

■事業内容： 防水材、床材、屋根葺材、壁材、遮音材、
　　　　　　断熱材、屋上緑化資材の製造・販売 
■募集職種：営業
■勤　務　地：東京・大阪他全国16ヶ所

■給　　与：院卒231,600円
　　　　　　大卒220,000円
■諸手当・待遇等：通勤手当他　規定により支給
■休日休暇：週休２日制（土・日）・祝日、
　　　　　　夏期・年末年始休暇あり
■日本大学のOB・OG数：計59名　
　　　　　　　　　　　　男性49名　女性10名

屋根と床。日本の建築を支え続けて100周年

採用対象 大学院 学　部

業種：物流・倉庫

東洋埠頭（株） 15
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：82億6,082万円
■売　上　高：連結341億3,200万円
■従業員数：287名
■〒104-0053
　東京都中央区晴海1-8-8
　晴海トリトンスクエアW棟19F
■TEL 03-5560-2709
■担当部署／総務部人事グループ

■事業内容：倉庫業（貨物の保管及び入出庫等）、港湾運
送業（自社埠頭を含めた港湾における荷役
等）、国際物流（輸出入貨物の輸送手配等）
ほか

■募集職種：総合職（全国転勤あり）【法人営業、物流管
理、通関事務、総務、経理、情報システ
ム、物流設備の維持管理ほか】

■勤　務　地：東京、川崎、大阪、博多、鹿島、志布志
　　　　　　ほか（海外勤務の可能性あり）

■給　　与：大卒基本給２１０,０００円（２０１９年４月）
　　　　　　食事代補助６,０００円
■諸手当・待遇等：【諸手当】家族・住宅・技術手当、
　　　　　　　　　　通勤費全額支給ほか
　　　　　　【待　遇】確定拠出年金、財形、融資制度、
　　　　　　　　　　持株会、直営・契約保養所ほか
■休日休暇：土日祝、年末年始６日、
　　　　　　有給休暇【初年度１５日・次年度以降２５日
　　　　　　（夏季その他取得奨励期間あり）】、
　　　　　　産前産後・育児・介護休業ほか
■日本大学のOB・OG数：計11名　

「物流で世界をデザインする」総合物流企業

採用対象 大学院 学　部

業種：レジャー

日本中央競馬会 18
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：49億2,412万9,000円
■売　上　高：2兆7,950億830万4,000円
■従業員数：1,600名
■〒106-8401
　東京都港区六本木６-１１-１
■TEL 03-5785-7298
■担当部署／人事部

■事業内容：中央競馬の開催およびその他付帯事務
■募集職種：事務職・技術職・獣医職
■勤　務　地：全国の各事業所（2～4年単位で異動）

■給　　与：初任給（大卒総合職）２０７,０００円
■諸手当・待遇等：家族手当、住居手当、通勤交通費　など
■休日休暇：完全週休2日制（原則として月・火曜日）、
　　　　　　祝日、創立記念日、年末年始、夏季（8日）、
　　　　　　有給（20日 ※初年度15日）、特別休暇
■日本大学のOB・OG数：計31名

感動の舞台をつくる仕事

採用対象 大学院 学　部22

12月20日
参加企業

12月19日
参加企業

12月18日
参加企業

12月17日
参加企業

12月16日
参加企業企業・団体名た～に

業種：食品・菓子

（株）豊島屋 17
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1,200万円
■売　上　高：64億円
■従業員数：400名
■〒248-0006
　神奈川県鎌倉市小町2-11-19
■TEL 0467-25-3800
■担当部署／総務部

■事業内容：和洋菓子・パンの製造販売
　　　　　　喫茶・カフェ・軽食喫茶営業
■募集職種：総合職【販売・製造・管理】
　　　　　　販売職　
■勤　務　地：神奈川県・東京都のみ

■給　　与：200,000円
■諸手当・待遇等：各種社会保険完備（雇用・健康・労災・
　　　　　　厚生年金）、退職金制度、財形貯蓄制度、
　　　　　　定期健康診断、産休・育児休暇制度、
　　　　　　介護休業制度
■休日休暇：年間105日
■日本大学のOB・OG数：計6名　男性3名　女性3名

創業明治27年「鳩サブレー」製造販売会社

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・印刷・金融業

タイヘイ（株） 10
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：6,000万円
■売　上　高：1,178億円
■従業員数：2,500名
■〒132-0025
　東京都江戸川区松江７-８-１０
■TEL 03-3656-3111
■担当部署／総務部　人事採用センター

■事業内容：【食品・印刷・金融】の全6事業部制。
　　　　　　調味料製造販売、食肉魚介類の加工・卸

売、食材宅配、チラシ等の印刷、書面型
　　　　　　クレジット等
■募集職種：総合職（営業・製造・品質管理他）
■勤　務　地：全国
　　　　　　（東北～九州までの事業本部又は地区本部）

■給　　与：202,100円～　地域によって異なります。
■諸手当・待遇等：借上げ社宅制度による家賃補助、
　　　　　　通勤手当等
■休日休暇：週休二日制、年次有給休暇、
　　　　　　慶弔特別休暇、育児休暇、介護休暇等
■日本大学のOB・OG数：計25名　男性16名　女性9名

140年続く食を中心とした複合型企業

採用対象 学　部

業種：卸売・総合食品卸

（株）日本アクセス 45
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：26億2,000万円
■売　上　高：2兆1,319億円
■従業員数：3,849名
■〒141-8582
　東京都品川区西品川1-1-1
　住友不動産大崎ガーデンタワー
■TEL 03-5435-5750
■担当部署／人事・総務部人材採用課

■事業内容：食品、水産・農産・畜産物等の販売・輸出
入・買付・加工・商品企画・開発・品質検
査・分析業務及び貨物自動車運送事業

■募集職種：総合職(営業・物流・職能)
■勤　務　地：全国各地

■給　　与：222,000円
■諸手当・待遇等：寮制度、社宅制度、各種社会保険、
　　　　　　財形貯蓄、確定拠出年金制度、
　　　　　　加盟健康保険組合の保養施設利用など
■休日休暇：週休２日制（年間122日）、年末年始休暇、
　　　　　　年次有給休暇、特別休暇、慶弔休暇、
　　　　　　育児休職、介護休職　他
■日本大学のOB・OG数：計85名　
　　　　　　　　　　　　男性74名　女性11名

伊藤忠グループ業界リーディングカンパニー

採用対象 大学院 学　部
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23 企業・団体名に～ふ

12月20日
参加企業

12月19日
参加企業

12月18日
参加企業

12月17日
参加企業

12月16日
参加企業

業種：サービス・受託分析

（一財）日本食品分析センター 19
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：5億2,000万円
■売　上　高：127億6,400万円
■従業員数：1,222名
■〒206-0025
　東京都多摩市永山6-11-10
■TEL 042-372-6747
■担当部署／総務課

■事業内容：食品・飼料・食品添加物・医薬品・化粧
品・化学工業品・環境試料などの受託分析

■募集職種：技術系職員及び技術系事務職員
■勤　務　地：総合職：全国
　　　　　　地域限定職：北海道・東京都・愛知県・
　　　　　　　　　　　　大阪府・福岡県

■給　　与：総合職：236,000円～198,000円 
　　　　　　地域限定職：220,000円～183,500円
　　　　　　（住宅手当を含む）
■諸手当・待遇等：住宅手当・家族手当あり・
　　　　　　勤務時間9:00～17:30
　　　　　　　　　　（実労働時間7時間30分）
■休日休暇：土・日・祝祭日（完全週休2日制） ただし、
　　　　　　祝祭日は交代制勤務（振替休日あり）、
　　　　　　慶弔休暇、リフレッシュ休暇
■日本大学のOB・OG数：計19名　男性5名　女性14名

国内最大級の受託分析機関です

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・穀物メーカー

（株）はくばく 22
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：9,800万円
■売　上　高：218億6,000万円
■従業員数：390名
■〒409-3843
　山梨県中央市西花輪4629
■TEL 055-274-8989
■担当部署／総務人事部

■事業内容：精麦、雑穀、穀物茶、和麺、穀粉事業
■募集職種：開発、営業、マーケティング、機械技術、
　　　　　　経理他
■勤　務　地：山梨県（開発、機械）、
　　　　　　マーケティング（東京）、営業（全国）

■給　　与：大卒：208,000円
　　　　　　院了：217,200円
■諸手当・待遇等：通勤手当、営業手当、
　　　　　　地域手当（東京本社勤務者)、
　　　　　　寒冷地手当（北海道・東北営業所勤務者）、
　　　　　　単身赴任手当
■休日休暇：週休2日制（年間113日）
■日本大学のOB・OG数：計6名　男性5名　女性1名

穀物を原料とした食品メーカー

採用対象 大学院 学　部

業種：化粧品・健康食品

（株）ファンケル 47
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：107億9,500万円
■売　上　高：1,224億円
■従業員数：1,018名
■〒231-8528
　神奈川県横浜市中区山下町89-1
■TEL 045-226-1259
■担当部署／グループサポートセンター
　　　　　　人事部　採用グループ

■事業内容：無添加化粧品、サプリメント、青汁、発芽
米などの研究、開発、製造、販売を製販一
貫で行なっています

■募集職種：総合職・研究職・販売職・生産技術職
■勤　務　地：職種により異なりますが、総合職は転勤無し

■給　　与：月給211,000円以上（職種、学部卒、
　　　　　　修士卒、博士卒により異なる）
■諸手当・待遇等：通勤手当、残業手当、よいこ手当（18歳以

下の子どもがいる社員に月額10,000円支
給）、役職手当等

■休日休暇：完全週休2日制(日、他1日　※概ね土日)、
　　　　　　祝日、夏期、年末年始、年次有給、
　　　　　　慶弔休暇、配偶者出産支援休暇
　　　　　　※販売職はシフト制
■日本大学のOB・OG数：計37名　
　　　　　　　　　　　　男性15名　女性22名

安心安全で高品質なモノづくりへのこだわり

採用対象 大学院 学　部

業種：花卉卸売

（株）フラワーオークションジャパン 27
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億円
■売　上　高：213億5,419万円
■従業員数：154名
■〒143-0001
　東京都大田区東海2-2-1
■TEL 03-3799-5525
■担当部署／総務部総務課

■事業内容：東京都中央卸売市場花き部卸売業者
　　　　　　（農林水産大臣許可）
■募集職種：営業（切花、鉢物）、物流、システム、
　　　　　　総務、経理
■勤　務　地：東京都大田区東海2-2-1

■給　　与：４年生大学卒199,813円
■諸手当・待遇等：住宅手当、通勤手当、時間外手当、
　　　　　　社会保険完備、7日間連続休暇制度
■休日休暇：週休2日（部署により変形労働制有）、
　　　　　　有給休暇（初年度17日）、誕生日休暇
■日本大学のOB・OG数：計23名　男性16名　女性7名

国内2位、花や緑を通じて想いを届けます

採用対象 大学院 学　部

業種：不動産・マンション管理

日本総合住生活（株） 21
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：300億円
■売　上　高：1,342億円
■従業員数：1,250名
■〒101-0054
　東京都千代田区神田錦町1-９
■TEL 03-3518-7062
■担当部署／人事部人材開発課

■事業内容： ＵＲが供給した住宅約90万戸の樹木・屋外
環境・外装等の維持修繕（施工管理）をして
います。

■募集職種：技術系総合職（造園、土木、建築、機械、
　　　　　　電気）、事務系総合職
■勤　務　地：東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、京都、
　　　　　　奈良、兵庫、愛知、福岡

■給　　与：修士了　月給238,710円
　　　　　　学部卒　月給218,000円
　　　　　　※首都圏配属時の地域加算手当9%含む
■諸手当・待遇等：通勤手当、時間外勤務手当（実働時間に
　　　　　　基づき支給）、休日勤務手当、住宅手当、
　　　　　　扶養手当、資格手当、通信教育、
　　　　　　保養所施設
■休日休暇：土日祝日※職場により土曜隔週勤務、
　　　　　　年末年始、暑中休暇、年次有給休暇（初年
　　　　　　度から20日）、特別休暇
■日本大学のOB・OG数：計134名　
　　　　　　　　　　　　男性122名　女性12名

ＵＲ都市機構グループの安定企業！

採用対象 大学院 学　部

業種：公務員・地方

藤沢市役所 23
ブースNo.

企業PR

■職　員　数：3,691名
■〒251-8601　
　神奈川県藤沢市朝日町1-1
■TEL 0466-50-3583
■担当部署／総務部職員課

■事業内容：広報、企画、市税、市民自治、保険、
　　　　　　福祉、健康、子育て、環境、経済、観光、
　　　　　　まちづくり、土木、建築、教育等地方行政

に係わる業務
■募集職種：事務職、技術職（土木、建築）など
■勤　務　地：本庁舎（藤沢市朝日町1-1）
　　　　　　市民センター・公民館等の市内各施設

■給　　与：215,491円（地域手当含む）
　　　　　　（2019年4月実績）
■諸手当・待遇等：通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、
　　　　　　扶養手当等を条件に応じて支給
■休日休暇：土・日曜日、国民の祝日、1月2日～3日、
　　　　　　12月29日～31日、年次休暇20日、
　　　　　　夏期休暇7日、そのほかに結婚休暇、
　　　　　　出産休暇、忌引休暇等あり
■日本大学のOB・OG数：計229名

人がいちばん大切。それが「藤沢スタイル」

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・アイスクリーム

冨士森永乳業（株） 24
ブースNo.

企業PR

■従業員数：280名
■〒411-0933
　静岡県駿東郡長泉町納米里18番地
■TEL 055-986-3135
■担当部署／事務部総務人事グループ

■事業内容：森永乳業の一員として、森永乳業の販売す
る「PARM」、「MOW」といったアイスクリー
ム製品を製造しております。

■募集職種：製造技術職
■勤　務　地：静岡県駿東郡長泉町（転勤なし）

■給　　与：大学卒基本給　 200,000円
　　　　　　大学院卒基本給 210,000円
■諸手当・待遇等：時間外手当、休日手当、交替手当、
　　　　　　通勤手当、世帯主手当等
■休日休暇：会社カレンダーによる年間117日
■日本大学のOB・OG数：計5名　男性4名　女性1名

静岡から“おいしい”をお届けしています

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・菓子

（株）不二家 25
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：182億8,014万円
■売　上　高：1,052億円
■従業員数：1,143名
■〒112-0012
　東京都文京区大塚2-15-6
■TEL 03-5978-8141
■担当部署／総務人事本部　人事部

■事業内容：菓子・食品等の製造卸売、洋菓子チェーン
店の店舗経営、不動産事業　等

■募集職種：生産部門（製造、品質管理、開発）、
　　　　　　エンジニア部門、営業部門、管理部門
■勤　務　地：本社（東京）および全国各営業部、支店、
　　　　　　店舗、工場

■給　　与：大学院卒224,200円
　　　　　　大　学　卒211,900円 （2017年4月実績）
■諸手当・待遇等：生活手当、通勤手当、営業手当　他
■休日休暇：週休二日制、年次有給休暇、半休制度、
　　　　　　慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、
　　　　　　介護休業　他
■日本大学のOB・OG数：計28名　男性22名　女性6名

カントリーマアム他多数のブランドを展開！

採用対象 大学院 学　部

業種：商社（食品）

（株）船昌 26
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：4,147万円
■売　上　高：193億8,222万円
■従業員数：86名
■〒143-0001
　東京都大田区東海3-9-5
　船昌ビル
■TEL 03-5492-3429
■担当部署／総務部総務課

■事業内容：青果物の仕入・提案・販売／生産者や小売
店バイヤーと共に商品の企画／お中元・お
歳暮などのギフト商品の提案・販売／レシ
ピ開発

■募集職種：営業職／事務職
■勤　務　地：東京都大田区東海（本社）

■給　　与：218,000円
■諸手当・待遇等：交通費支給（月額上限6万円）
■休日休暇：年間休日112日（2020年）
　　　　　　夏季・年末年始／有給休暇（初年度10日、
　　　　　　最大20日）／リフレッシュ休暇／慶弔休暇
■日本大学のOB・OG数：計10名　男性9名　女性1名

◆生産者と食卓の架け橋となるお仕事です◆

採用対象 大学院 学　部

業種：化学・農薬

日本農薬（株） 20
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：149億3,900万円
■売　上　高：612億1,300万円
　　　　　 （2018年度連結）
■従業員数：483名
■〒104-8386
　東京都中央区京橋1-19-8
　京橋OMビル
■TEL 03-6361-1405
■担当部署／人事部

■事業内容：農薬、医薬品、動物用医薬品、医薬部外
品、工業薬品、木材用薬品、農業資材等

　　　　　　の研究開発、製造業、輸出入業、販売業
■募集職種： ■営業・管理スタッフ職
　　　　　　　（大学卒以上、大学での専攻は不問) 
　　　　　　■研究職（大学または大学院了以上、
　　　　　　　理工系学部の出身の方）
■勤　務　地：《本　社》 東京
　　　　　　《支　店》 札幌、仙台、東京、大阪、福岡
　　　　　　《研究所》 大阪

■給　　与：251,876円（博士了）
　　　　　　230,628円（修士了）
　　　　　　222,612円（学部卒）
■諸手当・待遇等： ■手当：地域手当/都市手当/家族手当/
　　　　　　住宅手当など　■昇給・賞与：昇年1回／
　　　　　　賞年2回(6月・12月)
　　　　　　■ほか各福利厚生・教育制度
■休日休暇：完全週休2日制(土日) ／祝日／ＧW／
　　　　　　夏季／年末年始／有給休暇／慶弔／
　　　　　　長期傷病／育児・介護休暇／他
　　　　　　※年間休日125日以上
■日本大学のOB・OG数：計10名　男性9名　女性1名

世界でもトップレベルの研究開発力

採用対象 大学院 学　部
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12月20日
参加企業

12月19日
参加企業

12月18日
参加企業

12月17日
参加企業

12月16日
参加企業企業・団体名ふ～や

業種：養豚業、食品製造業

（株）フリーデン 28
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億円
■売　上　高：206億7,600万円
■従業員数：512名
■〒259-1201
　神奈川県平塚市南金目227
■TEL 0463-58-0123
■担当部署／人事部

■事業内容： ・豚肉、肉豚の生産及び販売・ハム、
　　　　　　　ソーセージ等の製造、販売・飲食店の
　　　　　　　経営
■募集職種： ①生産管理職
　　　　　　②製造職
　　　　　　③営業職
■勤　務　地： ①岩手、福島、群馬、秋田
　　　　　　②神奈川
　　　　　　③神奈川、愛知、群馬、宮城、大阪、富山

■給　　与：大卒：基本172,000円＋職務手当
　　　　　　（①28,000円、②③22,000円）＋①生産
　　　　　　手当（14,000円）＋③営業手当（20,000
　　　　　　円）　※営業職研修終了後付与
■諸手当・待遇等：役職手当、生産手当、営業手当、
　　　　　　家族手当、住宅手当、
　　　　　　残業手当（②製造職のみ）、通勤手当など
■休日休暇： ①シフト制、年間96日
　　　　　　②③シフト制、年間105日
　　　　　　その他：有給休暇、慶弔休暇、産前産後休
　　　　　　暇、育児休業、介護休業、裁判員休暇
■日本大学のOB・OG数：計28名　男性24名　女性4名

「安全、安心、おいしさ」を届ける会社です

採用対象 大学院 学　部

業種：医薬品メーカー

三笠製薬（株） 43
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億円
■売　上　高：87億9,800万円
■従業員数：378名
■〒176-8585
　東京都練馬区豊玉北2-3-1
■TEL 03-3557-7286
■担当部署／総務人事部人事課

■事業内容：創業以来70年以上、整形外科領域に特化
した製剤の研究開発を行っています。

　　　　　　海外展開はアジア圏を中心に市場進出をは
かっています。

■募集職種： ＭＲ（営業職）
■勤　務　地：全国各支店（札幌、仙台、信越、東京、
　　　　　　名古屋、大阪、広島、福岡）

■給　　与：初任給223,000円～237,000円
■諸手当・待遇等：住宅手当9,000円～23,000円
　　　　　　ＭＲ手当10,000円（認定試験合格後）
■休日休暇：年間128日、
　　　　　　初年度有給休暇付与日数10日
■日本大学のOB・OG数：計18名　男性14名　女性4名

整形外科領域に特化した開発を行っています

採用対象 大学院 学　部

業種：建設・住宅メーカー・不動産

三井ホーム（株） 33
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：139億70万円
■売　上　高：2,617億200万円
■従業員数：2,079名
■〒163-0453
　東京都新宿区西新宿２-１-１
　新宿三井ビル５３F
■TEL 03-3346-4427
■担当部署／人事部人材開発グループ

■事業内容：注文住宅事業を中心とし、賃貸住宅事業・
医院建築事業・大規模木造事業・商品販売
事業・海外事業・リフォーム事業ほか

■募集職種：総合職、総合職（技術）
■勤　務　地：全国42拠点 189営業所

■給　　与：213,000円（大卒）
　　　　　　218,000円（院卒）
■諸手当・待遇等：時間外勤務手当、技能手当、住宅手当、
　　　　　　社有車リース・駐車場手当ほか（職種により

異なる）
■休日休暇：年末年始、夏季、創立記念、年次有給、
　　　　　　慶弔、リフレッシュ、ボランティア、
　　　　　　その他特別休暇
■日本大学のOB・OG数：計170名　
　　　　　　　　　　　　男性126名　女性44名

木造2×4工法リーディングカンパニー

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・乳製品

守山乳業（株） 12
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億円
■売　上　高：141億5,000万円
■従業員数：265名
■〒254-0035
　神奈川県平塚市宮の前9-32
■TEL 0463-22-1730
■担当部署／人事・総務部　人事・総務課

■事業内容：乳製品製造販売・清涼飲料水等製造販売
■募集職種：営業職・製造職・開発研究職・品質保証職
■勤　務　地：本社・工場（神奈川・岩手）、
　　　　　　営業所（平塚・大阪・名古屋・福岡・仙台）

■給　　与：営業の場合、253,300円（営業手当43,2
　　　　　　00円含む）。
　　　　　　生産の場合、210,100円（手当は除く）
■諸手当・待遇等：時間外手当、役職手当、家族手当、
　　　　　　通勤手当、資格手当等
■休日休暇：日曜、土曜、祝日、夏季、年末年始、
　　　　　　特別休暇（慶弔）
■日本大学のOB・OG数：計22名　男性15名　女性7名

創業101年、新工場建設で製造販売強化

採用対象 学　部

業種：食品・製パン

山崎製パン（株） 44
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：110億1,414万3,000円
■売　上　高：1兆594億円
■従業員数：19,478名
■〒101-8585
　東京都千代田区岩本町3-10-1
■TEL 03-3864-3155
■担当部署／人事本部　人事第二部　採用課

■事業内容：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

■募集職種：生産技術職、エンジニアリング職 、
　　　　　　営業職、店舗運営職、研究職、
　　　　　　管理部門（法務、総務、人事、経理、購買、
　　　　　　情報処理など） 
■勤　務　地：本社および全国28事業所

■給　　与：【大卒】 222,470円
　　　　　　【院了】 233,590円
■諸手当・待遇等：交通費、家族手当、地域手当
■休日休暇：休日116日、年次有給、慶弔、産前産後、
　　　　　　育児介護休暇など
■日本大学のOB・OG数：計234名　
　　　　　　　　　　　　男性203名　女性31名

パン和洋菓子業界のリーディングカンパニー

採用対象 大学院 学　部

業種：飼料販売業

森永酪農販売（株） 36
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：4,200万円
■従業員数：96名
■〒108-0023
　東京都港区芝浦3-13-8
■TEL 03-3798-0162
■担当部署／採用チーム

■事業内容：飼料販売事業、乳牛育成受託事業、
　　　　　　受精卵事業
■募集職種：営業職
■勤　務　地：全国の支店・営業所

■給　　与：２１１,４００円
　　　　　　（基本給１８２,４００円、営業手当２９,０００円）
■諸手当・待遇等：住宅手当、通勤手当、家族手当、
　　　　　　獣医師手当　他
■休日休暇：年次有給休暇（初年度１０日、最大２０日）
　　　　　　土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、
　　　　　　５月１日
■日本大学のOB・OG数：計4名　男性3名　女性1名

お客様とともに楽農をめざします

採用対象 大学院 学　部 来場予定のOB・OG学科 ASR

業種：商社（食品）

（株）マルイチ産商 30
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：37億1,986万円
■売　上　高：2,256億3,900万円
■従業員数：522名
■〒381-2281
　長野県長野市市場３-４８
■TEL 026-282-8023
■担当部署／人事部人材開発チーム

■事業内容：総合食品卸売業（水産物・畜産物を主体とし
た食料品全般の卸売）

■募集職種：総合職（営業、経理、総務、情報システム、
　　　　　　品質管理、物流管理など）
■勤　務　地：各事業所（東京、埼玉、群馬、長野、山梨、
　　　　　　栃木、富山、愛知）

■給　　与：総合職（大卒）：210,000円
■諸手当・待遇等：通勤手当、地域手当、養育手当、
　　　　　　時間外勤務手当ほか
■休日休暇：年間休日１１１日（週休２日）、５連休制度、
　　　　　　リフレッシュ休暇制度
■日本大学のOB・OG数：計39名　男性38名　女性1名

産地と食卓をつなぎ新鮮なおいしさを届ける

採用対象 大学院 学　部

業種：きのこ総合メーカー

ホクト（株） 29
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：55億円
■従業員数：4,166名
■〒381-8533
　長野県長野市南堀138-1
■TEL 026-243-3111
■担当部署／人事部　人事課

■事業内容：きのこの研究開発・生産・販売
■募集職種：営業職【ホクト(株)・ホクト産業(株)】
　　　　　　研究職・生産職・事務職【ホクト(株)・ホク

ト産業(株)】
■勤　務　地：全国の事業拠点

■給　　与：営業職・研究職・生産職：229,600円
　　　　　　事務職：207,700円
　　　　　　※いずれも固定残業代含む。
　　　　　　　超過分は別途支給。
■諸手当・待遇等：通勤手当、住宅手当、単身赴任手当、他
　　　　　　（社内規定による）
■休日休暇：週休二日制、お盆、
　　　　　　年末年始休暇（季節休暇）、
　　　　　　リフレッシュ休暇、
　　　　　　年次有給休暇（半日単位、時間単位可）、
　　　　　　特別休暇等
■日本大学のOB・OG数：計37名　男性34名　女性3名

ホクトはずっときのこひとすじ

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・総合食品メーカー

丸善食品工業（株） 39
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：8,000万円
■売　上　高：295億7,000万円
■従業員数：500名
■〒387-8585
　長野県千曲市大字寂蒔880
■TEL 026-272-0536
■担当部署／人事総務部　人事総務課

■事業内容：清涼飲料、炭酸飲料、アルコール飲料及び
なめ茸、山菜瓶詰、トマトケチャップ、レト
ルト調理食品等の製造

■募集職種：製造、生産技術、品質保証、商品開発、
　　　　　　機械・電気エンジニア
■勤　務　地：長野県（千曲市、須坂市）
　　　　　　静岡県（駿東郡小山町）

■給　　与：当社規定による
■諸手当・待遇等：通勤手当、扶養手当、独立単身手当、
　　　　　　職位手当ほか
■休日休暇：日曜、祝祭日、誕生日休暇、年末年始、
　　　　　　お盆、その他就業カレンダーによる
■日本大学のOB・OG数：計13名　男性8名　女性5名

清涼飲料水ＯＥＭ業界　第2位！

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・中食

（株）武蔵野 34
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：2億6,000億円
■売　上　高：1,474億4,601万円
■従業員数：11,827名
■〒351-0034
　埼玉県朝霞市西原1-1-1
■TEL 048-487-1111
■担当部署／人事部

■事業内容：セブン-イレブン向けのお弁当・おにぎり・
　　　　　　調理パン・調理麺等の開発及び製造販売
■募集職種：総合職（製造管理・商品開発・品質管理・

管理・エンジニアリング）
■勤　務　地：埼玉、千葉、神奈川、群馬、福島、静岡、
　　　　　　京都、大阪、兵庫、福岡

■給　　与：大　　卒 226,000円
　　　　　　大学院卒 232,800円
■諸手当・待遇等：退職金制度有。
　　　　　　出生祝金制度（第１子50万円、第２子100
　　　　　　万円、第３子以降200万円）。
■休日休暇：完全週休2日制　（年間105日）。
　　　　　　祭日特別休暇（年間16日）・年次有給休暇
　　　　　　（入社6ヶ月より10日、上限20日）。
■日本大学のOB・OG数：計51名

若手のうちから開発や製造で活躍できます

採用対象 大学院 学　部
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業種：倉庫業・米卸

（株）ヤマタネ 37
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：105億5,500万円
■売　上　高：476億7,200万円
■従業員数：318名
■〒135-8501
　東京都江東区越中島1-2-21
　ヤマタネビル12F
■TEL 03-3820-1111
■担当部署／人事部

■事業内容：物流事業（倉庫・輸出入通関・海外引越）、
　　　　　　米穀卸売販売業（仕入・販売）、情報事業

（システム開発）
■募集職種：総合職、一般職
■勤　務　地：東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・兵庫・
　　　　　　滋賀

■給　　与：総合職：222,000円
　　　　　　一般職：192,500円（4大卒）
■諸手当・待遇等：賞与（年2回）、財形貯蓄、確定拠出年金、
　　　　　　ベネフィットステーション（福利厚生パッケー

ジ）、持株会、住宅手当、慶弔金、退職金
　　　　　　等
■休日休暇：週休2日制、祝祭日、年末年始、
　　　　　　有給休暇、リフレッシュ休暇、慶弔休暇、
　　　　　　特別休暇、産前産後休暇、
　　　　　　育児・介護休暇など
■日本大学のOB・OG数：計18名　男性17名　女性1名

【創業96年目の東証一部上場企業！】

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・飲料（コーヒー）

UCC上島珈琲（株） 31
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：10億円
■売　上　高：1,140億円
■従業員数：992名
■〒650-8577
　兵庫県神戸市港島中町7-7-7
■TEL 078-304-8811
■担当部署／管理本部　総務人事部

■事業内容：コーヒー、紅茶、ココアの輸入並びに加工、
　　　　　　販売。缶コーヒー等の飲料の製造、販売。
　　　　　　各種食材の仕入、販売。
■募集職種：総合職、生産技術職、研究開発職
■勤　務　地：沖縄を除く全国事業所

■給　　与：207,100円（大学卒）
　　　　　　230,000円（大学院卒）
■諸手当・待遇等：営業職時間外手当、時間外労働手当、
　　　　　　単身赴任手当。交代手当（交代勤務制を
　　　　　　とる事業所）、通勤手当、有資格者手当他。
■休日休暇：年間休日120日
■日本大学のOB・OG数：計16名　男性12名　女性4名

Good Coffee Smile！

採用対象 大学院 学　部

業種：商社（試薬・理化学機器）

理科研（株） 41
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：5,000万円
■売　上　高：331億円
■従業員数：295名
■〒113-0033
　東京都文京区本郷3-44-2
■TEL 03-3815-8951
■担当部署／人事総務部

■事業内容：一般試薬・輸入試薬・理化学機器等の卸売
り総合商社として『生命科学の未来』に貢献
できる仕事です。

■募集職種：営業職
■勤　務　地：本社（名古屋）、東京、つくば、神奈川、
　　　　　　鶴見、鎌倉、多摩、千葉 他

■給　　与：大卒初任給217,000円
　　　　　　（基本給＋営業手当）：2019年実績
■諸手当・待遇等：残業手当、
　　　　　　住宅補助手当（独身一人暮らし最高3年間）
■休日休暇：土日・祝日（週休二日制）
■日本大学のOB・OG数：計15名　男性6名　女性9名

試薬及び理化学機器の販売（卸売業）

採用対象 大学院 学　部

25 企業・団体名や～わ
12月20日
参加企業

12月19日
参加企業

12月18日
参加企業

12月17日
参加企業

12月16日
参加企業

業種：化学・医薬品・食品添加物

有機合成薬品工業（株） 38
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：34億7,100万円
■売　上　高：102億7,200万円
■従業員数：306名
■〒103-0013
　東京都中央区日本橋人形町3-10-4
■TEL 03-3664-3980
■担当部署／総務人事部

■事業内容：化学品製造業
■募集職種：総合職（品質管理、設備設計・保全）
　　　　　　研究職（研究開発、生産技術）
■勤　務　地：福島県いわき市、東京都区内

■給　　与：大卒初任給　207,300円（2019年実績）
　　　　　　（職種、学歴により変動あり）
■諸手当・待遇等：家族手当、住宅手当、特技手当等
■休日休暇：週休2日、祝日、年末・年始、メーデー、
　　　　　　創立記念日ほか
■日本大学のOB・OG数：計7名　男性6名　女性1名

人の役に立ち、人によろこばれるものを創る

採用対象 大学院 学　部

業種：農業協同組合

横浜農業協同組合 40
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：120億円
■従業員数：1,386名
■〒241-0821
　神奈川県横浜市旭区二俣川1-6-23
■TEL 045-414-0014
■担当部署／人事部人事教育課

■事業内容：総合事業
■募集職種：営業職・事務職
■勤　務　地：横浜市内の本店および50支店等

■給　　与：206,220円（平成31年実績）
■諸手当・待遇等：時間外手当・通勤手当・家族手当・
　　　　　　住宅手当、他
■休日休暇：土日祝日、週休二日制
■日本大学のOB・OG数：計20名
　　　　　　　　　　　　（直近5年間採用実績）

横浜の街づくりに貢献！

採用対象 大学院 学　部

業種：建築設計・農園・教育

（株）類設計室 42
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：9,900万円
■売　上　高：93億3,000万円
■従業員数：400名
■〒569-1042
　大阪府大阪市淀川区西中島4-3-2
　類ビル
■TEL 06-6305-2222
■担当部署／本社　募集室

■事業内容：教育、広宣社、農園、不動産、設計
■募集職種：講師、教育コンサル、企画・営業、販売、
　　　　　　栽培・営業秘書、受付、広報
■勤　務　地：大阪本社、設計は東京も含む、
　　　　　　農園は三重県、奈良県含む

■給　　与：初任給（19年度実績） 
　　　　　　大学卒：222,600円
　　　　　　修士了：238,900円
■諸手当・待遇等：各種保険完備（雇用保険・労災保険・健康

保険・厚生年金 ） ・共同保育制度あり・扶
養手当・借り上げ社宅制度

■休日休暇：休日 週１日 
　　　　　　夏季休暇・年末年始・ＧＷ休暇
　　　　　　その他会社が定めた日
■日本大学のOB・OG数：計3名　男性3名　

5事業部門からなる共同体企業です

採用対象 大学院 学　部

業種：農業・農業用ハウス

渡辺パイプ（株） 32
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：100億9,918万円
■売　上　高：2,832億4,000万円
■従業員数：5,012名
■〒104-0045
　東京都中央区築地5-6-10
　浜離宮パークサイドプレイス6F
■TEL 03-6281-5655
■担当部署／新卒採用事務局

■事業内容：当社は生活に欠かせない上下水道や住宅設
備の【商社】として、また農業資機材の【メー
カー】として快適な生活を支えています。

■募集職種：総合職（営業）
■勤　務　地：全国（エリア採用）

■給　　与：202.500円～227.300円
■諸手当・待遇等：雇用保険・労災保険・厚生年金保険・
　　　　　　健康保険・借上社宅制度・退職金制度・
　　　　　　福利厚生倶楽部(宿泊・飲食等優待サービ

ス)等
■休日休暇：週休2日・祝日・夏季休暇・年末年始休暇
　　　　　　/年間休日数124日(2018年実績)
■日本大学のOB・OG数：計85名　

水・住まい・農業のリーディングカンパニー

採用対象 大学院 学　部
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業種：測量業・建設コンサルタント業

アジア航測（株） 3
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：16億7,377万円
■売　上　高：230億円
■従業員数：1,033名
■〒215-0004
　神奈川県川崎市麻生区万福寺１-２-２
■TEL 044-969-7250
■担当部署／総務・人事部　人事課

■事業内容：測量業・建設コンサルタント業
■募集職種：総合職
■勤　務　地：全国各拠点

■給　　与：初任給：235,000円（大卒）
　　　　　　　　　　245,000円（院卒）
■諸手当・待遇等：諸手当有（公的資格手当、地域住宅手当）
■休日休暇：１２０日以上
■日本大学のOB・OG数：計58名

暮らしを創造をする空間情報コンサルタント

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・中間原材料メーカー

池田糖化工業（株） 4
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：4億794万円
■売　上　高：735億円
■従業員数：290名
■〒721-8558
　広島県福山市箕沖町97番地
■TEL 084-957-3445
■担当部署／人事部

■事業内容：主に加工食品用の中間原料となる各種調味
料やデザートソース等々の開発から製造ま
でを一貫して行っています。

■募集職種：営業、研究開発、品質管理、製造技術
■勤　務　地：広島（福山市）、東京、名古屋、大阪、
　　　　　　福岡、埼玉、栃木、新潟

■給　　与：大学院　225,000円
　　　　　　大　学　210,000円（2019年実績）
■諸手当・待遇等：営業手当、地域手当、家族手当、
　　　　　　残業手当（実績）
■休日休暇：年間１１１日（会社カレンダーによる）
■日本大学のOB・OG数：計14名　男性11名　女性3名

創業110年を超える、食品メーカーです

採用対象 大学院 学　部

業種：住宅関連・建材メーカー

永大産業（株） 6
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：32億8,530万円
■売　上　高：582億円
■従業員数：1,412名
■〒559-8658
　大阪府大阪市住之江区平林南2-10-60
■TEL 06-6684-3001
■担当部署／人事部人事グループ

■事業内容： ①木質建材（フローリング・室内ドア等）
　　　　　　②住宅設備機器（システムキッチン・洗面等）

③木質ボード（パーティクルボード）3点の
　　　　　　　製造・販売
■募集職種：営業職・技術職
■勤　務　地：営　　業：全国営業拠点
　　　　　　研究部門：大阪
　　　　　　事業部門：大阪・福井・山口

■給　　与：基本給：院卒/220,100円
　　　　　　　　　　大卒/205,200円
■諸手当・待遇等：超過勤務手当、住宅手当、家族手当、
　　　　　　マイスター手当、通勤手当等
■休日休暇：土日祝
　　　　　　年間休日120日+一斉有休4日
　　　　　　(工場勤務：112日+一斉有休1～4日)、
　　　　　　年末年始、 ＧＷ、夏季休暇、慶弔休暇、
　　　　　　永年勤続特別休暇
■日本大学のOB・OG数：計20名　男性19名　女性1名

フローリングのシェアトップクラス！

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・機内食

（株）ANAケータリングサービス 21
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億円
■従業員数：1,055名
■〒144-0041
　東京都大田区羽田空港3-2-8
■TEL 03-5757-5950
■担当部署／総務部総務課

■事業内容：機内食の製造・調整、機内サービス用品の
　　　　　　保管・管理、航空機への搭降載
■募集職種：総合職
■勤　務　地：東京都大田区、神奈川県川崎市、
　　　　　　千葉県成田市

■給　　与：大卒初任給204,000円（2019年度実績）
■諸手当・待遇等：通勤補助費、日祝勤務手当、
　　　　　　宿泊勤務手当、子供手当、共済会等
■休日休暇：年間113日
■日本大学のOB・OG数：計27名　

ANAの空の旅を彩ります

採用対象 大学院 学　部

27 企業・団体名あ～か
12月20日
参加企業

12月19日
参加企業

12月18日
参加企業

12月17日
参加企業

12月16日
参加企業

業種：建設・造園業

アゴラ造園（株） 2
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：5,000万円
■売　上　高：16億円
■従業員数：50名
■〒179-0075
　東京都練馬区高松6-2-18
■TEL 03-3997-2108
■担当部署／総務部

■事業内容：設計・施工・管理、指定管理業務、
　　　　　　みどりのリサイクル事業
■募集職種：総合職
■勤　務　地：東京都練馬区（本社・造園事業本部）

■給　　与：209,600円
■諸手当・待遇等：37,000円
■休日休暇：日・祭日、年末年始、夏期休暇、GW、
　　　　　　土（繁忙期除く）
■日本大学のOB・OG数：計6名　男性4名　女性2名

造園の枠に捉われない事業をしております

採用対象 大学院 学　部

業種：花卉・中古車オークション

（株）オークネット 8
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：17億円
■売　上　高：194億円
■従業員数：677名
■〒107-8349
　東京都港区北青山2-5-8
　青山OMスクエア
■TEL 03-6440-2500
■担当部署／人財開発室

■事業内容：インターネットを利用したオークションの主
催および運営などの情報流通支援サービス
業

■募集職種：企画・マーケティング職
■勤　務　地：本社/他全国拠点/海外

■給　　与：初任給209,000円
　　　　　　昇給年1回（4月）
　　　　　　賞与年2回（6月・12月）　
■諸手当・待遇等：手当：時間外/休日・深夜勤務/役職/
　　　　　　　　　資格手当/家族/交通費（全額）
■休日休暇：完全週休2日制/祝日
■日本大学のOB・OG数：計10名　男性6名　女性4名

先輩在籍中！知る人ぞ知るビッグビジネス

採用対象 大学院 学　部

業種：水族館運営

オリックス水族館（株） 9
ブースNo.

企業PR

■従業員数：110名
■〒105-0013
　東京都港区浜松町２-３-１
　日本生命浜松町クレアタワー
■TEL 03-5776-3423
■担当部署／サポートグループ　業務チーム

■事業内容：「近づくと、もっと好きになる。」をコンセプト
に、お客様に喜んでいただける水族館づく
りを目指しています。

■募集職種：展示飼育部門
■勤　務　地：京都水族館またはすみだ水族館

■給　　与：月給200,000円（2019年新卒　実績）
　　　　　　賞与　有（年2回）
■諸手当・待遇等：時間外・休日・深夜勤務手当、食事補助、
　　　　　　社会保険・雇用保険加入、社員割引、
　　　　　　保養所（オリックスグループ健保）
■休日休暇：月公休9日　年次有給休暇法定通り付与
　　　　　　積立保存休暇、慶弔休暇、転勤休暇等あり
■日本大学のOB・OG数：計5名　男性1名　女性4名

京都水族館、すみだ水族館の運営を行う

採用対象 大学院 学　部

業種：建設・道路舗装

鹿島道路（株） 10
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：40億円
■売　上　高：1,342憶円
■従業員数：1,586名
■〒112-8566
　東京都文京区後楽１-7-27
■TEL 03-5802-8006
■担当部署／総務・人事部

■事業内容：道路・空港・ダム等の舗装関連工事、
　　　　　　一般土木工事、スポーツ施設、建築工事
■募集職種：土木・建築・機械
■勤　務　地：全国（地域限定有り）

■給　　与：大学院：240,000円
　　　　　　大　学：225,000円
　　　　　　昇給年1回（4月）
■諸手当・待遇等：通勤手当、住宅手当、資格手当、
　　　　　　子育支援手当等
■休日休暇：完全週休2日制、祝祭日、夏季、年末年始
■日本大学のOB・OG数：計125名　
　　　　　　　　　　　　男性121名　女性4名

鹿島グループの中核企業！

採用対象 大学院 学　部

業種：繊維・不動産・機械

片倉工業（株） 5
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：18億1,730万円
■売　上　高：443億800万円（連結）
■従業員数：319名
■〒104-8312
　東京都中央区明石町6-4
　ニチレイ明石町ビル
■TEL 03-6832-0225
■担当部署／人事総務部　人事課

■事業内容：不動産事業、繊維事業、機械関連事業、
　　　　　　ライフソリューション事業
■募集職種：総合職
■勤　務　地：東京、埼玉など

■給　　与：大　　卒　月給209,000円
　　　　　　大学院卒　月給212,500円 
■諸手当・待遇等：交通費、残業手当、資格手当、役職手当、
　　　　　　営業手当、住宅手当ほか
■休日休暇：本社　完全週休2日制、祝日、年次有給休
　　　　　　暇、年間休日平均121日
　　　　　　（その他事業所　週休2日制、年次有給休
　　　　　　暇、年間休日平均115～121日）
■日本大学のOB・OG数：計6名

商業施設の開発、管理、運営

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・菓子

井村屋グループ（株） 11
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：25億7653万円
■売　上　高：451億800万円
■従業員数：944名
■〒514-8530
　三重県津市高茶屋7-1-1
■TEL 059-234-2131
■担当部署／総務・人事部

■事業内容：多様な事業展開を行い、全温度帯の商品を
取り扱う、フルカテゴリーメーカーです。

■募集職種：営業系、技術系、管理系
■勤　務　地：営業系（全国）
　　　　　　技術系（三重県・愛知県）
　　　　　　管理系（三重県）

■給　　与：学部卒：186,900円
　　　　　　修士卒：190,900円
■諸手当・待遇等：都市手当・営業手当・開発手当など
■休日休暇：年間休日数118日（2018年度）
■日本大学のOB・OG数：計13名　男性11名　女性2名

「おいしい！の笑顔」を世界へ、未来へ！

採用対象 大学院 学　部
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12月20日
参加企業

12月19日
参加企業

12月18日
参加企業

12月17日
参加企業

12月16日
参加企業企業・団体名か～し

業種：卸売・総合食品卸

加藤産業（株） 12
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：59億3,405万円
■売　上　高：1兆90億円
■従業員数：1,067名
■〒143-0014
　東京都大田区大森中1-2-28
■TEL 03-6404-3080
■担当部署／総務部

■事業内容：総合食品卸売業、カンピー製品製造発売元
■募集職種：［総合職］
　　　　　　営業／セールスアシスタント／仕入／
　　　　　　物流管理／物流企画／海外業務／
　　　　　　情報システム／総務経理など
■勤　務　地：本社ほか全国各支社・支店・営業所

■給　　与：［総合職（全国）］215,000円
　　　　　　※2018年4月四大生実績
■諸手当・待遇等：残業手当、休日出勤手当、通勤手当、
　　　　　　家族手当など
■休日休暇：完全週休2日制、祝日、
　　　　　　連続休暇（年間休日115日）
■日本大学のOB・OG数：計16名

豊かな食生活を提供し人々の幸せを実現する

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・調味料

ケンコーマヨネーズ（株） 44
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：54億2,403万円
■売　上　高：739億8,900万円
　　　　　 （2019年3月期）
■従業員数：3,047名
■〒164-0001
　東京都中野区中野4-10-1
　中野セントラルパークイースト2F
■TEL 03-5318-7530
■担当部署／総務本部　人事部

■事業内容：サラダ・総菜類、マヨネーズ・ドレッシング
　　　　　　・ソース類、タマゴ加工品等の製造、販売
■募集職種：【総合職】　3コースよりお選びください。　

①全職種　②開発　③生産・品質
　　　　　　（※全学部全学科対象／併願不可)
■勤　務　地：全国（東京・札幌・静岡・名古屋・京都・
　　　　　　大阪・広島・福岡等）

■給　　与：【初任給】【大学院修了】215,000円
　　　　　　【大学卒業】212,000円※2019年度実績
　　　　　　※その他、手当が支給されます。
■諸手当・待遇等：【各種手当】通勤手当、割増手当(時間外勤

務手当)、特別手当(独身住居手当)、営業手
当、食事手当、勤務手当等

■休日休暇：【年間休暇】東京本社・支店：125日
　　　　　　　　　　　工場：115日
　　　　　　【休　暇　等】有給休暇、特別休暇（結婚、忌
　　　　　　　　　　　引）、産前産後休暇、育児休業、
　　　　　　　　　　　介護休業等
■日本大学のOB・OG数：計35名

東証一部の業務用食品メーカー

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・食品添加物

三栄源エフ・エフ・アイ（株） 1
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：18億円
■売　上　高：788億円
■従業員数：1,020名
■〒103-0023
　東京都中央区日本橋本町4-6-4
■TEL 03-3241-2241
■担当部署／総務人事センター　総務人事課

■事業内容：食品・食品添加物・食品原料・工業製品の
　　　　　　製造及び販売
■募集職種：総合職、一般職
■勤　務　地：大阪、東京、滋賀、岡山、仙台、名古屋、
　　　　　　広島、福岡、海外現地法人

■給　　与：大学院卒225,700円
　　　　　　大　　卒207,200円
■諸手当・待遇等：家族手当、住宅補給金（総合職のみ）、
　　　　　　時間外手当、食事手当、通勤交通費(全額)
■休日休暇：完全週休２日制(土、日)、祝日、
　　　　　　年末年始・夏季・慶弔・有給休暇・
　　　　　　誕生日休暇・メモリアル休暇・
　　　　　　全社一斉休暇、半日有給休暇制度
■日本大学のOB・OG数：計15名　男性10名　女性5名

食品添加物開発を総合的に手掛けています

採用対象 大学院 学　部

業種：商社（食肉）

JA全農ミートフーズ（株） 17
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：28億8,020万円
■売　上　高：2,420億円（平成31年度）
■従業員数：1,525名
■〒108-0075
　東京都港区港南2-12-33
　品川キャナルビル2Ｆ
■TEL 03-5783-9714
■担当部署／管理本部 総務・人事部 人事課

■事業内容：肉牛・肉豚の集荷・販売、包装肉・食肉加
工品の製造・販売 、肉豚の相場発表、飲
食店の経営、その他食肉販売に付帯する業
務

■募集職種：総合職（全国）
■勤　務　地：全国各事業所所在地

■給　　与：218,700円
■諸手当・待遇等：通勤手当全額支給、社宅制度、
　　　　　　時間外勤務手当、世帯手当、住宅手当、
　　　　　　ライン長手当、特殊技能手当
■休日休暇：週休2日制（基本土日）、祝日、
　　　　　　年末年始休暇（4日）、
　　　　　　年次有給休暇（初年度15日、最高24日付
　　　　　　与、繰越24日以下）
■日本大学のOB・OG数：計21名　男性19名　女性2名

国産牛・豚肉を扱う食肉業界の製造小売企業

採用対象 大学院 学　部 来場予定のOB・OG学科 BAE

業種：農業協同組合連合会

神奈川県厚生農業協同組合連合会 13
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：40億465万円
■従業員数：1,674名
■〒231-0002
　神奈川県横浜市中区海岸通1-2-2
■TEL 045-680-3067
■担当部署／総務部　総務人事課

■事業内容： ＪＡグループの一員として農協法に基づき医
療・保健・福祉事業を展開し、病院や健診
施設、介護老人保健施設などを運営してお
ります。

■募集職種：事務職（総合職）
■勤　務　地：相模原・伊勢原・厚木・横浜・
　　　　　　他県内事業所

■給　　与：基本給　197,545円
■諸手当・待遇等：交通費手当等
■休日休暇：日曜・祝日・第3土曜日・
　　　　　　月1.5日指定休日・年次有給休暇・
　　　　　　年末年始休暇・リフレッシュ休暇・
　　　　　　慶弔休暇他
■日本大学のOB・OG数：計9名　男性5名　女性4名

勤務地は県内のみで地域貢献できる仕事です

採用対象 大学院 学　部

業種：公務員・地方

川崎市役所 14
ブースNo.

企業PR

■職　員　数：18,320名
■〒210-0006
　神奈川県川崎市川崎区砂子１-７-４
　砂子平沼ビル4F
■TEL 044-200-3343
■担当部署／人事委員会事務局任用課

■事業内容：市政全般
■募集職種：一般事務、社会福祉、心理、学校事務、
　　　　　　土木、電気、機械、造園、建築、化学、
　　　　　　消防士、薬剤師、獣医師、保健師など
■勤　務　地：川崎市内

■給　　与：大学卒行政事務の地域手当を含む初任給額
　　　　　　205,204円
■諸手当・待遇等：給与の他に期末勤勉手当が支給されます。
　　　　　　また、支給要件に該当する方には、通勤手

当、扶養手当、住居手当等の諸手当が支給
されます。

■休日休暇：年次有給休暇の他、夏季・結婚・出産・忌
引・子の看護・男性職員の育児参加などの
特別休暇や、育児休業制度、介護休暇等が
あります。

■日本大学のOB・OG数：計739名　
　　　　　　　　　　　　男性630名　女性109名

ともにつくる　最幸のまち　かわさき

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・アイスクリーム

栄屋乳業（株） 16
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：4,950万円
■売　上　高：191億円（2019年2月）
■従業員数：429名
■〒444-0934
　愛知県岡崎市東牧内町字甲田４５番地
■TEL 0564-33-1111
■担当部署／人事課

■事業内容：アイスクリーム・シュークリーム・プリン等
のデザート企画開発・製造・販売

■募集職種：総合職（製造・生産・商品開発・品質管
理・営業等）

■勤　務　地：本社／矢作工場、営業職は各支店勤務あり

■給　　与：200,000円（2019年4月）
■諸手当・待遇等：職務、家族、住宅、地域、営業、
　　　　　　業務赴任、免許、通勤、残業
■休日休暇：週休2日制、年間休日120日<年末年始・
　　　　　　ＧＷ ・夏季休暇・連続休暇6日・誕生日休
　　　　　　暇＞
■日本大学のOB・OG数：計3名　男性1名　女性2名

食文化に貢献する創造集団

採用対象 大学院 学　部

業種：商社（青果物）

JA全農青果センター（株） 19
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：29億4,000万円
■売　上　高：1,503億円
■従業員数：550名
■〒335-0031
　埼玉県戸田市美女木１１４１
■TEL 048-424-1912
■担当部署／管理統括部　人事課

■事業内容：青果物の仕入・販売およびその加工品等の
開発・販売、それに付帯する事業

■募集職種：営業・企画職（全国コース）
　　　　　　営業・企画職（地域コース）
　　　　　　事務・現業職（地域コース）
■勤　務　地：埼玉県戸田市、神奈川県平塚市、
　　　　　　大阪府高槻市

■給　　与：営業・企画職（全国）230,000円
　　　　　　営業・企画職（地域）207,000円
　　　　　　事務・現業職（地域）192,000円
■諸手当・待遇等：家族手当、住宅補助、管理職手当、
　　　　　　通勤手当、役職手当など
■休日休暇：年間休日１２４日
■日本大学のOB・OG数：計16名　男性12名　女性4名

生産者と消費者を安心で結ぶ懸け橋に

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・製パン

敷島製パン（株）＜Pasco＞ 45
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：17億9,900万円
■売　上　高：1,565億1,300万円
■従業員数：4,104名
■〒461-8721
　愛知県名古屋市東区白壁５-３
■担当部署／人事部

■事業内容：パン・和洋菓子の製造、販売
■募集職種：生産職・営業職・技術職
■勤　務　地：全国事業所

■給　　与： ◆大学院了：212,500円
　　　　　　◆大　　卒： 202,200円
■諸手当・待遇等：家族・通勤・深夜勤・残業手当など
■休日休暇：完全週休2日制（曜日は事業所・職種によっ

て異なります）　その他休暇制度有り
■日本大学のOB・OG数：計92名

超熟のパスコです！

採用対象 大学院 学　部

業種：船舶用電子機器製造

（株）光電製作所 15
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億円
■売　上　高：52億6,295万円
■従業員数：185名
■〒146-0095
　東京都大田区多摩川２-13-24
■TEL 03-3756-6501
■担当部署／人事総務部

■事業内容：船舶用電子機器・産業用電子機器・情報シ
ステム機器等の開発・製造・販売を行って
います。

■募集職種：総合職（国内・海外営業職、事務系総合職、
　　　　　　技術・開発職）
■勤　務　地：東京都・山梨県

■給　　与：本給211,000円
■諸手当・待遇等：住宅手当15,000円、家族手当、
　　　　　　時間外手当、通勤手当
■休日休暇：完全週休2日制（土・日・祝　但し土曜日休
　　　　　　日を振り替える場合有）
■日本大学のOB・OG数：計2名　男性1名　女性1名

創業72年　世界初を生み出す技術のコーデン

採用対象 大学院 学　部
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業種：物流・倉庫

全農物流（株） 34
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：15億3,210万円
■売　上　高：677億円
■従業員数：836名
■〒101-8502
　東京都千代田区神田錦町3-13-7
　名古路ビル本館7Ｆ
■TEL 03-3295-8651
■担当部署／総務部　総務・人事課

■事業内容：農畜産物等の物流管理および配車実務、
　　　　　　物流に関わる企画・営業実務、事務処理
　　　　　　およびサポート業務
■募集職種：事務職
■勤　務　地：全国の支社店および営（事）業所

■給　　与：201,700円（大卒、全国職の場合）
■諸手当・待遇等：家族手当、厚生年金保険、健康保険、
　　　　　　雇用保険、労災保険、
　　　　　　社宅制度（全国職・ブロック職対象）、
　　　　　　その他手当
■休日休暇：日曜日、祝日、土曜日
　　　　　　（勤務地により調整あり）
■日本大学のOB・OG数：計23名

全農グループの物流を担う会社です

採用対象 大学院 学　部

業種：情報サービス・IT関連

（株）ソフテム 26
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：5,000万円
■売　上　高：9億8,000万円
■従業員数：125名
■〒231-0062
　神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8
　日石横浜ビル15F
■TEL 045-661-0206
■担当部署／管理本部

■事業内容：創業41年目という開発の歴史の中で大手取
引先様からも、要件定義から開発まで一貫
して任される、信頼を得ている会社です。

■募集職種：システムエンジニア、プログラマ、
　　　　　　ネットワークエンジニア
■勤　務　地：横浜本社、東京都内、神奈川県内

■給　　与：大学院卒：221,000円
　　　　　　大　学　卒：207,000円
■諸手当・待遇等：通勤手当、残業代全額支給、職務手当、
　　　　　　扶養家族手当、資格奨励金制度
■休日休暇：土日祝日(2018年度実績：123日)
■日本大学のOB・OG数：計3名　男性2名　女性1名

3年目以内離職率3％の独立系IT企業です

採用対象 大学院 学　部 来場予定のOB・OG学科 FBS

業種：食品・ジャム類

ソントン食品工業（株） 27
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：22億7,000万円
■売　上　高：272億3,500万円
■従業員数：528名
■〒135-0016
　東京都江東区東陽6-3-2
　イースト21タワー
■TEL 03-6386-7803
■担当部署／人事総務部

■事業内容：製菓・製パン向けフィリング（加工用素材食
品）で業界シェア首位。また家庭用商品では
「ピーナッツクリーム」や各種ジャムも展開。

■募集職種：事務系：営業、海外事業
　　　　　　技術系：製品開発、品質管理、
　　　　　　　　　　生産・設備管理、海外事業
■勤　務　地：全国各事業所：東京、茨城（石岡）、
　　　　　　　　　　　　　大阪、その他営業所

■給　　与：院　卒：２１６,７００円
　　　　　　学部卒：２０0,000円
■諸手当・待遇等：時間外勤務手当、各種社会保険、
　　　　　　企業年金、退職金、住宅補助、
　　　　　　育児・介護支援
■休日休暇：年次有給休暇、特別休暇（慶弔休暇、
　　　　　　育児休暇、疾病休暇など）
■日本大学のOB・OG数：計21名　男性17名　女性4名

新たな食文化をあなたの力で創ろう！

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・乳製品

（株）東京めいらく 28
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億9,050万円
■売　上　高：1,610億330万円
■従業員数：2,721名
■〒170-8645
　東京都豊島区南大塚2-45-8
　大塚ＮＳビル3Ｆ
■TEL 03-5395-2512
■担当部署／人事課

■事業内容：当社は乳製品を中心とした食品製造販売業。
　　　　　　２箇所の工場で製造した食品をお得意様へ

卸問屋を通さず自社で配送する生産直販方
式です。

■募集職種：営業職、生産技術職
■勤　務　地：営業職　関東圏
　　　　　　生産技術職　千葉県佐倉市

■給　　与：201,000円
■諸手当・待遇等：通勤交通費
■休日休暇：完全週休二日制・有給休暇・特別休暇・
　　　　　　夏季休暇・年末年始休暇・誕生日休暇・
　　　　　　結婚記念日休暇・年間休日108日
■日本大学のOB・OG数：計72名

褐色の恋人・スジャータ

採用対象 大学院 学　部

29 企業・団体名し～と
12月20日
参加企業

12月19日
参加企業

12月18日
参加企業

12月17日
参加企業

12月16日
参加企業

業種：臨床検査薬製造

（株）シノテスト 18
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：1億4,000万円
■売　上　高：93億9,700万円
■従業員数：287名
■〒101-8410
　東京都千代田区神田駿河台３-７-９
■TEL 03-5280-3711
■担当部署／総務部

■事業内容：臨床検査薬の開発・製造・販売
■募集職種： ＤＭＲ（営業）職・研究開発職・学術職・
　　　　　　製造職・品質管理職
■勤　務　地： ＤＭＲ職（全国）、
　　　　　　それ以外（神奈川県相模原市）

■給　　与：修士了基本給／222,300円 
　　　　　　四年制大学卒基本給／209,800円
■諸手当・待遇等：通勤手当、時間外手当、住宅手当、
　　　　　　退職金、財形貯蓄、社員旅行、
　　　　　　定期健康診断、各クラブ
■休日休暇：完全週休2日制（土日）、祝日、年末年始、
　　　　　　夏季、有給（入社時付与）、
　　　　　　慶弔休暇（年間休日125日）
■日本大学のOB・OG数：計19名　男性9名　女性10名

病気をみつける薬をつくっています

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・麺

シマダヤ（株） 20
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：10億円
■売　上　高：355億円
■従業員数：323名
■〒150-0021
　東京都渋谷区恵比寿西1-33-11
■TEL 03-5489-5511
■担当部署／人事総務部

■事業内容：麺類及び関連食料品の企画開発・販売
■募集職種：営業系、研究技術系
■勤　務　地：東京、仙台、名古屋、大阪

■給　　与：初任給（2019年度実績）
　　　　　　大卒　205,600円
　　　　　　院卒　216,600円
■諸手当・待遇等：時間外勤務、家族、通勤、資格
■休日休暇：年間休日115日、年次有給休暇、
　　　　　　慶弔休暇、誕生日休暇、 リフレッシュ休暇、
　　　　　　裁判員休暇、育児休業、介護休業、
　　　　　　産前産後休暇
■日本大学のOB・OG数：計43名　

日本中に「おいしい笑顔」を届けませんか？

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・のり

（株）白子 7
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：3億円
■売　上　高：175億円
■従業員数：331名
■〒134-8502
　東京都江戸川区中葛西7-5-9
■TEL 03-3804-2111
■担当部署／総務部

■事業内容：海苔加工品等の製造及び販売
■募集職種：総合職
■勤　務　地：本社（東京都江戸川区）および各支店、工場

■給　　与：基本給１８７,０００円
■諸手当・待遇等：固定時間外手当３５,６５０円（営業職）、
　　　　　　交通費全額支給
■休日休暇：週休２日制（土・日※繁忙期には年数回の
　　　　　　土曜出勤あり）　年間休日１１９日
■日本大学のOB・OG数：計9名　男性5名　女性4名

創業150周年　挑み続けるトップブランド

採用対象 学　部

業種：建設・造園業

西武造園（株） 22
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：3億6,000万円
■売　上　高：133億8,500万円
■従業員数：1,022名
■〒171-0051
　東京都豊島区長崎5-1-34
　東長崎西武ビル2F
■TEL 03-4531-3600
■担当部署／管理部人事課

■事業内容：西武グループにおける造園・緑地事業専門
会社として、当社は設計・施工・維持管理

　　　　　　・運営までワンストップなサービスを提供し
ています

■募集職種：総合職（施工管理・維持管理・設計・企画
開発・営業・管理運営事業・総務・経理・
システムなど）

■勤　務　地：東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、他

■給　　与：２６６,０００円（約３０時間相当の時間外手当
　　　　　　・食事手当含む）
■諸手当・待遇等：時間外手当、交通費全額支給、
　　　　　　技能手当　等
■休日休暇：週休２日制（土曜・日曜）、祝日、年末年始、
　　　　　　慶弔、年次有給休暇（法令により付与し最大

20日）、リフレッシュ休暇
■日本大学のOB・OG数：計26名　男性23名　女性3名

人とみどりの環境創造サービス企業

採用対象 大学院 学　部

業種：医薬品メーカー

ゼリア新薬工業（株） 23
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：65億9,339万円
■売　上　高：618億3,100万円
■従業員数：950名
■〒103-8351
　東京都中央区日本橋小舟町10-11
■TEL 03-3661-0275
■担当部署／人事部

■事業内容：1. 医薬品、医薬部外品、試薬の製造、
　　　　　　　 販売および輸出入
　　　　　　2. 化粧品、健康食品、清涼飲料、
　　　　　　　 衛生雑貨、医療機器の製造、販売
　　　　　　　 および輸出入
■募集職種：MR職、CHC営業職、製造職
■勤　務　地：MR職・CHC営業職：全国各地
　　　　　　製造職：埼玉県熊谷市、茨城県牛久市

■給　　与：学部卒：244,860円
　　　　　　修士卒：270,730円
■諸手当・待遇等：通勤手当、営業手当、地域手当、日当　他
■休日休暇：完全週休2日（土日祝）、有給休暇、
　　　　　　特別休暇（夏季・慶弔・出産・生理・公務
　　　　　　・骨髄バンクなど）
■日本大学のOB・OG数：計29名　男性28名　女性1名

世界中の人々の健康づくりに貢献

採用対象 大学院 学　部

業種：IT関連・保険代理・不動産

（株）全農ビジネスサポート 32
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：5億9,450万円
■売　上　高：163億円（2019年3月実績）
■従業員数：474名
■〒101-0047
　東京都千代田区内神田1-1-12
　コープビル11F
■TEL 03-3296-8701
■担当部署／総務人事部人事企画課

■事業内容： ＪＡグループの幅広い経済事業を担っている
　　　　　　ＪＡ全農を全面的にバックアップし、日本の食
　　　　　　を支える一助として社会に貢献しています。
■募集職種：【情報システム職】ＪＡ全農グループの情報シ

ステムの開発、保守、ネットワーク構築等
　　　　　　【営業・企画職】不動産や保険等のサービス

提供
■勤　務　地：東京都他（全国転勤あり）

■給　　与：院修　209,400円
　　　　　　大卒　206,000円
■諸手当・待遇等：通勤費（全額支給）、住宅手当、
　　　　　　時間外勤務手当、家族手当他、
　　　　　　各種社会保険完備、社宅制度、
　　　　　　育児・介護休業制度、自己啓発助成制度等
■休日休暇：週休２日制（土・日）、祝日、年末年始、
　　　　　　慶弔休暇、夏季休暇５日、 有給休暇
　　　　　　初年度１５日（２年度以降２０日）
■日本大学のOB・OG数：計21名　男性18名　女性3名

ＪＡ全農グループを支える総合サービス会社

採用対象 大学院 学　部
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業種：建設・環境コンサル

人の森（株） 41
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：9,000万円
■売　上　高：75億657万円
■従業員数：139名
■〒243-0422
　神奈川県海老名市中新田1762
■TEL 046-233-2511
■担当部署／人の幸せを支える部

■事業内容：建設業、砕石業、ウェルネス事業、
　　　　　　アクア事業、地質調査事業、農業
■募集職種： ①土木技術職
　　　　　　②営業職
　　　　　　③工場施設管理職
■勤　務　地：職種により異なる
　　　　　　（海老名、横浜、厚木いずれか）

■給　　与：大卒 月給210,000円
　　　　　　院卒 月給220,000円
■諸手当・待遇等：通勤手当、残業手当、住宅手当、
　　　　　　子供手当、産前産後・育児休暇制度、
　　　　　　フィットネスクラブ施設利用無料、
　　　　　　昼食補助　等
■休日休暇：週休2日制、祝日、夏季休暇、年末年始、
　　　　　　会社創立記念日（年間所定休日　125日）
■日本大学のOB・OG数：計12名　男性5名　女性7名

近年、OB毎年入社！設立80年の会社で活躍！

採用対象 大学院 学　部

業種：環境緑化業・サービス業

（株）日比谷アメニス 35
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：3億円
■売　上　高：93億3,900万円
■従業員数：450名
■〒108-0073
　東京都港区三田4-7-27
■TEL 03-3453-2419
■担当部署／人事部

■事業内容：公園・緑地等の施工管理、公園・緑地等の
メンテナンス、公園・スポーツ施設等による
管理運営、バイオマス利活用に関する事業
他

■募集職種：総合職（施工管理、公園管理運営、営業、
　　　　　　人事、総務、経理、情報システム　他）
■勤　務　地：東京、千葉、仙台、名古屋、大阪、福岡

■給　　与：大　　卒：月給２３３,０００円
　　　　　　大学院卒：月給２４０,０００円
　　　　　　（残業代、各種手当は別途支給）
■諸手当・待遇等：手　　当：職格手当、技術手当、
　　　　　　　　　　　通勤手当、時間外手当 他
　　　　　　福利厚生：社会保険、財形貯蓄、
　　　　　　　　　　　各種資金融資制度、保養所 他
■休日休暇：土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始休暇、
　　　　　　夏季休暇など（年間休日総数125日）
■日本大学のOB・OG数：計32名　男性27名　女性5名

みどりに関わる事業で快適空間を創造します

採用対象 大学院 学　部

業種：建設・道路舗装

前田道路（株） 37
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：193億5,000万円
■売　上　高：2,237億円
■従業員数：2,511名
■〒141-8665
　東京都品川区大崎1-11-3
■TEL 03-5487-0019
■担当部署／人事部人事課

■事業内容：一般道の舗装・補修から高速道路や空港の
舗装まで幅広い分野で舗装工事を施工。

　　　　　　舗装の材料となるアスファルト合材も自社で
製造・販売

■募集職種：技術系（土木、試験、機械）・事務系
■勤　務　地：本店、支店、営業所、工場

■給　　与：大学院卒：255,000円
　　　　　　学　部　卒：235,000円
■諸手当・待遇等：賞与年2回、住宅手当、通勤手当、
　　　　　　超過勤務手当等
■休日休暇：週休2日制(土・日)、夏季・年末年始休暇
■日本大学のOB・OG数：計163名　
　　　　　　　　　　　　男性163名　女性2名

身近な所に前田道路。地域密着で日本を創る

採用対象 大学院 学　部

業種：公務員・地方

特別区＜東京２３区＞ 29
ブースNo.

企業PR

■職　員　数：4,000名
■〒102-0072
　東京都千代田区飯田橋３-５-１
■TEL 03-5210-9787
■担当部署／人事委員会事務局

■事業内容：東京２３区役所および３組合の職員
■募集職種：事務職・技術職（土木・建築・機械など）・
　　　　　　専門職（福祉・心理など）
■勤　務　地：各区役所又は出張所など

■給　　与：大卒程度初任給：約220,400円
　　　　　　（平成31年4月1日現在、地域手当含む）
■諸手当・待遇等：扶養手当、住居手当、通勤手当、
　　　　　　期末・勤勉手当など
■休日休暇：有給休暇（原則年20日付与）、
　　　　　　その他夏季休暇、慶弔休暇、
　　　　　　妊娠出産休暇など

23区職員の魅力・業務をお話しします！

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・乳製品

トモヱ乳業（株） 43
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：2,300万円
■売　上　高：365億円
■従業員数：300名
■〒306-0235
　茨城県古河市下辺見1955
■TEL 0280-32-1111
■担当部署／総務部人事課

■事業内容：牛乳・乳製品・各種飲料・デザート類の
　　　　　　製造、販売
■募集職種：製造、品質管理
■勤　務　地：茨城県古河市

■給　　与：基本給　190,000円
■諸手当・待遇等：皆勤手当10,000円
　　　　　　食事手当3,000円
　　　　　　住宅手当10,000円他
■休日休暇：週休2日
■日本大学のOB・OG数：計10名　男性9名　女性1名

乳業会社として北関東トップメーカーです

採用対象 大学院 学　部

業種：商社（食品・水産物）

ニチモウ（株） 24
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：44億1,166万円
■売　上　高：830億5,500万円
　　　　　 （2019年3月期） 
■従業員数：220名
■〒140-0002
　東京都品川区東品川2-2-20
　天王洲オーシャンスクエア
■TEL 03-3545-7355
■担当部署／ニチモウ株式会社　総務部

■事業内容：食品事業（カニ、すり身等）、海洋事業（漁
網、漁具等）、機械事業（食品加工機械等）、

　　　　　　化成品事業（包装資材、建築材等）での輸出
入、販売。

■募集職種：総合職（営業・管理・研究開発）
■勤　務　地：本社（東京）、支店（仙台、大阪、福岡）、
　　　　　　全国各営業所　等

■給　　与：学　部　卒：213,820円
　　　　　　大学院卒：225,510円
　　　　　　（2019年入社実績）
■諸手当・待遇等：通勤交通費、家族手当、住宅手当など
■休日休暇：年間休日：120日以上（完全週休2日（土
　　　　　　日)、祝日、年末年始、創立記念日、
　　　　　　地方的祭日、夏期休暇、年次有給休暇、
　　　　　　特別有給休暇など。）
■日本大学のOB・OG数：計11名　男性7名　女性2名

創立100周年　海の総合商社【ニチモウ】

採用対象 大学院 学　部 来場予定のOB・OG学科 MSR

業種：食品・漬物

（株）ピックルスコーポレーション 25
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：7億4,090万円
■売　上　高：406億円
■従業員数：335名
■〒354-0045
　埼玉県入間郡三芳町上富1031-1
■TEL 049-274-2101
■担当部署／総務部　総務課

■事業内容：食品製造・販売
■募集職種：総合職(技術系・事務系)
■勤　務　地：埼玉県・千葉県・神奈川県

■給　　与：大卒215,000円
　　　　　　院卒223,000円
■諸手当・待遇等：社会保険全て、持ち株会、
　　　　　　子育て支援金制度、住宅手当など
■休日休暇：年間所定休日115日
　　　　　　+初年度からリフレッシュ休暇5日付与
■日本大学のOB・OG数：計6名　男性1名　女性5名

東証一部上場企業で漬物メーカー売上No.1

採用対象 大学院 学　部

業種：商社（食品）

西原商会グループ 31
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：5,000万円
■売　上　高：864億円
■従業員数：2,158名
■〒890-0062
　鹿児島県鹿児島市与次郎1-10-21
■TEL 099-250-8433
■担当部署／人事部

■事業内容：外食産業向けに業務用食材を提案します。
　　　　　　お客様との日頃の会話からニーズや好みを

汲み取り、お客様に寄り添った提案型営業
を行います

■募集職種：総合職（ルート営業・メーカー営業・製造・
　　　　　　プロジェクト推進室・広報室）
■勤　務　地：本人希望考慮（全国58営業所、その他
　　　　　　本社、仕入センターなど）

■給　　与：基本給１９２,０００円＋諸手当（住宅、地域、
　　　　　　皆勤、通勤、固定時間外、扶養、転勤な
　　　　　　ど）
■諸手当・待遇等：社会保険完備・
　　　　　　退職金制度（３年以上勤務～）・
　　　　　　永年勤続表彰制度・定期健康診断・
　　　　　　会社用携帯電話貸与・社員研修旅行 他
■休日休暇：週休2日制（日・祝＋ローテーション休）
■日本大学のOB・OG数：計18名　男性14名　女性4名

48年連続増収中！

採用対象 大学院 学　部

業種：公務員・地方

町田市役所 39
ブースNo.

企業PR

■職 員 数：3,089名
■〒194-8520
　東京都町田市森野2-2-22
■TEL 042-724-2518
■担当部署／総務部職員課

■事業内容：市役所の行政運営全般に関わり、あらゆる
部門において幅広く業務に携わります。

■募集職種：一般事務、土木技術等（現時点では未定）
■勤　務　地：町田市内の各施設
　　　　　　（市庁舎、市民センター、保健所等）

■給　　与：一般事務職及び
　　　　　　一般技術職（土木、建築等）：
　　　　　　月給約211,900円
■諸手当・待遇等：地域手当、通勤手当、扶養手当、
　　　　　　住居手当、時間外勤務手当、
　　　　　　期末・勤勉手当など
■休日休暇：休日：土・日・祝日、
　　　　　　　　　年末年始（変則勤務職場あり。）
　　　　　　休暇：年次休暇、夏季休暇、結婚休暇等

市内最大のサービス業です！

採用対象 大学院 学　部30
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12月17日
参加企業

12月16日
参加企業企業・団体名と～ま

業種：食肉の品質判定　格付機関

（公社）日本食肉格付協会 33
ブースNo.

企業PR

■職　員　数：209名
■〒101-0063
　東京都千代田区神田淡路町2-1-2
■TEL 03-3257-0220
■担当部署／総務部

■事業内容：日本の畜産の発展と円滑な食肉流通を図る
ため、牛・豚枝肉取引規格に基づき公正中
立な規格格付を行う我が国唯一の格付機関
です。

■募集職種：格付員（正規職員）
■勤　務　地：全国８４事業所（東京、大阪、名古屋、
　　　　　　福岡、仙台、帯広など）

■給　　与：国家公務員一般職（大卒・院卒）と同等
■諸手当・待遇等：昇給年１回、賞与年２回、退職金（確定給付

企業年金）、確定拠出年金、各種手当（通
勤・地域・技能・残業等）、各種社会保険
等完備

■休日休暇：完全週休２日制（土日祝日）、
　　　　　　年次有給休暇（初年度１５日間）、
　　　　　　特別休暇（慶弔等）、病気休暇、
　　　　　　育児休業、介護休業
■日本大学のOB・OG数：計11名　男性11名

食肉の格付をする日本で唯一の公益団体！

採用対象 大学院 学　部
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業種：食品・菓子

（株）モンテール 38
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：5,000万円
■売　上　高：255億円
■従業員数：1,023名
■〒340-0822
　埼玉県八潮市大瀬3-1-8
■TEL 048-994-2300
■担当部署／採用事務局

■事業内容：チルドデザートの企画・製造・販売
■募集職種： ①製造総合職
　　　　　　②販売管理職（営業・企画開発）
■勤　務　地： ①茨城県つくば工場
　　　　　　　（数年後に転勤の可能性有）
　　　　　　②本社

■給　　与：月給１８８,５４０円
　　　　　　※①時間外労働の手当を支給、 ②別途３５

時間分の固定残業代５万円を「職務手当」と
して支給

■諸手当・待遇等：通勤手当、家族手当、職務手当、
　　　　　　役職手当、住宅手当、時間外労働手当
■休日休暇：休日：週休２日制（月９日以上）・
　　　　　　　　　年間１１０日
　　　　　　休暇： 有給休暇・特別休暇（慶弔休暇等）・
　　　　　　　　　法定休暇（産前・産後、育児・介護
　　　　　　　　　等）
■日本大学のOB・OG数：計11名　男性5名　女性6名

素材と製法にこだわった美味しいスイーツ

採用対象 大学院 学　部

業種：食品・菓子

ヤマザキビスケット（株） 47
ブースNo.

企業PR

■従業員数：1,000名
■〒163-0540
　東京都新宿区西新宿1-26-2
　新宿野村ビル40Ｆ
■TEL 03-3344-8727
■担当部署／総務部人事課

■事業内容：当社は菓子の製造販売を行う菓子メーカー
です。主力製品には、「チップスター」「ノア

　　　　　　ール」「ルヴァンプライム」などがあります。
■募集職種：生産部門、エンジニア部門、営業部門、
　　　　　　情報システム部門
　　　　　　※全て総合職採用（希望・適性を考慮し、
　　　　　　　配属先を決定）
■勤　務　地：工場（茨城）
　　　　　　15営業所（東京、大阪、名古屋　等）
　　　　　　本社（新宿）

■給　　与：【大　学　卒】月給18万7,570円
　　　　　　　　　　　～20万2,270円（地域による）
　　　　　　【大学院卒】月給19万3,410円
　　　　　　　　　　　～20万8,110円（地域による）
■諸手当・待遇等：家族手当、住宅手当、セールス手当、
　　　　　　都市手当、通勤手当　他
■休日休暇：週休2日制（土日祝日、年末年始休暇、
　　　　　　夏季休暇）、年次有給休暇、慶弔休暇、
　　　　　　積立有給休暇、産前産後休暇、育児休業、
　　　　　　介護休業　他
■日本大学のOB・OG数：計32名

転機を迎え、新たな挑戦をしています！

採用対象 大学院 学　部

業種：卸売・総合食品卸

三井食品（株） 46
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：120億3,100万円
■売　上　高：8,199億円
■従業員数：1,030名
■〒104-8277
　東京都中央区八重洲２-７-２
■TEL 03-6700-7102
■担当部署／人事総務部人材開発室

■事業内容：食品・酒類・ペット商品の仕入れ・販売
■募集職種：全職種（営業、業務、ロジスティクス、
　　　　　　法務、人事など）
■勤　務　地：全国の各事業所（拠点数約50カ所）

■給　　与：204,400円
■諸手当・待遇等：通勤手当、時間外勤務手当、
　　　　　　単身赴任手当　など
■休日休暇：休日：週休2日（土・日）、祝祭日、
　　　　　　　　　年末年始
　　　　　　休暇：年次有給休暇、特別休暇
■日本大学のOB・OG数：計37名　男性34名　女性3名

日本の食品業界には欠かせない卸売業の魅力

採用対象 大学院 学　部

業種：商社（食品）・ホテル

ユアサ・フナショク（株） 40
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：55億9,923万円
■売　上　高：953億4,000万円
■従業員数：262名
■〒273-8551
　千葉県船橋市宮本４-１８-６
■TEL 047-433-1211
■担当部署／管理本部総務部人事課

■事業内容：食品の卸売、ビジネスホテル（パールホテル
ズ）の経営、不動産の賃貸

■募集職種：営業職、事務職（営業事務・経理・総務・
　　　　　　人事）、フロント職
■勤　務　地：千葉県、東京都、神奈川県

■給　　与：２０２,０００円
■諸手当・待遇等：営業手当、家族手当、住宅手当、通勤手当
■休日休暇：１２３日
■日本大学のOB・OG数：計20名　男17名　女性3名

地域密着型の総合食品商社

採用対象 大学院 学　部

業種：きのこメーカー

（株）雪国まいたけ 36
ブースNo.

企業PR

■従業員数：2,000名
■〒949-6695
　新潟県南魚沼市余川８９
■TEL 025-778-0109
■担当部署／人事総務部

■事業内容：まいたけ、えりんぎ、ぶなしめじ、カット野
菜等の生産販売及びきのこの加工食品の製
造販売

■募集職種：営業、生産、研究、事務
■勤　務　地：営業（全国）、生産（新潟、滋賀他）、
　　　　　　研究（新潟）、事務（新潟）

■給　　与：大学院卒（213,000円）
　　　　　　大　学　卒（197,000円）
■諸手当・待遇等：皆勤手当、食事手当、通勤手当、
　　　　　　役職手当、営業手当、単身赴任手当、
　　　　　　社宅制度、他
■休日休暇：年間休日110日
■日本大学のOB・OG数：計11名　男性11名

2020年の上場を目指しております

採用対象 大学院 学　部

業種：金融・信用金庫

横浜信用金庫 42
ブースNo.

企業PR

■出　資　金：18億円
■預金積金：1兆7,886億円
■従業員数：1,272名
■〒231-8466
　神奈川県横浜市中区尾上町2-16-1
■TEL 045-680-6917
■担当部署／人事部人財開発室

■事業内容：預金、融資、為替 他
■募集職種：総合職、一般職
■勤　務　地：横浜・川崎・海老名・藤沢・町田・
　　　　　　大和の各市

■給　　与：総合職200,000円
■諸手当・待遇等：通勤、職務、家族手当など
■休日休暇：土曜、日曜、祝日、年末年始
　　　　　　完全週休二日制
■日本大学のOB・OG数：計130名

たしかな明日のお手伝い《よこしん》

採用対象 大学院 学　部

業種：レジャー・水族館

（株）横浜八景島 30
ブースNo.

企業PR

■資　本　金：8億2,000万円
■従業員数：235名
■〒236-0006
　神奈川県横浜市金沢区八景島
■TEL 045-788-9636
■担当部署／人事部

■事業内容：横浜・八景島シーパラダイス、マクセル ア
クアパーク品川、仙台うみの杜水族館等の
運営

■募集職種：総合職、飼育職（予定）
■勤　務　地：神奈川県、東京都、宮城県、新潟県

■給　　与：202,000円（初任給）　※手当除く
■諸手当・待遇等：時間外勤務手当、家族手当、役職手当
　　　　　　など
■休日休暇：年間休日119日
■日本大学のOB・OG数：計13名

レジャー施設の運営を行っている会社です

採用対象 大学院 学　部

31 企業・団体名み～よ
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就職指導課では、キャリアカウンセラーが全般的な就職相談はもちろん、
履歴書やエントリーシートの添削、面接指導なども事前予約制で受け付けています。

日本大学生物資源科学部　就職指導課（就職支援センター）

※上記を視聴するには「NU-AppsG アカウント」が必要となります。
　学生の皆様にはすでにこのアカウントは配布済みです。

本学部就職支援行事で行われた種々の「就職支

援ガイダンス・講座・講演会」や、「業界勉強会・

企業研究会」などの動画を配信しています。イ

ンターネット上で 24 時間どこからでも試聴す

ることができます。積極的な就職活動に大いに

活用して下さい。

就職支援行事ムービーアーカイブス

本学部の学生を特定して募集している企業の求

人情報を閲覧することができます。本学部の学

生に専門性を生かした活躍を期待する企業の求

人の詳細情報を随時更新。効率のよい就職活動

をサポートします。

学部宛て求人情報

上記の利用は
コチラから！


